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追通村名主孫右衛門金銭受取証文［覚］（上灰・
中灰代につき）　追通村名主孫右衛門→硝石方御
掛り酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-48

地京原村下組名主政之丞他二名金銭受取証文
［覚］（寄灰代料賃共につき）　地京原村下組名主
政之丞・組頭徳兵衛・長百姓清之丞→硝石方御懸り酒
井千左衛門殿

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-49

青木村名主孫兵衛他三名金銭受取証文［覚］（硝
石御用製寄灰品々代料につき）　青木村名主孫
兵衛・同断伊平太・組頭藤左衛門他1名→硝石御掛り
酒井千左衛門殿

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-50

奈良井村名主平左衛門他四名金銭受取証文
［覚］（寄灰代料につき）　奈良井村名主平左衛
門・組頭仲右衛門・同断惣五郎他2名→硝石方御懸り
酒井千左衛門殿

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-51

中条村龍右衛門他二名金銭受取証文［覚］（寄灰
代料につき）　中条村龍右衛門・弥惣太・東作→硝
石方御懸り酒井千左衛門殿

明治2年巳4月 竪紙・1通 へ12-52

専納村名主源左衛門他三名金銭受取証文［覚］
（寄灰代料につき）　専納村名主源左衛門・組頭冨
吉・同勝右衛門他1名→硝石方御掛り酒井千左衛門殿

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ12-53

志垣村甚三郎金銭受取証文［覚］（真木10棚代に
つき）　志垣村甚三郎→硝石方御懸り酒井千左衛門
殿

明治元年辰10月 竪紙・1通 へ12-54

追通村伝右衛門金銭受取証文［覚］（真木10棚駄
賃につき）　追通村伝右衛門→御武器方硝石掛り
酒井千左衛門様

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-55

追通村太之助金銭受取証文［覚］（真木14棚切代
につき）　追通村太之助→酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-56

追通村太之助金銭受取証文［覚］（雑真木2棚代
につき）　追通村太之助→酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-57

追通村名主七左衛門金銭受取証文（真木代につ
き）　追通村名主七左衛門→御武具方硝石御掛り酒
井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-58

上祖山村源治郎金銭受取証文［覚］（雑真木代に
つき）　上祖山村源治郎→酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-59

追通村木主吉兵衛金銭受取証文［覚］（真木代に
つき）　追通村木主吉兵衛→御武具方硝石御掛り宮
入半左衛門様

明治2年巳正月 竪紙・1通 へ12-60

追通村名主七左衛門他三名用状［覚］（元土140
本半代につき）　追通村名主七左衛門・組頭清左衛
門・長百姓義兵衛他1名→御武具方硝石御掛り酒井千
左衛門様

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-61

追通村名主七左衛門他二名金銭受取証文［覚］
（御賄料につき）　追通村名主七左衛門・組頭清左

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-62

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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衛門・長百姓義兵衛→硝石方御掛り酒井千左衛門様

追通村名主七左衛門他一名金銭受取証文（紙代
につき）　追通村名主七左衛門・頭立伝右衛門→御
武具方御掛り酒井小左衛門様

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ12-63

元硝石製御仲間直八金銭受取証文［覚］（硝石製
御手当・雑用共下金につき）　元硝石製御仲間直
八→北村団之丞殿・宮入半左衛門殿

明治2年巳11月 竪継紙・1通 へ12-64

追通村長百姓七左衛門金銭受取証文［覚］（雑真
木代につき）　追通村長百姓七左衛門→御武具方
硝石御掛り宮入半左衛門様

明治2年巳10月 竪紙・1通 へ12-65

追通村善右衛門金銭受取証文［覚］（真木買上代
につき）　追通村善右衛門→硝石方御元分宮入半左
衛門様

明治2年巳11月 竪紙・1通 へ12-66

追通村棟吉金銭受取証文［覚］（真木代につき） 
追通村棟吉→御武具方硝石御懸り宮入半左衛門様

（明治2年）巳10月7日 竪紙・1通 へ12-67

追通村棟吉金銭受取証文［覚］（上灰代につき） 
追通村棟吉→硝石御懸り宮入半左衛門様

（明治2年）巳11月 竪紙・1通 へ12-68

追通村名主孫右衛門金銭受取証文［覚］（御出役
様賄料につき）　追通村名主孫右衛門→硝石御掛
り宮入半左衛門様　虫損あり

明治2年巳10月 竪紙・1通 へ12-69

追通村名主孫右衛門金銭受取証文［覚］（硝石御
製場手当金につき）　追通村名主孫右衛門・組頭
治郎兵衛・長百姓七左衛門→硝石御掛り宮入半左衛
門様　虫損あり

明治2年巳10月 竪紙・1通 へ12-70

追通村名主孫右衛門他二名用状［覚］（元土69本
代につき）　追通村名主孫右衛門・組頭七左衛門・
長百姓治郎兵衛→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治2年巳10月 竪紙・1通 へ12-71

追通村組頭治郎兵衛金銭受取証文［覚］（小判2
状代につき）　追通村組頭治郎兵衛→御武方御元
〆宮入半左衛門様

明治2年巳10月 竪切紙・1通 へ12-72

追通村善右衛門金銭受取証文［覚］（叺9ツ代に
つき）　追通村善右衛門→硝石方御元〆宮入半左衛
門様　虫損あり

明治2年巳10月 竪切紙・1通 へ12-73

硝石方御仲間惣作金銭受取証文［覚］（硝石製手
当・賃金雑用金につき）　硝石方御仲間惣作→北
村団之丞殿・宮入半左衛門殿

明治2年巳12月 竪継紙・1通 へ12-74

上屋村京田組名主仙右衛門他一名金銭受取証
文［覚］（硝石製道具送り駄賃につき）　上屋村
京田組名主仙右衛門・長百姓弥吉→硝石方御元〆宮
入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-75

廣瀬組上組名主七右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（硝石製道具送り駄賃につき）　廣瀬組上
組名主七右衛門・組頭□□衛門・長百姓甚四郎→硝石
方御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪切紙・1通 へ12-76

入山村影山組名主廣吉他一名金銭受取証文 明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-77

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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［覚］（硝石製道具運送駄賃につき）　入山村影
山組名主廣吉・長百性喜代吉→硝石方御元〆宮入半
左衛門様　虫損あり

栃原村平組名主源兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（硝石道具送り駄賃につき）　栃原村平組
名主源兵衛・組頭仁右衛門・長百姓十左衛門→硝石方
御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-78

後町村名主後見鈴木八兵衛他三名金銭受取証
文［覚］（追通村硝石製入用寄灰代金等につ
き）　後町村名主後見鈴木八兵衛・組頭鶴見重兵衛・
同断山田喜兵衛他1名→硝石方御元〆宮入半左衛門
様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-79

追通村名主□七他二名金銭受取証文［覚］（製硝
石送り駄賃につき）　追通村名主□七・組頭治郎
兵衛・長百姓孫右衛門→硝石方御元〆宮入半左衛門
様　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-80

志垣村名主九右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（追通村製硝石・入用灰等送り駄賃につき）　
志垣村名主九右衛門・組頭三治郎・長百姓長三郎→硝
石方御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-81

下祖山村名主米蔵他二名金銭受取証文［覚］（追
通村製硝石・入用灰等送り駄賃につき）　下祖
山村名主米蔵・組頭惣左衛門・長百姓喜藤太→硝石方
御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-82

小鍋村中組名主市郎左衛門他一名金銭受取証
文［覚］（追通村硝石製入用灰継送り駄賃につ
き） 小鍋村中組名主市郎左衛門・作右衛門→硝石方
御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-83

山田中村名主弥兵衛他三名金銭受取証文［覚］
（追通村製硝石・入用灰等送り駄賃につき）　
山田中村名主弥兵衛・同断利右衛門・組頭喜兵衛他1
名→硝方御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-84

茂曽村名主豊治他二名金銭受取証文［覚］（追通
村硝石製入用灰継送り駄賃につき）　茂曽村
名主豊治・組頭利兵衛・長百姓文三郎→硝石方御元〆
宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-85

腰村名主久左衛門他三名金銭受取証文［覚］（追
通村硝石製入用寄灰並びに運送につき）　腰
村名主久左衛門・組頭惣右衛門・同断平右衛門他1名
→硝石方御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-86

妻科村名主徳武与市他四名金銭受取証文［覚］
（追通村硝石製入用寄灰・運送並びに駄賃等
につき）　妻科村名主徳武与市・組頭政右衛門・同断
利□□□他2名→硝石方御元〆宮入半左衛門様　虫
損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-87

吉窪村名主菊治他二名金銭受取証文［覚］（追通 明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-88

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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村製硝石・入用灰並びに運送賃等につき）　吉
窪村名主菊治・組頭離惣太・長百姓清治郎→硝石方御
元〆宮入半左衛門様　虫損あり

小市村名主龍蔵他二名金銭受取証文［覚］（追通
村製硝石・灰継送り駄賃共につき）　小市村名
主龍蔵・組頭宗三郎・長百姓半之輔→硝石方御元〆宮
入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-89

小市村名主龍蔵他二名金銭受取証文［覚］（追通
村硝石製入料寄灰代並びに運送駄賃等につ
き）　小市村名主龍蔵・組頭宗三郎・長百姓半之輔→
硝石方御元〆宮入半左衛門様　虫損あり

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-90

小松原村名主嘉兵他四名金銭受取証文［覚］（追
通村製硝石・灰継送り駄賃寄灰代賄料等につ
き）　小松原村名主嘉兵・組頭作治・同甚平・長百姓駒
治他1名→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ12-91

四ツ屋村名主惣太郎他二名金銭受取証文［覚］
（追通村製硝石運送駄賃並びに賄料共につ
き）　四ツ屋村名主惣太郎・組頭多左衛門・長百姓中
澤弥七郎→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-92

原村名主高野儀右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（追通村製硝石並びに灰運送駄賃等につ
き）　原村名主高野儀右衛門・組頭喜七・長百姓小泉
彦市→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-93

小森村名主五左衛門他三名金銭受取証文［覚］
（追通村製硝石並びに灰運送駄賃等につき） 
小森村名主五左衛門・組頭宮澤恒佐・長百姓常八他1
名→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-94

伴織之進金銭受取証文［覚］（追通村硝石製入用
灰運送駄賃金につき）　伴織之進→武庫御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ12-95

（硝石方灰代等金銭受取証文綴　慶応4年7月～明
治6年10月）　

21点 へ13

［証文之通　〆金八百弐拾五両壱分拾匁七分三
厘］（表紙）　御武庫方硝石合薬製方→‐　へ13の
表紙

竪切紙・1通 へ13-1

（保科村・隣村・沓野村入料勘定帳へ引合につ
き）　矢野倉謙兵衛・小幡茂義→‐

明治6年酉10月 竪継紙・1通 へ13-2

保科村名主常八郎金銭受取証文［覚］（元土・灰
代につき）　保科村名主常八郎→硝石方御元〆北
村団之丞様

慶応4年辰7月 竪紙・1通 へ13-3

保科村名主常八郎金銭受取証文［覚］（灰代につ
き）　保科村名主常八郎→硝石方御元〆北村団之丞
様

慶応4年辰9月 竪紙・1通 へ13-4

保科村角之助金銭受取証文［覚］（真木代につ
き）　保科村角之助→硝石方御元〆北村団之丞様

慶応4年辰7月 竪紙・1通 へ13-5

保科村文之丞金銭受取証文［覚］（真木代につ 明治元年辰10月 竪切紙・1通 へ13-6

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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き） 保科村文之丞→硝石方御元〆北村団之丞様

高井郡花見村三九郎他一名金銭受取証文［覚］
（製人・手伝職等入料につき）　高井郡花見村
三九郎・斧右衛門→硝石方御元〆北村団之丞様

明治元年辰10月 竪継紙・1通 へ13-7

保科村名主常八郎金銭受取証文［覚］（製所家
賃・藁代等につき）　保科村名主常八郎→硝石方
御元〆北村団之丞様　破損大

慶応4年辰9月 竪継紙・1通 へ13-8

中町ふしや與兵衛金銭受取証文［覚］（大盃代に
つき）　中町ふしや與兵衛→北村団之丞様

（明治4年）未4月 横切継紙・1通 へ13-9

硝石製御仲間惣作金銭受取証文［覚］（保科村・
隣村床下土見分手当金につき）　硝石製御仲間
惣作→北村団之丞殿・宮入半左衛門殿

明治元年辰12月 竪紙・1通 へ13-10

小出村名主政木吉三郎金銭受取証文［覚］（出役
様賄手当につき）　小出村名主政木吉三郎・組頭
治右衛門・長百姓徳右衛門→御武具方御役所

明治元年辰10月 竪紙・1通 へ13-11

東川田村名主彦蔵他二名金銭受取証文［覚］（出
役様賄手当につき）　東川田村名主彦蔵・組頭徳
右衛門・長百姓岡村庄作→御武具方御役所

明治元年辰10月20日 竪紙・1通 へ13-12

町川田村名主富八他三名金銭受取証文［覚］（出
役様賄当充につき）　町川田村名主富八・組頭彦
兵衛・同断彦治他1名→御武具方御役所

明治元年辰10月20日 竪紙・1通 へ13-13

沓野村名主市兵衛他三名金銭受取証文［覚］（造
硝小屋地所手当金につき）　沓野村名主市兵衛・
組頭友蔵・長百性児玉文蔵他1名→御武具方御役所

慶応3年卯12月 竪紙・1通 へ13-14

沓野村名主市兵衛他三名金銭受取証文［覚］（造
硝小屋地所手当金につき）　沓野村名主市兵衛・
組頭友蔵・長百性児玉文蔵他1名→御武具方御役所

明治元年辰極月 竪紙・1通 へ13-15

沓野村名主市兵衛他三名金銭受取証文［覚］（造
硝小屋地所手当金につき）　沓野村名主市兵衛・
組頭友蔵・長百性児玉文蔵他1名→御武庫方御役所　
虫損あり

明治2年巳12月 竪紙・1通 へ13-16

福島村長百姓塚田音八金銭受取証文［覚］（賄料
につき）　福島村長百姓塚田音八→硝石方御元〆北
村団之丞様

明治4年未4月22日 竪紙・1通 へ13-17

沓野村惣代山本喜藤二金銭受取証文［覚］（賄手
充につき）　沓野村惣代山本喜藤二→御武庫方御
役所　虫損あり

明治4年未4月 竪紙・1通 へ13-18

御仲間惣作金銭受取証文（沓野村造硝小屋見分
出役手当につき）　御仲間惣作→北村団之丞殿・
宮入半左衛門殿　虫損あり

明治2年巳12月 竪紙・1通 へ13-19

小布施村名主鶴田栄之助他二名金銭受取証文
［覚］（賄銀につき）　小布施村名主鶴田栄之助・組
頭関谷甚兵衛・長百姓小林嘉四良→硝石方御元〆北
村団之丞様　虫損あり

明治4年未5月15日 竪紙・1通 へ13-20

名主竹節安吉他三名金銭受取証文［覚］（造硝小 明治4年未4月 竪紙・1通 へ13-21

５２　藩政・松代庁／番方／硝石方・武庫方より硝石製造道具・材料費村々受取
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屋地所手当金につき）　名主竹節安吉・組頭佐藤
喜惣二・長百姓黒岩市兵衛他1名→御武庫方御役所

５３　松代庁／番方／松代藩兵隊交代の新潟県庁通牒・帰藩届　　政事所

新潟県庁仰渡書（大垣藩兵と交代につき）　新潟県
庁→松代藩兵隊

4月5日 横切紙・1通 へ124

（端裏書）［帰藩ニ付新潟県并水原局江御届差出候
写］（新潟戌守差免関係史料写）　

（明治3年）庚午5月 横切継紙・1通 へ126

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状　　番方役所

（武庫方・軍事方関係書類一括　明治4年2月～11
月）　包紙一括、品々書類関係、欠年あり、他に散逸書類
袋ありカ

23点 へ205

［御当用品々書類　二月　四月　七月　十月　
十一月迄〆］（封筒）　武庫→‐

明治4年辛未 包紙・1点 へ205-1

（武庫方・軍事掛関係書類綴　明治4年2月～11
月）

22点 へ205-2

（武庫司事関連書類綴　明治4年2月～11月）　 3点 へ205-2-1

庁掌申上書（三ッ道具・6尺棒2本を引払のため
引渡につき）　庁掌→武庫司事様

（明治4年）11月3日 横切紙・1通 へ205-2-1-1

武庫司事取調書［人員ノ取調］（武庫司事5人等
12人につき）　武庫司事→‐

（明治4年）辛未11月17
日

横切継紙・1通 へ205-2-1-2

武庫司事伺書并軍事掛勘返状（休暇の有無と通
達担当につき並びに休暇通達を取紛落とし
た詫と今後は相違なき旨）　軍事掛→武庫司事

（明治4年）辛未11月20
日

横切継紙・1通 へ205-2-1-3

河原権大参事指図書（根井小右衛門の火縄20半
拝借の旨取計願につき）　河原権大参事→武庫
司事

（明治4年）2月21日 横切継紙・1通 へ205-2-2

営繕司伺書并軍監貼紙朱印［去ル辰年於長岡表
焼失之御道具御払切之義伺］（下筋出張支配
の者御預り御道具の内長岡表において焼失
の分御払切されたき旨並びに了承の旨）　営
繕司→‐　貼紙｢辛未二月六日□殿御聞済｣

（明治4年）未2月 横切紙・1通 へ205-2-3

某用状［辛未四月廿七日御庫内発砲一件］（明治
3庚午年11月25日騒動の節御渡筒武庫内にて
砲発につき）　

（明治4年） 横切継紙・1通 へ205-2-4

［御賞典一件］（御賞典不可の件次三男・支配ま
で申通につき）　

明治4年辛未6月 横切継紙・1通 へ205-2-5

５３　松代庁／番方／松代藩兵隊交代の新潟県庁通牒・帰藩届　　５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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某用状［御賞典一件］（不本意ながら賞典渡方の
遅延にて当3月18日より手形札にて支給につ
き）

明治4年辛未6月 横切継紙・1通 へ205-2-6

武庫司事指図書（支配の小頭等の内で卒に入れ
る人員の取調につき）　武庫司事→‐

明治4年辛未8月25日 横切継紙・1通 へ205-2-7

武庫司事指図書（諸上納・払金を松代藩札相場
割合を用い、金2分以上本金へ掛り歩増につ
き）　武庫司事→‐

明治4年辛未8月25日 横切紙・1通 へ205-2-8

某用状（八坂大神県察につき28日より29日に県
幣使出庁が済まで重軽脇の者・僧尼の輩出庁
をはばかるべき旨）　

明治4年辛未8月 横切継紙・1通 へ205-2-9

（武庫司事等関連書類綴　明治4年10月）　 5点 へ205-2-10

軍事掛申上書（別帳の内で印付の分引渡落手の
旨）　軍事掛→（矢野倉）謙兵衛様

（明治4年）10月3日 横切継紙・1通 へ205-2-10-1

樋口幟之助申上書（学軍両局のことについて、
庶務から等の官へ支給のため学軍局の帳面
を持参・兵隊の官員へ提出につき）　（樋口）幟
之助→‐

（明治4年）辛未10月4日 横切継紙・1通 へ205-2-10-2

謙兵衛伺書并賦事職事掛等勘返状（病気中の
休日数につき伺並びに休暇日4ヵ目御届につ
き）　徳兵衛→職事掛様・大属様・権大属様

（明治4年）10月8日 横切継紙・1通 へ205-2-10-3

柘植彦六申上書（別紙の通り71両を和田耕造へ
払下げるよう決したので取計願につき）　（柘
植）彦六→武庫司事様　鉛筆書、端裏年代のみ筆書

（明治4年）辛未10月17
日

横切継紙・1通 へ205-2-10-4

矢野倉謙兵衛申上書並金一郎勘返状（別帳東京
へ提出のため取調の上見込提出等につき）　
（矢野倉）謙兵衛→金一郎様

（明治4年）辛未10月19
日

横切継紙・1通 へ205-2-10-5

（武庫司事関連書類綴　明治4年2月～10月）　 6点 へ205-2-11

宮島嘉織申上書（御処御手附当へ賞典を下され
る旨委細承知につき）　（宮島）嘉織→（矢野倉）謙
兵衛様

（明治4年）辛未2月2日 横切継紙・1通 へ205-2-11-1

御目見席連名願書［一生一代御目見席歎願書
写］（御目見席を御徒士席同様の取扱願につ
き）　御目見席連名→‐

（明治4年）辛2月 横切継紙・1通 へ205-2-11-2

伊勢町石合周左衛門届書［記］（脇差1振提出に
つき）　伊勢町石合周左衛門→御武庫庶務方御役所

明治4年辛未7月18日 横切継紙・1通 へ205-2-11-3

武庫司事伺書［合薬干台并附属之品々御新調之
義別紙御済伺］（去午閏10月13日の伺未了承
ため再考慮願につき）　武庫司事→‐

（明治4年）2月27日 横切継紙・1通 へ205-2-11-4

某用状［覚］（合薬干台10挺等4筆代銀1貫425匁9
分につき）　

（明治4年） 横切継紙・1通 へ205-2-11-5

大久保量左衛門願書［去閏十月中合薬干台御積
申上候写］（木綿5尺4分1枚等5筆代銀175匁6

（明治4年）未2月 横切継紙・1通 へ205-2-11-6

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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分去閏10月見積に当時の値段付記につき）　
大久保量左衛門→‐

（武庫方関係書類一括）　包紙一括、品々書類関係、欠
年あり、他に散逸書類袋ありカ

52点 へ206

［御当用不抱品々書類］（包紙）　武庫→‐ （明治4年）2月 包紙・1点 へ206-1

（武庫方関係書類綴）　 （明治4年） 47点 へ206-2

柘植彦六見積書［摩軋管代料調］（摩擦火管千本
代銀1貫200匁につき）　（柘植）彦六→（矢野倉）謙
一郎様　鉛筆書

（明治4年）9月17日 横切継紙・1通 へ206-2-1

謙一郎伺書并柘植彦六勘返状（金児氏のシヤス
ツポ銃の返上につき並びに見本銃のため返
上の旨）　（矢野倉）謙一郎→（柘植）彦六様　勘返状
は鉛筆書

（明治4年）8月4日 横切継紙・1通 へ206-2-2

中津平左衛門申上書［御尋ニ付申上候］（兵器元
知事様引分の分大参事以下事務取扱の旨返
答につき）　中津平左衛門→‐　下ケ札あり

（明治4年）辛未7月 横切継紙・1通 へ206-2-3

中津平左衛門申上書（御武器帳は安政5年御一
洗以来載除していないので金穀兵器等総計
取調引渡のための元帳には成りかねにつき）
中津平左衛門→‐

（明治4年）辛未7月 横切継紙・1通 へ206-2-4

（武庫司事関連書類綴）　 12点 へ206-2-5

矢野倉謙兵衛申上書并小幡全一郎他一名勘返
状［廻章］（硝石合薬武器拵頭取4人の内真嶋・
岩真の両拵頭取助等に元〆団之丞・半左衛門
両人をつけた願並びに相違なき旨）　（矢野
倉）謙兵衛→（小幡）全一郎様・（小野）熊男様　下ケ札
あり

（明治4年）10月7日 横切継紙・1通 へ206-2-5-1

矢野倉謙兵衛願書并小野熊男勘返状（今日小野
氏へ慶沢氏一同の引取参上の可否、差支があ
れば明後2日に引取度旨伺並びに明後2日引
取しかるべき旨）　（矢野倉）謙兵衛→（小野）熊男
様　端裏に矢野倉｢改名仕候｣

（明治4年）9月晦日 横切継紙・1通 へ206-2-5-2

矢野倉謙兵衛願書并小幡全一郎勘返状（今日小
野氏へ引取参上の可否、小野氏の差支があれ
ば明後2日に罷り越したいと両様の伺並びに
見込もないのでよろしく取り計らうべき旨）
（矢野倉）謙兵衛→（小幡）全一郎様

（明治4年）9月晦日 横切継紙・1通 へ206-2-5-3

小幡全一郎伺書（病気により出勤できず長左衛
門権大参事から申聞一条、諸向人減の御取調
につき一生一代の2人は減らさないよう願）
（小幡）全一郎→（矢野倉）謙兵衛様・（菅沼）柳三様

（明治4年）9月晦日 横切継紙・1通 へ206-2-5-4

小幡全一郎伺書（器械製造所・火工所の合併に
より本局官が兼用で勤めることを伺の上指
令につき）　（小幡）全一郎→御同職様

（明治4年）9月7日 横切継紙・1通 へ206-2-5-5

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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矢野倉謙兵衛申上書并小幡全一郎勘返状（火工
所は小沢氏へは近々明けるように伝えるの
で半左衛門・東作に伝言の旨、当局使定儀の
ため明後日目見のことにつき、附属目附替の
件、並びに委細任せる旨）　（矢野倉）謙兵衛→
（小幡）全一郎様

（明治4年）10月5日 横切継紙・1通 へ206-2-5-6

矢野倉謙兵衛申上書并小幡全一郎勘返状（休暇
を除き11日目に届のところ以来は所労3日銀
4ツ免廻章のとおり取計の旨等5件並びに御
面倒恐れ入る旨等）　（矢野倉）謙兵衛→（小幡）全
一郎様

（明治4年） 横切継紙・1通 へ206-2-5-7

矢野倉謙兵衛申上書并小幡全一郎勘返状（火工
所について長谷川殿に伺ったところ尊君へ
の通じ方について長谷川か役方かの両様の
うち評議のうえ仰渡され、御手職共は軍事拵
で申儀すべき旨等6件並びに御面倒恐れ入る
旨等）　（矢野倉）謙兵衛→（小幡）全一郎様

（明治4年）10月7日 横切継紙・1通 へ206-2-5-8

矢野倉謙三郎申上書并熊男勘返状（昨日7日休
につき御内覧の上御伏膝なき願並びに宜し
く取り計らうべき旨）　（矢野倉）謙兵衛→（小野）
熊男様

（明治4年）10月7日 横切継紙・1通 へ206-2-5-9

矢野倉謙三郎并熊男勘返状（火工所につき先夜
相談の通り御職の方へ御伏膝なき並びに同
意の旨）　（矢野倉）謙兵衛→（小野）熊男様

（明治4年）10月5日 横切継紙・1通 へ206-2-5-10

某用状［器械製造火工掛り］（四ツ谷保谷豫一郎
等11名書上）　

（明治4年） 横切継紙・1通 へ206-2-5-11

某用状（大砲鋳物師・銃工・銃工台師・鉄砲物師・
器械調物師・大小銃器械塗工師・喇叭師人名
書上）

（明治4年） 横長半・1冊 へ206-2-5-12

（武庫司事関連書類綴　明治元年～明治4年4
月）

6点 へ206-2-6

中村才太郎申上書［鈴木啓一郎鉄砲之義ニ付取
合中村才太郎より申来］（龍泉寺熊太郎頼に
より伺につき）　中村才太郎→矢野倉謙兵衛様

（明治4年）2月23日 横切継紙・1通 へ206-2-6-1

某用状［御内見可被成下候］（古岩権四郎への先
頃の内意の件につき）　

（明治4年）11月15日 横切継紙・1通 へ206-2-6-2

愛之介申上書［宮入三治取扱記］（辰年5月15日
より10月16日まで御手附助出勤日数につき）
宮入三治郎取扱組愛之介→‐

（明治4年）4月13日 横切紙・1通 へ206-2-6-3

矢野倉謙一郎申上書［松代殿一年中御武具方手
附助］（落合喜左衛門組西條村元五郎等9名名
面書）　矢野倉謙一郎→割番所

（明治4年）3月12日 横切継紙・1通 へ206-2-6-4

（明治元辰年4月～11月、調役助松村半次郎等8
名の勤務記録）　下ケ札あり

明治元年 横切継紙・1通 へ206-2-6-5

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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御安口綿貫作治郎申上書［御尋付以書付申上
候］（当正月下向古岩権四郎から宇六郎附御
筒其外品々の御払のため買取相違につき）　
御安口綿貫作治郎→武庫方御役所　端裏書｢御安口
綿貫作治郎｣

（明治4年）未2月6日 横切紙・1通 へ206-2-6-6

（武庫方関連書類綴）　 4点 へ206-2-7

矢野求馬申上書［元手附助宮入三治取拵故愛之
助内穿鑿書明治辛未年六月九日軍事拵矢野
氏分相廻候］（愛之助の去辰年の短刀売払届
について穿鑿につき）　下ケ札あり

（明治4年）未6月 横切継紙・1通 へ206-2-7-1

小池屋作次郎申上書［御尋ニ付以書取奉申上
候］（古岩権四郎様から中短銃御払につき代
金を官札で3両購入並びに隣家熊太郎へ4両2
分にて売却につき）　小池屋作次郎→武庫方御役
所　端裏書｢辛未二月廿四日鈴慶ミニー鉄砲、御安口
綿貫作治郎｣

2月24日 横切紙・1通 へ206-2-7-2

北村熊太申上書［御尋ニ付以書付申上候］（鈴木
慶一郎から小池屋作治郎方の短銃1挺を購入
につき）　北村熊太郎→武庫方御役所　端裏書｢辛
未二月廿四日鈴慶ミニー鉄砲、御安口北村熊太郎｣

未2月24日 横切紙・1通 へ206-2-7-3

主簿申上書（鈴木慶一郎が明治元年に取調役の
勤中に合薬・雷管等を多く持ち出して子供へ
与えたこと等愛之助風説につき）　主簿→‐

（明治4年）辛未6月 横長半・1冊 へ206-2-7-4

（武庫方関連書類綴）　 4点 へ206-2-8

清申上書［御請］（太鼓代料金札4両2分を玉川氏
へ廻した旨、三村氏御勤役中よりとんだ目に
あったにつき）　清→‐

4月12日 横切継紙・1通 へ206-2-8-1

某用状（ミニー銃1挺見積につき）　 切紙・1通 へ206-2-8-2

銃工山口近蔵見積書［覚］（ミニー銃御買上御入
料凡積等4筆代金80両2分2朱84文につき）　銃
工山口近蔵→御武庫方御役所

6月 横切継紙・1通 へ206-2-8-3

某用状［覚］（御陣笠51等106匁3分5厘につき）　 6月27日 横切紙・1通 へ206-2-8-4

（武庫司事関連書類綴）　 8点 へ206-2-9

（助長・助長補・下士長席順別給料書上）　 横切継紙・1通 へ206-2-9-1

副衛士補願書（御用意を頼んだ常備4小隊と外8
小隊と1分隊の凡60人ずつについて委細は下
士長より取調申上げる旨）　副衛士補→武庫司
事様

8月24日 横切継紙・1通 へ206-2-9-2

（予備銃・弾薬等の見積雛形）　 （明治4年）辛未8月24日 横切紙・1通 へ206-2-9-3

（兵隊13小隊の人員780人・銃780挺等につき）　
端裏書｢壱辛未八月廿四日［　］調｣

（明治4年）辛未8月 横切紙・1通 へ206-2-9-4

（兵隊13小隊の人員905人・銃905挺につき）　端
裏書｢三辛未八月廿□日［　］調｣

横切紙・1通 へ206-2-9-5
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（長・中・極短施條銃295挺につき）　端裏書「大銃
［　］調」

横切紙・1通 へ206-2-9-6

（中・長・極短盤條銃の書上）　 横切紙・1通 へ206-2-9-7

某用状（雷火胴乱・散兵胴乱書上）　端裏書｢弐辛
未八月廿四日、鉄□儀胴乱渡｣

横切紙・1通 へ206-2-9-8

（武庫司事関連書類綴）　 3点 へ206-2-10

新七申上書（過日に問い合わせのあった元松平
左京太夫様御家来渡辺氏へ下された喇叭の
手扣の詮議は別紙書抜の通りの旨）　新七→
（矢野倉）謙一郎様

9月29日 横切紙・1通 へ206-2-10-1

渡辺詮次郎申上書（東京表から両度45挺取寄の
内渡辺氏へ1挺下され、残り44挺は御武具方
へ引渡、1挺引渡の科は此表で新規出来につ
き）　松平左京太夫様御家来渡辺詮次郎→‐

巳7月18日 横切紙・1通 へ206-2-10-2

［御勝手方日記書抜］（明治2巳7月15日、西条様
御家来渡辺詮次郎へ御暇につき銀15匁・喇叭
1口下付につき）　

横切紙・1通 へ206-2-10-3

（武庫司事関連書類綴）　 6点 へ206-2-11

浅右衛門申上書（御馬具一条の相談のため来宅
願につき）　浅右衛門→（矢野倉）謙一郎様

横切紙・1通 へ206-2-11-1

六蔵願上書（御鞍鐙の引き渡しのため御支配の
者をよこし、御印紙持参してくれるよう願） 
六蔵→（矢野倉）謙一郎様

8月26日 横切紙・1通 へ206-2-11-2

権右衛門申上書（双眼鏡下賜の仕法につき） 権
右衛門→（矢野倉）謙兵衛様

明治4年辛未5月21日 横切紙・1通 へ206-2-11-3

［御引越之節被進者御馬具覚］（御鞍1口等23筆） 横長半・1冊 へ206-2-11-4

（付属品表）　 切紙・1通 へ206-2-11-5

（兵器総計表）　 明治4年辛未12月改正 切紙・1通 へ206-2-11-6

（武庫方関係書類綴）　 4点 へ206-3

佐久間格郎願書［御内々奉願候］（亡父修理が生
存中に武庫方より拝借していた御書物の返
却を延引につき）　佐久間格郎→‐

横切継紙・1通 へ206-3-1

佐久間格郎申上書（亡父存生中に借用した御書
物の返納のこと猶予が認められ感謝につき）
（佐久間）格郎→矢野倉（謙兵衛）様

（明治4年）10月8日 切紙・1通 へ206-3-2

記事申上書（修理拝借の書物猶予願のみで外に
差し出していない旨御報につき）　記事→謙一
郎様

（明治4年）辛未10月22
日

横切継紙・1通 へ206-3-3

武庫属申上書［御書物引渡残取調］（皇清経解6
帖佐久間修理等21筆）　武庫属→‐

（明治4年）辛未11月 横切継紙・1通 へ206-3-4

（武庫方関係書類一括　明治4年12月～5年10月） 
包紙一括

横切継紙・1通 へ207

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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［御当用品々書類］（包紙）　武庫→‐ 明治5年壬申4・5・7月 包紙・1点 へ207-1

（武庫方関係書類綴　明治4年12月～5年10月） 34点 へ207-2

中俣一平申上書（東京において出来弾3種の負
数を凡でも申上るべき旨指令のところ覚束
なき旨）　中俣一平→矢野倉謙兵衛様

8月25日 横切紙・1通 へ207-2-1

根村熊五郎願書（元御鉄砲師近藤菊太郎・元御
鉄砲台師北村八百次について扶持頂戴につ
き）　根村熊五郎→元武庫司

9月 横切継紙・1通 へ207-2-2

旧武庫司事申上書（元御雇求御鉄砲師の取計い
方につき）　旧武庫司事→根村熊太郎様

10月5日 横切継紙・1通 へ207-2-3

（武具奉行関連書類綴）　 9点 へ207-2-4

根村重昌鉄砲見積書［拝演］（元込銃・長短銃の
古物値段見積につき）　根村重昌→元武庫司

7月29日 横切継紙・1通 へ207-2-4-1

根村熊五郎馬具見積書［記］（馬具5筆の古物値
段につき）　根村熊五郎→矢野倉謙兵衛様　朱書
で監督調値段を記

8月16日 横切継紙・1通 へ207-2-4-2

元武庫司事指図書（御雇御用中並びに勤中御扶
持下賜者名面取調書）　元武庫司事→元職事掛様

4月28日 横切継紙・1通 へ207-2-4-3

矢野倉謙兵衛申上書（山本与五郎の勤務永代雇
につき）　（矢野倉）謙兵衛→（馬場）廣人様

4月15日 横切継紙・1通 へ207-2-4-4

矢野倉謙兵衛申上書并馬場廣人勘返状（元御役
方御雇手附6人の当時の雇用について伺並び
に被免の旨）　（矢野倉）謙兵衛→（馬場）廣人様

4月15日 横切紙・1通 へ207-2-4-5

某用状（青木繁三郎の一代研師免許につき）　青
木繁三郎が慶応2年から研師勤仕の旨の貼札

（明治4年）辛未12月11
日

横切紙・1通 へ207-2-4-6

山口総平申上書（□沢彦兵衛への御鉄砲官師任
命について不確定につき）　山口総平→山口彦
吉様

5月5日 横切紙・1通 へ207-2-4-7

某用状（慶応3卯年の鍛冶町与五郎の大小銅物
師・彫物師兼帯に関してにつき）　端書｢明治五
壬申年五月三日、三井芳治郎方御日記書状□□ス｣

明治5年壬申5月3日 横切継紙・1通 へ207-2-4-8

某用状［御書附覚］（元治元年の8名の御雇に関
する書付書抜）　

横長半・1冊 へ207-2-4-9

（武庫方関連書類綴）　 4点 へ207-2-5

矢野倉謙兵衛伺書（村献金につき）　矢野倉謙兵
衛→玉川渡様

6月25日 横切継紙・1通 へ207-2-5-1

某用状（別紙庶務申立の鈴木惣五郎については
弁じ兼ねる旨等指示書）　

（明治5年）壬申4月 横切継紙・1通 へ207-2-5-2

元武庫司指図書（大岡村宮原組吉兵衛奇特によ
り弓・空穂・具足を御家扶持次第支給につき）
　元武庫司→‐

横切継紙・1通 へ207-2-5-3

旧武庫方指図書（矢代村唐木銀三郎へ具足1領 横切継紙・1通 へ207-2-5-4
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等28人へ支給につき）　旧武庫方→‐

（鼠宿村関門引払関連書類綴　明治2年6月）　 3点 へ207-2-6

玉川渡他一名指図書（鼠宿村関門引払の際に下
番10人の歎願の通り御鉄砲を下渡し30両を
内献上につき）　玉川渡・竹内小左衛門→鼠宿村関
門下番頭取左兵衛・下番利重・仁左衛門他7名

（明治2年）巳6月21日 横切継紙・1通 へ207-2-6-1

某指図書下書（鼠宿村左兵衛等9名について、関
所引払の際に御用を勤めたき旨の歎願によ
り、臨時御用を勤めるべきにつき）　

（明治2年）6月 横切継紙・1通 へ207-2-6-2

竹内小左衛門受取証文［覚］（金30両、歎願の通
りの仰せのため冥加として内献上確かに預
置につき）　竹内小左衛門→鼠宿村左兵衛殿・七三
郎殿・彦弥殿

（明治2年）巳6月14日 横切紙・1通 へ207-2-6-3

（硝石・雷管等取調関連書類綴　明治5年5月～
10月）　

5点 へ207-2-7

某取調書［覚］（硝石・鉛・合薬・管について凡取
調）　端裏書｢硝石、鉛、合薬、管取調、壬申五月廿五日
山崎□□ス｣

（明治5年）壬申5月25日 横切継紙・1通 へ207-2-7-1

某取調書［覚］（13管等雷管についての取調につ
き）　端裏朱筆｢被下御［□］七月廿九日調遣ス｣

切紙・1通 へ207-2-7-2

某取調書［覚］（両眼銃5本等8筆）　端裏朱筆｢壬申
八月五日［□］｣

（明治5年）壬申8月 横切継紙・1通 へ207-2-7-3

某取調書（御長柄143筋等9筆負数凡取調）　 （明治5年）壬申10月 横切継紙・1通 へ207-2-7-4

某取調書［覚］（飛口6本等3筆取調）　 （明治5年）壬申10月 横切紙・1通 へ207-2-7-5

（武具奉行関連書類綴）　 10点 へ207-2-8

某申上書（監督職掌等4件含み置くべきにつき）
端書｢御内扱御一覧後御火中｣

横切継紙・1通 へ207-2-8-1

小幡全一郎申上書（母親持病のため看病したい
ので見合を願たき旨、所労3日限りだが今は
如何なっているかの伺等につき）　（小幡）全一
郎→（矢野倉）謙兵衛様

5月6日 横切継紙・1通 へ207-2-8-2

某申上書（雷火銃焼筒49挺、岩松寅松献上筒の
内類焼のため鉄物不足の分につき）　端裏書｢
岩村寅松相献上品之内五月十五日壬申五月廿七日調
長国方火事之節行内筋類焼ニ付焼ル｣

5月27日 横切紙・1通 へ207-2-8-3

小山田久米申上書（雷火管は此方では置場がな
いのでかゝ井方へ送るよう願、また先頃の取
込弾薬預りもかゝ井へ送りたき旨）　（小山
田）久米→（矢野倉）謙兵衛様

6月3日 横切継紙・1通 へ207-2-8-4

藤井浅右衛門用状（大砲・合薬当今の1斤御払代
料の問い合わせにつき）　（藤井）浅右衛門→（矢
野倉）謙兵衛様

7月29日 横切紙・1通 へ207-2-8-5

中俣一平申上書（別紙で品々代料の書入を差上 7月29日 横切紙・1通 へ207-2-8-6
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げるよう指示につき）　中俣一平→元武庫司事様

（雷管2筆、6万1千677粒）　 切紙・1通 へ207-2-8-7

［覚］（元込銃15挺等6筆）　 横切紙・1通 へ207-2-8-8

（16発弾薬等3筆）　 切紙・1通 へ207-2-8-9

（16発1挺等10筆）　端書「御手銃御張参込調壬申六月
三日御家扶分相廻ル」

横切紙・1通 へ207-2-8-10

（武庫方関係書類綴　文政7年3月～明治5年8
月）

16点 へ207-3

（武具奉行関連書類綴）　 8点 へ207-3-1

前嶋七郎申上書（隣家片井氏の主張している七
郎押領地は片井氏への貸地につき）　（前嶋）
七郎→（矢野倉）謙兵衛様

6月10日 横切継紙・1通 へ207-3-1-1

矢野倉謙兵衛伺書（片井三次への内貸地所から
の冥加金上納の遅滞の有無につき）　（矢野
倉）謙兵衛→（前嶋）七郎様

6月12日 横切継紙・1通 へ207-3-1-2

前嶋七郎申上書（年貢について証書写御届につ
き）　（前嶋）七郎→（矢野倉）謙兵衛様

6月19日 横切継紙・1通 へ207-3-1-3

前嶋七郎申上書［奉復］（籾代は辰年分は片井氏
が皆済した旨）　（前嶋）七郎事吉徳→‐

6月20日 横切継紙・1通 へ207-3-1-4

直味申上書（辰年分年貢は前嶋へ遣さずに購入
した旨）　直味→（矢野倉）謙兵衛様

6月25日 横切継紙・1通 へ207-3-1-5

片井宗造地所借証文写［覚］（御用細工所普請
のため20坪、年々の年貢籾銀差出）　片井宗造
→前島七郎左衛門様御内小沼忠太殿　端裏書｢文政
七申三月、片井宗造より前嶋七郎左衛門江差出候分
［　］借用証書写｣

文政7年申3月 切紙・1通 へ207-3-1-6

某書上［覚］（巳・午・未年分小作籾書上）　端裏書
｢前嶋氏片井江貸地年貢調｣

横切紙・1通 へ207-3-1-7

矢野倉謙兵衛申上書（前嶋七郎地所借用の片井
三次の分宅に籾地は一切分けないよう伺に
つき）　（矢野倉）謙兵衛→数馬様

（明治5年）壬申6月15日 横切紙・1通 へ207-3-1-8

金児忠兵衛申上書［鈴木惣五郎御賞筋］（鈴木惣
五郎への賞典推薦のため五百目カノン1挺等
書上） 金児忠兵衛→御武庫司事御中

（明治5年）壬申3月 横長半・1冊 へ207-3-2

（武庫司事関連書類綴　明治5年4月～8月）　 7点 へ207-3-3

某用状（端裏書）［大鉄御鋳造調］（弘化3年・嘉永
2年・嘉永5年・元治2年分につき）　

（明治5年）壬申4月 横切継紙・1通 へ207-3-3-1

（三斤柘榴弾216等7筆、惣五郎出来辻書上）　 横切紙・1通 へ207-3-3-2

［弘化度より佐庸手ニて出来玉調］（佐久間庸左
衛門出来分、300匁32等6筆）　

（明治5年）壬申8月23日 横切紙・1通 へ207-3-3-3

［大鉄御鋳造拵］（金吹右兵衛等8名書上）　 横切継紙・1通 へ207-3-3-4

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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［大鉄御鋳造御入料］（鉄・銅・古銅等）　端裏書｢山
寺□沢山口伊□川江可致下札分｣（朱筆）

（明治5年）壬申8月27日 横切紙・1通 へ207-3-3-5

（6ホントカノン等30門、鳥海藤五郎・樋畑翁輔・
山内芳太郎・山内唯七）　

横切継紙・1通 へ207-3-3-6

（300匁カノン1挺等、弘化3年・弘化4年・嘉永5
年・元治元年分）　下ケ札多数（御掛り調役鳥海藤
五郎2挺・樋畑翁助3挺・山内唯七5挺など）

横切継紙・1通 へ207-3-3-7

（諸器械拝借帳切手関連書類一括　安政7年正月
～明治6年5月）　封筒一括

297点 へ185

［諸器械拝借帳切手類入、御武具方］（封筒）　 明治2年巳正月 封筒・1点 へ185-1

（武庫司事関係書類綴）　 7点 へ185-2

［御長柄槍受取証文］（表紙）　草間一路→‐ 明治4年辛未2月 竪紙・1通 へ185-2-1

武庫司事指図書（西山良助・海沼忠蔵討死の際
に行方知れずとなった拝借物について親類
の申し立てにより拝借流れとなった旨）　武
庫司事→‐

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ185-2-2

武庫司事指図書（官札100両献上により原村小
出甫之助へ槍1筋下付につき）　武庫司事→‐

（慶応4年） 横切紙・1通 へ185-2-3

武庫司事指図書（刀12本・脇差5本を御手入のた
め松植彦六へ渡すべきにつき）　武庫司事→‐

（慶応4年） 横切紙・1通 へ185-2-4

武庫司事指図書（御渡物を以後下士長が受取た
き願承知につき）　武庫司事→‐

（慶応4年） 横切紙・1通 へ185-2-5

武庫司事指図書（鉛等の拝借物を払切につき） 
武庫司事→‐

（慶応4年） 横切紙・1通 へ185-2-6

小林誠夫願書（去巳年3月中拝借の中短ミニー
銃紛失のため拝借流につき）　小林誠夫→松代
御庁

（慶応4年）2月18日 横切継紙・1通 へ185-2-7

（武器関係書類一括）　 14点 へ7

北村団之丞他一名伺書［口上覚］（合薬製水車の
儀大破のため新規普請願につき）　北村団之
丞・宮入半左衛門→‐

（明治2年） 巳7月 横切紙・1通 へ7-1

鈴木勘左衛門用状（焔硝入替えの儀につき）　鈴
木勘左衛門→車屋大三郎様

横切紙・1通 へ7-2

根村熊五郎用状并添伺貼紙［覚］（火縄筒御払い
引き請けの旨某より願のため伺につき）　根
村熊五郎→柘植嘉兵衛様　虫損あり、端裏書｢御用筋
｣、

（3月30日） 横切継紙・1通 へ7-3

（武具購入関係書類一括　明治3年11月～明治4
年7月）　

6点 へ7-4

（紙縒）　 紙縒・1点 へ7-4-1

玉川一学他一名申上書（端裏書）［大銃弾鉛等差
送之事］（官軍御用にて鉛等出荷につき）　玉

7月6日 横切継紙・1通 へ7-4-2

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状



－ 535－

川一学・柘植嘉兵衛→鎌（鎌原）伊野右衛門様・玉（玉
川）左門様　下ケ札あり、端裏書｢大銃弾鉛等差送之
事　七月十三日夜達｣

玉川一学他一名申上書（官軍御用にて胴乱等荷
物取計いにつき）　玉川一学・柘植嘉兵衛→鎌（鎌
原）伊野右衛門様・大（大熊）衛士様　下ケ札あり

7月11日 横切継紙・1通 へ7-4-3

柘植嘉兵衛申上書（ミニール銃購入周旋尽力等
につき）　柘植嘉兵衛→鎌（鎌原）伊野右衛門様

7月10日 横切継紙・1通 へ7-4-4

（端裏書）［江府大銃御払代積］（十八斤攻城砲1
門等代金勘定書）　端裏書｢江府大銃御払代積｣

横切紙・1通 へ7-4-5

浅山儀兵衛他四名書状（東山道先鋒惣督府御渡
しの由松本・須坂よりの達書拝見につき）　浅
山儀兵衛・大久保五左衛門・浅野平馬他2名→谷口弥
右衛門様・山中鹿渡様・宮下主鈴様他1名

2月晦日 横切継紙・1通 へ7-5

県庁申付書（端裏書）［不用］（大嶋小藤太跡目・
家禄相続につき）　県庁→‐

（明治4年）辛未7月晦日 横切継紙・1通 へ7-6

県庁申付書（大嶋忠吉跡目小藤太相続につき） 
県庁→‐

（明治4年）辛未7月晦日 横切継紙・1通 へ7-7

松代藩届書写（端裏書）［御届書写］（松代藩庁下
騒擾の状況につき）　松代藩印→弁官御中

（明治3年）庚午11月 横切継紙・1通 へ7-8

（水内郡後町村松橋久左衛門申上書）　 2点 へ7-9

（包紙）　水内郡後町村松橋久左衛門→上 包紙・1点 へ7-9-1

水内郡後町村松橋久左衛門申上書［乍恐以書付
御届奉申上候］（東京鎮台第二分営にて大砲
弾頂戴につき）　水内郡後町村松橋久左衛門→城
郭御番人御中

明治5年申7月 竪半・1冊 へ7-9-2

（武庫方関係書類一括　明治3年3月）　封筒一括 13点 へ63

［御当用御達書類］（封筒）　 明治3年午3月 封筒・1点 へ63-1

（武庫方関係書類綴）　 12点 へ63-2

大熊董指図書（加賀井合薬蔵外囲柵出来承知の
件営繕司と対談につき）　大熊董→武庫司事中

3月12日 横切紙・1通 へ63-2-1

某申上書（端裏書）［鉛壱件］（鉛値段取調につ
き）　

午2月19日 横切紙・1通 へ63-2-2

武庫司事指図書（羽田三蔵・山内唯七の金手形
御製造掛任命につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ63-2-3

理事用状（別紙お通しの旨）　理事→矢野倉謙兵衛
殿

3月10日 横切紙・1通 へ63-2-4

某指図書（藩政改革による内附使番等の返上差
支の申立につき）　

横切継紙・1通 へ63-2-5

矢野倉謙一郎申上書（別帳品々の会所拵への送
付につき）　（矢野倉）謙一郎→（加藤）直衛様

3月5日 折紙・1通 へ63-2-6

（包紙）　加藤直衛→矢野倉謙兵衛殿 包紙・1点 へ63-2-7

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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加藤直衛申上書（調練合薬送書の通り受領の
旨）　（加藤）直衛→（矢野倉）謙一郎様

3月15日 横切継紙・1通 へ63-2-8

某用状［覚］（調練合薬・鉛・管書上）　 3月 横切紙・1通 へ63-2-9

武庫司事指図書（塗師桜井喜作の内献上・尽力
により盃1つ下付につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ63-2-10

大川才右衛門用状［覚］（喇叭70口の拝借人書
上）　大川才右衛門→‐

午3月 横切継紙・1通 へ63-2-11

伊藤寿作申上書［口上覚］（大狭堂右衛門の小
銃・毛擲杖内献上願につき）　伊藤寿作→‐　端
裏書｢大狭堂右衛門儀小銃毛擲杖五百本御内献上之
儀ニ付申上｣、下ケ札あり

午3月 横切継紙・1通 へ63-2-12

（武庫方御当用書類一括　明治2年9月～明治4年4
月）　封筒一括

37点 へ64

［御当用不抱品々書類］（封筒）　武庫→‐　紐付 明治3年午正月 封筒・1点 へ64-1

（武庫方関係書類綴　明治2年12月～明治4年4
月）

23点 へ64-2

（武庫方上納刀剣関係書類綴　明治2年12月～
明治4年4月）　

8点 へ64-2-1

武庫司事指図書（山浦昇等御賞申立の献上・硎
代取調につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ64-2-1-1

某用状（上納御刀・御短刀書上）　 明治2年巳12月～3年2月 横切紙・1通 へ64-2-1-2

某用状［山浦素長昇作御刀并御短刀献上巨細
調］（御刀・御短刀等4筆）　

明治4年辛未4月 横切継紙・1通 へ64-2-1-3

［御刀御入料積］（包紙）　山浦昇→‐ （明治2年）巳10月 包紙・1点 へ64-2-1-4

山浦昇申上書［覚］（御刀・御短刀等入料積）　山
浦昇→矢野倉謙一郎殿　下ケ札あり

（明治2年）巳9月 横切継紙・1通 へ64-2-1-5

［御刀御入料積］（包紙）　山浦昇→‐ （明治3年）午2月 包紙・1点 へ64-2-1-6

山浦昇申上書［覚］（御刀・上出羽等入料積）　山
浦昇→矢野倉謙一郎殿　下ケ札あり

（明治3年）午2月 横切継紙・1通 へ64-2-1-7

庶務調書［覚］（御短刀・上出羽等8筆入料積）　庶
務調→‐

（明治3年）午3月 横切継紙・1通 へ64-2-1-8

（武器拝借・入料関係書類綴）　 10点 へ64-2-2

磯田小藤太申上書（例の通帳少々拝借したき
旨）　（磯田）小藤太→（矢野倉）謙一郎様

4月10日 横切紙・1通 へ64-2-2-1

礒田小藤太申上書（別紙4品代料2両2朱7分上納
の御請取御切手願につき）　（磯田）小藤太→（矢
野倉）謙一郎様

4月25日 横切継紙・1通 へ64-2-2-2

磯田小藤太申上書（拝借脇差返納につき）　（磯
田）小藤太→（矢野倉）謙一郎様

4月29日 横切紙・1通 へ64-2-2-3

磯田小藤太申上書（鑓・六尺棒返納を10日には
埒明の旨）　（磯田）小藤太→（矢野倉）謙一郎様

8月9日 横切継紙・1通 へ64-2-2-4

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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磯田小藤太申上書（雷粉目方5尺1分返納につ
き）　（磯田）小藤太→武庫副事様　端裏書｢雷粉入｣

8月10日 横切継紙・1通 へ64-2-2-5

某用状（御具足等11筆下付物書上）　 6月16日 横切継紙・1通 へ64-2-2-6

大熊倹之丞申上書（小銃取調につき）　大熊倹之
丞→‐

横切紙・1通 へ64-2-2-7

杉田浅吉他一名申上書［覚］（三ッ俣・五ッ道具
御入料調）　杉田浅吉・窪田良太郎→御武庫方御役
所

（明治4年）未3月 横切紙・1通 へ64-2-2-8

某用状（極短ミニー銃8筆入料取調につき）　 （明治3年）午3月8日 横切継紙・1通 へ64-2-2-9

［覚］（七書等69筆入料取調につき）　 2月 横長半・1冊 へ64-2-2-10

（武器方関係書類綴）　 4点 へ64-2-3

根村熊五郎申上書（端裏書）［明治二巳年十二月
附硝石見本并合薬直段御日記一件］（硝石・合
薬値段高値につき年中穿鑿し差し送る旨）　
（根村）熊五郎→（矢野倉）謙兵衛様　貼札あり

12月10日 横切継紙・1通 へ64-2-3-1

根村熊五郎申上書（端裏書）［明治三午年正月廿
三日附硝石見本一件］（硝石差出により見本
返却につき）　（根村）熊五郎→（矢野倉）謙一郎様

正月23日 横切継紙・1通 へ64-2-3-2

矢野倉謙一郎申上書（御武器類・御道具類明細
取調につき）　（矢野倉）謙一郎→（根村）熊五郎様
端裏書｢根村熊五郎殿江御用状事｣

明治3年午6月14日 横切継紙・1通 へ64-2-3-3

根村熊五郎申上書（端裏書）［御修向御庫物一
件］（御武器取調出精の旨）　（根村）熊五郎→（矢
野倉）謙一郎様

6月22日 横切継紙・1通 へ64-2-3-4

中俣一平申上書并俊平申上書（寅松買上ミニー
銃菊太郎売込のため寅松出府・菊太郎出府中
入用下付の件につき並びに拝借切手落手の
旨）　（中俣）一平→（矢野倉）謙一郎様

4月4日 横切継紙・1通 へ64-2-4

（武器方関係書類綴）　 13点 へ64-3

（端裏書）［水原県ニ有之候御払筒］（モストル元
填銃等6筆書上）　

明治3年午3月 横切継紙・1通 へ64-3-1

某申上書（別紙の内御受取の品棒懸けにつき） 6月19日 横切紙・1通 へ64-3-2

小宮山三吉申上書［覚］（鉛等5筆等預願につき）
小宮山三吉→‐

横切紙・1通 へ64-3-3

（武器方取調書関係綴）　 7点 へ64-3-4

（端裏書）［文政十一子年六月二日御達］（足軽其
外への合焔硝代金を御納戸より受取、買上取
り計らうべき旨等8筆）　‐→御武具奉行中

6月2日 横切継紙・1通 へ64-3-4-1

某用状［中貸大凡定渡事］（御手職者・御掛者の
中貸取調につき）　

横切継紙・1通 へ64-3-4-2

某用状［覚］（新古帳簿の取調につき）　端裏書｢御
帳目録｣

横切継紙・1通 へ64-3-4-3
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－ 538－

（雷火銃等3筆書上）　下ケ札あり 横切紙・1通 へ64-3-4-4

根村熊五郎申上書（端裏書）［靱御ゴム并空管一
件］（ゴム6貫500目代金送金願につき）　（根
村）熊五郎→（矢野倉）謙一郎

8月8日 横切継紙・1通 へ64-3-4-5

根村熊五郎申上書［覚］（シヤスポ銃送付につ
き）　（根村）熊五郎→（矢野倉）謙一郎様・（小野）熊男
様　端裏書｢シヤスポ銃并パトロン一件｣

6月1日 横切継紙・1通 へ64-3-4-6

根村熊五郎申上書［覚］（管送付につき）　（根村）
熊五郎→（矢野倉）謙一郎様

（明治3年）午8月8日 横切紙・1通 へ64-3-4-7

鎌原伊野右衛門申上書（ミニール銃20挺献上承
済の旨）　鎌原伊野右衛門→三村大之助殿

12月4日 横切紙・1通 へ64-3-5

武具奉行指図書（端裏書）［明治元辰十二月御達
与引替、同三午五月廿八日野中軍兵衛献上筒
一件］（雷火銃20挺野中軍兵衛献上の旨心得
につき）　御武具奉行→‐

5月28日 横切紙・1通 へ64-3-6

矢野倉謙一郎中借証文［覚］（刀剣出来入料金2
分につき）　矢野倉謙一郎→佐川又八郎殿・水井市
治殿・谷口大角殿他2名

明治3年午4月7日 竪紙・1通 へ64-3-7

（武庫局諸書類一括　明治3年9月）　封筒一括 17点 へ65

［御当用品々書類］（封筒）　武庫→‐ 明治3年午9月 封筒・1点 へ65-1

（合薬関連書類綴）　 16点 へ65-2

武庫司事返答書（相焔硝箱の出所につき）　武庫
司事→宮沢彦治様

（明治3年）9月10日 横切継紙・1通 へ65-2-1

宮沢彦治用状（合薬箱不正譲渡一件糾明願につ
き）　宮沢彦治→御武庫司事様

（明治3年）9月12日 横切継紙・1通 へ65-2-2

（合薬箱立面図）　 （明治3年） 切紙・1通 へ65-2-3

武庫司事通達（焔硝他2品寄合兵隊角打入用の
ため受渡し許可につき）　武庫司事→‐

（明治3年）9月14日 切紙・1通 へ65-2-4

岩崎懋用状（別紙の通りにつき）　岩崎懋→矢野
倉謙一郎殿

（明治3年）9月14日 切紙・1通 へ65-2-5

武庫司事通達（鉛・合薬等小銃隊角打入用のた
め受渡し許可につき）　武庫司事→‐

（明治3年） 横切紙・1通 へ65-2-6

岩崎懋用状（別紙の通りにつき）　岩崎懋→矢野
倉謙一郎殿

（明治3年）9月18日 切紙・1通 へ65-2-7

武庫司事通達（下筋にて購入の仏蘭西元込銃10
挺引渡し願につき）　武庫司事→‐

（明治3年9月） 切紙・1通 へ65-2-8

武庫司事通達（銃輿15疋分引替司馭申請の旨許
可につき）　武庫司事→‐

（明治3年9月） 切紙・1通 へ65-2-9

武庫属申上書［覚］（大渋紙調につき）　武庫属→
‐　端裏書｢大渋紙之義取調申上扣｣

（明治3年）9月25日 横切継紙・1通 へ65-2-10

武庫司事通達（樟脳・草履の件許可の旨用度司
へ申渡しにつき）　武庫司事→‐

（明治3年） 横切紙・1通 へ65-2-11

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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某直達（聴訟鞠獄の節密かに問合せの事禁止に
つき）　

（明治3年） 横切継紙・1通 へ65-2-12

武庫司事通達（鉛等寄合兵隊角打稽古のため借
用願の件許可につき）　武庫司事→‐

（明治3年） 横切継紙・1通 へ65-2-13

［覚］（明治3年9月虫除入料受取物取調につき） （明治3年） 横長半・1冊 へ65-2-14

武庫司事任命書（東福寺泰作他2名器械製造所・
火工所掛）　武庫司事→‐

（明治3年） 横切継紙・1通 へ65-2-15

理事召喚状（山浦隼太之助御用につき）　理事→
矢野倉謙一郎殿

（明治3年）9月28日 横切継紙・1通 へ65-2-16

（武庫局諸書類一括　明治3年9月～11月）　封筒一
括

18点 へ66

［御当用御達書類］（封筒）　武庫→‐ 明治3年庚午11月 封筒・1点 へ66-1

（各品修復等関連書類）　 17点 へ66-2

武庫司事通達（平民苗字許可の旨太政官布告卒
族以下苗字なき者へ申渡につき）　武庫司事→
‐

（明治3年）庚午9月 横切継紙・1通 へ66-2-1

馬場広人答書（諸局提灯御印の取計いにつき）
（馬場）広人→（矢野倉）謙一郎様

（明治3年）9月10日 横切継紙・1通 へ66-2-2

岩崎懋通達（別紙の趣心得につき）　岩崎権大参
事（懋）→矢野倉謙一郎殿

11月3日 切紙・1通 へ66-2-3

武庫司事通達（演学銃修理のため鉄砲師出勤の
件許可につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ66-2-4

早川鯉三郎願書（病気のため庶務辞任願につ
き） 早川鯉三郎→伊藤寿作殿

11月15日 横切継紙・1通 へ66-2-5

庶務用状（御元方へ上納済の印書受取につき） 
庶務→（矢野倉）謙一郎様

11月20日 横切紙・1通 へ66-2-6

書記申上書（早川鯉三郎副隊長補心得任命はな
しにつき）　書記→（矢野倉）謙一郎様

11月20日 横切紙・1通 へ66-2-7

矢野倉謙一郎申上書并馬場広人勘返状（端裏
書）［御印書添］（御印書返上につき）　（矢野
倉）謙一郎→（馬場）広人様

11月22日 横切紙・1通 へ66-2-8

祢津千里親類用状（祢津千里借財返済並びに受
取切手交付願につき）　祢津千里親類→武庫司事
御中

11月24日 切紙・1通 へ66-2-9

某用状［口上］（歎願願につき）　 11月29日 横切紙・1通 へ66-2-10

某通達（藩祭開催につき）　 横切紙・1通 へ66-2-11

銃工山口近蔵他四名歎願書［口上覚］（鉄砲等新
規製造等の件執成願につき）　銃工山口近蔵・御
鉄砲鉄物師杉田浅吉・同竹田二助他2名→御武庫方御
役所

（明治3年）午11月 横切継紙・1通 へ66-2-12

山口近蔵他四名用状（新規並びに修復品目録） 
山口近蔵・杉田浅吉・竹田二助他2名→御武庫方御役

（明治3年）午11月 横切継紙・1通 へ66-2-13

５４　松代庁／番方／武庫方運営上申・伺い並びに用状
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	68　松代庁／番方／給禄掛役所所管農兵手当金支給願い　　計政局
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