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［覚］（本土代につき）　大岡根越組名主三左衛門・
組頭市兵衛・長百姓吉左衛門他1名→武庫方御役所

大岡根越組名主三左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（硝石製造場の元水代につき）　大岡根越
組名主三左衛門・組頭市兵衛・長百姓吉左衛門他1名
→武庫方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-6

大岡宮平組多惣治金銭受取証文［覚］（堅木代に
つき）　大岡宮平組多惣治→武庫方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-7

大岡宮平組常右衛門金銭受取証文［覚］（松真
木・堅木代につき）　大岡宮平組常右衛門→武庫
方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-8

大岡宮平組新五郎金銭受取証文［覚］（上灰代に
つき）　大岡宮平組新五郎→御武具方御役所

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ11-9

大岡宮平組名主金兵衛他三名金銭受取証文
［覚］（上灰代につき）　大岡宮平組名主金兵衛・組
頭山崎弥平太・長百姓五郎兵衛他1名→武庫方御役所

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ11-10

大岡宮平組頭立五郎兵衛金銭受取証文［覚］（灰
届賃につき）　大岡宮平組頭立五郎兵衛→御武具
方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-11

大岡根越組名主弥惣右衛門他三名金銭受取証
文［覚］（上灰代と持届賃銭共につき）　大岡根
越組名主弥惣右衛門・組頭柳澤冨右衛門・長百姓惣兵
衛他1名→硝石方御掛り大澤庄吉殿

明治2年巳3月 竪紙・1通 へ11-12

大岡根越組名主三左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（灰代につき）　大岡根越組名主三左衛門・組
頭市兵衛・長百姓吉左衛門他1名→武庫方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-13

大岡根越組名主三左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（御製場までの運送賃につき）　大岡根越
組名主三左衛門・組頭市兵衛・長百姓吉左衛門他1名
→武庫方御役所

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-14

大岡根越組名主三左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（蕎麦灰代につき）　大岡根越組名主三左衛
門・組頭市兵衛・長百姓吉左衛門他1名→武庫方御役
所

明治3年午4月 竪切紙・1通 へ11-15

大岡宮平組長百姓五郎兵衛金銭受取証文［覚］
（灰代につき）　大岡宮平組五郎兵衛→御武具方御
役所　虫損あり

明治2年巳3月 竪継紙・1通 へ11-16

大岡宮平組頭立五郎兵衛金銭受取証文［覚］（灰
代につき）　大岡宮平組頭立五郎兵衛→御武具方
御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-17

大岡川口村名主太兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（寄灰代につき）　大岡川口村名主太兵衛・組
頭弥兵衛・長百姓佐之丞→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-18

大岡川口村名主太兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（御製場までの運送賃につき）　大岡川口

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-19

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



－ 581－

村名主太兵衛・組頭弥兵衛・長百姓佐之丞→武庫方御
役所　虫損あり

大岡和平組仮名主矢野銀右衛門他二名金銭受
取証文［覚］（寄灰代につき）　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　虫損あり

明治3年午4月18日 竪継紙・1通 へ11-20

大岡和平組仮名主矢野銀右衛門他二名金銭受
取証文［覚］（御製場までの運送賃につき）　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　虫損あり

明治3年午4月18日 竪紙・1通 へ11-21

南牧村名主権左衛門他三名金銭受取証文［覚］
（寄灰代につき）　南牧村名主権左衛門・組頭恒三
郎・同断金重郎他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-22

南牧村名主権左衛門他三名金銭受取証文［覚］
（御製場までの運送賃につき）　南牧村名主権
左衛門・組頭恒三郎・同断金重郎他1名→武庫方御役
所　虫損あり

明治3年午4月 竪切紙・1通 へ11-23

中牧村名主待井久右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（寄灰代につき）　中牧村名主待井久右衛門・
組頭徳左衛門・長百姓中村良左衛門→武庫方御役所
　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-24

中牧村名主待井久右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御製場まで運送賃につき）　中牧村名主
待井久右衛門・組頭徳左衛門・長百姓中村良左衛門→
武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-25

軽井沢村名主吉五郎他二名金銭受取証文［覚］
（中灰代につき）　軽井沢村名主吉五郎・組頭捨五
郎・長百姓久右衛門→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-26

軽井沢村名主吉五郎他二名金銭受取証文［覚］
（大岡御製場までの附送賃銭につき）　軽井沢
村名主吉五郎・組頭捨五郎・長百姓久右衛門→武庫方
御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-27

高野村名主吉重他三名金銭受取証文［覚］（中灰
代につき）　高野村名主吉重・組頭荘兵衛・長百姓
吉左衛門他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-28

高野村名主吉重他三名金銭受取証文［覚］（灰代
につき）　高野村名主吉重・組頭荘兵衛・長百姓吉左
衛門他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-29

灰原村名主銀右衛門他三名金銭受取証文［覚］
（上灰代につき）　灰原村名主銀右衛門・組頭半七・
長百姓彦右衛門他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-30

灰原村名主銀右衛門他三名金銭受取証文［覚］
（大岡御製場まで灰運送賃につき）　灰原村名
主銀右衛門・組頭半七・長百姓彦右衛門他1名→武庫
方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-31

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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田野口村名主熊右衛門他四名金銭受取証文
［覚］（中灰代につき）　田野口村名主熊右衛門・組
頭大右衛門・長百姓甚蔵他2名→武庫方御役所　虫損
あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-32

田野口村名主熊右衛門他四名金銭受取証文
［覚］（灰代につき）　田野口村名主熊右衛門・組頭
大右衛門・長百姓甚蔵他2名→武庫方御役所　虫損あ
り

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-33

赤田村名主半兵衛他二名金銭受取証文［覚］（上
灰代につき）　赤田村名主半兵衛・組頭弥五右衛
門・長百姓甚兵衛→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-34

赤田村名主半兵衛他二名金銭受取証文［覚］（大
岡御製場まで灰運送賃につき）　赤田村名主半
兵衛・組頭弥五右衛門・長百姓甚兵衛→武庫方御役所
　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-35

大田原村名主重蔵他二名金銭受取証文［覚］（寄
灰代につき）　大田原村名主重蔵・組頭弥兵衛・長
百姓吉右衛門→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-36

大田原村名主重蔵他二名金銭受取証文［覚］（大
岡宮平組御製場まで送付賃につき）　大田原
村名主重蔵・組頭弥兵衛・長百姓吉右衛門→武庫方御
役所　虫損あり

明治3年午4月16日 竪紙・1通 へ11-37

小田原村名主国治他一名金銭受取証文［覚］（寄
灰代につき）　小田原村名主国治・組頭重兵衛→武
庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-38

小田原村名主国治他一名金銭受取証文［覚］（御
製場まで送付賃につき）　小田原村名主国治・組
頭長兵衛→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-39

小聖新田村名主磯右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（寄灰代につき）　小聖新田村名主磯右衛門・
組頭角兵衛・長百姓八郎右衛門→武庫方御役所　虫
損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-40

小聖新田村名主磯右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（大岡宮平組御製場まで運送賃につき） 
小聖新田村名主磯右衛門・組頭角兵衛・長百姓八郎右
衛門→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-41

境新田村戸長鈴木喜右衛門金銭受取証文［覚］
（下灰・石灰御製場までの賃銭につき）　境新
田村戸長鈴木喜右衛門→硝石方御元〆北村団之丞
様・宮入半左衛門様　虫損あり

明治6年9月28日 竪切紙・1通 へ11-42

大岡村硝石製造人小林清太兵衛他三名金銭受
取証文［覚］（硝石御製中職人並びに手伝人手
充金につき）　大岡村硝石製造人小林清太兵衛・柳
澤良左衛門・瀧澤要左衛門他1名→武庫方御役所　虫
損あり、元は竪継紙か

明治3年午4月 竪帳・1冊 へ11-43

大岡村硝石製人柳澤良左衛門請証文［差上申御 明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-44

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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請一札］（御製雑用手当につき）　大岡村硝石製
人柳澤良左衛門→武庫方御役所　虫損あり

大岡宮平組芦之尻村常右衛門金銭受取証文
［覚］（硝石御製場手当につき）　大岡宮平組芦
之尻村常右衛門→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-45

大岡村硝石製人小林清太兵衛請他三名金銭受
取証文［差上申一札之事］（硝石送り賃銭につ
き）　大岡村硝石製人小林清太兵衛・柳澤惣左衛門・
瀧澤要左衛門他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-46

大岡根越組名主三左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御賄料につき）　大岡根越組名主三左衛門・
組頭市兵衛・長百姓吉左衛門→武庫方御役所　虫損
あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-47

大岡宮平組名主金兵衛他三名金銭受取証文
［覚］（硝石御懸り様御出役賄料につき）　大岡
宮平組名主金兵衛・組頭山崎弥平太・長百姓五郎兵衛
他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午3月 竪紙・1通 へ11-48

大岡宮平組芦野尻村頭立常右衛門金銭受取証
文［覚］（御出役の節御賄手当銀につき）　大岡
宮平組芦野尻村頭立常右衛門→武庫方御役所　虫損
あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-49

大田原村名主重蔵他二名金銭受取証文［覚］（酒
井千左衛門様賄料につき）　大田原村名主重蔵・
組頭弥兵衛・長百姓吉右衛門→武庫方御役所　虫損
あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-50

小田原村名主国治他一名金銭受取証文［覚］（酒
井千左衛門様賄料につき）　小田原村名主国治・
組頭長兵衛→武庫御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-51

大岡川口村名主太兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（北村団之丞様賄料につき）　大岡川口村
名主太兵衛・組頭弥兵衛・長百姓作之丞→武庫方御役
所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-52

南牧村名主権左衛門他三名金銭受取証文［覚］
（大澤荘吉様・酒井千左衛門様賄料につき）　
南牧村名主権左衛門・組頭恒三郎・同断金重郎他1名
→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-53

中牧村名主待井久右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（大沢荘吉様賄料につき）　中牧村名主待
井久右衛門・組頭徳左衛門・長百姓中村良左衛門→武
庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-54

高野村名主吉重他三名金銭受取証文［覚］（大澤
荘吉様・酒井千左衛門様賄料につき）　高野村
名主吉重・組頭荘兵衛・長百姓吉左衛門他1名→武庫
方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-55

灰原村名主銀左衛門他三名金銭受取証文［覚］ 明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-56

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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７４　松代庁／番方／武庫方所管武具拝借並びに火薬購入費・武具修復費拝借　　計政局

（拝借切手綴）　 10点 へ185-4-14

［諸拝借切手］（表紙）　武庫方→‐ 明治3年午正月 横切紙・1通 へ185-4-14-1

根井小右衛門申上書［覚］（背広・ズボン・笠・
ケット、喇叭吹3人が水原県へ出立につき受
取、銘々へ渡した旨）　根井小右衛門→矢野倉謙
一郎殿

（明治3年）午3月 横切継紙・1通 へ185-4-14-2

山岸善拝借証文［覚］（ケット2枚、御製造御用に
つき）　山岸善→菅沼柳三殿

明治3年午 横切継紙・1通 へ185-4-14-3

近藤晋拝借証文［覚］（ヒストル・玉、追って藤田
新太郎へ引き替える旨につき）　近藤晋→小幡
全一郎殿

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ185-4-14-4

金児忠兵衛拝借証文［覚］（三斤加農等4筆につ
き）　金児忠兵衛→‐

7月20日 横切紙・1通 へ185-4-14-5

祢津刑左衛門拝借証文［覚］（六尺棒6本につき）
祢津刑左衛門→武庫司事御中

明治3年午7月 切紙・1通 へ185-4-14-6

成本治左衛門拝借証文［覚］（御具足1領、御用済
次第返上の旨につき）　成本治左衛門→小幡全一
郎殿・山岸左内殿・矢野倉謙一郎殿他2名

（明治3年）庚午9月20日 横切継紙・1通 へ185-4-14-7

野中喜左衛門拝借証文［覚］（両眼鏡等3筆、御用
済次第返上の旨につき）　野中喜左衛門→矢野
倉謙兵衛殿　返上日の注記あり

明治3年9月25日 横切継紙・1通 へ185-4-14-8

（酒井千左衛門様賄料につき）　灰原村名主銀
左衛門・組頭半七・長百姓彦右衛門他1名→武庫方御
役所　虫損あり

田野口村名主熊右衛門他四名金銭受取証文
［覚］（北村団之丞様賄料につき）　田野口村名
主熊右衛門・組頭大右衛門・長百姓甚蔵他2名→武庫
方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-57

赤田村名主半兵衛他二名金銭受取証文［覚］（酒
井千左衛門様等賄料につき）　赤田村名主半兵
衛・組頭弥五右衛門・長百姓甚五兵衛→武庫方御役所
　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-58

石川村名主与惣左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（北村団之丞様・酒井千左衛門様賄料に
つき）　石川村名主与惣左衛門・同断茂平次・長百姓
勝五郎他1名→武庫方御役所　虫損あり

明治3年午4月 竪紙・1通 へ11-59

中町ふしや与兵衛金銭受取証文［覚］（三ッ組盃
代につき）　中町ふしや与兵衛→北村団之丞様　
虫損あり

（明治4年）未4月 切紙・1通 へ11-60

７４　松代庁／番方／武庫方所管武具拝借並びに火薬購入費・武具修復費拝借
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宮嶋嘉織拝借証文［覚］（玉薬等4筆、臨時御用に
つき）　宮嶋嘉織→小野熊男殿

（明治3年）庚午12月6日 横切継紙・1通 へ185-4-14-9

山越新八郎他三名拝借証文［覚］（合薬等4筆に
つき）　山越新八郎・金児源馬・中俣俊平→菅沼柳三
殿

9月14日 横切継紙・1通 へ185-4-14-10

（武器関係拝借証文綴）　 18点 へ185-4-15

石阪市郎右衛門拝借証文［記］（杉輪火縄2筆に
つき）　石阪市郎右衛門→山寺常吉殿

（明治6年）酉5月 横切紙・1通 へ185-4-15-1

佐藤伊与之進拝借証文［覚］（硝石・硫黄、代金を
上納する旨につき）　佐藤伊与之進→矢野倉謙兵
衛殿

（明治5年）壬申4月12日 横切継紙・1通 へ185-4-15-2

磯田綱敬拝借証文［覚］（硝石5貫目、舞鶴山奉納
花火につき）　磯田綱敬→矢野倉謙兵衛殿

明治5年壬申7月28日 横切継紙・1通 へ185-4-15-3

小山田久米拝借証文［覚］（朱重藤弓等4筆につ
き）　小山田久米→小幡全一郎殿

（明治5年）壬申2月 横切継紙・1通 へ185-4-15-4

庁拝借証文（村重藤弓等4筆につき）　庁→武庫司
事中

2月7日 横切紙・1通 へ185-4-15-5

飯嶋与作拝借証文［記］（法被等3筆につき）　飯
嶋与作→小幡茂蔵殿

（明治5年）壬申11月 横切継紙・1通 へ185-4-15-6

阪西広見拝借証文［記］（甲州半紙20につき）　阪
西広見→大川才右衛門殿

（明治5年）壬申5月16日 横切継紙・1通 へ185-4-15-7

宮入半之丞他一名拝借証文［記］（甲州粘入紙・
半紙、重ねて引き替える旨につき）　宮入半之
丞・阪西広見→山寺常吉殿・宮川国蔵殿・山崎藤太殿
他1名

（明治5年）壬申2月4日 横切継紙・1通 へ185-4-15-8

柘植彦六拝借証文［覚］（ブリッキ枝1、命令次第
返上する旨につき）　柘植彦六→小幡全一郎殿

（明治4年）辛未正月15
日

横切継紙・1通 へ185-4-15-9

前島有年拝借証文［覚］（長持2棹につき）　前島
有年→矢野倉謙一郎殿

（明治4年）未4月 横切継紙・1通 へ185-4-15-10

藤井浅右衛門拝借証文［覚］（具足等5筆につき）
藤井浅右衛門→久保九郎右衛門殿

明治4年未12月23日 横切紙・1通 へ185-4-15-11

井上孝之進代判二名拝借証文［覚］（三斤地 等
6筆につき）　蟻川賢之助弟井上孝之進代判小宮山
丹五・同大川才右衛門→久保九郎右衛門殿

（明治2年）巳9月2日 横切継紙・1通 へ185-4-15-12

宮嶋嘉織拝借証文［覚］（カントウ等5筆につき）
宮嶋嘉織→菅沼柳三殿

（明治3年）午12月14日 横切継紙・1通 へ185-4-15-13

沢角南拝借証文［記］（弾薬等4筆、臨時出張につ
き）　沢角南→菅沼柳三殿

（明治3年）庚午12月27
日

横切継紙・1通 へ185-4-15-14

草間一路拝借証文［覚］（御長柄槍1筋につき）　
草間一路→矢野倉謙一郎

明治4年辛未2月20日 横切紙・1通 へ185-4-15-15

岡嶋慶蔵他二名拝借証文［覚］（極短ミニー銃6
挺、臨時御用につき小銃と引替、帰り次第返
上する旨につき）　岡嶋慶蔵・長谷川徳太郎・緑川

12月14日 横切紙・1通 へ185-4-15-16

７４　松代庁／番方／武庫方所管武具拝借並びに火薬購入費・武具修復費拝借
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虎之助→菅沼柳三殿

小林惣兵衛拝借証文［覚］（大机1脚、計政方御入
料につき）　小林惣兵衛→山寺常吉殿

（明治3年）庚午9月 横切継紙・1通 へ185-4-15-17

草間一路拝借証文［覚］（合薬1斤、臨時御入用に
つき）　草間一路→菅沼柳三殿

（明治4年）辛未3月 竪紙・1通 へ185-4-15-18

（武器関係拝借証文綴）　 11点 へ185-4-16

柘植彦六拝借証文［記］（御長持4棹につき）　柘
植彦六→小幡全一郎殿

（明治5年）壬申正月 横切継紙・1通 へ185-4-16-1

野村早多他一名拝借証文［覚］（天 弾薬箪笥1、
御用の節は早速返上する旨につき）　野村早
多・白川寛蔵→武庫司事御中

（明治4年）未正月 横切継紙・1通 へ185-4-16-2

小山伝治拝借証文［覚］（玉薬箱2につき）　小山
伝治→‐

12月20日 横切継紙・1通 へ185-4-16-3

小松幾三郎拝借証文［覚］（極短ミニー銃3、臨時
御用につき）　小松幾三郎→菅沼柳三殿

12月16日 横切紙・1通 へ185-4-16-4

岡沢万亀多拝借証文［覚］（胴乱等3筆につき）　
岡沢万亀多→‐

12月25日 横切継紙・1通 へ185-4-16-5

根井小右衛門拝借証文［覚］（中ミニー銃・長ミ
ニー銃、御用につき）　根井小右衛門→菅沼柳三
殿

（明治3年）午12月20日 横切継紙・1通 へ185-4-16-6

池田義左衛門拝借証文［覚］（中ミニー銃45挺に
つき）　池田義左衛門→‐

（明治3年）午12月20日 切紙・1通 へ185-4-16-7

森木隊米倉元左衛門拝借証文［覚］（胴乱55、臨
時御用につき）　森木隊米倉元左衛門→武庫方御
役所

12月18日 横切継紙・1通 へ185-4-16-8

沢角南拝借証文［記］（玉薬箱等4筆、臨時御用に
つき）　沢角南→小幡全一郎殿

（明治4年）辛未正月15
日

横切紙・1通 へ185-4-16-9

山田隊半田小一郎拝借証文［覚］（舶来胴乱等4
筆につき）　山田隊半田小一郎→武庫方御役所

12月18日 横切継紙・1通 へ185-4-16-10

寺内竹雄拝借証文［覚］（胴乱60、臨時御用につ
き）　寺内竹雄→菅沼柳三殿

（明治3年）庚午12月16
日

横切紙・1通 へ185-4-16-11

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借　　計政局

（武具代金受取証文一括　明治元年10月～明治3
年10月）　

108点 へ8

［証文百九通　下金四百八拾八両三分壱朱壱匁
三分九厘］（表紙）　

竪継紙・1通 へ8-1

鈴木惣五郎金銭受取証文［覚］（ムートン詰道具
等入料代金につき）　鈴木惣五郎→器械方御役所

竪継紙・1通 へ8-2

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ムートン木
等入料代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤

菊太郎→器械方御役所

（明治3年）午7月 竪紙・1通 へ8-3

鈴木惣五郎金銭受取証文［覚］（ハアル弾等入料
代金につき）　鈴木惣五郎→器械方御役所

竪継紙・1通 へ8-4

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ハアル真鉄
男 入料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤
菊太郎→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-5

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（欠矢かつら
入料代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太
郎→器械方御役所

竪継紙・1通 へ8-6

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（棒鉄等入料
代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→
器械方御役所

（明治3年）午7月 竪継紙・1通 へ8-7

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（当鉄等入料
代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→
器械方御役所

竪継紙・1通 へ8-8

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（大アリ立入
料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太郎
→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-9

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（目打手鉄等
入料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太
郎→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-10

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（操上錐6本
等入料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊
太郎→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-11

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ほど突等入
料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太郎
→器械製造方御役所

竪継紙・1通 へ8-12

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（折釘入料に
つき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太郎→器械製造
方御役所

竪継紙・1通 へ8-13

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（大鎹代金に
つき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→器械製造
方御役所

竪継紙・1通 へ8-14

現金屋太吉金銭受取証文［覚］（松板等代金につ
き）　現金屋太吉→器械方御役所

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ8-15

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ヒジ坪等入
料代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎
→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-16

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（火杭道具等
入料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太
郎→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-17

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（大シン鉄等
入料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-18

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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郎→器械製造方御役所　破損大

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（セン台折釘
入料代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太
郎→器械方御役所

竪継紙・1通 へ8-19

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ロクロカツ
ラ入料代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊
太郎→器械方御役所

竪継紙・1通 へ8-20

高橋運治金銭受取証文［覚］（ロクロ真鉄入料代
金につき）　高橋運治→器械方御役所

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ8-21

大峡量左衛門金銭受取証文［覚］（槻1挟等代金
につき）　大峡（大挟）量左衛門→器械方御役所　下
ケ札あり

（明治3年）午3月 竪継紙・1通 へ8-22

北村八百治金銭受取証文［覚］（ロクロ細工手間
料等につき）　北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午5月 竪切紙・1通 へ8-23

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ロクロ鉄物
等入料代金につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊
太郎→器械製造方御役所

竪継紙・1通 へ8-24

北村八百治金銭受取証文［覚］（針鉄引台等入料
代金につき）　北村八百治→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-25

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（大蟻立等入
料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太郎
→器械製造方御役所

（明治3年）午2月 竪継紙・1通 へ8-26

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（大蟻立等入
料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太郎
→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-27

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（武填銃等入
料代金につき）　高木吉蔵・横田仁作・近藤菊太郎
→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-28

大峡量左衛門金銭受取証文［覚］（銃台木取入料
代金につき）　大峡（大挟）量左衛門→器械方御役
所　下ケ札あり

（明治3年）午7月 竪切紙・1通 へ8-29

北村八百治金銭受取証文［覚］（武填銃台等入料
代金につき）　北村八百治→器械製造方御役所

明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-30

大峡量左衛門金銭受取証文［覚］（銃台木取入料
代金につき）　大峡（大挟）量左衛門→器械方御役
所　下ケ札あり

（明治3年）午5月 竪継紙・1通 へ8-31

近藤菊太郎金銭受取証文［覚］（折釘等入料代金
につき）　近藤菊太郎→器械方御役所

（明治3年）午5月 竪継紙・1通 へ8-32

北村八百治金銭受取証文［覚］（割 台細工料に
つき）　北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午3月 竪継紙・1通 へ8-33

北村八百治金銭受取証文［覚］（欠矢等修復入料
につき）　北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午3月 竪継紙・1通 へ8-34

北村八百治金銭受取証文［覚］（水舟入料代金に 明治3年午7月 竪継紙・1通 へ8-35

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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つき）　北村八百治→器械製造方御役所

北村八百治金銭受取証文［覚］（底填中筒火造形
細工料につき）　北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午3月 竪紙・1通 へ8-36

桶工和吉金銭受取証文［覚］（杉手桶等代金につ
き）　桶工和吉→御武具方御役所

（明治元年）辰11月13日 竪紙・1通 へ8-37

桶工和吉金銭受取証文［覚］（小桶代金につき） 
桶工和吉→器械方御役所

明治元年辰12月 竪紙・1通 へ8-38

舛屋伊兵衛金銭受取証文［覚］（硯代等につき）
（信州松代鏡見町）舛屋伊兵衛→上

12月 横切紙・1通 へ8-39

舛屋伊兵衛金銭受取証文［覚］（墨代等につき）
（信州松代鏡見町）舛屋伊兵衛→上

12月 横切紙・1通 へ8-40

水熊屋文左衛門金銭受取証文［覚］（徳利代等に
つき）　水熊屋文左衛門→御武具方御役所

12月 横切継紙・1通 へ8-41

叶屋与兵衛金銭金銭受取証文［覚］（火鉢代等に
つき）　（信州松代荒神町）叶屋与兵衛→上

11月 横切継紙・1通 へ8-42

藤屋与兵衛金銭受取証文［覚］（小紅鉢代等につ
き）　（松代中町瀬戸物御茶所）藤や与兵衛→御武具
方御役所

（明治元年）辰10月 横切継紙・1通 へ8-43

現金屋利三郎金銭受取証文［覚］（駕籠篩代等入
料代金につき）　現金屋利三郎→器械方御役所

横切継紙・1通 へ8-44

い戸や利兵衛金銭受取証文［覚］（徳利代等につ
き）　い戸や利兵衛→器械方御役所

正月 横切紙・1通 へ8-45

鉢屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（品代金につき） 
鉢屋忠兵衛→器械方御役所

（明治元年）辰12月28日 横切紙・1通 へ8-46

酒井屋恒治金銭受取証文［覚］（合紙代等につ
き）　酒井屋恒治→器械方御役所　虫損あり

（明治2年）巳正月 横切紙・1通 へ8-47

代官町房蔵金銭受取証文［覚］（丸鉢代等につ
き）　代官町房蔵→上　虫損あり

12月 横切紙・1通 へ8-48

柳左衛門金銭受取証文［覚］（品代金につき）　柳
左衛門→器械方御役所

明治元年辰12月 竪切紙・1通 へ8-49

餝屋喜多五郎金銭受取証文［覚］（古六升炊膳釜
代等につき）　餝屋喜多五郎→器械方御役所

明治元年辰12月 竪切紙・1通 へ8-50

柏屋藤助金銭受取証文［覚］（土鍋代等につき） 
柏屋藤助→器械方御役所

（明治元年）辰12月 竪切紙・1通 へ8-51

菊屋新右衛門金銭受取証文［覚］（焼酎代につ
き）　（信州松代木町）きく屋（菊屋）新右衛門→上

（明治元年）辰12月 横切紙・1通 へ8-52

菊屋新右衛門金銭受取証文［覚］（焼酎代につ
き）　（信州松代木町）菊屋新右衛門→器械方御役所

（明治2年）巳12月 横切紙・1通 へ8-53

上野屋市兵衛金銭受取証文［覚］（アラヒヤ代等
につき）　上野屋市兵衛→器械方御役所　虫損あ
り、下ケ札｢払無之　上野屋市兵衛｣

竪継紙・1通 へ8-54

市太郎金銭受取証文［覚］（御用箱代につき）　市 12月 切紙・1通 へ8-55

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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太郎→器械方御役所

柏屋与兵衛金銭受取証文［覚］（茶差代等につ
き）　かしわや（柏屋）与兵衛→器械方御役所　虫損
あり

11月 横切紙・1通 へ8-56

木町健治金銭受取証文［覚］（渋代につき）　（御
大小拵所信州松代西木町中沢）健治→器械方御役所
虫損あり

11月 横切紙・1通 へ8-57

現金屋祖吉金銭受取証文［覚］（酢代につき）　現
金屋祖吉→御武具方御役所　下ケ札｢払無之　現金
屋祖吉｣

（明治2年）巳12月 横切継紙・1通 へ8-58

大丸屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（アラヒヤ代等
入料代金につき）　（御薬種所松代西木町）大丸屋
惣兵衛→器械方御役所　虫損あり

竪継紙・1通 へ8-59

大丸屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（明礬代等につ
き）　（御薬種所松代西木町）大丸屋惣兵衛→器械御
製造方御役所　虫損あり

横切継紙・1通 へ8-60

一文字屋彦四郎金銭受取証文［覚］（猪ノ油代等
につき）　（信州松代本町）一文字屋彦四郎→器械方
御役所　虫損あり

横切継紙・1通 へ8-61

御鉄砲師山口進蔵金銭受取証文［覚］（丸ヤスリ
代等につき）　御鉄砲師山口進蔵→器械方御役所

（明治元年）辰12月 竪継紙・1通 へ8-62

富屋要助金銭受取証文［覚］（品代金につき）　富
屋要助→器械方御役所

（明治3年）閏10月 横切紙・1通 へ8-63

富屋要助金銭受取証文［覚］（品代金につき）　富
屋要助→器械方御役所

極月 横切継紙・1通 へ8-64

富屋要助金銭受取証文［覚］（真中針金代等につ
き）　富屋要助→器械方御役所　虫損あり

極月 横切継紙・1通 へ8-65

篩屋義助金銭受取証文［覚］（絹篩代等につき） 
篩や義助→御武具方御役所　虫損あり

明治元年辰10月 竪継紙・1通 へ8-66

高木吉蔵金銭受取証文［覚］（箱篩代につき）　高
木吉蔵→器械方御役所

（明治2年）巳2月 竪継紙・1通 へ8-67

恵比寿や栄治金銭受取証文［覚］（紅鉢代等につ
き）　恵比寿や栄治→器方御役所

（明治2年）巳12月 竪紙・1通 へ8-68

美濃屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（品代金につ
き）　美濃屋喜兵衛→器械御役所

（明治3年）午正月 竪継紙・1通 へ8-69

荒神町芳太郎金銭受取証文［覚］（木綿糸代につ
き）　荒神町芳太郎→御武具方御役所

（明治元年）辰9月 横継紙・1通 へ8-70

近藤菊太郎金銭受取証文［覚］（品代金につき） 
近藤菊太郎→器械方御役所

（明治2年）巳12月晦日 横切継紙・1通 へ8-71

紙屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（清水紙代等につ
き）　かミや（紙屋）忠兵衛→器械製造方御役所　虫
損あり

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ8-72

紙屋町宇吉金銭受取証文［覚］（定木法板代等に
つき）　紙屋町宇吉→御武具方御役所

（明治3年）巳7月3日 横切紙・1通 へ8-73

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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富屋要之助金銭受取証文［覚］（御単箪笥鉄砲代
金につき）　富屋要之助→器械方御役所

（明治3年）午7月 横切紙・1通 へ8-74

坂口久兵衛金銭受取証文［覚］（三ツ目錐代につ
き）　坂口久兵衛→御武具方御役所　下ケ札｢払無之
坂口久兵衛｣

竪継紙・1通 へ8-75

柏屋藤助金銭受取証文［覚］（五合徳利代等につ
き）　柏屋藤助→器械方御役所　下ケ札あり

横切継紙・1通 へ8-76

紙屋利兵衛金銭受取証文［覚］（胡麻油代につ
き）　かミや（紙屋）利兵衛→上

横切継紙・1通 へ8-77

浜屋為吉金銭受取証文［覚］（生麩代等につき）
（松代紺屋町）浜屋為吉→器械方御役所

（明治3年）午2月 横切紙・1通 へ8-78

柏屋与兵衛金銭受取証文［覚］（甕代等につき） 
かしわや（柏屋）与兵衛→器械方御役所　虫損あり

（明治3年）午11月4日 横切継紙・1通 へ8-79

桶屋八百蔵金銭受取証文［覚］（手桶代等につ
き）　桶屋八百蔵→器械方御役所

（明治3年）午7月 横切紙・1通 へ8-80

恵比寿屋栄治金銭受取証文［おほへ］（こんろ代
等につき）　恵比寿屋栄治→器械方御役所

（明治3年）午10月 横切紙・1通 へ8-81

湯本宇吉金銭受取証文［おほへ］（欠矢細工代等
につき）　湯本宇吉→器械方御役所

横切継紙・1通 へ8-82

能登屋富作金銭受取証文［おほへ］（塩代につ
き）　のとや（能登屋）富作→上　下ケ札あり

横切紙・1通 へ8-83

恵比寿屋栄治金銭受取証文［おほへ］（品代金に
つき）　えひす（恵比須）屋栄治→器械方御役所

（明治3年）午10月 横切紙・1通 へ8-84

餝屋喜多五郎金銭受取証文［覚］（羽やすり代等
につき）　餝屋喜多五郎→御武具役所　下ケ札あり

横切紙・1通 へ8-85

御調物師倉嶋市治金銭受取証文［覚］（鍬葉筒品
代金につき）　御調物師倉嶋市治→器械製造方御
役所

明治3年午10月 竪紙・1通 へ8-86

北村八百治金銭受取証文［覚］（ハアル上筒代に
つき）　北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午7月 竪継紙・1通 へ8-87

菊屋佐助金銭受取証文［覚］（焼酎代につき）　
（松代伊勢町）きく屋（菊屋）佐助→宮下三郎治様御内

2月27日 横切紙・1通 へ8-88

旭屋惣左衛門金銭受取証文［おほへ］（渋1本代
につき）　旭屋惣左衛門→御武具方御役所　下ケ札
あり

横切紙・1通 へ8-89

現金屋理兵衛金銭受取証文［覚］（こぬり等代金
につき）　現金屋理兵衛→器械製造方御役所　下ケ
札あり

4月23日 横切継紙・1通 へ8-90

酒井屋常治金銭受取証文［おほへ］（はけ代につ
き）　（松代紺屋町）酒井屋常治→器械方御役所

切紙・1通 へ8-91

東屋重右衛門金銭受取証文［覚］（銅小篩代につ
き）　東屋重右衛門→御役所

（明治3年）午4月 竪切紙・1通 へ8-92

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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一文字屋彦治郎金銭受取証文［覚］（瓶金につ
き）　一文字屋彦治郎→器械方御役所

8月24日 横切継紙・1通 へ8-93

蓬歳屋粂さく金銭受取証文［おほへ］（コロッフ
代につき）　蓬歳屋粂さく→器械方御役所

6月9日 横切継紙・1通 へ8-94

代官町房蔵金銭受取証文［覚］（土底樋代につ
き）　代官町房蔵→器械方御役所　下ケ札あり

切紙・1通 へ8-95

北村八百治金銭受取証文［覚］（ハアル御様筒代
につき）　北村八百治→器械方御役所　虫損あり、
下ケ札あり

竪紙・1通 へ8-96

代官町房蔵金銭受取証文［覚］（五郎八茶碗代等
につき）　代官町房蔵→器械方御役所　虫損あり

切紙・1通 へ8-97

和太郎金銭受取証文（品代金につき）　和太郎→
大いかい町きし様御内

6月16日 切紙・1通 へ8-98

亀吉金銭受取証文［覚］（焼酎代につき）　亀吉→
器械方御役所

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ8-99

田町文左衛門金銭受取証文［覚］（2升5合入徳利
代につき）　田町文左衛門→器械方御役所

（明治3年）午7月 横切紙・1通 へ8-100

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（鎹代等につ
き）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→器械製造方
御役所　虫損あり

（明治3年）午7月 竪切紙・1通 へ8-101

菊屋佐助金銭受取証文［覚］（焼酎代につき）　き
くや（菊屋）佐助→器械方御役所　虫損あり

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ8-102

北村八百治金銭受取証文［覚］（器械道具入箱代
等につき）　北村八百治→器械方御役所　虫損あ
り

（明治3年）午12月 竪継紙・1通 へ8-103

北村八百治金銭受取証文［覚］（大槌柄代等につ
き）　北村八百治→器械方御役所

10月 竪継紙・1通 へ8-104

山口進蔵金銭受取証文［覚］（手鉄代につき）　山
口進蔵→器械方御役所　下ケ札あり

（明治3年）午7月 竪継紙・1通 へ8-105

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（小手丸錐代
等につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→器
械方御役所　虫損あり

（明治3年）午8月 竪切紙・1通 へ8-106

鈴木惣五郎金銭受取証文［覚］（ハアル照尺代に
つき）　鈴木惣五郎→器械方御役所

（明治3年） 竪継紙・1通 へ8-107

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（ホイスロ代
等につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→器
械方御役所　虫損あり

（明治3年）午9月 竪継紙・1通 へ8-108

（武具代金受取証文一括）　 35点 へ9

［証文数三拾四通　分金九拾五両弐分壱朱七
分］（表紙）　

竪紙・1通 へ9-1

高木吉蔵他二名金銭受取証文［覚］（填板子代等
につき）　高木吉蔵・横田二作・近藤菊太郎→器械方
御役所

10月 竪継紙・1通 へ9-2

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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浜屋為吉金銭受取証文［覚］（細筆代等につき）
（松代紺屋町）浜屋為吉→器械方御役所

（明治3年）午7月13日 横切紙・1通 へ9-3

紙屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（品代金につき）
（松代紺屋町）紙屋忠兵衛→器械製造方御役所

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ9-4

紙屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（紙代金につき） 
紙屋忠兵衛→器械製造方御役所

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ9-5

富屋要之助金銭受取証文［覚］（金札箱代等につ
き）　富屋要之助→器械方御役所

（明治3年）午7月 横切継紙・1通 へ9-6

馬喰町林田勝吉中借証文［覚］（ムートン代につ
き）　馬喰町林田勝吉→器械製造方御役所　下ケ札
あり

（明治3年）午11月朔日 竪継紙・1通 へ9-7

御鉄砲師近藤菊太郎金銭受取証文［覚］（ムート
ン留 代につき）　御鉄砲師近藤菊太郎→器械製
方御役所

10月29日 竪継紙・1通 へ9-8

現金屋太吉金銭受取証文［覚］（炭代等につき） 
現金屋太吉→上

2月7日 横切継紙・1通 へ9-9

御台師北村八百治金銭受取証文［覚］（ムートン
代等につき）　御台師北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午11月 竪継紙・1通 へ9-10

近藤菊太郎金銭受取証文［覚］（ホイス操錐代等
につき）　近藤菊太郎→器械方御役所

12月27日 竪継紙・1通 へ9-11

御台師北村八百治金銭受取証文［覚］（サイ槌等
につき）　御台師北村八百治→器械方御役所

（明治3年）午11月 竪継紙・1通 へ9-12

御鉄砲師近藤菊太郎金銭受取証文［覚］（大銃火
門操錐につき）　御鉄砲師近藤菊太郎→器械方御
役所

11月7日 竪継紙・1通 へ9-13

近藤菊太郎金銭受取証文［覚］（矢倉ハシキ等入
料代金につき）　近藤菊太郎→器械製造方御役所

（明治4年）未3月 竪継紙・1通 へ9-14

現金屋太吉金銭受取証文［覚］（品代金につき）
（松代紺屋町）現金屋太吉→器械製造方御役所

（明治4年）未5月晦日 横切継紙・1通 へ9-15

酒井屋恒治金銭受取証文［覚］（杉原紙代等につ
き）　酒井屋恒治→器械製造方御役所　下ケ札｢払無
之分｣

（明治4年）未7月 横切継紙・1通 へ9-16

大丸屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（黒丹等につ
き）　大丸屋惣兵衛→‐　下ケ札｢払無之分｣

横切紙・1通 へ9-17

旭屋惣左衛門金銭受取証文［覚］（大渋紙代につ
き）　（御 灯所松代紺屋町）旭屋惣左衛門→‐

（明治3年）午9月28日 竪紙・1通 へ9-18

旭屋惣左衛門金銭受取証文［覚］（大渋紙代につ
き）　旭屋惣左衛門→‐　下ケ札｢払無之分｣

竪紙・1通 へ9-19

中屋文五郎金銭受取証文［覚］（壱升徳利代につ
き）　中屋文五郎→‐

（明治3年）午9月 竪紙・1通 へ9-20

紙屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（品代金につき） 
紙屋忠兵衛→‐　下ケ札｢払無之分｣

（明治4年）未12月 横切継紙・1通 へ9-21

御調物師倉嶋平治金銭受取証文［覚］（ホイス詰 明治3年午10月12日 竪紙・1通 へ9-22

７５　松代庁／番方／器械方所管鉄砲製造道具・材料費中借
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棒代につき）　御調物師倉嶋市治→‐　下ケ札｢払
無之分｣

御調物師倉嶋市治金銭受取証文［覚］（フリキ匙
代等につき）　（御調物師）倉嶋市治→‐　下ケ札｢
払無之分｣

竪切紙・1通 へ9-23

現金屋太吉金銭受取証文［覚］（柄杓代等につ
き）　現金屋太吉→‐

横切継紙・1通 へ9-24

高木吉治他二名金銭受取証文［覚］（火箸代等に
つき）　高木吉治・横田二作・近藤菊太郎→器械方御
役所

（明治4年）未7月 横切継紙・1通 へ9-25

菊屋新左衛門金銭受取証文［覚］（焼酎代につ
き）　（松代木町）菊屋新左衛門→器械方御役所

明治3年午12月 横切紙・1通 へ9-26

御調物師倉嶋市治金銭受取証文［覚］（薬斗代に
つき）　（御調物師）倉嶋市治→御役所

（明治4年）未7月 横切継紙・1通 へ9-27

御調物師倉嶋市治金銭受取証文［覚］（合薬斗代
につき）　（御調物師）倉嶋市治→器械方御役所　下
ケ札｢払無之分｣

竪切紙・1通 へ9-28

富屋要之助金銭受取証文［覚］（炭代等につき）
　富屋要之助→‐

横切継紙・1通 へ9-29

酒井屋恒治金銭受取証文［覚］（大六寸釘代につ
き）　酒井屋恒治→器械方御役所

明治4年未7月 横切継紙・1通 へ9-30

宮沢彦治他二名金銭受取証文［覚］（象皮代につ
き）　宮沢彦治・牧野良平・宮下知幹→小幡全一郎殿

7月 切紙・1通 へ9-31

坂田屋利兵衛金銭受取証文［覚］（スキアゲ代料
等につき）　坂田屋利兵衛→器械方御役所

7月 横切紙・1通 へ9-32

山崎屋駒吉代金請求書［覚］（炭代につき）　山崎
や駒吉→小山金作様

正3月 切紙・1通 へ9-33

かみや利兵衛金銭受取証文［覚］（古長代につ
き）　かみや利兵衛→上

（明治3年）閏10月8日 切紙・1通 へ9-34

小林八百治用状（役所と土蔵共修復入料につ
き）　小林八百治→‐　下ケ札｢払無之分｣

竪紙・1通 へ9-35

７６　松代庁／番方／武庫方番士手当金書上　計政局

武庫方御手当金書上［記］（矢野倉謙兵衛等12名御
手当金〆88両1朱銭4貫496文書上）　罫紙使用、罫
紙柱書｢東郭蔵弃｣、付札あり

竪半・1冊 へ200

７６　松代庁／番方／武庫方番士手当金書上
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７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取　　計政局

（栃原村硝石製造入用受取関係書類綴　明治2年
12月～同6年10月）　

23点 へ216

矢野倉謙兵衛他一名金銭受取証文（田頭組硝石
製御入料金38両3分2朱5分7厘）　矢野倉謙兵
衛・小幡茂蔵→‐

明治6年酉10月 竪紙・1通 へ216-1

上組山村名主四郎兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（寄灰7俵代等硝石御製御入用代銭3貫
936文につき）　上組山村名主四郎兵衛・組頭市郎
太・長百姓忠兵衛→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216-2

栃原村平組名主源兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（灰7分代等西条組硝石御製御入用銭448
文につき）　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

明治3年午4月 竪紙・1通 へ216-3

日新村名主伝右衛門他三名金銭受取証文［覚］
（三御賄料銀3匁3分につき）　日新村名主伝右衛
門・組頭半兵衛・同断惣右衛門他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216-4

栃原村西条組名主廣吉他二名金銭受取証文
［覚］（元土48本御手元等硝石御製のため品々
御入料代金2分2朱銀105匁銭9貫283文につ
き）　栃原村西条組名主廣吉・組頭十右衛門・長百姓
七左衛門→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-5

追通村棟吉金銭受取証文［覚］（栃原村硝石御製
御入用代金1両1朱1匁5分につき）　追通村棟吉
→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月17日 竪紙・1通 へ216-6

追通村七左衛門金銭受取証文［覚］（雑真木等栃
原村硝石御製御入用真木代金5両2分2朱）　追
通村七左衛門→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216-7

追通村善右衛門金銭受取証文［覚］（堅木真木代
金1両2朱）　追通村善右衛門→硝石方宮入半左衛
門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-8

追通村善右衛門金銭受取証文［覚］（□代金1分6
匁6分につき）　追通村善右衛門→硝石方宮入半左
衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ216-9

硝石製御仲間惣作金銭受取証文［覚］（栃原村西
条組のうち田頭村硝石製御手衆・賃金雑用代
金18両2分6匁7分につき）　硝石製御仲間惣作→
北村団之丞殿・宮入半左衛門殿

明治2年巳12月 横切継紙・1通 へ216-10

志垣村九右衛門他二名金銭受取証文［覚］（灰5
駄等栃原村西条組御製硝石御入用代銭4貫

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-11

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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972文につき）　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

志垣村九右衛門他二名金銭受取証文［覚］（灰3
表半等栃原村西条組御製硝石御入用代金1分
232文につき）　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

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-12

鬼無里村金治郎他六名金銭受取証文［覚］（寄灰
7表等栃原村硝石御製御入用代金2分4匁4分
につき）　鬼無里村名主金治郎・組頭元右衛門・同断
市左衛門他組頭1名・長百姓2名→硝石方御元〆宮入
半左衛門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-13

下曽山村米蔵他二名金銭受取証文［覚］（灰5駄
等栃原村西条組御製硝石御入用代金1分1朱
124文につき）　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

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-14

山田中村弥兵衛他三名金銭受取証文［覚］（灰5
駄等栃原村西条組御製御硝石御入用代金2分
500文につき）　山田中村名主弥兵衛・同断利右衛
門・組頭喜兵衛他長百姓1名→硝石方御元〆宮入半左
衛門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-15

久保寺村嘉助他三名金銭受取証文［覚］（寄灰
63箕等栃原村硝石御製御入用代金1両2分2朱
447文につき）　久保寺村差出組嘉助・大門組同断
久四郎・小路組同断喜代太他西川条組同断1名→硝石
方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-16

中御所村幸左衛門他二名金銭受取証文［覚］（寄
灰7箕6分等栃原村硝石御製御入用代金3朱14
文につき）　中御所村名主幸左衛門・組頭理兵衛・
長百姓吉左衛門→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-17

小柴見村治郎右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（栃原村硝石御製御入用灰1駄代銭124文につ
き）　小柴見村名主治郎右衛門・組頭仁左衛門・長百
姓徳右衛門→硝石御掛り宮入半左衛門殿様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ216-18

吉窪村菊治他二名金銭受取証文［覚］（灰5駄等
栃原村西条組御製硝石御入用代金1分につ
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

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-19

小市村龍蔵他二名金銭受取証文［覚］（硝石2駄
等栃原村西条組御製硝石御入用代金2分269
文につき）　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

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-20

小松原村嘉兵他四名金銭受取証文［覚］（寄灰28
箕6分等栃原村御高地製硝石継送賃銭御入用
代金3分1朱603文につき）　小松原村名主嘉兵・
組頭作治・同甚平他長百姓2名→硝石方御元〆宮入半
左衛門様

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ216-21

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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原村高野儀右衛門他二名金銭受取証文［覚］（硝
石2駄6分5厘等栃原村御製硝石継送り駄賃御
賄料516文につき）　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 横切継紙・1通 へ216-22

小森村五左衛門他三名金銭受取証文［覚］（栃原
村御製硝石2駄6分2厘継送り駄賃664文につ
き）　小森村名主五左衛門・組頭宮津恒佐・長百姓彦
八他長百姓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216-23

（硝石入用受取関係綴　明治2年2月～明治6年10
月）　

15点 へ217

矢野倉謙兵衛他一名金銭受取証文（中山中筋・
川中嶋辺等硝石元土見分御入料代金1両1分
11匁4分につき）　矢野倉謙兵衛・小幡茂義→‐

明治6年酉10月 竪紙・1通 へ217-1

原村小泉彦市他二名金銭受取証文［覚］（去辰10
月中床下土御見分御賄分代銀3匁3分につき）
原村名主小泉彦市・組頭庄七・長百姓大久保忠左衛門
→宮入半左衛門様

明治2年巳12月 竪紙・1通 へ217-2

小松原村直右衛門金銭受取証文［覚］（去辰10月
中床下土御見分御賄料代金1朱につき）　小松
原村名主直右衛門・組頭作治・同断傳左衛門他長百姓
2名→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治2年巳12月 竪紙・1通 へ217-3

布施高田村久保田戸作他一名金銭受取証文
［覚］（去辰年床下土御見分御賄料代銀3匁3分
につき）　布施高田村名主久保田戸作・役人代曽根
川官左衛門→武庫硝石方御元〆北村団之丞様・宮入
半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ217-4

北郷村市郎兵衛金銭受取証文［覚］（山中筋床下
土見分代金2分2匁1分につき）　北郷村市郎兵
衛→硝石方御元〆御役所

明治3年午4月 横切継紙・1通 へ217-5

硝石方御雇御仲間惣作金銭受取証文［覚］（山中
筋床下土見分代銀43匁1分につき）　硝石方御
雇御仲間惣作→北村団之丞殿・宮入半左衛門殿

明治3年午4月 竪紙・1通 へ217-6

矢野倉謙兵衛他一名金銭受取証文［覚］（戸隠神
領硝石元土見分御入料代金1両1分2朱3匁2分
につき）　矢野倉謙兵衛・小幡茂義→‐

明治6年酉10月 竪紙・1通 へ217-7

丸尾長兵衛金銭受取証文［覚］（3分100文につ
き）　丸屋長兵衛→上　印｢信州松代伊勢町丸屋長兵
衛｣

2月9日 竪切紙・1通 へ217-8

紙屋磯八金銭受取証文［覚］（41匁5分につき）　
紙屋磯八→宮入半左衛門様　印｢信州善光寺上後町
紙屋｣

2月10日 竪切紙・1通 へ217-9

小鍋村作右衛門金銭受取証文［覚］（御賄料代銀
1匁1分につき）　小鍋村名主作右衛門→硝石御掛
宮入半左衛門殿

巳2月10日 竪紙・1通 へ217-10

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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栃原村平組十左衛門金銭受取証文［覚］（御賄料
代銀28匁6分につき）　栃原村平組名主十左衛門
→酒井千左衛門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ217-11

栃原村平組十左衛門金銭受取証文［覚］（御四人
様御出役御賄料代銀13匁2分につき）　栃原村
平組名主十左衛門・頭立古左衛門→酒井千左衛門殿

明治巳2月14日 竪紙・1通 へ217-12

志垣村九右衛門金銭受取証文［覚］（戸隠辺土御
見分御泊り御賄料代銀9匁9分につき）　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

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ217-13

妻科村惣左衛門金銭受取証文［覚］（御賄代銀13
匁2分につき）　妻科村名主惣左衛門→酒井千左衛
門殿

明治2年巳2月 竪紙・1通 へ217-14

御仲間惣作金銭受取証文［覚］（戸隠神領硝石元
土見分代金3分2朱1分につき）　御仲間惣作→
北村団之丞殿・宮入半左衛門殿

明治2年巳4月 竪紙・1通 へ217-15

（志垣村硝石製造入用受取関係書類綴　明治3年4
月～明治6年10月）　

48点 へ218

矢野倉謙兵衛他一名金銭受取証文（志垣村硝石
御製御入料代金91両8匁4分5厘につき）　矢野
倉謙兵衛・小幡茂蔵→‐

明治6年酉10月 竪紙・1通 へ218-1

追通村勘七金銭受取証文［差上申一札之事］（志
垣村硝石製入料代銀21匁6分9厘につき）　追
通村名主勘七→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-2

栃原村西条組和田廣吉金銭受取証文［覚］（硝石
御製御道具運送人足代銭1貫200文につき）　
栃原村西条組名主和田廣吉→硝石方御元〆北村団之
丞様・宮入半左衛門様

明治4年未7月 竪紙・1通 へ218-3

志垣村九右衛門他二名金銭受取証文［差上申御
請一札之事］（元土126本等代金4両3分2朱4匁
7分8厘につき）　志垣村名主九左衛門・組頭三治
郎・長百姓長三郎→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-4

志垣村九右衛門他一名金銭受取証文［差上申御
請一札之事］（樫真木2間分代金3両2分2朱4匁
3分5厘につき）　志垣村名主九右衛門・当主善之助
→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 堅紙・1通 へ218-5

志垣村九右衛門他一名金銭受取証文［差上申一
札之事］（真木8間等代金14両3朱5匁5厘につ
き）　志垣村名主九右衛門・当人甚三郎→硝石方御元
〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-6

追通村勘七金銭受取証文［差出申一札之事］（樫
真木4間代金6両7匁4分7厘につき）　追通村名
主勘七→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午 竪紙・1通 へ218-7

志垣村善之助金銭受取証文［差上申一札之事］
（上灰18貫目等代銭5貫116文につき）　志垣村

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-8

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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善之助→硝石方御懸り北村団之丞様

中御所村幸左衛門他二名金銭受取証文［覚］（寄
灰7箕6分等代銀6匁3分1貫22文につき）　中御
所村名主幸左衛門・組頭理兵衛・長百姓吉左衛門→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218-9

小柴見村治郎右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（寄灰9箕等志垣村硝石御製御入用代金1分1
朱600文につき）　小柴見村名主治郎右衛門・組頭
仁左衛門・長百姓徳右衛門→硝石御掛り宮入半左衛
門様

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ218-10

妻科村徳武与市他四名金銭受取証文［覚］（寄灰
10箕等志村硝石御製御入用代金1分2朱253文
につき）　妻科村名主徳武与市・組頭政右衛門・同断
利左衛門他長百姓・役人代各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218-11

茂菅村豊治他二名金銭受取証文［覚］（寄灰15箕
4分等志垣村硝石御製御入用代金2分508文に
つき）　茂菅村名主豊治・組頭利兵衛・長百姓文三郎
→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ218-12

小鍋村国見組勝左衛門金銭受取証文［覚］（寄灰
13箕4分等志垣村硝石御製御入用代金2分242
文につき）　小鍋村国見組名主勝左衛門・組頭伊惣
治→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218-13

小鍋村中組市郎左衛門他一名金銭受取証文
［覚］（寄灰25箕1分等志垣村硝石御製御入用
代金3分3朱210文につき）　小鍋村中組名主市郎
左衛門・頭立作右衛門→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218-14

小鍋村中組市郎左衛門他一名金銭受取証文
［覚］（志垣村硝石御製灰6駄送り駄賃代銭1貫
500文につき）　小鍋村中組市郎左衛門・作右衛門
→硝石方元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ218-15

小鍋村千木村直之丞他一名金銭受取証文［覚］
（寄灰19箕5分等志垣村硝石御製御入用代金2
分3朱64文につき）　小鍋村千木組名主直之丞・頭
立孫右衛門→硝石方御掛り宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪継紙・1通 へ218-16

久保寺村嘉助他三名金銭受取証文［覚］（志垣村
硝石御製灰1駄代銭124文につき）　久保寺村差
出組名主嘉助・大門組同断久四郎・小路組同断喜代太
他西川原組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218-17

小市村龍蔵他二名金銭受取証文［覚］（志垣村硝
石御製灰3駄5分代銭872文につき）　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

明治3年午4月 竪紙・1通 へ218-18

吉窪村菊治他二名金銭受取証文［覚］（志垣村硝
石御製灰3駄半代銭288文につき）　吉窪村名主

明治3年午4月 竪紙・1通 へ218-19

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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菊治・組頭離惣太・長百姓清治郎→宮入半左衛門様

山田中村弥兵衛他三名金銭受取証文［覚］（灰3
駄半等志垣村硝石御製代金1朱432文につき）
山田中村名主弥兵衛・同断利右衛門・組頭喜兵衛他長
百姓1名→硝石御元〆宮入半左衛門様

明治3年午4月 竪紙・1通 へ218-20

吉田村伊藤弥兵衛他一名金銭受取証文［差上申
一札之事］（灰29表等代金2両3分2朱につき） 
吉田村名主伊藤弥兵衛・頭立岡澤五郎左衛門→硝石
方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月22日 竪継紙・1通 へ218-21

吉田村伊藤弥兵衛他一名金銭受取証文［差上申
一札之事］（御賄入用代銀9匁6分につき）　吉
田村名主伊藤弥兵衛・頭立岡澤五郎左衛門→硝石方
御元〆北村団之丞様

明治3年午10月22日 竪紙・1通 へ218-22

三輪村与兵衛金銭受取証文［差上申一札之事］
（御賄入用代銀2匁2武につき）　三輪村名主与
兵衛→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月23日 竪紙・1通 へ218-23

茂菅村豊治金銭受取証文［差上申一札之事］（灰
29俵運送等代金2朱5匁5分7厘につき）　茂菅
村名主豊治→硝方御元〆北村団之条

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-24

小鍋村勝左衛門他一名金銭受取証文［差上申一
札之事］（灰29俵運送代賃1貫802文につき）　
小鍋村国見組名主勝左衛門・組頭伊惣治→賄方御元
〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-25

小鍋村中組市郎左衛門金銭受取証文［差上申一
札之事］（灰29俵運送賃金等代金1分2朱3分4
厘」につき）　小鍋村中組名主市郎左衛門→硝石方
御元〆北村団之丞

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-26

下曽山村半蔵他二名金銭受取証文［差上申御受
一札之事］（灰42俵運送賃金等代金2分4匁1分
2厘につき）　下祖山村名主半蔵・親類惣左衛門・長
百姓喜藤太→硝石方御元〆北村団之丞様・宮入半左
衛門様宮入半左衛門様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-27

下曽山村繁吉他一名金銭受取証文［差上申御受
一札之事］（大釜鋳懸代金1分につき）　下祖山
村鋳懸師繁吉・組頭惣左衛門→硝石方御元〆北村団
之丞様・宮入半左衛門様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-28

深澤村四郎右衛門他二名金銭受取証文［差上申
一札之事］（灰11俵等代銀65匁8分3厘につき）
深澤村名主四郎右衛門・組頭栄左衛門・長百姓栄作→
消（硝）石方御元〆小林（北村）団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-29

宮之尾村上組新右衛門他二名金銭受取証文［差
上申一札之事］（灰13俵等代銀70匁9分8厘に
つき）　宮野尾村上組名主新右衛門・組頭金兵衛・長
百姓清兵衛→硝石方御元〆小林（北村）団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-30

宮之尾村下組平右衛門他二名金銭受取証文［差 明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-31

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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上申一札之事］（灰6俵等代銀33匁7分4厘につ
き）　宮野尾村下組名主平右衛門・組頭弥惣太・長百
姓小右衛門→消（硝）石方御元〆小林（北村）団之丞様

坪根村勝之助他二名金銭受取証文［差上申一札
之事］（灰7俵等代銀38匁5分9厘につき）　坪根
村名主勝之助・組頭愛作・長百姓庄之助→消（硝）石方
御元〆小林（北村）団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-32

五十平村半十郎他三名金銭受取証文［差上申一
札之事］（灰8俵等代銀45匁9分5厘につき）　
五十平村名主半十郎・組頭彦五郎・同断軽治郎他長百
姓1名→消（硝）石方御元〆小林（北村）団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-33

橋詰村両組嘉一郎他五名金銭受取証文［差上申
一札之事］（灰12俵等代銀90匁9分8厘につき）
橋詰村両組名主嘉一郎・名主直右衛門・組頭弥市他組
頭1名・長百姓2名→消（硝）石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-34

倉並村勇助他二名金銭受取証文［差上申一札之
事］（灰6俵等代銀33匁4分2厘につき）　倉並村
名主勇助・組頭八郎治・長百姓平左衛門→消（硝）石方
御元〆小林（北村）団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-35

北郷村小林佐平太金銭受取証文（硝石御製釜3
枚代銭184文につき）　北郷村役人代小林佐平太
→北村団之丞様

明治3年午11月19日 竪紙・1通 へ218-36

上房村利宗治他二名金銭受取証文［差上申一札
之事］（灰11俵等代銀72匁6分1厘につき）　上
ケ屋村名主利宗治・同断長五郎・同断千右衛門→硝石
方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-37

廣瀬村三組七右衛門他二名金銭受取証文［差
上申一札之事］（灰5表等代銀29匁7分1厘につ
き）　廣瀬村三組名主七右衛門・組頭喜右衛門・長百
姓甚四郎→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-38

廣瀬村元組弥惣左衛門他二名金銭受取証文［差
上申一札之事］（灰3俵等代銀18匁8分9厘につ
き）　廣瀬村元組名主弥惣左衛門・組頭利右衛門・長
百姓市左衛門→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-39

入山村三組常田廣吉等五名金銭受取証文［差上
申一札之事］（灰25俵等代銀138匁3分3厘につ
き）　入山村三組名主常田廣吉・同竹田庫吉・同山口
金左衛門他長百姓3名→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪継紙・1通 へ218-40

硝石方御雇使丁小池惣作金銭受取証文［覚］（志
垣村硝石製賃金・雑用代金41両2朱5匁2分5厘
につき）　硝石方御雇使丁小池惣作→北村団之丞
殿・宮入半左衛門殿

明治3年午12月 竪継紙・1通 へ218-41

山田中村利右衛門金銭受取証文［覚］（硝石運送
賃金1朱につき）　山田中村名主利右衛門・同断弥
兵衛・組頭喜兵衛→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-42

吉窪村菊治他二名金銭受取証文［差上申一札之 明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-43

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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事］（硝石運送賃金等代金2朱2匁2分につき） 
吉窪村名主菊治・組頭離惣太・長百姓清治郎→硝石方
御元〆北村団之丞様

小市村龍蔵他二名金銭受取証文［差上申一札之
事］（硝石運送賃銭416文につき）　小市村名主
龍蔵・組頭宗三郎・長百姓半之輔→硝石方御元〆北村
団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-44

小松原村嘉兵他四名金銭受取証文［差上申一札
之事］（硝石運送賃金札2朱208文につき）　小
松原村名主嘉兵・組頭作治・同甚平他長百姓2名→硝
石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-45

小松原村嘉兵他四名金銭受取証文［覚］（賄入用
代銀1匁1分につき）　小松原村名主嘉兵・組頭作
治・同甚平他長百姓2名→硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-46

原村北澤喜四郎金銭受取証文［覚］（硝石運送賃
金1朱につき）　原村組頭北澤喜四郎→硝石方御元
〆北村団之丞様

明治3年午10月14日 竪紙・1通 へ218-47

小森村五左衛門他三名金銭受取証文［差上申一
札之事］（硝石運送代銀7匁5分につき）　小森
村名主五左衛門・組頭宮澤恒佐・長百姓彦八他長百姓
1名→消（硝）石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 竪紙・1通 へ218-48

（栃原平組硝石製入料受取関係書類綴　明治3年
10月～明治6年10月）　

11通 へ219

矢野倉謙兵衛他一名金銭受取証文（栃原村平組
硝石御製御入料金107両1分2朱6匁3分9厘に
つき）　矢野倉謙兵衛・小幡茂義→‐

明治6年酉10月 横切紙・1通 へ219-1

追通村勘七金銭受取証文［差出申一札之事］（樫
真木代金3両2分につき）　追通村名主勘七→硝
石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 横切紙・1通 へ219-2

山田中村両組利右衛門他二名金銭受取証文［差
上申一札之事］（灰8俵等6筆代金3分2匁2分7
厘につき）　山田中村両組名主利右衛門・同断弥兵
衛・組頭喜兵衛→消（硝）石方御元〆小林団之丞　北
村団之丞ヵ

明治3年午10月 横切継紙・1通 へ219-3

吉窪村菊治他二名金銭受取証文［差上申一札之
事］（灰17俵等6筆代金1両2分2朱7匁1厘につ
き）　吉窪村名主菊治・組頭離惣太・長百姓清治郎→
硝石方御元〆北村団之丞様

明治3年午10月 横切継紙・1通 へ219-4

志垣村岡本善之助他一名金銭受取証文［覚］（樫
真木代金33両につき）　志垣村当人岡本善之助・
名主山口九右衛門→硝石方御元〆北村団之丞様・宮
入半左衛門様

明治4年未1月 横切継紙・1通 へ219-5

下宇木村池田孫左衛門金銭受取証文［覚］（銭1
貫751文等6筆銀10匁4分5貫833文につき）　下
宇木村名主池田孫左衛門→硝石方御元〆宮入半左衛
門様

明治4年未7月 横切紙・1通 へ219-6

７７　松代庁／番方／硝石方所管硝石製造費村々受取
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押鐘村清水善右衛門他一名金銭受取証文［覚］
（銭1貫412文等7筆金2分2匁1分8厘につき）　
押鐘村名主清水善右衛門・長百姓原吉左衛門→硝石
方御元〆宮入半左衛門様

明治4年未7月 横切継紙・1通 へ219-7

栃原村平組松沢源兵衛金銭受取証文［覚］（雑木
交り真木等2筆代金8両2分につき）　栃原村平
組松沢源兵衛→硝石方御元〆北村団之丞様・宮入半
左衛門様

明治4年未7月 横切紙・1通 へ219-8

栃原村松澤源兵衛金銭受取証文［覚］（元土等4
筆代銀235匁3分31貫につき）　栃原村長百姓松
澤源兵衛→硝石方御元〆宮入半左衛門様

明治4年未7月 横切紙・1通 へ219-9

元硝石製使丁小池惣作金銭受取証文［覚］（栃原
村平組硝石製手元・賃金雑用代銀112匁2分に
つき）　元硝石製使丁小池惣作→北村団之丞殿・宮
入半左衛門殿

明治5年申6月 横切継紙・1通 へ219-10

中町与兵衛金銭受取証文［覚］（太萱代銀4匁に
つき）　中町ふしや与兵衛→北村団之丞様

（明治4年）未4月 横切紙・1通 へ219-11

７８　元松代庁／番方／上田分営諸入用受取　　元計政局

（諸入用受取証文一括　明治5年）　巻込一括 6点 へ6

（諸入用受取証文　明治5年6月）　 3点 へ6-1

近藤民之助金銭受取証文（上田分営酒肴入費に
つき）　近藤民之助→佐藤伊与之進

（明治5年）壬申6月23日 横切紙・1通 へ6-1-1

能登屋富作用状［覚］（御吸物代等書付）　能登屋
富作→上

（明治5年）6月13日 横切継紙・1通 へ6-1-2

竹本茂助用状［覚］（茶碗蒸代等書付）　竹本茂助
→上

（明治5年）6月22日 横切紙・1通 へ6-1-3

（諸入用受取証文並びに帳簿　明治5年5月～6
月）

3点 へ6-2

近藤民之助金銭受取証文［覚］（上田分営入用金
につき）　近藤民之助→佐藤伊与之進

（明治5年）壬申6月 横切継紙・1通 へ6-2-1

東町いづミや岩蔵金銭受取証文［おぼへ］（菓子
箱1ツ代につき）　（信州上田）東町いづミや岩蔵→
上

（明治5年）5月27日 横切紙・1通 へ6-2-2

［宿々賃銭帳］（人足賃・茶代等勘定書）　近藤民
之助→‐

（明治5年）壬申5月27日 横長半・1冊 へ6-2-3

７８　元松代庁／番方／上田分営諸入用受取
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７９　元松代庁／番方／旧武庫方褒賞並びに費用伺い　　元計政局

（大銃鋳造関係文書　明治5年7月～7年3月）　枝番
1～7紐一括

12点 へ91

（旧武庫方賞典関係書類　明治6年12月～7年3
月）　枝番1-1～紐一括

6点 へ91-1

矢野倉謙兵衛伺書［山寺常吉御賞之義付伺］（旧
武庫属常吉の御賞方を改書の通りにするべ
き旨）　矢野倉謙兵衛→‐　端裏書は亥12月26日

（明治7年）甲戌3月 横切継紙・1通 へ91-1-1

矢野倉謙兵衛伺書［伊藤寿作御賞之義伺］（旧武
庫庶務寿作の御賞方を改書の通りにするべ
き旨）　（矢野倉）謙兵衛→‐

（明治7年）甲戌3月 横切継紙・1通 へ91-1-2

（旧武庫方関係人名書付）　枝番1-3-1～2紙紐一括 2点 へ91-1-3

人名書付（旧武庫方手附御雇足軽6名）　端裏朱
書｢小幡茂兵衛殿江差遣｣、奥朱書｢右へ外雇之如く御
賞賜有之度旨｣

横切紙・1通 へ91-1-3-1

人名書付（片桐新之助等12名）　 切紙・1通 へ91-1-3-2

矢野倉謙兵衛伺書［旧武庫方庶務格別御賞之義
付伺］（東福寺忠之丞・青山常寿の御賞方10円
では多分の相違のため忠之丞9円・常寿7円の
御品支給願につき）　矢野倉謙兵衛→‐　端裏書
は亥12月26日

（明治7年）戌正月 横切継紙・1通 へ91-1-4

懸旧武庫属申上書（端裏書）［硝石製御出方金申
上］（出方金87両3分3匁9厘）　懸旧武庫属→‐　
端裏朱書｢四｣、端裏貼紙｢前島引渡口四号｣

（明治6年）酉12月 横切継紙・1通 へ91-2

人名書付（端裏書）［再考］（砲隊卒で御跡片付ま
での勤務者12人）　端裏書｢去年十月十三日前島
氏より｣

（明治10年1月13日） 横切継紙・1通 へ91-3

矢野倉謙兵衛伺書（端裏書）［旧武庫方元〆宮入
半左衛門御賞之義付別紙相添伺］（改書のご
とくにつき）　（矢野倉）謙兵衛→‐

（明治7年）戌2月8日 横切継紙・1通 へ91-4

矢野倉謙兵衛伺書（端裏書）［早坂合薬製懸野菜
料請取銭之義伺］（元〆の別紙申立の通りに
下付するよう用度方へ命令願につき）　（矢野
倉）謙兵衛→‐　端裏書は亥12月26日

（明治5年）壬申7月 横切紙・1通 へ91-5

北村団之丞他一名伺書（端裏書）［早坂合薬製中
野菜料請取銭之分取調伺］（午7月～12月中ま
での分につき）　旧硝石合薬製懸元〆北村団之丞・
宮入半之丞→‐

横切継紙・1通 へ91-6

矢野倉謙兵衛伺書（端裏書）［旧武庫方元〆宮入
半左衛門御賞之義付伺］（改書のごとくにつ

（明治6年）酉12月 横切継紙・1通 へ91-7

７９　元松代庁／番方／旧武庫方褒賞並びに費用伺い
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８０　元松代庁／番方／元武庫方所管武具加工所借地年貢滞納払い伺い　元計政局

東福寺泰作年貢籾代金取調書并武庫司事添伺貼
紙（端裏書）［前嶋吉徳より借地火工所年貢取調
伺］（並びに年貢滞納のため払下の旨前嶋の伺
についての巻上貼紙）　東福寺泰作→‐

（明治5年）壬申6月 切紙・1通 へ69

８１　松代庁／財方／神社郡政庶務方所管入用道具上申　　計政局

（道具出来願関係綴）　 5点 へ198

大熊董指図書（これまで宅役所等で用いてきた
品の内で御借入の取計方につき）　大熊董→市
場源七郎殿

11月晦日 横切継紙・1通 へ198-1

神社郡政副主事申上書（端裏書）［入用御道具
御渡之儀申上］（別紙租税司・庶務方申立の通
り、神社郡政局の御道具をその向へ命じられ
て御渡になるようにしたき旨）　神社郡政副主
事→‐

10月 横切紙・1通 へ198-2

神社郡政庶務方申上書（端裏書）［神社郡政局御
道具之儀再申上］（諸道具がなく支障につき）
（神社郡政）庶務方→‐

11月 横切継紙・1通 へ198-3

神社郡政庶務方申上書［覚］（廻状箱等5筆御道
具出来願につき）　神社郡政庶務方→‐　端裏書
｢御道具御出来之儀申上｣

10月 横切継紙・1通 へ198-4

租税司申上書［覚］（御用箪笥等7筆出来願につ
き）租税司→‐

10月 竪紙・1通 へ198-5

８２　その他

飯島勝休受取証文［記］（桐長持1棹・弁長持1棹に
つき）　飯島勝休→小幡茂義殿　端裏書｢今井友之進へ
被召相成候分｣

亥3月 横切紙・1通 へ246

き）　矢野倉謙兵衛→‐　端裏書は亥12月26日

８０　元松代庁／番方／元武庫方所管武具加工所借地年貢滞納払い伺い
８１　松代庁／財方／神社郡政庶務方所管入用道具上申　　８２　その他
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