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５５　松代庁／番方／武庫方所管武具ほか取計い達・伺い並びに指示　番方役所

（軍備品関連書類一括　明治3年3月）　包紙一括 174点 へ203

［御達書入］（包紙）　属→‐ 明治3年午3月より 包紙・1点 へ203-1

（矢野倉謙一郎宛軍備品拝借関連書類綴）　 20点 へ203-2

岩崎懋達書（二十栂天砲等4件金児忠兵衛拝借
願承知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月3日 横切継紙・1通 へ203-2-1

岩崎懋達書（ラッパ3口銃兵副隊長補拝借願承
知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月8日 横切継紙・1通 へ203-2-2

岩崎懋達書（ナポレオン尖榴弾15等中俣一平門
弟拝借願承知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一
郎殿

（明治3年）3月7日 横切継紙・1通 へ203-2-3

岩崎懋達書（ナポレオン1門中俣一平拝借願承
知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-4

岩崎懋達書（四斤施條砲1門金児忠兵衛門弟拝
借願承知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-5

岩崎懋達書（天幕一張演習のため中俣一平拝借
願承知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-6

所

（針等諸品壱人別書上）　貼札・下ケ札付 （明治3年） 切紙・1通 へ66-2-14

御手職山口近蔵他五名勘定書（擲杖等新規購入
並びに修復品勘定書）　御手職山口近蔵・今泉馬
之助・杉田浅吉他3名→‐　下ケ札付

（明治3年） 横切継紙・1通 へ66-2-15

某用状（焼印の焚炭の値段につき）　 （明治3年） 切紙・1通 へ66-2-16

武庫庶務用状（旗竿等諸品請入・修復代金細工
人へ支払願につき）　武庫庶務→‐

（明治3年）庚午11月 横切継紙・1通 へ66-2-17

（源武庫局諸書類一括　明治3年6月）　封筒一括 5点 へ67

［御当用品々書類］（封筒）　武庫→‐ 明治3年午6月 封筒・1点 へ67-1

（雷火銃修復等関連書類綴　明治3年）　 4点 へ67-2

理事通達（御用のため小山田久米方へ出頭につ
き）　理事→矢野倉謙一郎殿　虫損大

（明治3年）6月28日 横切継紙・1通 へ67-2-1

（慶応2年購入旗竿代等明細書）　虫損大 （明治3年） 切紙・1通 へ67-2-2

（包紙）　御雇御鉄砲台師北村八百治→上　へ67-2-3の
包紙

（明治3年） 包紙・1点 へ67-2-3

御雇御鉄砲台師北村八百治申上書［野中軍兵衛
献上雷火銃之儀御尋ニ付申上］（修復の上献
上につき）　

（明治3年）6月 横切紙・1通 へ67-2-4
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岩崎懋達書（中俣一平門弟拝借の品の返済猶予
願承知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-7

岩崎懋達書（両組の稽古にて雷雲銃破損の修復
願ため門弟拝借の品の返済猶予願承知済に
つき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-8

岩崎懋達書（別紙の通り心得の旨）　岩崎懋→矢
野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切紙・1通 へ203-2-9

岩崎懋達書（ラッパ7口拝借の旨承知済につき）
岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-10

岩崎懋達書（別紙の通り心得の旨）　岩崎懋→矢
野倉謙一郎殿

（明治3年）3月18日 横切紙・1通 へ203-2-11

理事達書（五明萌黄毛布5枚岩崎懋御用のため
用意の旨指示につき）　理事→武庫司事御中

（明治3年）3月14日 横切継紙・1通 へ203-2-12

岩崎懋達書（調練合薬等69貫余水原へ運送の伺
承知済につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-13

岩崎懋用状并市場源七郎巻上貼添（長ニール筒
返却猶予願につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月 横切継紙・1通 へ203-2-14

武庫司事達書（中ミニール銃田中甲子次郎水原
へ出張両組の稽古にて雷雲銃破損の修復願
ため門弟拝借の品の返済猶予願承知済につ
き）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

（明治3年）3月9日 横切継紙・1通 へ203-2-15

武庫司事達書（中ミニール銃田中甲子次郎等拝
借の旨承知済につき）　武庫司事→‐

（明治3年）3月 横切継紙・1通 へ203-2-16

学政局庶務庶務伺書（端裏書）［兵学書生ミニー
ル銃拝借之義伺］学政局庶務庶務（中短ニ
ミール銃学生へ拝借の旨武庫司事へ指示願
につき）　学政局庶務庶務→‐

（明治3年）3月 横切紙・1通 へ203-2-17

武庫司事達書（ミニール銃20挺学生局庶務掌拝
借伺の件承知につき）　武庫司事→‐

（明治3年） 横切紙・1通 へ203-2-18

岩崎懋達書（蟻川賢之助門弟演説のため天幕そ
の他諸道具拝借承知につき）　岩崎懋→矢野倉
謙一郎

（明治3年）3月晦日 横切継紙・1通 へ203-2-19

岩崎懋達書（ライフル付属品蟻川賢之助門弟稽
古のため拝借承知につき）　岩崎懋→矢野倉謙
一郎

（明治3年）3月晦日 横切継紙・1通 へ203-2-20

（出張拝借品関連書類綴　明治4年７月～11月） 27点 へ203-3

武庫司事達書（鈴木一重勤務励精等のためラッ
パ一口下賜につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-3-1

武庫司事達書（具足一領ほか四品御手許へ下賜
のため提出につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-3-2

（貼紙）［笠法被等紛失願］（包紙）　金児忠兵衛→
‐　へ203‐3‐4の包紙、作成者の上に｢軍監｣の貼紙
あり

包紙・1点 へ203-3-3
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金児忠兵衛願書（越奥出張中黄山道笠・白山道
法被を紛失のため品返上宥免の執達につき）
金児忠兵衛→軍艦御中

（明治4年）辛未8月朔日 横切継紙・1通 へ203-3-4

武庫司事達書（銅板加工のための銅について学
校庶務伺の旨承知済）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-3-5

岩崎懋達書（別紙の趣心得えの旨）　岩崎懋→菅
沼柳三殿

8月17日 切紙・1通 へ203-3-6

武庫司事達書（銅乱50演兵のため入用の伺承知
済につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-3-7

岩崎懋用状（別紙到来につき）　岩崎懋大参事→武
庫司事　本紙と端裏を貼付

11月12日 横切紙・1通 へ203-3-8

某用状（郡政副主事ケット・両眼鏡等拝借につ
き）

切紙・1通 へ203-3-9

某用状（監使両人ケット4枚拝借につき）　 切紙・1通 へ203-3-10

某用状（鏡手入れ用の羅紗メン油100匁借用を
学校庶務掌伺の旨承知につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-3-11

高田貫之助願書（端裏書）［辰年笠法被紛失御
済］（越奥出張中黄山道笠・白山道法被を紛失
のため品返上宥免の執達につき）　高田貫之助
→軍艦御中

（明治4年）辛未11月朔
日

横切紙・1通 へ203-3-12

武庫司事達書（坂野勝可仁礼口関門へ出張の際
拝借の弾薬農兵稽古にて払底の旨承知済に
つき）　武庫司事→‐

（明治4年）辛未7月22日 横切継紙・1通 へ203-3-13

武庫司事達書（岩村精一拝借の床机1脚京都へ
持参のためお流れの旨承知済につき）　武庫
司事→‐

（明治4年）辛未7月16日 横切継紙・1通 へ203-3-14

清水一郎左衛門願書（端裏書）［紛失物御流願］
（越奥出張中ミニール銃・黄山道笠・白山道法
被を雪越等の節紛失のため品返上宥免の執
達につき）　清水一郎左衛門→軍艦御中　端裏書｢
七月廿六日御達｣

（明治4年）辛未7月 横切継紙・1通 へ203-3-15

武庫司事達書（上京市中取締りのため中ミニー
ル銃ほか10品を小銃隊長拝借伺の旨承知に
つき）　武庫司事→‐

（明治4年）辛未7月28日 横切継紙・1通 へ203-3-16

武庫司事達書（東京市中取締り出張のため下部
塗笠6つ拝借伺の旨承知につき）　武庫司事→
‐

（明治4年）辛未7月24日 横切紙・1通 へ203-3-17

武庫司事達書（寄合水流角前稽古のため焔硝1
貫200匁ほか1品を鎮兵小隊長掛補拝借伺の
旨承知につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-3-18

武庫司事達書（中短ミニール銃・ラッパ3口引替
の件銃兵隊長伺の旨承知につき）　武庫司事→
‐

横切紙・1通 へ203-3-19

（封筒）　庁→武庫司事中　へ‐203‐3‐21の封筒 9月13日 封筒・1点 へ203-3-20
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武庫司事達書（大日方四郎兵衛の元拝借地払切
伺の旨承知済につき）　武庫司事→‐　へ203‐3
‐22の本紙

（9月13日） 横切紙・1通 へ203-3-21

武庫司事達書（金児忠兵衛・小宮山伝吉等越奥
出張中黄山道笠・白山道法被等の紛失紛失の
ため品返上宥免につき）　武庫司事→‐　へ203
‐3‐4などとと関連

横切継紙・1通 へ203-3-22

武庫司事達書（越奥出張中に中短ミニール銃等
の紛失のため品返上宥免につき）　武庫司事→
‐

横切継紙・1通 へ203-3-23

武庫司事達書（別紙の通り差越しにつき）　岩崎
懋大参事→武庫司事中

横切紙・1通 へ203-3-24

武庫司事達書（下筋出張戦争の長谷川勝次郎他
越奥出張中赤山道法被等紛失品返上宥免の
執達につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-3-25

岩崎権大参事達書（別紙差越しにつき）　岩崎権
大参事→矢野倉謙一郎殿

切紙・1通 へ203-3-26

武庫司事達書（喇叭教授心得近藤梅吉病気願に
つき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-3-27

（軍備品紛失関連書類綴　明治4年3月～8月）　 47点 へ203-4

（包紙）　小宮山三吉・吉原慎吾→‐　へ4‐2の包紙 包紙・1点 へ203-4-1

吉原慎吾他一名願書（越奥出張中黄山道笠・白
山道法被を紛失のため品返上宥免の執達に
つき）吉原慎吾・小宮山三吉→軍監御中

（明治4年）辛未7月晦日 横切継紙・1通 へ203-4-2

（包紙）　金児三郎→‐　へ4‐4の包紙 包紙・1点 へ203-4-3

金児三郎願書（越奥出張中黄山道笠焼失のため
品返上宥免の執達につき）　金児三郎→軍監御
中

（明治4年）辛未8月朔日 横切継紙・1通 へ203-4-4

（包紙）　大島春水・宮下鉄次郎→‐　貼紙｢中野騒動
之節、旧二十四丁中銃ト引替有之追々弐丁者誰々之
分御庫ニ有之哉｣

包紙・1点 へ203-4-5

大島春水他1名達書（ミニー銃等紛失につき）　
大島春水・宮下鉄次郎→軍監御中

（明治4年）辛未8月13日 横切継紙・1通 へ203-4-6

武庫司事達書（シャスポ銃他2品演兵学員増員
のため借用の件学助教申請の旨承知につき）
武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-7

岩崎権大参事達書（別紙の趣心得の旨）　岩崎権
大参事→矢野倉謙一郎殿

11月18日 横切継紙・1通 へ203-4-8

武庫司事達書（岸田耕造組根岸金蔵ラッパ吹口
紛失の件銃兵副隊長補申請の旨承知につき）
武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-9

岩崎懋達書（重船用砲・弾金児忠兵衛門弟町打
稽古のため拝借の旨承知につき）　岩崎懋→小
幡金一郎殿　｢巳十二月御達｣

横切継紙・1通 へ203-4-10
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武庫司事達書（嚮導旗3本を水原出張の分隊へ
引き渡しの件軍隊伺の旨承知につき）　武庫
司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-11

武庫司事達書（合薬雷管藩中拝借分量取極につ
き）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-12

岩崎権大参事達書（別紙通りの趣）　岩崎権大参
事→矢野倉謙一郎殿

11月12日 横切継紙・1通 へ203-4-13

武庫司事達書（幸教より幸民へ譲り渡しの鞍覆
を預るべき旨）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-14

岩崎懋達書（兵政副主事より長持御用のため兵
政庶務掌へ引渡しにつき）　岩崎懋→小野熊五
郎殿

10月3日 横切継紙・1通 へ203-4-15

武庫司事達書（小松誠三郎ミニール銃紛失の件
宥免の旨承知につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-16

理事用状并某貼紙（職員外非役の向今後中の口
より出入りの旨支配向へ通達依頼につき並
びに九管以下は従来通りの旨理事へ問合せ
につき）　理事→菅沼柳三郎殿

横切継紙・1通 へ203-4-17

野村弥左衛門願書（端裏書）［辰年紛失笠半被願
御方済］（越奥出張中田中鉄太郎等2名拝借の
黄山道笠・赤山道法被を紛失のため品返上宥
免の執達につき）　野村弥左衛門→軍監御中

（明治4年）辛未8月朔日 横切継紙・1通 へ203-4-18

武庫司事達書（五ツ道具壱組等2品午年騒動焼
失のため返上宥免の旨承知につき）　武庫司
事→‐

横切紙・1通 へ203-4-19

武庫司事達書（今里村五明良左衛門当事件の節
20両拠出奇特のため具足1領下賜につき）　武
庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-4-20

武庫司事達書（小銃組角打のため鉛・合薬・雷火
管当月分支給願の旨承知につき）　武庫司事→
‐

横切継紙・1通 へ203-4-21

岩崎権大参事（別紙差越につき）　岩崎権大参事
→矢野倉謙一郎殿

11月7日 横切紙・1通 へ203-4-22

大熊権大参事達書（調練のため調練合薬支給願
の旨兵学助教申請の旨承知につき）　大熊権
大参事→矢野倉謙一郎殿

11月8日 横切継紙・1通 へ203-4-23

武庫司事達書（通志堂経解他1品高野広間居宅
焼失のため焼失の件宥免の旨承知につき）　
武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-4-24

武庫司事達書（極短ニミール銃剣未拝借のため
拝借の件兵学助教申請の旨承知につき）　武
庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-25

岩崎権大参事達書（別紙差越につき）　岩崎権大
参事→矢野倉謙一郎殿

11月16日 横切紙・1通 へ203-4-26
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鎌原溶水達書（城内の立木伐採のため斧3挺ほ
か1品拝借の件営繕司伺の旨承知につき）　鎌
原溶水→武庫司事中

9月25日 横切紙・1通 へ203-4-27

武庫司事達書（玉薬製道具の内大机拝借の件計
政副主事申請の旨承知につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-28

武庫司事達書（辰年下筋出張の際拝借の銅乱焼
失のため返上方宥免願につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-29

岩崎権大参事達書（別紙差越の旨）　岩崎権大参
事→矢野倉謙一郎殿

11月4日 切紙・1通 へ203-4-30

武庫司事用状（池村猪三郎辰年騒擾の節拝借の
鑓紛失のため返上方宥免願につき）　武庫司
事→‐

横切紙・1通 へ203-4-31

武庫司事用状（ミニー銃の件承知につき）　武庫
司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-32

元文聰院様御側御納戸勤仕并伺書并端裏朱印
（端裏書）［狙撃銃附属品々紛失之儀伺］（紛失
物の儀払切願につき）　元文聰院様御側御納戸勤
仕並→‐

横切継紙・1通 へ203-4-33

某調書（端裏書）［追年武庫司事より請取之品調
書］（玉薬・合薬等書上につき）　

3月 横切継紙・1通 へ203-4-34

元文聰院様御側御納戸勤仕并伺書并端裏朱印
（端裏書）［鎗之物御払切之儀伺］（鎗の物御知
事様へ御譲りにつき）　元文聰院様御側御納戸勤
仕並→‐

3月 横切継紙・1通 へ203-4-35

元文聰院様御側御納戸勤仕并伺書并端裏朱印
（端裏書）［品々御払切之儀伺］（品々代料滞り
につき）　元文聰院様御側御納戸勤仕並→‐

3月 横切継紙・1通 へ203-4-36

（包紙）　綿貫謙蔵→‐ 包紙・1点 へ203-4-37

綿貫謙蔵達書（御纏守綱等紛失につき）　綿貫謙
蔵→軍監御中

（明治4年）辛未9月 横切紙・1通 へ203-4-38

武庫司事達書（御弓紛失につき）　武庫司事→‐ 横切継紙・1通 へ203-4-39

武庫司事達書（伊勢町石谷周左衛門奇特につ
き）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-40

河原権大参事達書（農兵共へ小銃預につき）　河
原権大参事→武庫司事中

4月12日 横切紙・1通 へ203-4-41

赤澤権大参事達書（別紙の趣心得るべき事につ
き）　赤澤権大参事→武庫司事中　巻込一括

4月7日 切紙・1通 へ203-4-42-1

武庫司事達書（具足一領下賜につき）　武庫司事
→‐　巻込一括

切紙・1通 へ203-4-42-2

武庫司事達書（大岡和平組平井伝七鎗御預けに
つき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-4-43

軍監達書（菅将一郎拝借御鎗紛失につき）　軍監
→武庫司事様

（明治4年）辛未4月19日 横切紙・1通 へ203-4-44
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御武具奉行伺書（端裏書）［法被之儀ニ付伺］（御
用の品御新調の儀につき）　御武具奉行→‐

（明治2年）巳7月12日 横切継紙・1通 へ203-4-45

武庫司事達書（別紙伺の儀見合につき）　武庫司
事→‐

切紙・1通 へ203-4-46

武庫司事達書（端裏書）［法被御出来之儀付別紙
相添再応伺］（別紙の通り勘弁願につき）　武
庫司事→‐

（明治4年）辛未3月7日 切紙・1通 へ203-4-47

（武庫方紛失物関係書類綴）　 7点 へ203-5

武庫司事指図書（拝借笠・法被紛失歎願御聞済
の旨心得につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-5-1

武庫司事指図書（拝借笠・法被紛失歎願御聞済
の旨心得につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-5-2

武庫司事指図書（ヒストス弾薬御払切御聞済の
旨心得につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-5-3

武庫司事指図書（拝借五ッ道具焼失御流御聞済
の旨心得につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-5-4

岩崎懋指図書（拝借品紛失御流御聞済の旨心得
につき）　岩崎懋→矢野倉謙一郎殿

6月5日 横切継紙・1通 へ203-5-5

武庫司事指図書（拝借ケット紛失御流御承済の
旨心得につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-5-6

河原均指図書（拝借長ミニール銃・附属品紛失
御流御承済の旨心得につき）　河原均→小幡全
一郎殿

7月25日 横切継紙・1通 へ203-5-7

（武庫方指図書綴）　 34点 へ203-6

岩崎懋指図書（中短ミニール銃拝借承済の旨心
得につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

4月17日 横切継紙・1通 へ203-6-1

大熊董指図書（ケット拝借承済の旨心得につ
き）　大熊董→小幡全一郎殿

4月20日 横切紙・1通 へ203-6-2

武庫司事指図書（御筒・太鼓拝借願承済のため
其局への申談につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-6-3

岩崎懋指図書（太鼓・御筒、別紙の趣の心得につ
き）　岩崎懋→小幡全一郎殿

4月20日 横切紙・1通 へ203-6-4

岩崎懋指図書（蟻川功の太鼓拝借願承済の旨心
得につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

4月24日 横切継紙・1通 へ203-6-5

岩崎懋指図書（砲弾・上製合薬拝借願を合薬代
金上納で承済の旨心得につき）　岩崎懋→小幡
全一郎殿

4月4日 横切継紙・1通 へ203-6-6

岩崎懋指図書（三斤地 ・天幕拝借願承済の旨
心得につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

4月8日 横切継紙・1通 へ203-6-7

岩崎懋指図書（三斤榴弾代金上納での拝借願承
済の旨心得につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

4月9日 横切紙・1通 へ203-6-8

鎌原溶水指図書（ケット拝借願承済の旨心得に 4月10日 横切継紙・1通 へ203-6-9
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つき）　鎌原溶水→小幡全一郎殿

武庫司事指図書（使部・使丁呼称変更につき）　
武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-6-10

岩崎懋指図書（四斤施條砲・尖榴弾拝借願承済
の旨心得につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

4月15日 横切継紙・1通 へ203-6-11

武庫司事指図書（螺叭拝借願の旨心得につき） 
武庫司事→‐

（明治3年）午5月 横切継紙・1通 へ203-6-12

武庫司事指図書（ライフル・十二斤船用 ・幕串
拝借願承済の旨心得につき）　武庫司事→‐

6月27日 横切継紙・1通 へ203-6-13

武庫司事指図書（角前稽古受取物伺の通り承済
の旨心得につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-6-14

岩崎懋指図書（別紙の趣心得につき）　岩崎懋→
小幡全一郎殿

6月7日 横切継紙・1通 へ203-6-15

岩崎懋指図書（12寸天砲拝借願承済の旨心得に
つき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

6月13日 横切紙・1通 へ203-6-16

河原均指図書（施條銃・胴乱拝借願承済の旨心
得につき）　河原均→小幡全一郎殿

7月4日 横切継紙・1通 へ203-6-17

武庫司事指図書（幕串受取伺の通り承済の旨心
得につき）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-6-18

河原均指図書（別紙差越の旨）　河原均→小幡全一
郎殿

7月20日 横切紙・1通 へ203-6-19

武庫司事指図書（鉛・合薬・雷火管、銃兵副長隊
補受取伺の通り承済の旨心得につき）　武庫
司事→‐　端裏書｢午四月より七月迄之御達書｣

横切継紙・1通 へ203-6-20

河原均指図書（御幕、営繕司伺の通り承済の旨
心得につき）　河原均→小幡全一郎殿

7月9日 横切継紙・1通 へ203-6-21

武庫司事指図書（胴赤御旗・極短ミニー銃・舶来
官、拝借願承済の旨心得につき）　武庫司事→
‐

横切紙・1通 へ203-6-22

武庫司事指図書（ケット入料、営繕司伺の通り
承済の旨心得につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-6-23

武庫司事指図書（下筋出来の元込銃・附属品を
軍監より引取につき）　武庫司事→‐

横切継紙・1通 へ203-6-24

岩崎懋指図書（三斤・附属道具拝借願承済の旨
引取につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

7月18日 横切継紙・1通 へ203-6-25

岩崎懋指図書（鎌・附属品、改次第渡すべき旨） 
岩崎懋→小幡全一郎殿

7月20日 横切継紙・1通 へ203-6-26

岩崎懋指図書（銃剣、改次第渡すべき旨）　岩崎
懋→小幡全一郎殿

7月22日 横切継紙・1通 へ203-6-27

武庫司事指図書（中短銃・極短銃・長ミニー銃・
雷火銃、学政庶務掌へ引渡につき）　武庫司事
→‐

横切紙・1通 へ203-6-28
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岩崎懋指図書（別紙の趣心得につき）　岩崎懋→
小幡全一郎殿

7月22日 横切紙・1通 へ203-6-29

鎌原溶水指図書（六尺棒、新殿様御家扶伺の通
り承済の旨心得につき）　鎌原溶水→小幡全一
郎殿

7月24日 横切紙・1通 へ203-6-30

岩崎懋指図書（シャスツボ銃拝借伺承済の旨心
得につき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

7月27日 横切継紙・1通 へ203-6-31

岩崎懋指図書（喇叭吹口修復願承済の旨心得に
つき）　岩崎懋→小幡全一郎殿

7月29日 横切継紙・1通 へ203-6-32

武庫司事指図書（当節御用もないので学校柔術
所を弾薬製造局から学政局へ引渡につき）　
武庫司事→‐

横切紙・1通 へ203-6-33

河原均指図書（別紙の通り心得につき）　河原均
→小幡全一郎殿

7月晦日 横切継紙・1通 へ203-6-34

（武庫方関係書類綴）　 38点 へ203-7

小隊長名書付（17名書付）　 切紙・1通 へ203-7-1

某申上書（下筋出張蟻川隊笠井富蔵の役所出頭
命令依頼につき）　

切紙・1通 へ203-7-2

某伺書（春原儀右衛門、赤山笠3つにつき）　 切紙・1通 へ203-7-3

某伺書（藤井芳郎ほか2名の此表勤につき）　 切紙・1通 へ203-7-4

某書付（竹内等7つの地名）　 切紙・1通 へ203-7-5

某書付（富蔵等8名分名面書）　 切紙・1通 へ203-7-6

某申上書（清水市郎左衛門御領足軽7名分人別） 横切紙・1通 へ203-7-7

某書付（長谷川藤左衛門、短ミニー銃1挺拵）　 12月11日 切紙・1通 へ203-7-8

某書付（済、牧野切一郎ほか3名）　 切紙・1通 へ203-7-9

人名書上（牧野切一郎へ附属の2名）　 切紙・1通 へ203-7-10

某書付（岩下章五郎、甲府・下筋御筒拵）　 切紙・1通 へ203-7-11

某書付（岩下、御筋への出張日程）　 切紙・1通 へ203-7-12

某指図書（中銃取調につき）　 切紙・1通 へ203-7-13

某申上書（中銃・極短返上につき）　 切紙・1通 へ203-7-14

某申上書（村上覚次郎等御筒・付属品返上につ
き）

横切紙・1通 へ203-7-15

某申上書（松井惣吾・鈴木一重へ舶来喇叭等下
付につき）　

切紙・1通 へ203-7-16

某書付（ミニール銃・付属品焼失、6匁筒返上）　 切紙・1通 へ203-7-17

某書付（ミニー銃数丁の返上につき）　 切紙・1通 へ203-7-18

某書付（野村・岩下2人とも受取につき）　 切紙・1通 へ203-7-19
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某書付（中・短銃）　 切紙・1通 へ203-7-20

某書付（長・中・短銃）　 横切紙・1通 へ203-7-21

某書付（銃・附属品返上につき）　 切紙・1通 へ203-7-22

某書付（御筒・16管）　 切紙・1通 へ203-7-23

某書付（御筒・胴乱返上済の旨）　 横切紙・1通 へ203-7-24

某書付（茂助組治郎兵衛出張の旨）　 切紙・1通 へ203-7-25

某伺書（中ミニー銃修復の可否につき）　 切紙・1通 へ203-7-26

某書付（筒方返上につき）　 切紙・1通 へ203-7-27

某書付（御道具類返上の旨）　 切紙・1通 へ203-7-28

某伺書（菅笠返上の旨）　 切紙・1通 へ203-7-29

某書付（長中ミニー銃大損につき庶務御勘定帳
に載せた旨）　

切紙・1通 へ203-7-30

某伺書（法被・笠返上の旨）　 切紙・1通 へ203-7-31

某書付（稲葉徳太郎笠受取につき）　 切紙・1通 へ203-7-32

某書付（長岡門番存命者への下物）　 切紙・1通 へ203-7-33

某書付（長・極ミニー銃）　 切紙・1通 へ203-7-34

某書付（笠返上につき）　 切紙・1通 へ203-7-35

某書付（銃9丁）　 切紙・1通 へ203-7-36

某書付（御筒・附属品返上につき）　 切紙・1通 へ203-7-37

５６　松代庁／番方／徴兵士病気措置伺い　　番方役所

（徴兵病気下宿之儀伺関係書類綴）　 2点 へ231

友之進内願書并足軽奉行貼添願（端裏書）［御
内々奉願候］（不都合のため暫の間御役所番
兼御足軽1人を拝借されたきにつき）　友之進
→‐　友之進内願書と足軽奉行貼添願の間に貼添書
｢承済可申存候｣、作成順では割番伺書（へ231-2）→友
之進内願書→貼添書→足軽奉行貼添書ヵ

2月 横切紙・1通 へ231-1

割番伺書（端裏書）［徴兵病気ニ付下宿仕候付下
陣其外之儀伺］（田嶋久吉が逆上のため下陣
になるので病院・番人等の儀の仰せの願につ
き）　割番→‐　作成順では割番伺書→友之進内願
書（以下へ231-1）→貼添書→足軽奉行貼添書ヵ

2月16日 横切紙・1通 へ231-2

５６　松代庁／番方／徴兵士病気措置伺い
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５８　松代庁／番方／下付鉄砲類武庫方受領　　番方役所

［御手許より御下ケ鉄砲類請取元帳］　武庫方→‐ 明治2年巳12月 横半半・1冊 へ4

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い　　計政局

（合薬蔵入料当大銃払関係書類綴）　鉛筆書文書あ
り

5点 へ187

武庫司事伺書［合薬蔵御入料当大銃払之義伺］
（端裏書）（3斤地砲1門等4筆）　武庫司事→‐　
端裏書｢い｣、端裏書の作成者は｢武庫方助柘植彦六｣

5月 横切継紙・1通 へ187-1

計監申上書［大銃御払之儀付申上］（火薬庫御取
建御用途のために損壊大銃等の御払につい
ての問合への回答につき）　計監→‐　端裏書
「ろ」

5月16日 横切継紙・1通 へ187-2

山口近蔵申上書［山口近蔵入立凡御払代申聞候 （明治4年）辛未5月 横切紙・1通 へ187-3

５７　松代庁／番方／武庫方所管鋳物師弾丸献納褒賞　　番方役所

（御用達鋳物師弾丸内献上之儀伺書類綴　明治3
年7月～8月）　

5点 へ51

武庫庶務伺書（端裏書）［御用達御鋳物師小島大
郎御内献上御聞済之義伺］（越奧戦争中の尽
力・内献上願により御賞の件につき）　武庫庶
務→‐

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ51-1

武庫司事伺書（端裏書）［御用達御鋳物師小島大
次郎内献上并御賞之義伺］（下筋戦争中の尽
力・内献上願により庶務申立の通り御賞筋願
につき）　武庫司事→‐

7月 横切紙・1通 へ51-2

武庫庶務伺書（端裏書）［御用達上田表小嶋大次
郎江御賞之儀猶伺］（下筋一乱中の尽力・内献
上願により御賞筋再々申上につき）　武庫庶
務→‐

（明治3年）午8月 横切継紙・1通 へ51-3

（小島大次郎内献上願関係写）　下ケ札あり （明治） 竪半・1冊 へ51-4

御武具奉行伺書（端裏書）［御用達鋳物師小島大
次郎内献上ニ付御賞筋伺］（越奧戦争中の尽
力・内献上願により御賞筋につき）　御武具奉
行→‐

7月 竪半・1冊 へ51-5

５７　松代庁／番方／武庫方所管鋳物師弾丸献納褒賞
５８　松代庁／番方／下付鉄砲類武庫方受領　　５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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書面］（500匁筒4挺、潰値段凡相場）　山口近蔵
→‐　端裏書「は｣

柘植彦六申上書［三月十八日御払筒之義奉伺候
写］（清野村山手へ御焔硝蔵御新造に徒刑の
人員で持運べば御入料少なき旨）　柘植彦六→
‐　端裏書「に」

3月 横切継紙・1通 へ187-4

武庫司事申上書［大銃御払之義御尋ニ付申上］
（500匁張筒4挺御払につき）　武庫司事→‐　端
裏書「ほ｣

5月 横切継紙・1通 へ187-5

御勝手元〆内々申上書［岩村寅松御下ケ金之儀ニ
付御内々申上］（寅松横浜表小銃その他御買上
につき）　御勝手元〆→‐

正月 横切継紙・1通 へ188

（硝石製造場村関係書類一括　明治2年正月～明
治4年11月）　封筒一括、硝石関係書類としてはまとま
りあり

22点 へ189

［硝石製村戻触書入］（封筒）　武庫→‐ 明治2年壬巳正月 封筒・1点 へ189-1

（硝石製造場村関係書類一括）　紙縒一括 21点 へ189-2

（紙縒）　 紙縒・1点 へ189-2-1

矢野倉謙一郎廻状（志垣村硝石御製場灰入用の
ため村々へ寄灰の指示につき）　矢（野倉）謙一
郎→吉窪村・深澤村・山田中村両組他3ヶ村三役人　
包紙入、包紙に本文貼付、包紙は吉窪村宛、山田中村、
下宮野尾村は｢御用ニ付無印｣の下ケ札あり

明治2年巳3月4日 横切継紙・1通 へ189-2-2

山岸左内他一名指図書（造硝御小屋見分のた
め11日に宮入半左衛門と仲間1人が出張につ
き）　山（岸）左内・矢（野倉）謙一郎→沓野村三役人　
包紙入、包紙に本文が貼付

明治2年巳11月8日 横切継紙・1通 へ189-2-3

矢野倉謙一郎廻状（志垣村硝石御製場灰入用の
ため村々へ寄灰の指示につき）　矢（野倉）謙一
郎→三輪村・下宇木村・押鐘村他6村三役人　包紙入、
包紙に本文が貼付、稲積村、徳間村は｢御用ニ付無印｣
の下ケ札あり

明治3年午3月21日 横切継紙・1通 へ189-2-4

山岸左内指図書（志垣村硝石御製のため宮入半
左衛門・使丁1人出役につき）　山（岸）左内・矢
（野倉）謙一郎→志垣村三役人　包紙入、包紙に本文
が貼付

明治3年午4月14日 横切継紙・1通 へ189-2-5

矢野倉謙一郎指図書（志垣村硝御小屋に関す
る御尋のため、三役人か安古松右衛門の掛元
〆宮入半左衛門・北村団之丞宅への出頭につ
き）　矢（野倉）謙一郎→沓野村三役人　包紙入、包紙
に本文が貼付

明治3年午6月3日 横切継紙・1通 へ189-2-6

矢野倉謙一郎指図書（志垣村造硝場に関する申
渡のため懸元〆北村団之丞・宮入半左衛門宅
への出頭につき）　矢（野倉）謙一郎→沓野村三役
人　包紙入、包紙に本文が貼付、東寺尾村より村継、

（明治3年）午6月29日 横切継紙・1通 へ189-2-7

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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午7月5日返上

矢野倉謙一郎指図書（昨巳年中北郷村硝石製御
用のため納めさせた飯米のことで尋がある
ので、その時々に下ケ置いた請取印書持参で
懸元〆北村団之丞・宮入半左衛門宅への出頭
につき）　矢（野倉）謙一郎→三輪村三役人　包紙
入、包紙に本文が貼付、東寺尾村より村継、午7月10日
返上

明治3年午6月27日 横切継紙・1通 へ189-2-8

矢野倉謙一郎廻状（栃原村硝石御製場灰入用の
ため村々へ寄灰の指示につき）　矢（野倉）謙一
郎・山（岸）左内→下祖山村・上祖山村・志垣村他2村三
役人　包紙入、包紙に本文が貼付、清野村より村継、
午閏10月返上、下祖山村、上祖山村は｢御用ニ付無印｣
の下ケ札あり

（明治3年）午10月25日 横切継紙・1通 へ189-2-9

矢野倉謙一郎指図書（9月25日の硝石方手附出
役の際の触書に請印の上で返すべき旨を申
し渡していたのに今以留置いている始末を
両度の触書を持参して委細申聞かせるべき
旨）　矢（野倉）謙一郎→栃原村三役人　包紙入、包紙
に本文が貼付、東寺尾村より村継、午11月返上

（明治3年）庚午11月3日 横切継紙・1通 へ189-2-10

矢野倉謙一郎廻状（栃原村硝石御製場へ手附1
人出張の指示につき）　矢（野倉）謙一郎→後丁
村・小階村・栃原村　包紙入、包紙に本文が貼付、西寺
尾より村継

（明治3年）庚午10月25
日

横切継紙・1通 へ189-2-11

矢野倉謙一郎廻状（志垣村硝石御製場へ懸元〆
北村団之丞出役の指示につき）　矢（野倉）謙
一郎→小森村・南原村・小松原村他18村三役人　包紙
入、包紙に本文が貼付、包紙は小森村宛、清野村より
村継、小市村、栃原村、入山村、茂菅村、吉田村は無印
の旨の下ケ札あり

（明治3年）庚午10月13
日

横切継紙・1通 へ189-2-12

矢野倉謙一郎指図書（小河原村硝石御製中のこ
とで御尋があるので三役人のうち1人出頭命
令）　矢（野倉）謙一郎→小河原村三役人　包紙入、包
紙に本文が貼付、東寺尾村より村継、辛未2月8日返上

（明治4年）辛未2月6日 横切継紙・1通 へ189-2-13

矢野倉謙一郎指図書（小河原村硝石御製中のこ
とで御尋があるので三役人のうち1人出頭命
令）　矢（野倉）謙一郎→小布施村三役人　包紙入、包
紙に本文が貼付、東寺尾村より村継、辛未2月10日返
上

（明治4年）辛未2月6日 横切継紙・1通 へ189-2-14

矢野倉謙一郎指図書（申渡があるので三役人の
うち1人出頭命令につき）　矢（野倉）謙一郎→志
垣村三役人　包紙入、包紙に本文が貼付、東寺尾村よ
り村継、明治4辛未2月13日返上

3月25日 横切継紙・1通 へ189-2-15

矢野倉謙一郎指図書（北郷村硝石製中のことで
相尋筋につき出頭命令につき）　矢（野倉）謙一
郎→北郷村三役人　包紙入、包紙に本文が貼付、東寺

4月8日 横切継紙・1通 へ189-2-16

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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尾村より村継、4月13日返上、｢此表江罷出候序ニ而宜
候也｣の下ケ札あり

矢野倉謙一郎指図書（沓野村造硝御小屋手宛・
掛の者見分の際の賄料等を下付するので掛
元〆北村団之丞・宮入半左衛門宅への出頭に
つき）　矢（野倉）謙一郎→沓野村三役人　包紙入、
包紙に本文が貼付、東寺尾村より村継、4月17日返上、
｢本文呼出外御用罷出候序ニ而宜候也｣の下ケ札あり

（明治4年）辛未4月16日 横切継紙・1通 へ189-2-17

矢野倉謙一郎指図書（沓野村造硝御小屋地手宛
増のことについて三役人の内1人の掛元〆北
村団之丞・宮入半左衛門宅への出頭につき） 
矢（野倉）謙一郎→沓野村三役人　包紙入、包紙に本
文が貼付、東寺尾村より村継、7月29日返上、｢本文呼
出外御用序ニ而宜候也｣の下ケ札あり

（明治4年）辛未7月27日 横切継紙・1通 へ189-2-18

矢野倉謙一郎指図書（硝石方のことで申渡があ
るので三役人の内1人の北野（ママ）団之丞宅
への出頭命令につき）　矢（野倉）謙一郎→（高井
郡）小布施村三役人　包紙入、包紙に本文が貼付、東
寺尾村より村継、辛未10月18日返上、｢本文呼出外御
用罷出候序ニ而宜候也｣の下ケ札あり

（明治4年）辛未 横切継紙・1通 へ189-2-19

矢野倉謙一郎廻状（沓野村硝御小屋地のことで
申渡があるので三役人の内1人の懸元〆北村
団之丞・宮入半左衛門宅への出頭命令）　矢
（野倉）謙一郎→（高井郡）沓野村・佐野村・湯田中村三
役人　包紙入、包紙に本文が貼付、東寺尾村より村
継、10月18日返上

（明治4年）辛未10月18
日

横切継紙・1通 へ189-2-20

矢野倉謙兵衛指図書（沓野村造硝製中のこと
で御尋があるので三役人の内1人の掛元〆北
村団之丞・宮入半左衛門宅への出頭命令につ
き）　矢（野倉）謙兵衛→（高井郡）沓野村三役人　包
紙入、包紙に本文が貼付、東寺尾村より村継、｢本文呼
出御用序ニ而宜く候｣の下ケ札あり

（明治4年）辛未11月12
日

横切継紙・1通 へ189-2-21

（硝石製方手当金関係書類一括　明治2年正月～
明治3年11月）　封筒一括、硝石関係書類としてはま
とまりあり

24点 へ190

［硝石壱件］（封筒）　 明治2年巳正月 封筒・1点 へ190-1

（硝石製方手当金関係書類綴）　 23点 へ190-2

鎌原溶水申上書（元〆・手附への下金について
心得あるべき旨につき）　鎌原溶水→三村大之
助殿・矢野倉謙一郎殿

10月10日 横切継紙・1通 へ190-2-1

御武具方懸調役申上書［覚］（合薬製懸元〆北村
団之丞等6名書上）　（御武具方）懸調役→‐　端
裏書｢合薬製懸元〆并御手附名面申上｣

9月 横切継紙・1通 へ190-2-2

三村大之助他一名申上書［合薬製掛元〆并手附
御内手宛被下之義伺］（端裏書）（古灰製直の

9月 横切継紙・1通 へ190-2-3

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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心掛のため別帳名面のとおり1人金200疋御
内々御手当仕度につき）　三村大之助・矢野倉謙
一郎→‐

［覚］（合薬水車御借入杵5つ分手宛・1人別扶持
金35両7分2分9厘等計算書）　端裏書［平塚水車
御借入御入料控］、合薬水車御借入杵8つ分代金の付
箋あり

横切紙・1通 へ190-2-4

宮入半左衛門申上書［申上］（栃原村平組等27ヶ
村31組、村々硝石并合薬製入料逼迫のため3
分2は来年中まで延引の件につき）　宮入半左
衛門→‐　端裏書｢明治二巳年十二月、村々硝石并合
薬製御入料三分一御払下伺｣

明治2年巳12月24日 横切継紙・1通 へ190-2-5

宮入半左衛門申上書［申上］（小嶋田村等30村33
組へ4ヶ村硝石御製入料去々辰年より御払下
の残りを廻村の上御払につき）　宮入半左衛門
→‐　端裏書｢明治三午年四月廿五日硝石御入料残
村々江相下調｣

明治3年午4月25日 横切継紙・1通 へ190-2-6

北村団之丞他一名申上書［覚］（北郷村硝石製御
入料金16両2分等4筆、去々辰年より御払残り
取調につき）　北村団之丞・宮入半左衛門→‐　端
裏書｢硝石製御入料残調｣

午4月10日 横切継紙・1通 へ190-2-7

［口上覚］（飯米之事）　北村団之丞・宮入半左衛門→
‐　包紙のみ

午2月29日 包紙・1点 へ190-2-8

鎌原溶水申上書（北郷村硝石について三輪村よ
りの米を製人手宛の内から代金を上納させ
たい旨の伺が承済並びに郡政副主事へ申し
渡した旨）　鎌原溶水→山岸左内殿・矢野倉謙一郎
殿

5月22日 横切継紙・1通 へ190-2-9

武庫司事申上書（別紙伺の趣は製場最寄村方の
御収納から差し出させて、仲間は手当金の内
で上納し、職人の方は手間料の内から差引し
て渡す旨）　武庫司事→‐

横切紙・1通 へ190-2-10

北村団之丞他一名伺書［口上覚］（飯米高値につ
き硝石製方御仲間并平職人の手当・飯米料増
額料につき）　北村団之丞・宮入半左衛門→‐

10月 横切継紙・1通 へ190-2-11

北村団之丞他一名再伺書（端裏書）［硝石製方御
仲間等増御手宛之儀奉再伺候］（去巳年10月・
当正月の硝石製方御仲間平職人等について
の伺却下につき、改めて御手宛増額か飯米を
最寄村方から収納の内で納めて御仲間御手
宛金の内で上納するかの2ヶ条を再伺）　（合
薬方元〆）北村団之丞・宮入半左衛門→‐

2月 横切継紙・1通 へ190-2-12

（書付、上職人・並職人の従前と増額後の手当金
の試算）　

切紙・1通 へ190-2-13

鎌原伊野左衛門申上書（別紙伺の通り承済につ 4月19日 切紙・1通 へ190-2-14

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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き）　鎌原伊野左衛門→三村大之助殿・矢野倉謙一郎
殿

三村大之助他一名申上書［北郷村小生製人飯米
并味噌之義伺］（手附借入では不十分なので
調役の申立通り御聞済なさるべき旨）　三村
大之助・矢野倉謙兵衛→‐

3月18日 横切紙・1通 へ190-2-15

掛調役伺書［北郷村ニ而飯米并味噌等之儀ニ付
伺］（北郷村硝石製が飯米・味噌等買入等必至
差支により掛御手附が借り入れてくれるよ
うとの製人願につき伺）　掛調役→‐

3月 横切継紙・1通 へ190-2-16

北村団之丞金銭受取証文［覚］（白米5斗入1俵、
北郷村硝石製御入料につき）　北村団之丞→三
輪村三役人

巳4月 横切紙・1通 へ190-2-17

北村団之丞金銭受取証文［覚］（白米5斗入1俵、
北郷村硝石製御入料につき）　北村団之丞→三
輪村三役人

巳4月 横切継紙・1通 へ190-2-18

草間一路申上書［覚］（別紙調書の趣を手附へ尋
ねたところ、手附は別々の賄払ではないので
手附も同様の訳である旨を御手附へ御沙汰
につき）　（草間）一路→（矢野倉）謙一郎様

11月5日 横切継紙・1通 へ190-2-19

酒井千左衛門申上書［覚］（中ノ御所村等3村、硝
石内穿鑿に手附一同善光寺辺へ出張の際の
泊り賄取調につき）　酒井千左衛門→‐

11月 横切紙・1通 へ190-2-20

［口上覚］（薬造調の事等）　包紙のみ 包紙・1点 へ190-2-21

北村団之丞他一名伺書［口上覚］（硝石製造につ
き）　北村団之丞・宮入半左衛門→‐

巳10月 横切継紙・1通 へ190-2-22

栃原村平組名主松沢源兵衛他二名願書［乍恐以
書付御縋奉願上候］（矢野倉謙一郎触書を源
兵衛病気のために差置いていたところ、その
旨について不埒の触書を7月に頂戴したため
御赦免願）　栃原村平組名主松沢源兵衛・組頭松沢
仁右衛門・長百姓山口十左衛門→御武庫方御役所

明治3年午11月 竪紙・1通 へ190-2-23

（硝石合薬関係書類一括）　封筒一括 13点 へ191

［硝石一件書類］（封筒）　武庫→‐ 明治5年壬申正月 封筒・1点 へ191-1

（硝石関係書類綴）　 12点 へ191-2

（硝石1貫匁等6筆勘定書）　 横切継紙・1通 へ191-2-1

御武具方元〆申上書［舶来合薬御入料御尋ニ付
申上］（舶来合薬640斤代金483両1分5匁等2筆
取調につき）　御武具方元〆→‐

12月 横切継紙・1通 へ191-2-2

某申上書（舶来・此表御製合薬のことについて
御尋につき、購入費・腐敗等を考えると此表
製合薬を薦める旨）　

4月 横切継紙・1通 へ191-2-3

某申上書（合薬懸合の中俣一平答弁のことにつ 横切継紙・1通 へ191-2-4

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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いての御尋への返答、永久腐敗の有無につい
ては一平へとくと見極めるように命じてほ
しい旨等につき）　

北村団之丞申上書［栃原村硝石製御道具取調］
（座三尺桶等28筆、辰年追通村より志垣村へ
引移の際に取調た品につき）　（硝石合薬方元
〆）北村団之丞・宮入半左衛門→‐

（明治5年）壬申5月 横切継紙・1通 へ191-2-5

硝石合薬方元〆北村団之丞他一名伺書［栃原村
硝石道具儀ニ付申上］（栃原村硝石御製につ
いて去12月以来御見合のままならば御製所
御引払いたい旨の内願により損益を取調の
上で御製有無の差図につき）　硝石合薬方元〆
北村団之丞・宮入半左衛門→‐　栃原村硝石御製入
用残物凡取調の下ケ札あり

4月 横切継紙・1通 へ191-2-6

（勘定書、御払不足金89両3分2匁4分4厘の差引） （慶応元年）閏5月 横切紙・1通 へ191-2-7

硝石合薬製懸元〆北村団之丞他一名勘定書（金
41両2分3朱18匁等3筆、硝石合薬製御入料に
つき）　硝石合薬製懸り元〆北村団之丞・宮入半左
衛門→‐

未11月 横切紙・1通 へ191-2-8

（勘定書、金1両1分沓野吉右衛門等2筆）　 切紙・1通 へ191-2-9

羽田三蔵申上書［下宇木村硝石御製ニ付万端厚
世話仕候人別］（人別取調べ）　羽田三蔵→‐　
端裏書あり

申6月 横切継紙・1通 へ191-2-10

某指図書（大宮村宮平組小林清太兵衛等4人御
用につき3役人の内1人出頭命令）　

横切継紙・1通 へ191-2-11

（人名書上、辰年勤小河原村北組・両組・新田組・
東組10名）　

横切継紙・1通 へ191-2-12

（硝石製勘定関係書類綴）　硝石関係書類としてはま
とまりあり

2点 へ192

［沓野村造硝向子年迄三度御製御入料大凡御積
取調帳］（当年秋・冬・来未年春・夏・秋・冬・申
年春・秋～酉年冬・戌春・秋～亥冬・子年春の
入料取調）　硝石合薬製懸り元〆北村団之丞・宮入
半左衛門→‐　へ192-1、2は折重

明治3年午8月 横長半・1冊 へ192-1

硝石製掛元〆北村団之丞他一名申上書（硝石製
元土桶3本立1日製上ヶ御積りにつき）　硝石
製掛元〆北村団之丞・宮入半左衛門→‐　へ192-1、2
は折重、元土三等級の貫匁についての下ケ札あり

2月 横長半・1冊 へ192-2

［触出入留］（1月～10月までの触の発給・返上の記
録）　矢野倉武庫→‐　硝石関係書類としてはまとま
りあり

明治4年辛未正月 横半半・1冊 へ193

（硝石関係書類一括）　封筒一括、硝石関係書類として
はまとまりあり

26点 へ194

［硝石一件書類］（封筒）　武庫→‐ 明治4年辛未正月 封筒・1点 へ194-1

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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（硝石関係書類綴）　 2点 へ194-2

（品名書付、西瓜蔓等15筆）　 横折紙・1通 へ194-2-1

硝石合薬方元〆北村団之丞他一名申上書［沓野
村造硝御小屋御修復御入料取調］（杉8本等19
筆）　硝石合薬方元〆北村団之丞・宮入半左衛門→‐
下ケ札2点あり

6月 横長半・1冊 へ194-2-2

（沓野村硝石関係書類綴　明治3年7月～明治4
年7月）　

4点 へ194-3

属大川申上書［覚］（御囲硝石1千156貫400匁等2
筆）　（武庫）属大川（才右衛門）→‐　硝石など3筆の
貫匁計算の下ケ札あり

明治4年辛未7月 横切継紙・1通 へ194-3-1

（勘定書、直八製硝石9貫780匁等3筆）　 横切継紙・1通 へ194-3-2

羽田三蔵申上書（端裏書）［沓野村硝石一件］（沓
野村造硝・小河原村・下宇木村自然硝石年限
取調につき）　羽田三蔵→‐

明治3年7月 横切継紙・1通 へ194-3-3

羽田三蔵他一名申上書［覚］（沓野村造硝御入
料・硝石御出方取調につき）　（羽田）三蔵・（山
口）総平→‐　端裏書｢明治三午年八月沓野村造硝伺
｣

明治3年午8月 横切紙・1通 へ194-3-4

（造硝石入料関係書類綴）　 13点 へ194-4

（端裏書）［造硝御入料残金調］（2筆、金10両2分3
朱2匁3分4厘190文につき）　

明治4年辛未8月14日 横切継紙・1通 へ194-4-1

（端裏書）［造硝御入料残金調］（2筆、金10両2分3
朱2匁3分4厘）　

明治4年辛未8月14日 横切紙・1通 へ194-4-2

（勘定書、寅・卯両年の沓野村佐藤松左衛門等8
筆）

横切継紙・1通 へ194-4-3

矢野倉謙一郎用状（沓野村願を表書の通りに申
し付けにつき）　（矢野倉）謙一郎→‐

（明治4年）辛未7月21日 切紙・1通 へ194-4-4

武庫司事用状（別紙の趣を承済の旨）　武庫司事
→‐

切紙・1通 へ194-4-5

武庫司事伺書（端裏書）［御用真木請負人志垣村
善之助等願之義伺］（善之助願の通り御聞済
なさるべきにつき）　武庫司事→‐

12月 横切紙・1通 へ194-4-6

硝石懸元〆北村団之丞他一名申上書（端裏書）
［栃原村硝石御製御入用真木代金之儀志垣村
善之助等願面江添書申上］（願の通りに御聞
済なさるべきにつき）　硝石懸り元〆北村団之
丞・同宮入半左衛門→‐

12月 横切紙・1通 へ194-4-7

［覚］（銭3貫282文等3筆）　 横切紙・1通 へ194-4-8

（寄灰勘定書、鬼無里村組・日影村組の俵数）　 横折紙・1通 へ194-4-9

（盆代調書、三ッ組並盆代銀5匁5分等2筆）　 （明治4年）未4月 横切継紙・1通 へ194-4-10

（扇子代調書、上扇子1対代銀5匁5分等3筆）　 4月 横切紙・1通 へ194-4-11

５９　松代庁／番方／武庫方所管火薬等製造作費上申・伺い
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志垣村硝石製真木代下金為替証文［証］（金33両
につき）　矢（野倉）謙一郎→‐

明治4年未正月 竪紙・1通 へ194-4-12

志垣村岡本善之助他三名願書［乍恐以書付奉歎
願候］（樫真木22代金33両、木元代金差支につ
き）　志垣村岡本善之助・名主山口九右衛門・組頭野
池三治郎他1名→武庫方御役所

明治3年午12月 竪紙・1通 へ194-4-13

（硝石関係書類綴）　 7点 へ194-5

武庫司事申上書并荒井弥平勘返状［覚］（東京よ
りの御取寄につき雇人馬は何程になるか取
り調べてほしい旨並びに雇いのことは区々
なのでしかと分からない旨）　武庫司事→荒井
弥平様

4月3日 横切継紙・1通 へ194-5-1

北村団之丞申上書（端裏書）［桶之事申上］（御尋
の桶の寸尺につき）　北村団之丞→‐

11月23日 横切紙・1通 へ194-5-2

某申上書（舶来硝石5千貫匁代金1千150両等3筆
勘定につき）　

3月 横切継紙・1通 へ194-5-3

某申上書（松代より東京まで本馬1疋雇賃銭53
貫文等2筆勘定につき）　

6月24日 横切紙・1通 へ194-5-4

荒井弥平申上書（端裏書）［東京賃銭調］（本馬1
疋分凡銭20貫320文等2筆勘定につき）　荒井
弥平→‐　本文以外の人足については分かり次第申
し上げる旨の下ケ札あり

（明治2年）巳3月 横切継紙・1通 へ194-5-5

硝石会所御用達小澤兵左衛門申上書［覚］（再製
硝石代金1両につき目方2貫目等2筆上納相場
につき）　硝石会所御用達小澤兵左衛門→松代様武
器方御役所　端裏書｢硝石直段附東草子村の分｣

明治2年巳10月 竪紙・1通 へ194-5-6

沓野村地主吉右衛門他三名願書［差上申一札之
事］（造硝御小屋の掛物改により御増御冥加
の旨）　沓野村地主吉右衛門・同九三郎・名主安吉他
頭立1名→矢野倉謙一郎様

明治4年未 竪紙・1通 へ194-5-7

大銃方頭取伺書［大銃製薬所之儀ニ付伺］（端裏
書）（御用箪笥等6筆、下付願につき）　大銃方頭
取・大銃方→‐

正月 横切紙・1通 へ195

６０　松代庁／番方／武庫方所管武具調達・修復費並びに運営費上申　　計政局

（武庫方関係書類綴　明治3年5月～明治4年3月） 35点 へ225

武庫庶務申上書并武庫司事貼紙（端裏書）［中
ミール銃長ミール銃雷火銃御修復御入料御
中借申上］（金12両也並びに庶務申立聞済に
つき）　武庫庶務→‐

（明治3年）午6月 横切継紙・1通 へ225-1

（器械製造方入料金関係綴）　 3点 へ225-2

６０　松代庁／番方／武庫方所管武具調達・修復費並びに運営費上申
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御勘定吟味申上書（端裏書）［鹿野茂手木諸高割
合ニ下方之儀ニ付申上］　御勘定吟味→‐

正月24日 横切継紙・1通 へ225-2-1

山岸左内伺書（端裏書）［器械製造方御入料金御
中借之義付伺］　山岸左内→‐　下ケ札あり（破
損）、へ225-4と関連カ

4月20日 横切紙・1通 へ225-2-2

懸り庶務伺書（端裏書）［器械製造方御入料御中
借之儀伺］（金61両2分7匁7分2厘）　懸り庶務→
‐　へ225-3と関連カ

4月20日 横切継紙・1通 へ225-2-3

（端裏書）［スイツル銃御買上御入用積］（2筆ス
イツル銃300挺）　下ケ札3点、銃の値段は360挺計
算で1挺金26両3分2朱8厘、金30両3分2朱9厘、金29両
12朱4分4厘の3種類、ただし書き上げられている2筆
は300挺

横切継紙・1通 へ225-3

（武庫方関係書類綴）　 5点 へ225-4

武庫庶務申上書并武庫司事添伺貼紙［合薬干台
拾挺品々附属共御出来御入料之義申上］（合
薬干台10挺等4筆、下値のため御台師大狭栄
太郎方へ指図につき並びに庶務申上の聞済
願）　添伺貼紙に下ケ札｢閏十月十三日御下ケ｣、へ
225-6～10は関連史料カ

閏10月12日 横切継紙・1通 へ225-4-1

（武庫方関係書類綴）　 4点 へ225-4-2

（武庫方関係書類綴）　 2点 へ225-4-2-1-1

大狭栄太郎申上書［覚］（合薬干台1ツ見積申上）
大狭栄太郎→御武庫方御役所　下ケ札あり、225-6～
10は関連史料カ

（明治3年）午9月 横切紙・1通 へ225-4-2-1-2

大狭栄太郎申上書［覚］（渋紙1枚等3筆見積申
上）　大狭栄太郎→御武庫方御役所　下ケ札あり、
225-6～10は関連史料カ

10月 横切継紙・1通 へ225-4-2-1

御鉄砲台師中村伝七申上書［覚］（合薬干台等4
筆見積申上）　御鉄砲台師中村伝七→武庫方御役
所　225-6～10は関連史料カ

閏10月 横切継紙・1通 へ225-4-2-2

菱屋秀兵衛申上書［覚］（合薬干台1挺等4筆見積
申上）　菱屋秀兵衛→御武庫方御役所　225-6～10は
関連史料カ

閏10月 横切継紙・1通 へ225-4-2-3

武庫庶務申上書并武庫司事添伺貼紙（端裏書）
［去々年雷粉製并雷管込代・銅管御買上之御
入料御下金之儀申上］（入料金10両1分4匁3分
8厘・金17両3分5分2厘並びに武庫庶務申上の
聞済願）　武庫庶務→‐　貼紙に下ケ札｢10月28日
御下ケ｣

（明治3年）午10月27日 横切継紙・1通 へ225-5

営繕庶務申上書并営繕司添伺貼紙（銃兵副隊長
補ねこ38枚買上代金14両1分中借伺並びに営
繕庶務申上の聞済願）　営繕庶務→‐　”ねこ”
は”ねこだ”（わらやなわで編んだ大型のむしろ。また
背負袋）のことカ、へ225-13と関連カ

9月5日 横切継紙・1通 へ225-6

６０　松代庁／番方／武庫方所管武具調達・修復費並びに運営費上申
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