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信州松代紙屋町白木屋安左衛門申上書［覚］（ね
こ38枚代金見積書）　信州松代紙屋町白木屋安左
衛門→上　代金14両1分、1枚1分2朱宛、印｢信州松代
紙屋町白木屋｣、”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225-12と関
連カ

（明治3年）午8月 横切紙・1通 へ225-7

武庫司事申上書（端裏書）［引ロクロ真銃御出来
之儀伺］（先般ロクロ丈が出来し、此度真銃出
来の儀伺につき）　武庫司事→‐　下ケ札｢御用
済｣あり、へ225-14～17は関連史料カ

（明治3年）閏10月16日 横切紙・1通 へ225-8

器械製造所懸庶務東福寺泰作申上書［引ロクロ
真銃御積取調伺］（引ロクロ真銃代金を近藤
菊太郎と高橋運治に見積もらせて高橋運治
の方が下値につき）　（器械製造所懸）庶務東福寺
泰作→‐　近藤菊太郎1つにつき代金2両1朱、高橋運
治同1両3分2朱、へ225-14～17は関連史料カ

（明治3年）閏10月 横切継紙・1通 へ225-9

御鉄砲師近藤菊太郎申上書［覚］（引ロユロシン
銃入料見積につき）　御鉄砲師近藤菊太郎→器械
方御役所　見積金2両1朱、へ225-14～17は関連史料カ

（明治3年）閏10月 横切継紙・1通 へ225-10

高橋運治申上書［覚］（引ロユロ真銃入料見積に
つき）　高橋運治→器械方御役所　見積金1両3分2
朱、へ225-14～17は関連史料カ

（明治3年）閏10月 横切紙・1通 へ225-11

武庫庶務申上書（端裏書）［御借入品々損分御修
復御出来御入料御積取調申上］（長ミニロ銃
10挺等4筆見積につき）　武庫庶務→‐　見積〆
金84両1分2朱6分5厘

（明治3年）午6月 横切継紙・1通 へ225-12

武庫庶務申上書并武庫司事添伺貼紙等（端裏
書）［辰年中合薬製・同大小銃製并於下筋御
買上御筒御修復御入料之内御中借之義申上］
（御下ヶ金拝借の催促につき）　武庫庶務→‐  
3筆金89両3分1匁6分7厘、へ225-19、23～26は関連史料
カ

（明治3年）午9月 横切紙・1通 へ225-13

武庫庶務申上書并計監添伺貼紙［覚］（御入料御
下ヶ金拝借願につき）　武庫庶務→‐　4筆金286
両3分、武庫庶務申上書と計監添伺貼紙の間に武庫司
事添伺貼紙と計政副主事添伺貼紙あり、作成順は武
庫庶務申上書→武庫司事添伺貼紙→計政副主事添伺
貼紙→計監添伺貼紙カ

（明治4年）巳12月16日 横切継紙・1通 へ225-14

武庫庶務申上書并武庫司事添伺貼紙（端裏書）
［元込銃附剣摺合御入料御積取調申上］（元込
銃附剣44挺等2筆、先般剣を合わせたところ
不合の分の修復見積につき並びに武庫庶務
申上の聞済願）　（武庫）庶務→‐　2筆銀75匁3分、
下ケ札｢十一月三日御下ヶ｣

（明治3年）庚午11月 横切継紙・1通 へ225-15

元武庫庶務申上書（端裏書）［二十寸打損シ弾丸
四ッ御下之儀申上］（丹波島村柳沢喜代三願

亥7月 横切継紙・1通 へ225-16
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出につき）　元武庫庶務→‐　二十寸打損シ弾丸4
つは安政2年より丹波島村へ預けられていた

武庫庶務申上書并武庫司事添伺貼紙（端裏書）
［辰年中合薬製并大小銃弾薬製御入料御中借
之儀取調伺］（御入料払残金の取調につき）　
武庫庶務→‐　2筆45両、添伺貼紙に下ケ札｢六月廿
四日御下｣、へ225-19、23～26は関連史料カ

（明治3年）午6月 横切継紙・1通 へ225-17

（合薬製造関係書類綴）　 3点 へ225-18

武庫司事申上書（端裏書）［去辰年合薬製御入料
御払下之義伺］（庶務申上の聞済願につき）　
武庫司事→‐　下ケ札｢八月三日御下ヶ｣、へ225-19、
23～26は関連史料カ

7月晦日 横切紙・1通 へ225-18-1

武庫庶務申上書（端裏書）［去ル辰年中合薬製御
入料御中借取調伺］（御用達合薬製勘定極ま
らぬため御下ケ願につき）　武庫庶務→‐　御
用達合薬製の難渋は一昨辰年の下筋一乱の際に御用
出精を命じたため、下筋一乱とは戊辰戦争を指すカ、
へ225-19、23～26は関連史料カ

（明治3年）午7月29日 横切継紙・1通 へ225-18-2

武庫庶務申上書（端裏書）［大小製薬御入料之内
御中借之儀伺］（御払残人別共難渋につき）　
武庫庶務→‐　金15両、へ225-19、23～26は関連史料
カ

8月 横切継紙・1通 へ225-18-3

（西洋銃見積関係綴）　 2点 へ225-19

武庫庶務申上書（端裏書）［シヤホ銃附センマエ
鉄物三拾七新規御出来御入料御積］（セシヤ
ホ銃116挺修復見積につき）　武庫庶務→‐　シ
ヤホ銃附センマエ37、代銀740匁、見積は近藤菊太郎、
へ225-28と関連カ

（明治3年）閏10月 横切継紙・1通 へ225-19-1

御鉄砲師近藤菊太郎申上書［覚］（シヤホ銃セン
マエ37見積につき）　御鉄砲師近藤菊太郎→武庫
方御役所　銀740匁、1つ銀20匁宛、へ225-27と関連カ

（明治3年）閏10月 横長半・1冊 へ225-19-2

（喇叭修復関係綴）　 3点 へ225-20

武庫司事申上書［喇叭御修復御入料御下金之義
伺］（庶務申上の聞済願につき）　武庫司事→‐
へ225-29～31は関連史料カ

6月8日 横切紙・1通 へ225-20-1

武庫庶務申上書［喇叭拾八挺御修復御入料銭御
積申上］（口損失新規並びに御修復の見積に
つき）　武庫庶務→‐　代金8両3分5分銭80文、見積
は倉嶋市治、へ225-29～31は関連史料カ

（明治3年）午5月 横切継紙・1通 へ225-20-2

倉嶋市治申上書（喇叭口等18筆見積につき）　倉
嶋市治→‐　代銀〆525匁5分、へ225-29～31は関連史
料カ

（明治3年）午5月 横半半・1冊 へ225-20-3

中俣一平書状（出立の際の厚情への御礼、源太
郎拝借30両の証文引替の件の御礼につき）　
（中俣）一平→義太様

12月18日 横切継紙・1通 へ225-21
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武庫庶務申上書（御払銭等3筆取調につき）　武
庫庶務→‐　2筆〆金648両1分1匁6分

（明治4年）辛未3月 横切紙・1通 へ225-22

御勝手元下申上書［大小銃御用鉄御買上之義ニ
付再申上］（此節の高値のため倍高ほどの買
上願につき）　御勝手元〆→‐　端裏書｢七｣

6月 横切継紙・1通 へ225-23

（武器関係金銭受取証文写）　舶来雷火管750発、ヒ
ストル玉百発

横切継紙・1通 へ225-24

（各種銃購入関連書類一括　明治2年2月～明治5
年10月）　封筒一括

120点 へ226

（封筒）　 封筒・1点 へ226-1

大塚谷平申上書（端裏書）［岩村寅杢小銃献上仕
候儀御含申上］（ヤーゲル銃・ゲベール銃武具
方へ献上につき）　大塚谷平→‐

11月 横切継紙・1通 へ226-2

（根村熊五郎瑞西銃購入関係書類一括）　紙縒一
括

24点 へ226-3

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-3-1

［歎願書］（包紙）　根村熊五郎→‐　貼紙｢不用ニ相
成書面｣

包紙・1点 へ226-3-2-1

根村熊五郎歎願書（瑞西銃購入の件家計逼迫の
ため藩取扱につき）　根村熊五郎→‐

（明治4年）未5月22日 横切継紙・1通 へ226-3-2-2

（瑞西銃購入根村熊五郎佐藤美与喜宛歎願書一
括）　紙縒一括

5点 へ226-3-3

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-3-3-1

根村熊五郎歎願書（入費調延引の旨等申上につ
き）　根村熊五郎→（佐藤）美与喜様

7月7日 横切継紙・1通 へ226-3-3-2

根村熊五郎歎願書（瑞西銃入料費御下につき） 
根村熊五郎→佐藤美与喜様

（明治4年）未7月 横折紙・1通 へ226-3-3-3

（包紙）　へ226-3-4-2の包紙、貼紙あり 包紙・1点 へ226-3-3-4

根村熊五郎申上書（瑞西銃の件金策のため裁判
所出頭延引につき）　（根村）熊五郎→（佐藤）美与
喜様・（竹内）新七様

5月13日 横切継紙・1通 へ226-3-3-4

（瑞西銃一件関係綴）　封筒一括 4点 へ226-3-4

（封筒）　｢佐藤美与喜様　根村熊五郎｣ 封筒・1点 へ226-3-4-1

根村熊五郎申上書（瑞西銃360挺代金取調につ
き）　根村（熊五郎）→‐

7月 横切継紙・1通 へ226-3-4-2

根村熊五郎申上書（瑞西銃一件御勘弁別紙差上
につき）　（根村）熊五郎→（佐藤）美与喜様

7月18日 横切紙・1通 へ226-3-4-3

根村熊五郎内々申上書（神奈川縣預瑞西銃買取
代金等取計につき）　根村（熊五郎）→‐

7月 横切継紙・1通 へ226-3-4-4

［神奈川縣え差出候証書類］（付箋）　｢神奈川縣え
差出候証書類｣

切紙・1通 へ226-3-5
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松代藩根村熊五郎約定書（端裏書）［フハーブル
え差入之証書受取付差出シ書面写］（証書4通
受取につき）　松代藩根村熊五郎→神奈川縣御中

（明治4年）辛未6月 竪紙・1通 へ226-3-6

松代藩根村熊五郎願書［以書附奉願候］（瑞西銃
20挺等借庫入につき）　松代藩根村熊五郎→神奈
川西運上所御中　端裏書｢瑞西銃并附属玉器械等借
庫入願書写｣

明治4年辛未6月9日 竪紙・1通 へ226-3-7

根村熊五郎申上書（フハーブルより証書請取神
奈川縣より返書差出につき）　根村熊五郎→‐

6月 横切継紙・1通 へ226-3-8

松代藩根村熊五郎願書写［覚］（瑞西銃359挺等
外国人同様非常受負につき）　松代藩根村熊五
郎→神奈川西運上所御中　端裏書｢瑞西銃三百五拾
九挺并玉器械等神奈川西運上に而預ケ火貿等受負願
書写｣

明治4年辛未6月11日 竪紙・1通 へ226-3-9

松代藩根村熊五郎申上書写（端裏書）［壱挺不足
付取扱書認差出候写］（瑞西銃1挺紛失のため
359挺分にて値段勘定願につき）　松代藩根村
熊五郎→神奈川縣御中

（明治4年）辛未6月8日 竪紙・1通 へ226-3-10

［證］（神奈川縣運上所小銃等請取火貿受負証） 
神奈川縣運上所→‐　朱色罫紙、写しカ

（明治4年）辛未6月11日 竪半・1冊 へ226-3-11

（西洋銃購入関係約定書一括）　巻込一括 5点 へ226-3-12

根村熊五郎約定書写［覚］（瑞西銃620挺納入期
限20日迄日延につき）　根村熊五郎→川嶋伝吉
殿・大塚権次郎殿

（明治3年）午12月11日 竪紙・1通 へ226-3-12-1

根村熊五郎願書写［覚］（瑞西銃620挺金4500両
返済の件取計頼入につき）　根村熊五郎→川島
伝吉殿

（明治3年）午11月21日 竪紙・1通 へ226-3-12-2

根村熊五郎約定書写［覚］（瑞西銃620挺引受方
頼入につき）　根村熊五郎→川嶋伝吉殿

（明治3年）午12月8日 竪紙・1通 へ226-3-12-3

芳賀仁兵衛他二名約定書写［覚］（銃620挺代金
4500両請取につき）　芳賀仁兵衛・大塚権左衛門・
川島伝吉→山本卯助殿

明治3年午11月8日 竪紙・1通 へ226-3-12-4

山本卯助約定書写［覚］（銃代金4千500両御渡に
つき）　山本卯吉→川島伝吉殿・大塚権左衛門殿・芳
賀伊兵衛殿

明治3年午11月8日 竪紙・1通 へ226-3-12-5

（西洋銃支払方関係書状一括）　紙縒一括 3点 へ226-4

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-4-1

根村熊五郎申上書（端裏書）［岩村借財方大凡之
調］（フハーブルへ支払代金の内借金元取調
につき）　（根村）熊五郎→‐

6月 横切継紙・1通 へ226-4-2

某用状（端裏書）［瑞西銃金沢藩え売込根元より
之手続尋問之扣］（瑞西銃売込過程書出につ
き）　

横切継紙・1通 へ226-4-3
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大塚谷平内々申上書（端裏書）［御内々申上］（瑞
西銃代金不払一件裁判所へ出訴のため根村
熊五郎等2名横浜表談判の旨につき）　大塚谷
平→‐

11月 横切継紙・1通 へ226-5

某用状（端裏書）［岩村寅杢御書附写］（岩村寅杢
戊辰飯山北征御賞金900疋御下につき）　

正月11日 横切紙・1通 へ226-6

根村熊五郎嘆願書（瑞西銃代金の内1453弗取計
願につき）　根村熊五郎→‐

6月 横切継紙・1通 へ226-7

（佐藤美与喜差出書状一括）　紙縒一括 5点 へ226-8

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-8-1

佐藤美与喜書状（岩村寅松拝借金等取調国元に
て取計願につき）　（佐藤）美与喜→彦六様　端裏
鉛筆書｢佐藤氏ヨリ岩寅貸懸調ノコト申来　竪帳一
誠三郎書面一　三村氏印書写一　右三通添　十二月
十九日付　十二月廿四日着｣、端裏貼紙｢イノ一ニ添｣

12月19日 横切継紙・1通 へ226-8-2

斎藤誠三郎申上書（端裏書）［岩村寅松手より鉄
砲等御買上代滞金等取調申上］（元鉄砲師岩
村寅松借財等別紙取調につき）　斎藤誠三郎→
‐

（明治3年）未12月 横切継紙・1通 へ226-8-3

三村大之助借用証文写［覚］（金札200両扶持方
引当にて返上につき）　三村大之助→岩村寅松殿

明治2年巳2月18日 竪紙・1通 へ226-8-4

某用状［覚］（辰年東京より出来物長短取交25挺
等書出につき）　端裏書｢武庫より来着　四月二日
｣

切紙・1通 へ226-8-5

（ファーブルへ提出鉄砲代金関係証文一括）　紙
縒一括

5点 へ226-9

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-9-1

［フハブルへ差出候書面不束之取扱］（付箋）　 付箋・1点 へ226-9-2

重兵衛書状（質物一件元金返済取計のた早々帰
府の旨につき）　重兵衛→根村様

極月23日 横切継紙・1通 へ226-9-3

水井一郎他一名約定書写［証］（スイツル620挺
代金納入期限延引につき）　水井一郎・斎藤喜三
郎→伊勢屋宇助殿

（明治3年）未2月8日 竪紙・1通 へ226-9-4

東紺屋町宗八地借川島伝吉他三名借用証文
［覚］（鉄砲620挺代金1万230弗内残金12月25
日納入につき）　東紺屋町宗八地借川島伝吉・神田
鍛冶町大塚権次郎・三河町壱丁目伊東利右衛門他1名
→フハアフル君金蔵殿

（明治4年）午11月29日 竪紙・1通 へ226-9-5

（根村熊五郎岩村寅松借財関係書状一括）　紙縒
一括

8点 へ226-10

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-10-1

（包紙）　根村熊五郎→岩村寅松殿　包紙上書｢岩村寅
松殿　根村熊五郎｣

包紙・1点 へ226-10-2-1

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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根村熊五郎書状（一件裁判沙汰の際寅松借財申
立の旨等につき）　（根村）熊五郎→（岩村）寅松様

5月9日 横切継紙・1通 へ226-10-2-2

（包紙）　根村熊五郎→芳咲伊兵衛様　包紙上書｢芳咲
伊兵衛様　浜より根村熊五郎｣

包紙・1点 へ226-10-3-1

根村熊五郎書状（寅松借財催促逃れの旨につ
き）　（根村）熊五郎→（芳咲）伊兵衛様

5月9日 横切継紙・1通 へ226-10-3-2

（包紙）　根村（熊五郎）→宇兵衛殿　包紙上書｢宇兵衛
殿　根村より｣

包紙・1点 へ226-10-4-1

根村熊五郎書状（岩村寅松借財等御下金不当取
扱の旨につき）　（根村）熊五郎→卯兵衛殿

5月9日 横切継紙・1通 へ226-10-4-2

根村熊五郎書状（裁判所沙汰のため岩村寅松へ
厳申渡願につき）　（根村）熊五郎→両大属様

5月9日 横切継紙・1通 へ226-10-5

（フハーブル宛証書一括）　封筒一括 5点 へ226-11

（封筒）　封筒｢To Tochi Chikenji Sakurada 
Daisankenji Wuchino Wumi Daisankenji Kika｣

封筒・1点 へ226-11-1

（フハーブル宛証書綴）　金属製止具を使用 4点 へ226-11-2

根村熊五郎他一名約定書［日延約條書之事］（瑞
西銃代金納入日延につき）　根村熊五郎・岩村寅
松／（奥印）小林一郎→-／（奥印）フハーブル君

明治4年未2月17日 竪紙・1通 へ226-11-2-1

松代藩根村熊五郎他一名約定書［差上候約定之
事］（瑞西銃残金25日迄に納入につき）　松代
藩根村熊五郎・岩村寅松→瑞西百七十五番フハーブ
ルブランド君え

（明治3年）午12月朔日 竪紙・1通 へ226-11-2-2

松代藩岩村寅松他一名用状［証書之事］（瑞西銃
620挺等築地出張にて引取につき）　松代藩
岩村寅松・根村熊五郎→横浜在留瑞西百七十五番プ
パーブルブランド君え

1870年7月20日 横切紙・1通 へ226-11-2-3

松代藩岩村寅松他一名用状（瑞西銃代内800両
入置残金30日迄に納入につき）　松代藩岩村
寅松・根村熊五郎／（奥印）柘植彦六→横浜在留瑞西
百七十五番プパーブルブランド君え

8月18日 横切継紙・1通 へ226-11-2-4

（シヤッホ銃取扱関係書類一括）　紙縒一括 7点 へ226-12

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-12-1

岩村寅松申上書［御尋候付以書付奉申上候］（川
嶋伝吉周旋にて購入シヤッホ銃100挺代金取
計につき）　岩村寅松→御役所　表紙に｢上　岩村
寅松｣、表紙貼紙朱書｢川島伝吉手寄御買上シヤース
ポ銃始末書｣とあり

明治5年申4月 竪半・1冊 へ226-12-2

岩村寅松申上書［シヤスホ銃一条始末証文今般
御尋二付左二申上］（シヤスホ銃72挺代金828
両上納願につき）　岩村寅松→‐　表紙に｢シヤ
スホ銃一條御尋二付申上候　岩村寅松｣とあり、表紙
貼紙｢ロノ二｣

明治5年壬申11月 竪半・1冊 へ226-12-3

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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（岩村寅松シャスポ銃引当借用金関係書状一
括）　紙縒一括

4点 へ226-12-4

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-12-4-1

（付箋）　｢ロノ一二添｣ 切紙・1通 へ226-12-4-2

覚一郎他一名用状（岩村寅松等瑞西銃一件関係
取計方につき）　覚一郎・善四郎→（佐藤）美与喜
様　端裏書｢外国人負債一件｣

正月25日 横切継紙・1通 へ226-12-4-3

岩村寅松借用証文［証］（金150両シヤスポ銃80
挺引当正月16日迄に返済につき）　岩村寅松→
フハーブル君

（明治4年）未12月 竪紙・1通 へ226-12-4-4

根村熊五郎申上書（瑞西銃一件借財取扱方藩中
触廻願につき）　根村熊五郎→小野善四郎様

4月2日 横切継紙・1通 へ226-13

（西洋銃購入代金支払滞関係書類一括）　紙縒一
括

17点 へ226-14

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-14-1

（包紙）　根村熊五郎→‐　包紙上書｢口上　根村熊五
郎｣

包紙・1点 へ226-14-2-1

根村熊五郎他一名願書（瑞西銃代金支払延引の
ため商人5人より上納金請取取計につき）　根
村熊五郎・岩村寅松→‐

（明治3年）午11月 横切継紙・1通 へ226-14-2-2

某用状（寅松借財分・藩返済分差引勘定外貨換
算につき）　鉛筆書入、朱鉛筆書入あり

横切継紙・1通 へ226-14-3

柘植彦六他二名書状（岩村寅松御内用申含取計
願につき）　（柘植）彦六・（岡野）敬一郎・（竹村）金
吾→（佐藤）美与喜様　端裏書｢岩村寅松御内用申含
之事｣

12月16日 横切継紙・1通 へ226-14-4

斎藤誠三郎申上書（代金納入延引領事・フハー
ブルへ談判のため出張願につき）　斎藤誠三郎
→渡辺憲蔵様

5月20日 横切継紙・1通 へ226-14-5

斎藤誠三郎申上書（フハーブルへ談判のため根
村熊五郎・岩村寅松出京につき）　斎藤誠三郎
→渡辺憲蔵様

5月21日 横切継紙・1通 へ226-14-6

某申上書（スイツル銃質人福岡藩家臣大塚権次
郎へ内密申上の旨につき）　

正月3日 横切継紙・1通 へ226-14-7

某用状（スイツル銃質人3名書出につき）　 切紙・1通 へ226-14-8

某用状（銃代金2口合計4770弗につき）　 切紙・1通 へ226-14-9

（切紙）　｢なにわ町　伊勢や宇助」 切紙・1通 へ226-14-10

某用状（五十太帰府の節頼の品々送付願等につ
き等）　

切紙・1通 へ226-14-11

（包紙）　根村熊五郎・岩村寅松→‐　包紙上書｢歎願
書　根村熊五郎、岩村寅松｣

包紙・1点 へ226-14-12-1

根村熊五郎他一名歎願書（瑞西銃1千挺の金沢 横切継紙・1通 へ226-14-12-2

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



－ 567－

藩への売込の件が不手配・済方延引につき、
金沢藩への売込見込のため川嶋伝吉に売渡
証文を差し入れた件の始末柄につき）　根村
熊五郎・岩村寅松→‐

竹内新七他一名申上書（岩村寅松帰港次第取調
願につき）　（竹内）新七・（佐藤）美与喜→（渡辺）憲
蔵様

5月17日 横切継紙・1通 へ226-14-13

（銃購入代金関連書類一括）　巻込一括 2点 へ226-14-14

某用状［対州侯入金］（金1千両対州侯より入金
につき書上）　

竪紙・1通 へ226-14-14-1

岩村寅松申上書［覚］（鉄砲代金等書出1000弗ス
イツル銃代金へ上納につき）　岩村寅松→‐

5月 竪紙・1通 へ226-14-14-2

（明治3年瑞西銃代金支払関係書類一括）　紙縒
一括

16点 へ226-15

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-15-1

徳兵衛他一名申上書［覚］（金3500両貸附日賦等
差引勘定につき）　徳兵衛・（神田東紺屋町）伝吉
→根村（熊五郎）様・岩村（寅松）様

11月15日 竪紙・1通 へ226-15-2

麻嶌屋庄蔵約定書［奉差上御証書之事］（瑞西銃
1千挺金沢藩商人不都合のため手金流しにつ
き）　麻嶌屋庄蔵→根村熊五郎様　端裏書｢三印｣

（明治3年）午11月 竪紙・1通 へ226-15-3

根村熊五郎用状［覚］（瑞西銃1挺あたり代金勘
定につき）　根村熊五郎→‐　端裏書｢一印え添｣

（明治3年）午11月 横切継紙・1通 へ226-15-4

根村熊五郎用状（異人支払代金等書出につき） 
根村（熊五郎）→‐　端裏書｢一印え添｣

12月 横切継紙・1通 へ226-15-5

根村熊五郎申上書［覚］（入用金4千435両内訳書
出につき）　根村熊五郎→‐　端裏書｢一　入用調
書｣

12月 横切継紙・1通 へ226-15-6

川島伝吉金銭金銭受取証文［覚］（差引残金64両
3分につき）　（神田東紺屋町）川島伝吉→根村熊五
郎様

12月8日 切紙・1通 へ226-15-7

佐藤美与喜他一名申上書（端裏書）［根村熊五郎
岩村寅松スイツル銃取扱義申上］（瑞西銃代
金皆済につき）　佐藤美与喜・竹内新七→‐　端裏
書｢申上扣｣

12月 横切継紙・1通 へ226-15-8

根村熊五郎他一名申上書（瑞西銃1千挺金沢藩
へ売払につき）　根村熊五郎・岩村寅松→‐　端裏
書｢写扣｣

12月 横切継紙・1通 へ226-15-9

（スイスのC&J Favre-Brandt社より武器購入
の際の領収書一括）　巻込一括

5点 へ226-15-10

（封筒断簡）　虫損甚大 封筒・1点 へ226-15-10-1

スイス人武器代金受取証文（1870年9月12日に
根村熊五郎が購入したライフル620挺の代

1870年11月18日 便箋・1通 へ226-15-10-2

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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金500両を根村熊五郎より受領につき）　
C&J Favre-Brandt社D（oruか）l→‐　｢Rios（両） 500 
Huinsatz（藩札）｣

スイス人武器代金受領証文（岩村寅松が購入し
た武器の代金945ドルの受領につき）　C&J 
Favre-Brandt社D（oruか）l→‐　｢＄945｣、文中に945
ドルと950両は同価値とあり、裏書｢九百四十五弗　
十一月九日｣

1860（1870 明治3年）
12月30日

便箋・1通 へ226-15-10-3

スイス人武器代金受領証文（配達済み分の武器
の購入、その代金400両を根村熊五郎より受
領につき）　C&J Favre-Brandt社D（oruか）l→‐　
｢400 Rios（両）｣

1870年12月14日 便箋・1通 へ226-15-10-4

スイス人武器代金受領証文（1870年9月12日に
根村熊五郎が購入したライフル620挺の代金
1千両を根村熊五郎より受領につき）　C&J 
Favre-Brandt社D（oruか）l→‐　「Rios（両） 1000 
Huinsatz（藩札）｣

1870年11月18日 便箋・1通 へ226-15-10-5

東紺屋町宗八地借川島伝吉他三名約定書［覚］
（根村熊五郎金1万230弗借入鉄砲620挺引取
12月25日迄に上納につき）　東紺屋町宗八地借
川島伝吉・神田鍛治町大塚権治郎・三河町壱丁目伊東
利右衛門他1名→フハアヘル君・金蔵殿　端裏書｢二
印　スイツル銃引請人之者共よりフハアヘル番頭金
蔵え差入候書面写取申上｣

（明治3年）午11月29日 横切継紙・1通 へ226-15-11

神田鍛冶町弐丁目差配人佐兵衛地借大塚権次
郎他二名請書［奉差上候御請書之事］（瑞西銃
620挺代金1万230弗引請皆済につき）　神田鍛
冶町弐丁目差配人佐兵衛地借大塚権次郎・三河町壱
丁目家持伊東利右衛門・東紺屋町川島伝吉→松代藩
御役所　端裏書｢四印｣

（明治3年）午11月23日 竪紙・1通 へ226-15-12

（岩村寅松代金未納一件関係書類一括）　紙縒一
括

3点 へ226-16

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-16-1

某指示書（高畑久夫より品々買取代金未納の件
岩村寅松取調願につき）　貼紙｢ハノ一｣、岩村寅
松御役所宛高畑久夫より購入品々代金取調申上書に
貼付

切紙・1通 へ226-16-2

岩村寅松申上書［高畑久夫え御払金滞仕置候義
猶又今般御尋ニ付左二申上］（高畑久夫へ支
払代金等取調難渋のため支払滞納につき）　
岩村寅松→‐　貼紙｢ハノ二｣

明治5年壬申11月 竪半・1冊 へ226-16-3

（根村熊五郎瑞西銃代金策関係書類一括）　紙縒
一括

11点 へ226-17

（紙縒）　 紙縒・1点 へ226-17-1

（包紙）　包紙上書｢嘆願書　根村熊五郎｣ 包紙・1点 へ226-17-2-1

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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根村熊五郎嘆願書（瑞西銃質戻しのため柘植彦
六様名前無断書入等不当取扱の件につき）　
根村熊五郎→‐

（明治4年）辛未5月22日 横切継紙・1通 へ226-17-2-2

柘植氏書状［スイツル銃一件并大陽寺之事］（ス
イツル銃・シヤスホ銃引替一件につき引替代
幣不都合により責立方大渋難中のため根村
義出立の旨等）　柘植氏→‐

12月14日 横切継紙・1通 へ226-17-3

根村熊五郎嘆願書（スイツル銃20挺取扱取調内
14挺代金金策願につき）　（根村）熊五郎→‐　
端裏書｢スイツルノ事｣

4月 横切継紙・1通 へ226-17-4

某用状（根村熊五郎・岩村寅松瑞西銃取扱不埒
のため身分取上につき）　

6月17日 横折紙・1通 へ226-17-5

根村熊五郎申上書（端裏書）［瑞西銃入費調申
上］（瑞西銃入費取調伝吉書面延引につき）　
根村熊五郎→‐

7月 横切継紙・1通 へ226-17-6

根村熊五郎嘆願書（端裏書）［岩村寅松内借財大
凡二申上并御憐愍筋歎願之義申上］（岩村寅
松借財にて御沙汰御勘弁につき）　（根村）熊五
郎→‐

6月 横切継紙・1通 へ226-17-7

根村熊五郎書状（瑞西銃売払取扱のため誠三郎
派遣願につき）　（根村）熊五郎→（佐藤）美与喜様

11月20日 横切紙・1通 へ226-17-8

柘植彦六申上書（瑞西銃代金一件のため根村熊
五郎・岩村寅松御沙汰につき）　（柘植）彦六→
（佐藤）美与喜様　鉛筆書、端裏書｢根村、岩村一条　
柘植氏｣

6月11日 横切継紙・1通 へ226-17-9

松代藩根村熊五郎他一名嘆願書（瑞西銃代金残
額8千256弗67セント月々返済につき）　松代
藩根村熊五郎・岩村寅松→神奈川御縣御中

（明治4年）辛未5月16日 竪半・1冊 へ226-17-10

根村熊五郎書状（瑞西銃代金一件のため質入
先の商社・元金沢藩町人との掛合不行届につ
き）　根村熊五郎→‐　元金沢藩領分町人共が瑞西
銃1000挺を1挺に付金18両〆18000両、内10230両は新
規買上620挺代金引、残金7770両で買上

明治5年壬申10月 竪半・1冊 へ226-18

某用状（〆金150両永77文元利書付）　元金30両 横折紙・1通 へ226-19

岩村寅松申上書［覚］（フハーブルより鉄砲等買
上代金遅滞の訴訟により御手元御用代滞金
並びに御取替金其外向々貸付代金始末柄大
略取調につき）　元御鉄砲師岩村寅松→‐　下ケ
札多数、貼紙｢イノ三｣

（明治4年）辛未12月 竪半・1冊 へ226-20

岩村寅松申上書［瑞西国フワブルブラントより
引負金一條御尋ニ付申上候］　岩村寅松→‐　
貼紙｢イノ四｣　貼紙｢イノ五｣

明治5年壬申11月 竪半・1冊 へ226-21

岩村寅松申上書［瑞西国フワーブルブラントよ
り引負金調書］　岩村寅松→‐

明治5年壬申11月 竪半・1冊 へ226-22

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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某用状［瑞西国商人フハープルプラントより過
ル五月中神奈川県え差出シ候調書写］　合洋
銀21924弗30セント、返済高合13794弗13セント、差引
借財合洋銀8256弗67セント、朱書｢（○二）　一卯｣、下
ケ札多数

明治4年辛未5月 竪半・1冊 へ226-23

根村熊五郎申上書［質入金并受払調書］（瑞西鉄
砲620挺引取・質入等の入費取調につき）　根
村熊五郎→‐　入費金681両2朱

明治5年壬申10月 竪半・1冊 へ226-24

中澤村深谷善作他三名拝借金金銭受取証文［拝
借金一札之事］（商用差支につき、明治3午年
閏10月～11月9日）　中澤村深谷善作・仮名主玉
井市郎治・組頭杉村権之助他仮長百姓1名→計務方出
納御掛御役所　閏10月金1000両、閏10月金2000両、閏
10月27日金2200両、閏10月27日金1000両、11月9日金
1000両の5通、差出、宛名は同一

明治3年午年閏10月～
11月9日

竪半・1冊 へ226-25

松代藩小野善四郎他一名伺書（約定書をフアブ
ルブラントへ差入につき）　松代藩小野善四郎・
佐藤美与喜→神奈川県御中　明治4未年5月28日付瑞
西フアブルブラント殿宛の約定書写も合、下ケ札多
数、朱書｢（○三）　二卯｣、貼紙｢イノ二｣

明治4年未年5月 竪半・1冊 へ226-26

根村熊五郎歎願書［横浜在留瑞西国商人フハー
ブルブランドえ掛り残洋取調申上］　根村熊
五郎→‐　合洋銀3791弗97セント

明治5年壬申10月 竪半・1冊 へ226-27

根村熊五郎送状［覚］（長ミニール銃68挺・短ミ
ニール銃10挺等につき）　根村熊五郎→矢野倉謙一
郎殿・小野熊男殿

明治3年午2月 横切継紙・1通 へ151

（大銃台車並びに鉄物修復関係一括　明治3年2月
～6月）　新へ152～156元々一ヶ所にまとまっていた
文書をかたまりのまま封筒に入れたもの、内容的にまと
まりは希薄か、紙縒一括

9点 へ152

（紙縒）　 紙縒・1点 へ152-1

計監申上書（端裏書）［大銃台車等御修復之儀御
尋申上］（御金払の儀計政副主事に御尋すべ
き旨につき）　計監→‐

（明治3年）6月 横切継紙・1通 へ152-2

軍監申上書并学政局副主事朱印（端裏書）［大銃
台車并鉄物等之儀御尋申上］（鉄砲修復の件
形勢柄第一の御品につき余儀なきにつき並
びに学政局副主事許可の旨）　軍監→‐

（明治3年）6月 横切継紙・1通 へ152-3

武庫司事伺書（端裏書）［大銃台車并鉄物御出来
之儀伺］（別帳並びに別紙の通り御金払致す
べき儀につき）　武庫司事→‐

（明治3年）6月8日 切紙・1通 へ152-4

武庫庶務取調書上［台并鉄物御修復損失之分新
規御出来御入科御積］（十二寸台鉄物一挺分
等各種銃見積につき）　武庫庶務→‐

明治3年午6月 竪半・1冊 へ152-5

（ナポレヲン代金等関連書類綴　明治3年2月～ 4点 へ152-6

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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６１　松代庁／番方／兵食料費過払い返納上申　　計政局

加藤直衛歎願書（端裏貼紙）［兵食料返納御猶予之
歎願書］（兵食料過払い返納の件につき）　松代
藩加藤直衛→軍務局御中

（明治3年）庚午5月 横切継紙・1通 へ125

６２　松代庁／番方／喇叭手等への諸手当上申・指示　　計政局

岡野弥右衛門指図書（喇叭吹御手宛の受取方申談
のための御蔵への出頭命令）　岡野弥右衛門→酒
井市治殿　へ136～140は内容としては一連、本来まと
まったものカ

6月7日 横切継紙・1通 へ136

元治歎願書［以書付奉歎願候］（難渋により喇叭吹
修業中御手宛前借願につき）　柳澤新右衛門組元
治／（奥印）立岩長兵衛・小坂長兵衛・清水庄左衛門→上
→立岩長兵衛殿・小坂長兵衛殿・清水庄左衛門殿　へ136
～140は内容としては一連、本来まとまったものカ

明治3年午4月 竪半・1冊 へ137

某申上書［御仰出遠足弁当銭之儀申上］（片道1里
32文増し）　へ136～140は内容としては一連、本来ま
とまったものカ

卯3月23日 横切継紙・1通 へ138

（喇叭修業人内借願関係書類綴）　へ136～140は内容
としては一連、本来まとまったものカ、へ140はへ139に
挟み込み

8点 へ139

喇叭取締伺書（端裏書）［去九月分十一月分鶏卵
料被下之儀再応伺］（喇叭修業人への鶏卵料
下渡願等閑につき）　喇叭取締→‐　端裏作成｢
副隊長補｣、端裏朱印｢計監可｣

6月 横切継紙・1通 へ139-1

喇叭取締伺書（端裏書）［先々午年春喇叭修業人 （明治5年）申7月 横切継紙・1通 へ139-2

3月）　

高橋運治他一名申上書［覚］（大銃台鉄物等〆金
72両2分2朱銀980匁5分見積につき）　高橋運
治・三俣周作→武庫御奉行所

（明治3年）午2月 横切継紙・1通 へ152-6-1

大侠栄太郎他一名申上書［覚］（ナボレヲン代金
15両等見積につき）　大侠栄太郎・中村伝七→御
武庫方御役所

（明治3年）午2月 横切継紙・1通 へ152-6-2

鈴木惣五郎申上書［覚］（ナポレヲン前車鴨捻子
等御手間代銀80匁につき）　鈴木惣五郎→武庫
方御役所

（明治3年）午2月 横切紙・1通 へ152-6-3

大侠栄太郎申上書［覚］（ライフル手木等〆339
匁見積につき）　大侠栄太郎→御武庫方御役所

（明治3年）午3月 横切継紙・1通 へ152-6-4

６１　松代庁／番方／兵食料費過払い返納上申　　６２　松代庁／番方／喇叭手等への諸手当上申・指示
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え鶏卵料被下之儀再応奉伺候］（喇叭修業人
への鶏卵料下渡願につき）　喇叭取締清水庄右
衛門・立岩才治→‐

寺内多宮申上書（端裏書）［申上］（喇叭手御前借
伺の勘弁願につき）　（寺内）多宮→‐

4月5日 切紙・1通 へ139-3

柘植彦六申上書［喇叭□（修ヵ）業人御入料等之
義ニ付申上］（喇叭修業人入料内借願につき、
別紙両通添）　柘植彦六→‐　裏打済

5月9日 横切継紙・1通 へ139-4

［喇叭修業入料送状］（包紙）　大熊董→岩崎懋様 5月15日 包紙・1点 へ139-5

大熊董申上書（喇叭伝習につき別紙柘植彦六の
申聞通りに取り計らうべき旨）　（大熊）董→
（岩崎）懋様　裏打済

5月9日 横切継紙・1通 へ139-6

柘植彦六申上書（喇叭稽古入料内借願につき）
（柘植）彦六→（高野）廣馬様　裏打済

5月6日 横切継紙・1通 へ139-7

某申上書［竹村伝三郎等御手充之義ニ付申上］
（修業御手充願につき別段申上方なき旨）　

11月 横切継紙・1通 へ139-8

計政副主事申上書［喇叭修業之者御手当御前借之
儀ニ付申上］（御手当は勘弁すべき旨）　計政副
主事→‐　へ136～140は内容としては一連のもの、本来
まとまったものカ、へ140はへ139に挟込

5月24日 横切継紙・1通 へ140

（喇叭修業等関連書類綴）　 16点 へ201

螺叭取締松村半次郎他三名伺書并学制副主事
貼添伺（端裏書）［御手宛被下之儀伺］（螺叭修
業薬用料のための御手当金願につき並びに
伺通り御勘弁の旨）　（螺叭取締）松村半治郎・松
井惣吾・近藤梅吉他1名→‐

7月22日 横切継紙・1通 へ201-1

（喇叭取締手宛金関係綴）　 3点 へ201-2

鈴木一重他一名願書（喇叭教授心得中年中手当
金につき）　鈴木一重・松井総吾→‐

（明治4年）未4月 横切紙・1通 へ201-2-1

学校庶務掌伺書并銃兵副隊長補添伺貼紙（喇叭
取締のための手当金御聞済願につき）　学校
庶務掌→‐

7月10日 横切紙・1通 へ201-2-2

計監申上書（端裏書）［喇叭手取締之者御手宛被
下之義御尋申上］（副隊長伺を御聞済される
べきにつき）　計監→‐

7月 横切継紙・1通 へ201-2-3

御物頭伺書（端裏書）［調練稽古ニ付草鞋銭被下
之義伺］（惣人数上下85人分につき）　御物頭
→‐　下ケ札あり

2月 横切継紙・1通 へ201-3

前嶋友之進申上書（端裏書）［調練出席銃卒え御
手充之儀ニ付申上］（御物頭申立に別段申上
方なき旨）　前嶋友之進→‐

2月 横切紙・1通 へ201-4

御物頭申上書（端裏書）［御内々申上］（小銃組稽
古草鞋料下付願につき）　御物頭→‐

2月26日 横切紙・1通 へ201-5

６２　松代庁／番方／喇叭手等への諸手当上申・指示
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御勘定吟味申上書（端裏書）［□□小頭大嶋梅吉
御手宛被下之義ニ付申上］（御大切の品持参
の人足賃銭下付願につき）　御勘定吟味→‐　
端裏添付｢聞済｣

3月29日 横切継紙・1通 へ201-6

（兵隊賄代金関連書類綴）　 2点 へ201-7

用度司伺書［正月中兵隊深夜御賄代御下ケ金之
儀奉伺候］（674賄190貫964文につき）　用度司
→‐

4月 横切紙・1通 へ201-7-1

用度司伺書并端裏朱印［当正月兵隊深夜御賄代
御中借再伺］（東京表出立の兵隊への御下ヶ
金願並びに計政副主事御尋の義申上方なき
旨）　用度司→‐

6月18日 横切継紙・1通 へ201-7-2

（喇叭手行司手当金関連書類綴）　 5点 へ201-8

某用状（別紙の通り心得るべしとの旨）　‐→給
録掛

（明治3年）閏10月11日 切紙・1通 へ201-8-1

喇叭取締伺書并端裏朱印（端裏書）［喇叭手行司
二季被下御手宛之儀伺］（柳澤新右衛門組行
司・新小銃組行司2名へ御手当支給の件につ
き並びに計政副主事可との旨）　喇叭取締→‐
端裏添付｢副隊長補｣、印｢計副可｣あり

（明治3年）閏10月 横切紙・1通 へ201-8-2

計政副主事指図書（大内与一郎への御手当金を
出張人数並に下付するよう心得につき）　計
政副主事→‐

横切紙・1通 へ201-8-3

計政副主事指図書（喇叭手行司二季手当金の銃
兵副隊長補申立により渡し方取計につき）　
計政副主事→‐

横切紙・1通 へ201-8-4

給禄掛伺書［山越新八郎等職禄御中借之義ニ付
伺］（金31両2朱2分6分4厘）　給禄掛→‐　端裏
添付｢副隊長補｣、｢承済候事｣あり

（明治3年）閏10月 横切紙・1通 へ201-8-5

計政副主事指図書（砲術家大小銃手当金下付に
つき）　計政副主事→‐

横切紙・1通 へ201-9

６３　松代庁／番方／割番所品・営繕費等上申　　計政局

（蒲団・燭代関連書類綴）　 9点 へ196

（蒲団拝借関係書類綴）　 2点 へ196-1

御買物役伺書并御吟味役貼添伺（端裏書）［御此
向江蒲団拝借并返上方之儀伺］（蒲団4枚等3
筆、在所よりの荷物到着まで貸出品の返上願
につき並びに別紙3通の申し立てにつき）　御
買物役→‐

正月16日 横切継紙・1通 へ196-1-1

前嶋友之進申上書（端裏書）［御番士等夜具返上 正月 横切継紙・1通 へ196-1-2

６３　松代庁／番方／割番所品・営繕費等上申
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之儀御尋付申上］（荷物着次第に拝借した夜
着の返上を指示につき）　前嶋友之進→‐

（営繕関係書類綴）　 2点 へ196-2

某申上書（端裏書）［御燭台其外御繕之義ニ付申
上］（塗直等の払の件問合への回答につき）　

横切継紙・1通 へ196-2-1

某申上書（端裏書）［御燭台其外御膳ニ付御金払
之義申上］（塗直等の払の件問合につき）　

横切継紙・1通 へ196-2-2

某願書［覚］（御用箪笥等7筆、御役方御用物調査
につき）　

6月 横切継紙・1通 へ196-3

理事伺書［覚］（机3脚、御聞済の上は御達くださ
るべきにつき）　理事→‐　端裏書｢机御出来被成
下候度儀ニ付伺｣

12月10日 横切継紙・1通 へ196-4

庶務伺書并計監端裏朱印［割番所畳替御入料積
取調伺］（金3両1匁2分5厘、御聞済された上御
入料金御中借願並びに許可の旨）　庶務→‐　
端裏朱印｢計監可｣、作成者に付箋｢営繕司｣

（明治4年）未5月 横切紙・1通 へ196-5

嶋田弥五郎取調書（割番所奥表替積並びに縁付
手間等3筆）　嶋田弥五郎／（奥書）庶務／（奥書）営
繕司→‐

（明治4年）未5月 横折紙・1通 へ196-6

郡役所副主事伺書［司税方御用物御出来之儀申
上］（これまでの分・古来の分代料として下金13
両8分7匁につき）　裏打済

6月 横切継紙・1通 へ196-7

（諸品受取証文関係綴）　 3点 へ197

池田義左衛門受取証文［覚］（籠長持等8筆、当7
月中車庫へ分隊出張につき）　池田義左衛門／
（奥印）森木一二三→宮下三郎治殿・宮入半之丞殿

（明治4年）未8月 横切継紙・1通 へ197-1

三井芳治他一名金銭受取証文［覚］（真木等5筆、
7月中御入料につき）　三井芳治・幡場潤蔵／（奥
印）矢野唯見／（奥印）半田亀作→宮下三郎治殿・宮入
半之丞殿

（明治4年）辛未8月 横切継紙・1通 へ197-2

根井小右衛門金銭受取証文［覚］（水油7合5勺、7
月中御入料につき）　根井小右衛門／（奥印）永野
申太郎→相澤龍太郎殿・助磯田小藤太殿

（明治4年）未8月 横切継紙・1通 へ197-3

６４　松代庁／番方／武庫方借用調練太鼓返却伺い書　　計政局

（調練太鼓返済関係書類綴）　 3点 へ160

計監申上書（端裏書）［調練太鼓御返済之義御尋
申上］（子年中御買上値段5両2分御下ケ金御
返済につき）　計監→‐

8月 横切継紙・1通 へ160-1

武庫司事伺書（端裏書）［真田翼より御借入太鼓 （明治4年）辛未8月 横切継紙・1通 へ160-2

６４　松代庁／番方／武庫方借用調練太鼓返却伺い書
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御返済之義付別帳相添再応伺］（太鼓御振替
御返済致したいとのことにつき）　武庫司事→
‐

武庫属伺書（端裏書）［去ル子年中於大坂表調練
太鼓壱面真田翼より御借入御返済方之儀伺］
（去巳八月中太鼓大損につき御買上又は代金
にて御返済の件につき）　武庫属→‐　下ケ札
あり

（明治4年）辛未8月 横切継紙・1通 へ160-3

６５　松代庁／番方／武庫方所管銃隊調練費・使丁増員上申　　計政局

計政副主事申上書（端裏書）［銃隊調練之節御入料
之義申上（月々演習入料取調につき）　計政副主
事→‐　裏面付札あり

12月24日 横切継紙・1通 へ93

武庫司事伺書（端裏書）［小銃方角前稽古ニ付御用
意物之義伺］（稽古用品々の今年分の不足によ
り買上勘弁につき）　武庫司事→‐

7月 横切継紙・1通 へ94

（軍事方使丁増員願関係書類　明治4年9月）　 3点 へ95

用度方伺書（端裏書）［士分隊演兵稽古ニ付茶湯
被下之義伺］（器数取扱等の学校庶務、持運等
の使丁扱への下命願につき）　用度方→‐　端
裏書に丸朱印｢河原｣あり

9月18日 横切紙・1通 へ95-1

軍事庶務伺書（端裏書）［軍事方使丁三人披仰渡
之義伺］（御用多のため6人では間に合わない
ので3人の増員願につき）　軍事庶務→‐　添願
の下ケ札あり

（明治4年）辛未9月19日 横切継紙・1通 へ95-2

軍事懸伺書（端裏書）［士分隊江茶披下ニ付使丁
御人増之義再伺］（使丁3人の神速での増員願
につき）　軍事懸→‐

（明治4年）辛未9月19日 横切紙・1通 へ95-3

６６　松代庁／番方／武庫方所管古鉄払切り上申　計政局

武庫司事伺書（端裏書）［古鉄御払切再調之義ニ付
伺］（再調でも腐・錆の物は多く、皆腐りきって
しまうので只今御払切を勘弁すべき旨）　武庫
司事→‐　本来は一連文書カ、内容関連あり

2月 横切継紙・1通 へ107

武庫属伺書（端裏書）［古鉄腐込懸減罷成御払切披
成下候様伺］（腐込御用立兼ねるので御払切の
ことの賢慮につき）　武庫属→‐　本来は一連文書
カ、内容関連あり

12月 横切継紙・1通 へ108

武庫属申上書（端裏書）［古鉄之儀聢与取調候様被 6月 横切継紙・1通 へ109

６６　松代庁／番方／武庫方所管古鉄払切り上申
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仰渡候付申上］（古鉄を取調の件処理につき）　
武庫属→‐　本来は一連文書カ、内容関連あり

計監申上書（端裏書）［武庫司事古鉄御払切伺之儀
付申上］（御払切の件赦免願につき）　計監→‐　
本来は一連文書カ、内容関連あり

2月23日 横切継紙・1通 へ110

計政副主事申上書（端裏書）［古鉄御払切之義ニ付
申上］（御払切に件考慮願につき）　計政副主事→
‐　端裏朱印｢議長可｣、本来は一連文書カ、内容関連あ
り

2月 横切継紙・1通 へ111

計政副主事申上書（端裏書）［古鉄腐込掛減等之分
御払切之義ニ付申上］（余り多分の腐込掛減な
のでしかと明細を取り調べた上で答申する旨）
計政副主事→‐　端裏朱印｢計監可｣、本来は一連文書
カ、内容関連あり

2月3日 横切継紙・1通 へ112

６７　松代庁／番方／武庫方所管瑞西銃買入手当用状　　計政局

（瑞西銃買入一件書状一括）　包紙一括 3点 へ54

［御用］（包紙）　佐藤美与喜・竹内新七→岡野敬一郎
様・柘植彦六様

包紙・1点 へ54-1

竹内新七他一名書状（根村氏・寅松瑞西銃購入
の金主等につき）　（竹内）新七・（佐藤）美与喜→
（岡野）敬一郎様・（柘植）彦六様

2月20日 横切継紙・1通 へ54-2

根村熊五郎申上書（端裏書）［手続書］（瑞西銃
620挺残金を生糸1駄等借用にて返済したき
旨）　根村熊五郎→‐

2月 横切継紙・1通 へ54-3

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

（農兵手当支給の願書　明治2年12月）　 2点 へ49

小祢山村名主五左衛門他三名願書［乍恐以書付
奉願候］（農兵御手当として金21両余等支給
願につき）　小祢山村名主五左衛門・組頭牧之丞・
組頭良右衛門他1名→給禄御懸り御役所

明治2年己巳12月 竪紙・1通 へ49-1

石口村名主源太郎他三名願書［乍恐以書付奉願
候］（農兵御手当として金14両余等支給願に
つき）　石口村名主源太郎・組頭栄右衛門・組頭伝右
衛門→給禄御懸り御役所

明治2年己巳12月 竪紙・1通 へ49-2

６７　松代庁／番方／武庫方所管瑞西銃買入手当用状　　６８　松代庁／番方／給禄掛役所所管農兵手当金支給願い
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６９　松代庁／番方／営繕局所管武具木札・武具箱製作諸費上申　　計政局

（釼術等附札其外品々購入等関係書類綴　明治3
年閏10月）　

8点 へ147

庶務伺書［釼術等附札其外品々御入料物御出来
請負入札取調］（落札の届の申渡の件につき）
庶務→‐

（明治3年）午閏10月 横切継紙・1通 へ147-1

寺町寅吉申上書［覚］（大札・小札等の代金9両3
分2朱余につき）　寺町寅吉→営繕局御役所

（明治3年）午閏10月 切紙・1通 へ147-2

伊勢町忠作申上書［覚］（札板三通等手間代3両
につき）　いせ丁忠作→上

（明治3年）閏（10月） 切紙・1通 へ147-3

伊勢町忠作申上書［覚］（4品手間代6両3分2朱余
につき）　いせ丁忠作→上

（明治3年）閏（10月） 切紙・1通 へ147-4

刺物師文太郎願書［覚］（5品手間代金3両3分に
つき）　刺物師文太郎→営繕局御役所

（明治3年）午閏10月 切紙・1通 へ147-5

刺物師文太郎願書［覚］（4品手間代金7両1分に
つき）　刺物師文太郎→営繕局御役所

（明治3年）午閏10月 切紙・1通 へ147-6

営繕方触書（入札につき釼術等附札・同性名札
等枚数書上並びに規格図面）　営繕方→‐

（明治3年）午閏10月 横切継紙・1通 へ147-7

営繕方触書（入札につき銃洗浄具箱等個数書上
並びに規格図面）　営繕方→‐　裏に貼紙あり

（明治3年）午閏10月 横切継紙・1通 へ147-8

７０　松代庁／番方／営繕局所管西条村西越の鉄砲角場石垣建設費伺い　　計政局

（営繕司伺書等　明治3年4月～12月）　 7点 へ38

営繕司伺書（端裏書）［西越角場石垣積直之義
伺］（請負人へ賄籾支給の旨につき）　営繕司
→‐　端裏下ケ札｢五月卅日｣

（明治3年）5月 横切継紙・1通 へ38-1

庶務伺書（端裏書）［畦鍬専七清重歎願之義伺］
（西越砲術角場矢留石垣普請請負人扶持料に
つき）　庶務→‐

（明治3年）5月28日 横切継紙・1通 へ38-2

馬喰町専七他一名願書［乍恐以書付奉願上候］
（西越角場玉留石垣普請請負の不行届につ
き）　馬喰町専七（爪印）・畦鍬清重（爪印）→営繕方御
役所

明治3年午5月 竪半・1冊 へ38-3

武庫庶務申上書并武庫司事添伺貼紙［西越鋳物
御細工所爐場御小作地半農地年貢代金御下
金申上］（小作地年貢下金2分3匁余につき）　
武庫庶務→‐

（明治3年）庚12月17日 横切継紙・1通 へ38-4

７０　松代庁／番方／営繕局所管西条村西越の鉄砲角場石垣建設費伺い
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営繕庶務伺書（端裏書）［西越砲術場受負大工与
作増金之儀伺］（大工与作昨年の入札高では
難渋のため増金につき）　営繕庶務→‐

（明治3年）4月15日 横切継紙・1通 へ38-5

営繕司伺書（端裏書）［西越角場見分所等受負大
工増銀歎願之義伺］（大工与作米穀始め諸式
高直しにより難渋のため増銀願につき）　営
繕司→‐

（明治3年）4月 横切継紙・1通 へ38-6

大工与作歎願書［乍恐以書付奉歎願候］（高直し
により先年入札金高にては難渋のため一定
薮高ごとに銀五匁宛増金につき）　大工与作→
営繕方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ38-7

７１　松代庁／番方／営繕局所管銃隊調練赤坂角場普請見積入札　　計政局

（赤坂角場関係書類綴）　裏に貼札｢赤坂角場御出来ニ
付積立并入札取調伺、営繕司｣

8点 へ134

副隊長補伺書（端裏書）［赤坂角場御手入之儀
伺］（小銃組火入稽古のため御手入願につき）
　副隊長補→‐　端裏下ケ札｢五月廿五日｣

5月 横切継紙・1通 へ134-1

（鉄砲打場作料関連書類綴）　 7点 へ134-2

庶務伺書［赤坂角場打小屋出来大工入札取調一
紙］（大工安治落札、落札者へ出来方任命可否
につき）　庶務→‐

（明治3年）午10月 横切継紙・1通 へ134-2-1

東寺尾村大工安治仕様証文［覚］（鉄砲打場小屋
代金2両2分につき）　東寺尾村大工安治→営繕御
役所

（明治3年）午9月 横切継紙・1通 へ134-2-2

卯之介願書［覚］（道嶋角場代金3両3分証文通り
にしたい旨）　卯之介→営繕御役所

横切紙・1通 へ134-2-3

大工与作見積書［覚］（大工手間代金5両2歩）　大
工与作→営繕方御役所

9月29日 横切継紙・1通 へ134-2-4

赤坂角場小屋入札募集要項（絵図面・注意事項5
筆）　営繕局→‐

（明治3年）午9月 竪継紙・1通 へ134-2-5

杖突見積書［赤坂角場打小屋弐間ニ五間筥屋祢
新規御出来御入料御積］　杖突→‐

9月 横折紙・1通 へ134-2-6

営繕局見積書［赤坂角場打小屋弐間ニ五間柱根
堀建尤桁梁柄剃屋祢筥葺新規御出来御入料
品々御積り］　営繕局／（奥書）庶務／（奥書）営繕
司→‐

午9月 横長半・1冊 へ134-2-7

７１　松代庁／番方／営繕局所管銃隊調練赤坂角場普請見積入札
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７２　松代庁／番方／荷物会所掛所管上京荷物荷造・搬送費中借伺い　　計政局

（荷物上包買上代金関係綴　明治3年7月）　 4点 へ158

御荷物会所掛り伺書（端裏書）［御荷物上包御入
料御買上代金御中借之義伺］（別紙売上代金
頂戴致したきにつき）　御荷物会所掛り→‐

（明治3年）午7月 横切紙・1通 へ158-1

御荷物会所掛伺書（端裏書）［六月分御荷物会所
御入料諸向請取物之義伺］（黒半紙40枚等受
取につき）　御荷物会所掛→‐

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ158-2

荒井伴之助伺書（端裏書）［当三月中早追上京之
節乗駕籠損シ御払ニ相立候義ニ付伺］（代金3
朱上納の件につき）　荒井伴之助→‐

横切紙・1通 へ158-3

荒井伴之助受取証文［覚］（荷物上包買上物代金
中借分1両2分2朱につき）　荒井伴之助→佐川又
八郎殿・水井市治殿・谷口大角殿他2名

明治3年午7月 竪紙・1通 へ158-4

野中治右衛門中借証文［覚］（荷物出入料につき） 
野中治右衛門→高山敬之丞殿

（明治2年）巳12月4日 横切継紙・1通 へ5

７３　松代庁／番方／武庫方所管硝石製造場建築・建材費村々受取　　計政局

（硝石製造場関係品々代金受取証文綴　明治2年3
月～明治6年10月）　

60点 へ11

矢野倉謙兵衛他一名用状（大岡村硝石御製御入
料御払証文五拾九通分勘定帳へ照合の上支
払につき、表紙）　矢野倉鎌兵衛・小幡茂義→‐　
へ11の表紙

明治6年酉10月 竪紙・1通 へ11-1

大岡宮平組名主利左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（硝石製造場の元土代につき）　大岡宮平
組名主利左衛門・組頭新五郎・長百姓丸山与右衛門他
1名→武庫方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-2

大岡和平組仮名主矢野銀右衛門他二名金銭受
取証文［覚］（硝石製造場の本土代につき）　大
岡和平組仮名主矢野銀右衛門・組頭吉郎兵衛・長百姓
新右衛門→武庫方御役所

明治3年午4月18日 竪紙・1通 へ11-3

大岡和平組仮名主矢野銀右衛門他二名金銭受
取証文［覚］（硝石製造場までの送水賃銭につ
き）　大岡和平組仮名主矢野銀右衛門・組頭吉郎兵
衛・長百姓新右衛門→武庫方御役所

明治3年午4月18日 竪紙・1通 へ11-4

大岡根越組名主三左衛門他三名金銭受取証文 明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-5

７２　松代庁／番方／荷物会所掛所管上京荷物荷造・搬送費中借伺い
７３　松代庁／番方／武庫方所管硝石製造場建築・建材費村々受取
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