
本文細目次〔文書群の構造〕

1．触元役所

　　1．1，法制及び領主関係事務

　　　　1．1．1．触書、御用（13）

　　　　　　　1．1．1，L触元役所御用留・御用日記

　　　　　　　1．1．1．2．その他

　　　　1．1．2．郷村（17）

　　　　1．1。3．年始御礼（17）

　　　　1．1．4．巡見、廻村（26）

　　　　1．1．5．郷足軽（27）

　　12．土地関係事務・

　　　　1．2．1．新田、荒地（27）

　　　　1．2．2．絵図（28）

　　1．3．貢租諸役・財政関係事務

　　　　1．3．1．勘定、納入（29）

　　　　　　　1．3．1，1．年貢小物成、諸役

　　　　　　　1．3．1，2．御用金、国役金

　　　　　　　1．3．1．3．領中諸色割元帳

　　　　　　　1．3．1．4．触元入用

　　　　1．3．2．積立、貸借（36）

　　　　1．3．3．夫人足・伝馬御用（37）

　　1．4．戸口関係事務

　　　　1．4．1．宗門改、人別書上（43）

　　　　　　　1．4．1．1．宗門改帳

　　　　　　　1．4．1．2．領中人数帳

　　　　　　　1．4．1．3．その他

　　　　1．4．2．奉公人（45）

　　1．5．その他の触元行政事務

　　　　1．5．1。村況　（46）

　　　　　　　1．5．1．1．指出帳

　　　　　　　1．5．1．2．その他
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1．5．2．災害、御救（48）

1．5。3．街道（49）

1五4。寺社（49）

1五5．秤改（50）

1．5．6。酒造（53）

157．触元役所事務（55）

2、栃本組大庄屋所

Z1．法制及び領主関係事務

　　2．1．1．触書、御用（60）

　　　　　2，1．1．1．栃本組御用留

　　　　　2．1．1．2．栃本組栃本村御用留

　　　　　2．1．13．栃本村御用留

　　　　　2．1．1！生釜子村御用日記

　　　　　2．1．1．5．その他

22．土地・普請関係事務

　　2．2．1．検地、高反別、田畑（68）

　　2．22山林、損地・荒地（69）

　　2．23，絵図（71）

　　2．2．4。普請（73）

2。3．貢租諸役・財政関係事務　一………………・……・一……一

　　23．1．検見、毛付、引方（73）

　　23．2．勘定、納入（79）

　　　　　Z3，2．1．御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳

　　　　　23．2．2．御年貢欠納方払方御勘定帳

　　　　　2．3．2．3．御年貢米過不足差引帳

　　　　　2。3．24諸上納金銭差引帳

　　　　　2＆2．5．諸上納金銭取立帳

　　　　　232．6．諸上納金銭請取帳、諸品春割請取帳

　　　　　2，3且7．村々納物諸色割元帳

　　　　　2．328．万雑入用書上帳

　　　　　2．3，2．9．元〆所奥印受取書

　　　　　2．32．10。御用金、才覚金

　　　　　23．2．11．触元入用

　　　　　23．2．12．組合入用
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　　　2．3．2．13．その他

2．3．3．積立、貸借（120）

2．3。4．夫人足・伝馬御用（131）

2．4戸口関係事務

　　2．4．1．宗門改、家数人数、五人組（137）

　　2ん2．人別異動、奉公人（142）

2．5争論訴訟関係事務

　　2．5．1．金銭論（145）

　　　　　2．5．1．1．大竹村清十質物金返金滞り一件

　　　　　2．5．1．2．田嶋村常右衛門質物返金滞り一件

　　　　　25．1．3．下野出嶋村亡幸三郎跡借財一件

　　　　　2．5．1，4．その他

　　252．山論、地論、堰論（150）

　　　　　2．．5．2．1．新畑新堀切開き出入一件

　　　　　2．5．2。2．大竹村若栗新田村地論

　　　　　2．5．2。3．吉岡村と赤羽新屋敷川原田3か村堰論一件

　　　　　2．52．4仁井田村蕪内村用水堰出入

　　　　　2．5．25その他

　　2．5．3．その他の争論（153）

2．6。その他の組行政事務

　　2危1．村況、村役人、村議定（155）

　　2危2．諸願書、届書（158）

　　2．6．3．御救、褒賞（159）

　　2。6，4．街道（161）

　　26．5．寺社、学事（162）

　　26．6．吟味、処罰、騒動（164）

2．7書状

137

145

155

169

3．栃本村庄屋所

31．法制及び領主関係事務

　　3．1．1．栃本村御用留（200）

3。2．土地関係事務

3．3．貢租諸役・財政関係事務

3．4。戸口関係事務
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35．争論訴訟関係事務

3。6．その他の村行政事務

4栃本村副戸長所

　　41．法制関係事務

　　42．土地関係事務

　　4a財政関係事務

　　4．4。戸籍関係事務

　　45．その他の行政事務

　　4。6．書状等…………・…

5．根本家（「家」）

　　5．1．経営活動

　　　5．1．1．家産、事業（209）

　　　5，1．2．手作、小作（209）

　　　5．1．3．米金勘定、貸借（210）

　　5．2．家政活動

　　　5．2．1．相続、縁組（212）

　　　52．2．交際、寄付（214）

　　　52．3．奉公人（214）

　　　524法事、寺社（216）

　　　5．2．5．家計（216）

　　　52．6．日言己（217）

　　　5．2．7．その他（217）

　5。3．役職・文化活動

　　　53．1．根本虎次郎（217）

　　　5．3。2．書籍、写本、技芸（218）

　5．4．書状……一……一・……一…

　5．5。その他（不明分、断簡類）…

一4一

201

201

203

204

204

204

204

204

204

7
Q
ゾ
A
U
O

n
乙
n
∠

212

217

9
3
1
2
2
2



（フオンド記述）

陸奥国白河郡栃本村根本家文書　解題

文書群記号　　28C　29E

文書群名　　陸奥国白河郡栃本村根本家文書

年　代内容年代寛文9（1669）年～明治44（1911）年

　　　　　　成立年代　寛文ll（1671）年～昭和8（1933）年

数量4101点（枝番号を含めた本目録上でのアイテム数）

入手の経緯

　地方史家で福島県東白川郡常豊村村長、塙町長などを歴任した金沢春友氏（明治17年生まれ）が、

福島県西白河郡東村栃本の根本家（根本虎雄氏）より譲り受け、その後、昭和28（1953）年度と昭和

29（1954）年度の二度に分けて、金沢春友氏から同氏が収集した他の文書群とともに史料館に譲渡さ

れた。金沢春友氏については、国文学研究資料館史料館編『史料館収蔵史料総覧』（名著出版、1996

年）所収の「金沢春友収集史料」（28頁、掲載番号32）を参照のこと。

根本家の歴史

〔中世の栃本郷と根本家〕

　中世の栃本は白河結城氏の支配のもとにおかれ、建武元（1334）年頃と推定される「結城宗広知行

所領注文」（『福島県史』7所収）に、「結城上野入道々忠知行所領事」として「栃本郷内田在家　荒野

狩倉等」とあるのが初見。また栃本字上本郷の山手に「小屋館（高野館）」と呼ばれる城館遺構があ

るが、これは結城宗広の一族結城広政または栃本右衛門の館跡とされる（東村教育委員会『東村史』

上巻、1976年）。伝承によれば、麓に屋敷を構える根本家はその末商という。

〔近世の栃本村と根本家〕

　近世の栃本村は、別表1「栃本村の支配行政変遷」に示したように最初会津領として出発し、慶安2

（1649）年から白川領となる。ついで寛保元（1741）年、越後高田藩榊原氏の奥州領8万4000石余の成

立とともにその内に組み込まれ、石川郡浅川町に置かれた高田藩浅川陣屋の支配を受ける。その後、

文化6（1809）年に浅川町を含む5万石が上知されて幕領となり、高田藩奥州領は3万石余に縮小され

て陣屋も白河郡釜子村に移る。栃本村は幕末まで一貫して高田藩領である。栃本村が所属した村組は

会津領持代については不明だが、白川領時代の最後に板橋組に属している。高田藩領時代は、寛政年

間に村組制度が中断される一時期を除き、変わることなく栃本組である。

　根本家は、近世初頭から栃本村庄屋をつとめていた可能性が高いが、根本家文書で庄屋としての根

本家の名を確認できるのは、正徳2（1712）年が最初である。寛保元（1741）年以降の高田領時代は、

明治5（1872）年まで代々栃本村庄屋の地位にある。しかし高田領時代、根本氏が栃本村庄屋を名乗

ることはあまりなく、たとえ栃本村の村政文書であっても、たいていは栃本組大庄屋の肩書きを使用

している。なお根本家は、一時期、上野出島村、大竹村などの兼帯庄屋もつとめている。

　根本家は、寛保元（1741）年、高田藩領1こなった直後に根本八左衛門英影（別表2「根本家略系図」
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参照）が栃本組大庄屋に任ぜられる。以後、浅川騒動が原因で領内大庄屋全員に一時退役が命じられ

た寛政10（1798）年～11（1799）年を除き、明治5（1872）年まで代々その地位に変化はない。栃本

村の村内事務を栃本組大庄屋の肩書きで処理していたことに表れているように、近世の根本家にとっ

て、大庄屋の役職はもっとも中心的なものであった。なお、寛保元（1741）年以前の会津領時代と白

川領時代については、今のところ大庄屋をつとめた確証がない。幕末には、根本八左衛門光昌が釜子

組大庄屋を、その子栄三郎保教が栃本組大庄屋を同時につとめている一時期がある。

〔近代の栃本村と根本家〕

　廃藩置県後の栃本村の行政変遷は別表1に示したとおりで、現在は福島県西白河郡東村栃本である。

根本家は、根本虎次郎が明治初期に副戸長、戸長をつとめ、明治22（1889）年の町村制実施後には初

代釜子村長に選ばれている。なお根本家は東村栃本下本郷に現存し、現在の世帯主根本暢三氏は、平

成12（2000）年5月に東村村長に選出されている。

文書群の構造と内容

　根本家文書は上に記したような根本家代々の活動を通じて蓄積されたもので、根本家を出所とする

一個のまとまった文書群（フォンド）であるが、そのなかは、発生と伝来の経緯を異にする次の五つ

の文書群（サブフォンド）から構成されていると考えられる。それぞれの概要は下に記したが、詳し

くは目録本文中、各サブフォンドの最初の頁においた説明を見られたい。

　1．触元役所文書（寛保2［1742］年～明治5［1872］年）　→ll頁

　2．栃本組大庄屋所文書（寛文9［1669］年～明治6［1873］年）　→57頁

　3．栃本村庄屋所文書（寛文11［1671］年～元文6［1741］年）　→199頁

　4．栃本村副戸長所文書（明治5［1872］年～明治9［1876］年）　→203頁

　5。根本家（「家」）文書（延宝6［1678］年～昭和8［1933］年）　→207頁

　1の「触元役所文書」は、高田領時代、触の伝達や陣屋各役所との連絡などを行うために設けられ

た触元役所（陣屋元に置かれ大庄屋が交替で詰めた）の文書群である。根本家が年番触元大庄屋とし，

て詰めていた際に作成または授受した文書のほか、明治初年の触元役所廃止時に根本家が預託された

と推測される大量の触元役所文書が含まれる。

　2の「栃本組大庄屋所文書」は、高田領時代、根本家が栃本組大庄屋所をつとめたことにより蓄積

された文書群で、量的に根本家文書の中心をなす。ただし、高田藩領時代の栃本村文書も含まれる。

この時代、栃本組大庄屋所と栃本村庄屋所の行政事務が根本家において一体化しており、両者の文書

群を分割することが困難なためである。なお、根本家が一時大庄屋や庄屋を兼務していた他組や他村

の文書もここに含めた。

　3の「栃本村庄屋書文書」は、寛保元（1741）年以前の白河領時代に根本家が栃本村庄屋所として

蓄積した文書群で、数量は少ない。寛保元年以降の栃本村庄屋所文書は、2に組み入れた。

　4の「栃本村副戸長所文書」は、根本家が明治初期に副戸長等を勤めたことにより伝来した近代村

政文書であるが、これも数量は少ない。

　5の「根本家（「家」）文書」は、根本家の家業や家政、生活に関わって発生し蓄積された私的な文
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書である。

文書群の形態と整理の方針

　（1）本文書群は昭和28（1953）年度、29（1954）年度に史料館に受け入れられたあと仮整理が行わ

れ、多くの文書に史料番号ラベルが貼付された。今回の整理にあたっては、ラベル貼替えの手間と史

料への負担を軽減するため、番号がついているものはできるだけそれを活かすことにした。「御用留」

など、本来なら1冊ずつ独立番号を与えるべき文書に枝番号がついている場合があるが、そのような

場合も敢えて番号をつけかえず、枝番号のままとした。

　（2）本文書群の形態的特徴として、「御用留」をはじめとする冊子体文書の多くに新しい表紙がつ

けられていること、本来別々であったと思われる複数の文書を新しいこよりで綴じ直しているものが

少なからず見受けられること、などがあげられる。これは、大正末年から昭和10年頃までの間に、根

本英治氏（別表2「根本家略系図」参照）が行った整理作業の結果であると推定される。今回の整理

にあたっては、原則としてそれを尊重し、元の形態に戻すことはしなかった。冊子体文書の表題、年

代なども、誤記が明白なものを除いて、新しい表紙に記されている表題や年代を採った。

　（3）上記（1）（2）のような過去の整理にも関わらず、本文書群には、こより、包紙、袋などによ

る一括文書が多く含まれ、それらは近世当時の原形を残すものと思われた。これらについては、元の

一括形態を崩さないようにして一連番号または枝番号を与え、仮に関連性が明白でない文書が含まれ

ている場合であっても、本目録では原則として同一箇所に一括掲載した。その結果、比較的重要と考

えられる文書が関連性の薄い項目に掲載されるというケースも生じたので、そのような文書について

は関係項目の方にも重出した。ただし、後年便宜的にまとめられたことが明らかな一括文書であって、

1点ずつそれぞれの関係項目に掲載した方が適切であると判断したものについては、一括掲載しなか

った場合がある。

関連史料の所在

　東村栃本の根本家に「家訓白砂人」など少数の文書が保存されており、主要な7点が布川清司『近

世日本民衆思想史料集』（明石書店、2000年）に翻刻掲載されている。福島県文化センター福島県立

歴史資料館は根本家文書156点を所蔵するほか（『歴史資料館収蔵資料目録』第17集・県内諸家寄託文

書〔XIV〕77頁）、同館寄託庄司家文書（『歴史資料館収蔵資料目録』第25集）にも根本家文書と考え

られるものが10数点含まれる（その一部は『福島県史』8近世資料l　p．825～836に掲載されている）。

福島県立博物館も根本家文書3点を所蔵する（平成ll年度『福島県立博物館年報』第14号）。『福島県

文化財調査報告書第77集・福島県古文書所在確認調査報告書』（福島県教育委員会、1980年）48頁に

「根本虎雄文書」（東村公民館保管、330点）として掲載されているものは、現在福島県立歴史資料館

が所蔵する根本家文書のことと思われるが、点数に開きがあり、詳しい事情はわかっていない。
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〔別表1〕栃本村の支配行政変遷

年　代 名　称 藩名（城地） 領　主 村　高

天正18（1590） 陸奥国白河郡栃本村 会津 蒲生氏郷 324石余（文禄

一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一

　（白河城代支配）

一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一

　～

一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一

3蒲生高目録）
一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一

寛永4（1627）～ 丹羽長重 595石余（白河
～ 古高張）

寛永20（1643）～ 榊原忠次

慶安2（1649ン～ 陸奥国白河郡栃本村 白　河

～
本
多 忠義

～

天和1（1681）～ 松平忠平
～

元禄5（1692）～ 松平直矩
（板橋組栃本村） ～

一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一 一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一 一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一 一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一

寛保1（1741）～ 越後高田 榊原政永

陸奥国白河郡 （浅川陣屋支配） ～

栃本組栃本村
文化7（1810）～ （釜子陣屋支配） 626石余（天保

郷帳、旧高旧領

取調帳）

一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一 『　　　　｝　　　　｝　　　　『　　　　『　　　　｝　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一 一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一

明治1（1868）ヱ～ 塙 下野黒羽藩

陸奥国白河郡 塙民政取締所

栃本組栃本村 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　｝　　　r ＿　　一　　一　　一　　｝　　一　　→　　一　　一　　一　　｝　　一　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　『　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

明治2（1869）石．～ 越後高田

明治4（1871）7．～ 陸奥国白河郡 高田県

栃本組栃本村
同　　　　ll．2．～ 同上 二本松県

同　　　　1128．～ 福島県白河郡栃本村 福島県

明治5（1872）急～ 同上 福島県第6大区4小区（副戸長根本栄三郎）

明治7（1874）．1．～ 同上 福島県第15区 （釜子区会所）

明治8（1875）．1a～ 同上 （新）福島県第10区（白河管轄）

明治ll（1878）．6．～ 同上 同第2小区（戸長根本栄三郎）

（明治11．7郡区町村編制法）

明治12（1879）．1．～ 福島県西白河郡栃本村

明治16（1883）．L～＼ 釜子村他12ヶ村戸長役場
（明治22．4市制町村制施行） （3代戸長根本虎次郎）

明治22（1879）4～ 福島県西白河郡釜子村 （初代村長根本虎次郎）

昭和30（1955）～ 福島県西白河郡東村 釜子村と小野田村合併、東村となる。

出典：『東村史』（東村教育委員会、1976年）ほか
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〔別表2〕根本家略系図（1）

根本彌右衛門（2）

　浄眼道清信士
　享保5年2月10日没
　lI

彌右衛門妻
　春岳妙栄信女
　享保5年1月12日没

　解寒道悦信士（3）

　享保5年1月12日没
　岩瀬郡成田村
　鵜沼利左衛門子
　II

利左衛門妻
　緑衣妙光信女（4）

　宝永5年5月28日没

根本利左衛門
　　　　　　　　　　　（寛保2年　高田領触元大庄屋）
根本八郎左衛門信高一根本八左衛門英影
　透得院鐵隻了關居士
　寛延3年7月4日没
　”

信高妻
　清光院雪恵寒月大姉
　享保19年12月28日没
信高後妻
　薫室貞香大姉
　宝暦7年8月10日没

　廣運院壽峯宗賢居士
　安永7年7月13日没
　”

英影妻
　慶昌院根室貞本大姉
　寛政4年1月15日没

根本利左衛門高好
　功成院得岩守泰居士
　安永7年6月7日没

根本八左衛門友鮮
　海實院鶴穏眼龍居士（5〉

　寛政3年7月23日没

根本八左衛門賢隆
　高珠院眞月道賢居士
　天保7年7月20日没
　友鮮養子
　lI

賢隆妻
　玉林院江月照圓大姉（6）

　文化8年8月19日没
賢隆後妻
　知高院眞翁妙壽大姉（7〉

嘉永2年5月24日没

根本八左衛門光昌
　正覚院眞翁壽永居士
　明治13年9月10日没
　俗名根本九十郎。萱根村永
　山角右衛門次男。根本賢隆
　養子
　II

光昌妻
　長壽院秀厳貞松大姉
　明治12年7月17日没
　俗名與志（8）。中野村（9）

　菊池弥市右衛門二女

根本栄三郎保教
　徳章院本楽成道居士
　明治13年12月2日没
　”

保教妻
　翠容院黛顔妙艶大姉
　嘉永4年11月26日没
保教後妻
　福聚院活眼智明大姉
　大正13年6月24日没
　蕪内村橋本久之右衛門
　二女

根本虎次郎
　水月院殿虎囑禅風護法大居士
　安政元年閏7月12日生
　昭和6年9月26日没
　蕪内村橋本久之右衛門二男
　Il
根本　ゆう（lo〉

　貞心院寳安妙鏡大姉
　慶慮元年6月16日生

　明治31年8月3日没
　中野村菊地甚四郎妹（ll）

根本　レン（後妻）
照月院殿貞室禅法智戒大姉（12）

安政5年9月9日生

昭和19年1月19日没
東白河郡近津村山本金吾姉

英秀院殿大輝晃禅大居士
明治14年4月15日生
昭和26年3月15日没
　”

根本　ヨシ
玲秀院殿妙輝晃範老大姉
明治18年6月1日生
昭和40年4月17日没

根本英治
善徳院殿席曝雄禅大居士
明治38年4月2日生
平成9年12月6日没
　II

根本　　伸
嘉久院殿慈照妙伸老大姉
平成4年8月11日没

根本虎雄 根本暢三

西白河郡西郷村兼子重治従妹

注（1）この略系図は、根本家墓碑（東村栃本下本郷）、「水月寺過去帳」（東村釜子長伝寺蔵）、根本家位牌（根本暢三氏筆写）、

　　「根本虎次郎家除籍簿謄本」（根本暢三氏提供）、根本家文書「家訓白砂人」（布川清司『近世日本民衆思想史料集』・明石

　　書店・2000年、所収）によって安藤正人が作成した。

　（2）根本家位牌では「了關居士（根本八郎左衛門信高）の父」とあるが、ここでは「家訓白砂人」の「（根本八左衛門英影）

　　祖母縁衣妙光信女ノ実父根本弥右衛門」とあるのに依った。「家訓白砂人」には「我（根本八左衛門英影）か祖父利左衛
　　門…　　解寒道況信士是也」という記載もある。

　（3）「家訓白砂人」では「解寒道況信士」

　（4）「家訓白砂人」では「縁衣妙光信女」

　（5）根本家位牌では「海雲院霞穏眼龍居士」

　（6）根本家位牌では「玉輪院江月照圓大姉」

　（7）根本家位牌では「知高院真慮妙壽大姉」

　（8）根本家位牌では「ヨシ子」

　（9）根本家位牌では「当郡古関村」

　（10）根本家位牌では「勇子」

　（11）根本家位牌では「当郡古関村菊地甚内次女」

　（12）「照月院殿貞室禅法智戒大姉」を根本レンとするのは「水月寺過去帳」「根本虎次郎家除籍簿謄本」にもとづく推定。
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（サブフォンド記述）

1．触元役所

文書群の年代　　寛保2（1742）年～明治5（1872）年（内容年代）

文書群の数量　　837点

触元役所の歴史

　寛保元（1741）年、白河・田村・石川・岩瀬4郡に奥州分領8万4000石を与えられた越後高田藩榊原

氏は、栃本組、釜子組、中野目組など八つの村組（寛政年中に12組となる）を編成し、各組に大庄屋

1名をおいてこれを支配した（下図参照）。高田藩の陣屋は石川郡浅川町に設けられ、領奉行以下の陣

屋役人が駐在した。浅川陣屋元には「触元役所」がおかれ、年番触元大庄屋2名が詰めて村々との仲

介を行った。触元役所の任務は、陣屋から下付される触れや達しの領内伝達をはじめ、年貢や諸役上

納の取りまとめ、村々から陣屋に差し出す各種帳面や願書・届書の取り次ぎなど、領内行政の全般に

及んだ。なお触元役所の設置については「寛保二年亥八月　御用日記帳」（文書番号2）に記事があり・

また触元役所の概要は「延享四歳卯五月　触元役所引渡帳」（文書番号7）でわかる。

　寛政10（1798）年1月、浅川騒動が発生して大庄屋ら90軒が打ち壊されると、浅川陣屋は大庄屋を

全員退役させて村組を解消する。触元役所も触出役所と改称し、金山村鈴木伝左衛門、浅川町年寄芳

賀嘉七、同芳賀清五郎の3人を取次役に任命して年番触元大庄屋の代わりを勤めさせている。ただし

これは一時的な措置で、遅くとも寛政12（1800）年には大庄屋の復職が成り触元役所も再開している。

その後、文化6（1809）年に高田藩奥州領の縮小にともなって白河郡釜子村に新たに釜子陣屋が設置

されると、触元役所も浅川から釜子に移される。組数、村数は減るが、触元役所の機能は基本的に浅

川陣屋時代と変化ない。触元役所の機能が停止されるのは、明治5（1872）年である。

〔高田領時代の組合村支配系統図〕

　　　　　浅川陣屋時代（寛保元～文化6）

　　　　　　浅川陣屋　　　　触元役所

　　　　　　　F　　　　　　　　領奉行　　　　　年番触元
　　　　　　　　郡　方
　　　　　　　　代　官
　　　　　　　　ほか　　　　　　白河・田
　　　　　　　　　　　　　　8万400

釜子陣屋時代（文化6～）

　釜子陣屋　　　　触元役所

　卜　　領奉行　　　　　年番触元大庄屋（2名〉
　　郡　方
　　代官　　白河・岩瀬2郡
　一ほか　　　　　　　3万2000石40か村

栃本組
釜子組
中野目組
石川組
前田川組
矢田川組
柳橋組
浅川組
組外
（以下寛政年間新設）

金山組
山白石組
滑津組
濱尾組

栃本組
釜子組
前田川組
濱尾組
宮村組
分家濱尾組（後年新設）
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文書群の構造と内容

　本サブフォンドは高田藩奥州領触元役所の文書で、根本家が年番触元大庄屋として在勤した時のも

のに限らず、浅川陣屋時代・釜子陣屋時代を通じて蓄積された触元役所引継文書がかなり含まれてい

る。明治5（1873）年5月に、触元大庄屋根本栄三郎、立会大庄屋市川覚八、出役兼帯触元御用弁中井

善四郎、同山川覚次郎の4人の連名で「御用記録帳数調」（文書番号64）が作成されていることから、

触元役所廃止時に最後の触元大庄屋を勤めた根本栄三郎が触元役所の主要な文書を自宅に預かったの

ではないかと思われる。ただ、寛政5（1793）年～寛政ll（1799）年頃の文書が極めて少ない。これ

は、寛政10（1798）年の浅川騒動によって触元役所が一時廃止されたことと関係があろう。

　本サブフォンドの範囲は触元役所の機能全般に及ぶので、次のように触元役所の仕事を五つに分け、

それに従って本サブフォンドを五つの文書群（シリーズ）に分割することした。

　1．法制及び領主関係事務文書

　2．土地関係事務文書

　3．貢租諸役・財政関係事務文書

　4．戸口関係事務文書

　5．その他の触元行政事務文書

　1の法制及び領主関係事務文書は、触元役所の基本任務である触の伝達をはじめ、高田藩や幕府の

法制や役人廻村など、総務的な機能に関する文書をまとめたものである。案件の内容や文書の種類に

より、（1）「触書、御用」、（2）「郷村」、（3）「年始御礼」、（4）「巡見、廻村」、（5）「郷足軽」の五つ

の小項目（サブシリーズ）に分割、配列した。このうち（1）「触書、御用」は、「触元役所御用留・

御用日記」がよく揃っているので小々項目（サブ・サブシリーズ）として一つにまとめ、それ以外は

「その他」として後に置いた。

　2の土地関係事務文書は、（1）「新田、荒地」、（2）「絵図」の二つのサブシリーズから成る。

　3の貢租諸役・財政関係事務文書は、年貢・諸役上納を中心に、御用金、拝借米金、触元入用など

触元役所の貢租・財政事務に関する文書をまとめたものである。（1）「勘定、納入」、（2）「積立、貸

借」、（3）「夫人足、伝馬御用」の三つのサブシリーズを立て、（1）は案件や文書種類に従って、便宜

上さらに「年貢小物成、諸役」「御用金、国役金」「領中諸色割元帳」「触元入用」の四つのサブ・サ

ブシリーズに分割、配列した。

　4の戸口関係事務文書は、（1）「宗門改、人別書上」、（2）「奉公人」の2サブシリーズから構成され

る。（1）は便宜上「宗門改帳」「領中人数帳」「その他」に分けた。

　5のその他の触元行政事務文書としては、（1）「村況」、（2）「災害、御救」、（3）「街道」、（4）「寺社」、

（5）「秤改」、（6）「酒造」、（7）「触元役所事務」の七つをサブシリーズとして設けた。このうち（1）

のみ便宜上「指出帳」と「その他」に細分している。

関連史料の所在

　触元役所御用留の一部が、福島県文化センター福島県立歴史資料館寄託庄司家文書（「根本家文書

解題」7頁参照）に含まれている。
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1，触元役所／1．法制及び領主関係事務／1。触書、御用／1．触元役所御用留・御用日記

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

1．触元役所

1．1、法制及び領主関係事務

1．1．1．触書、御用

1．1．1．1．触元役所御用留・御用日記

御用日記帳 寛保3年8月～子（寛保 竪半・1冊 2
4年）4月

御用日記 （延享元年）子4月 竪半・1冊 3

御用日記 延享2年正月 竪半・1冊 4

御用日記　御触元役所 延享3年正月 竪半・1冊 6

御用日記　御触元役所 延享5年正月 竪半・1冊 8

御用日記　御触元役所 寛延2年正月 竪半・1冊 968

御用留日記　御触元役所 寛延3年 竪半・1冊 969

御用留日記　御触元役所 寛延4年 竪半・1冊 970

御用留日記　越後高田領御触元役所 宝暦2年正月 竪半・1冊 9

御用留日記　御触元役所 宝暦3年正月 竪半・1冊 10

御用留日記　御触元役所 宝暦4年正月 竪半・1冊 11

御用留日記　御触元役所 宝暦6年正月 竪半・1冊 12

御用留日記　御触元役所 宝暦7年正月 竪半・1冊 13

御用留日記　御触元役所 宝暦8年正月 竪半・1冊 20

御用留日記　御触元役所 宝暦9年正月 竪半・1冊 18

御用留日記　御触元役所 宝暦11年正月 竪半・1冊 16

御用留日記　御触元役所 宝暦12年正月 竪半・1冊 17

御用留日記　御触元役所 宝暦13年正月 竪半・1冊 14

御用留日記　御触元役所 宝暦14年正月 竪半・1冊 15

御用留日記　御触元役所 明和2年正月 竪半・1冊 21

御用留日記　御触元役所 明和3年正月 竪半・1冊 22

御用留日記　御触元役所 明和4年正月 竪半・1冊 23

御用留日記　御触元役所 明和5年正月 竪半・1冊 24

御用留日記　御触元役所 明和6年正月 竪半・1冊 25

御用留日記　触元役所 明和8年正月 竪半・1冊 26

御用留日記　触元役所 明和9年正月 竪半・1冊 27

御用留日記　触元役所 安永3年正月 竪半・1冊 28

御用留日記　触元役所 安永4年正月 竪半・1冊 29
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／1．触書、御用／1。触元役所御用留・御用日記

御用留書帳　　（触元役所） 安永6年正月 竪半・1冊 30

戌年御用一切留書帳　　（触元役所） 安永7年正月 竪半・1冊 31

亥歳御用書留帳　触元役所 安永8年正月 竪半・1冊 32

子歳御用書留帳　触元役所 安永9年正月 竪半・1冊 33

卯御用留（帳）　浅（川町）触（元役所） 天明3年正月吉日 竪美・1冊 508－1

御用留帳　高田領触元役所 天明4年4月 竪半・1冊 34

御用留帳　高田領触元役所 天明6年3月～天明7年 竪半・1冊 35
12月

御用留帳触元役所 天明8年正月～寛政元 竪半・1冊 36
年11月

御用留帳　　（触元役所） 寛政2年正月1日 竪半・1冊 38

御用留帳　　（触元役所） 寛政3年正月 竪半・1冊 37

諸御用日記 寛政3年3月 横半半・1冊 39

御用留帳　　（触元役所） 寛政4年正月9日 竪半・1冊 44

御用留帳　　（触元役所） 寛政5年正月1日 竪半・1冊 40

御用留帳　　（触元役所） 寛政6年正月1日 竪半・1冊 41

御用留牒　　（触元役所） 寛政8年正月1日 竪半・1冊 42

御用日記　高田領触元役所 寛政9年正月吉日 竪半・1冊 999

諸御用書留帳　浅川町諸触出所 寛政10年11月 竪美・1冊 508－2

諸御用留帳触出役所 寛政ll年9月 竪美・1冊 508－3

御用日記　浅川触元役所 寛政13年正月 竪半・1冊 43

御用日記　触元役所 享和2年正月 竪美・1冊 509－1

御用日記　浅川触元役所 享和3年正月 竪半・1冊 45

諸御用日記　　（触元役所） 享和4年正月 竪美・1冊 509－2

諸御用日記触元役所 文化2年2月6日 竪美・1冊 509－3

諸御用日記　触元役所 文化3年正月吉日 竪美・1冊 509－4

御用帳　（触元役所） 文化4年正月吉日 竪美・1冊 509－5

御用帳　（触元役所） 文化5年正月吉日 竪美・1冊 509－6

御用帳　　（越後高田領触元役所） 文化6年正月吉日 竪美・1冊 509－7－1

諸御用留帳　越後高田領触元役所 文化6年8月 竪美・1冊 509－7－2

諸御用留帳　越後高田領触元役所 文化7年正月 竪美・1冊 509－8

諸御用留帳　越後高田領触元役所 文化8年正月吉日 竪美・1冊 509－9

諸御用留帳触元役所 文化11年正月吉日 竪美・1冊 509－10

諸御用留帳　触元役所 文化12年正月吉日 竪美・1冊 509－11

諸御用留帳　高田領触元役所 文化13年正月吉日 竪美・1冊 509－12
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／1．触書、御用／1．触元役所御用留・御用日記

諸御用留帳　高田領触元役所 文化14年正月吉日 竪美・1冊 509－13

御御用留帳　高田領触元役所 文化15年正月吉日 竪美・1冊 2017

諸御用留帳　高田領触元役所 文政2年正月吉日 竪美・1冊 508－4

諸御用留帳　高田領触元役所 文政3年正月吉日 竪美・1冊 508－5

御用書留帳　高田領触元役所 文政4年正月 竪美・1冊 509－14

御用書留帳　高田領触元役所 文政5年正月 竪美・1冊 508－6

御用書留帳　高田領釜子触元役所 文政6年正月 竪美・1冊 508－7

御用書留帳触元役所 文政7年正月 竪美・1冊 508－8

諸御用書留帳　触元役所 文政8年正月 竪美・1冊 508－9

諸御用書留帳　触元役所 文政9年正月 竪美・1冊 508－10

諸御用書留帳　触元役所 文政10年正月 竪美・1冊 508－11

諸御用書留帳　触元役所 文政11年正月 竪美・1冊 508一｛2

諸御用書留帳　触元役所 文政12年正月 竪美・1冊 508－13

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 文政13年正月 竪美・1冊 508－14

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保2年正月 竪美・1冊 508－15

諸御用書留帳　触元役所 天保3年正月吉日 竪美・1冊 508－16

諸御用書留帳　触元役所 天保4年正月 竪美・1冊 508－17

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保5年正月 竪美・1冊 508－18

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保6年正月 竪美・1冊 508－19

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保7年正月 竪美・1冊 508－20

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保8年正月 竪美・1冊 508－21

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保9年正月 竪美・1冊 508－22

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保10年正月 竪美・1冊 508－23

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保11年正月 竪美・1冊 508－24

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保12年正月 竪美・1冊 508－25

諸御用書留帳　越後高田領触元役所 天保13年正月吉祥日 竪美・1冊 508－26

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 天保15年正月吉日 竪美・1冊 509－16

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 弘化2年正月吉日 竪美・1冊 508－27

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 弘化3年正月吉日 竪美・1冊 508－28

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 弘化4年正月吉日 竪美・1冊 509－17

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 弘化5年正月吉日 竪美・1冊 508－29

諸御用書留帳　触元役所 嘉永2年正月吉日 竪美・1冊 508－30

諸御用書留帳　触元役所 嘉永3年正月吉日 竪美・1冊 508－31

触元御用日記　　（触元役所） 嘉永3年8月 竪半・1冊 46－1

諸御用書留帳　触元役所 嘉永4年正月吉日 竪美・1冊 508－32
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／1．触書、御用／1．触元役所御用留・御用日記

諸御用書留帳　触元役所 嘉永5年正月吉日 竪美・1冊 508－33

諸御用留帳触元役所 嘉永6年正月 竪美・1冊 509－18－1

諸御用書留帳　触元役所 嘉永6年正月吉日 竪美・1冊 509－18－2

諸御用書留帳　触元役所 嘉永7年正月吉日 竪美・1冊 508－34

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 安政2年正月吉日 竪美・1冊 508－35

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 安政3年正月吉日 竪美・1冊 508－36

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 安政4年正月吉日 竪美・1冊 509－15

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 安政5年正月吉日 竪美・1冊 2014

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 安政6年正月吉日 竪美・1冊 508－37

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 安政7年正月吉日 竪美・1冊 508－38

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 万延2年正月吉日 竪美・1冊 508－39

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 文久2年正月吉日 竪美・1冊 508－40

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 文久3年正月吉日 竪美・1冊 508－41

諸御用書留帳　越後高田領釜子触元役所 文久4年正月吉日 竪美・1冊 508－42

諸御用記録　越後高田領触元役所 元治2年正月吉日 竪美・1冊 508－43

御用留帳　越後高田領触元役所 慶応2年正月 竪美・1冊 508－44

御用留帳　越後高田領触元役所 慶応3年正月 竪美・1冊 508－45

諸御用記録　高田領触元役所 慶応4年正月 竪美・1冊 509－19

諸御用記録触元役所 明治2年正月 竪美・1冊 509－20

諸御用記録触元役所 明治4年正月 竪美・1冊 2018

1．1．1．2．その他

去夏中頸城郡大肝煎対談二付申上ルロ上細書　奥州御 寛保4年2月 横長半・1冊 2145
領中大庄屋［大庄屋力丸市郎兵衛、遠藤瀬兵衛、鈴木庄
右衛門、芳賀八郎右衛門、遊佐庄治右衛門、鈴木四郎兵
衛、円谷甚左衛門、根本八左衛門］

公方様御督代一件　高田領触（元役所） 延享2年 竪美・1冊 964－1

（御）用状持出留　御触元役所 宝暦10年正月 竪半・1冊 19

御領中諸願御届留帳　越後高田領触元役所 天明2年6月日 竪美・1冊 966

御領中御願井御届書留　越後高田領奥州浅川触元役所 天明2年 竪美・1冊 899

御領中諸願書諸届見届留 天保15年正月吉日 横半半・1冊 902

細倉御宿陣所江御用物留　御台所詰合 慶応4年6月 横長美・1冊 907

釜子組中寺村ほか4か村村役人差上一札控［差上申一 明治2年11月 竪美・1冊 2346
札之事］（釜子組村々威鉄砲貸付請書）　釜子組中寺
村、堀之内村、川東田村、小貰村、釜子村庄屋組頭、大
庄屋根本八平→民政御役所

諸書附類入　触元役所 明治3年6月 袋のみ・1枚 2055

狸森村百姓源助事幾三郎申上書［御尋二付乍恐以書付 明治3年午7月 竪半・1冊 1930
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／1．触書、御用／2．その他

奉申上侯］（女房押籠同様に致し置き侯件につき）
狸森村百姓源助事幾三郎、組頭勇吉、庄屋良蔵→釜子民
政御役所、触元御役所

（印鑑帳綴） 仮綴・1綴（5冊） 2138

印鑑相調書上帳　栃本組［大庄屋根本栄三郎］→触元 明治4年正月 竪美・1冊 2138－1

御役所

印鑑帳　宮村、釜子組［大庄屋市川覚八］→触元御役所 明治4年正月 竪美・1冊 2138－2

印鑑帳　分家浜尾組［大庄屋山川門十郎］→民政御役所 明治4年2月 竪美・1冊 2138－3

印鑑帳　浜尾組［大庄屋兼帯山川門十郎］→民政御役所 明治4年2月 竪美・1冊 2138－4

印鑑帳　前田川組［大庄屋遠藤一郎］→触元御役所 明治4年2月 竪美・1冊 2138－5

（栃本組大庄屋所廻状留） 子年9月18日～寅年10 仮綴・1綴 2159
月29日

触元役所用状（卯年より午年迄御下札取集め差出しの 未年12月8日 横切継紙（包紙入） 1834
件）　→弐番組大庄屋所 ・1通

（抜荷売買禁令達書）　触元役所→浅川組他9組大庄屋所、 酉年2月21日 横長半・1冊 2230
他組外大和久村他3ヵ村庄屋中

新屋敷村届書（大雨雪のため御代官様御用状箱相戻し 15日 小切紙・1通 ※1455
侯旨お届けのこと）　新屋敷村→触元御役所

（条々写） 竪継紙（前後欠） 1807
・1通

大庄屋口上書等写（大庄屋村役人勤方につき）　　r岩 横長半・1冊 1951－2

瀬郡中宿村無尽掛金割合帳入」（1951－1）の袋に入って
いたもの

1．1．2．郷村

御領分郷村御引渡後覚付帳 （寛保2年） 横長美・1冊 956

榊原小平太領内奥州白川郡・石川郡・岩瀬郡・田村郡 延享4年5月 竪美大・1冊 971
村々高辻書上帳

榊原小平太領内奥州白川郡・石川郡・岩瀬郡・田村郡 延享4年5月（昭和6年6 竪美・1冊 972
村々高辻書上帳（写） 月写）

御名所領内奥州白川郡・石川郡・岩瀬郡・（田村）郡 天明7年5月 竪美・1冊 585
村々高辻書上帳

御領中村々庄郷寄書上帳　　［触元大庄屋石井又次右衛門、 享和3年2月 横長美・1冊 349
同矢吹孫左衛門］→御奉行所

（瞥徽鱗総欝●雀欝難薪翻 明治2年9月26日 横長美・1冊 2274

同根本栄三郎→民政御役所

（御領中村々人数・馬数書上帳）　触元大庄屋芳賀八郎 寅年7月 横長美・1冊 2314
右衛門、同根本八左衛門→御奉行所

1．1．3．年始御礼

（丑御年始御礼出勤不参取調書上帳綴）　浅川組、中野 安永9年11月～12月 綴（横）・1綴 239
目組［大庄屋圓谷甚左衛門］、前田川組［大庄屋遠藤門次
郎］、石川組［大庄屋鈴木茂七］、ほか柳橋組、吉田川組、
栃本組→［御触元役所］

覚（栃本組来巳御年始御礼出勤ならびに不参の者取り 天明4辰12月 仮綴（横）・1綴（2 1409
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／3．年始御礼

調べ書上控え）　栃本組大庄屋根本左吉→御触元役所 丁）

御領中大庄屋庄屋年寄駒付検断御礼帳控　触元大庄屋 天明8年12月 横長美・1冊 769
石井又左衛門、芳賀官蔵→御奉行所

御領中寺社修験拝郷士諸役人来巳年御年始出勤書上 天保3年12月 袋入・8点 996
触元役所

袋（表書「御領中寺社修験井郷士諸役人来巳年御年 天保3年12月 袋・1枚 996－1
始出勤書上入」）　触元役所

来巳御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 天保3年12月 横長美・1冊 996－2－1
番触元大庄屋市川覚左衛門、山川茂十郎］→御奉行所

来巳御年始御礼寺社修験諸役人出勤不参書上帳　栃 天保3年12月 横長美・1冊 996－2－2
本組［栃本組大庄屋根本八左衛門］→御触元役所

覚（御年始御礼出勤二付）　大庄屋山川茂＋郎→触元 （天保3年）12月 横折紙・1通 996－2－3
御役所

（御年始御礼出勤二付覚綴）　前田川村大庄屋遠藤新 天保3年12月 仮綴（横）・1綴 996－2－4
兵衛；組外中野村庄屋菊池儀兵衛；分家浜尾村大庄屋
山川門之助；釜子村大庄屋鈴木幸左衛門；前田川村郷
士遠藤弥市郎；大庄屋根本八左衛門→触元御役所

覚（宮村組御年始御礼出勤二付）　宮村組大庄屋市 （天保3年）12月11日 横長美・1冊 996－2－5
川覚左衛門→御触元役所

覚（宮村組御年始御礼不参二付）　宮村組大庄屋市 （天保3年）12月11日 横長美・1冊 996－2－6
川覚左衛門→御触元役所

覚（浜尾組御年始御礼不参二付）　大庄屋山川茂＋ （天保3年）12月 横長美・1冊 996－2－7
郎→触元御役所

覚（分家浜尾組御年始御礼出勤二付）　大庄屋山川 （天保3年）12月 横長美・1冊 996－2－8
門之助→触元御役所

来巳御年始御礼郷士井大庄屋庄屋諸役人拾弐之者共出 天保3年12月 横長美・1冊 986
勤書上帳触元役所

御領中寺社修験井郷士諸役人来未年御年始出勤書上 天保5年12月 袋入・7通7冊 278
触元役所

覚（前田川村郷士遠藤弥市郎未御年始御礼申上につ 天保5年12月 竪紙・1通 278－1
き書付）　前田川村郷士遠藤弥市郎

幣塑塊響静鴨幣騨当鱗謝雛i
衛

天保5年12月 竪紙・1通 278－2

覚（分家濱尾村郷士格山川門之助来未御年始御礼出 （天保5年）午12月 横折紙・1通 278－3
勤届書）　大庄屋山川門之助→触元御役所

覚（前田川村来未御年始御礼不参の者調書上）　前 天保5年12月 横折紙・1通 278－4
田川村大庄屋遠藤新兵衛→触元御役所

覚（釜子村来未御年始御礼不参の者調書上）　　［釜 天保5年12月 横折紙・1通 278－5
子組］大庄屋鈴木幸左衛門→触元御役所

来未御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 天保5年12月 横長美・1冊 278－6
番触元大庄屋市川覚左衛門、同山川茂十郎］→［御奉
行所］

来未御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者共出勤書 天保5年12月 横長美・1冊 278－7
上帳　触元役所［年番触元大庄屋市川覚左衛門、同山
川茂十郎］→［御奉行所］

覚（宮村組来未御年始御礼不参の者調書上）　宮村 （天保5年）午12月15日 横折紙・1通 278－8
組大庄屋市川覚左衛門→御触元役所
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／3．年始御礼

覚（宮村組来未御年始御礼出勤の者調書上）　宮村 （天保5年）午12月15日 横長美・1冊（2丁） 278－9

組大庄屋市川覚左衛門→御触元役所

覚（濱尾組来未御年始御礼出勤ならびに不参の者調 （天保5年）午12月 横長美・1冊（4丁〉 278－10

書上）　　［濱尾組］大庄屋山川茂十郎→御触元役所

覚（分家濱尾組来未御年始御礼不参の者調書上） （天保5年）午12月 横長美・1冊（3丁） 278－11

［分家濱尾組］大庄屋山川門之助→御触元役所

覚（釜子組酉年御年始御礼不参の者調書上）　　［釜 天保8年正月 横長美・1冊（3丁） 278－12

子組］大庄屋鈴木幸左衛門→触元御役所

覚（濱尾組来未御年始御礼出勤の者調書上）　　［濱 （天保5年）午12月 横折紙・1通 278－13

尾組］大庄屋山川茂十郎→御触元役所

覚（栃本組来未御年始御礼不参の者調書上）　　［栃 （天保5年）午12月 横長美・1冊（2丁） 278－14

本組］大庄屋根本利右衛門

御領中寺社修験挿郷士諸役人来酉年御年始御礼出勤書 天保7年12月 袋入・2冊 279
上　触元役所

来酉御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 天保7年12月 横長美・1冊 279－1

帳　触元役所［年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同山川
茂十郎］→［御奉行所］

来酉御年始御礼寺社出勤書上帳　触元役所［年番触元 天保7年12月 横長美・1冊 279－2

大庄屋鈴木幸左衛門、同山川茂十郎］→［御奉行所］

御領中寺社修験井郷士諸役人来卯御年始御礼書上　年 安政元年12月 袋入・8点 244～245
番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門

来卯御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 安政元年12月 横長美・1冊 244－1

屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御奉行所

覚（前田川村郷士遠藤弥市郎・同郷士格御取扱遠藤
　新兵衛御年始御礼出勤につき届）　大庄屋遠藤新

天保8年正月 竪紙・1通 244－2

兵衛→触元御役所

覚（組下村々寺社井村役人来酉御年始御礼出勤の者 申年12月21日 横長美・仮1冊（2 244－3
書上）　　（宮村組）大庄屋市川覚左衛門→触元御役所 丁）

覚（組下村々寺社修験井村役人来酉御年始御礼出勤 申年12月 横長美・仮1冊（3 244－4

不参の者書上）　　［栃本組］大庄屋根本八左衛門→ 丁）

御触元役所

覚（組下村々寺社修験井村役人来酉御年始御礼出勤 申年12月 横長美・仮1冊（4 244－5

不参の者書上）　　［浜尾組］大庄屋山川文之助→触 丁）

元御役所

覚（組下村々寺社修験井村役人来酉御年始御礼出勤 申年12月 横長美・仮1冊（5 244－6

不参の者書上）　分家浜尾組大庄屋山川門之助→触 丁）

元御役所

槍羅鵬巷犠踊尉懲瑠甥文灘轟裟差 子年正月 竪紙・1通 244－7

屋山川文之助→触元御役所

以灘禦潔塘翻編蘇魏轡庄屋鱗薪 嘉永6年正月5日 竪紙・1通 244－8

庄屋源助、後見緑川覚之丞→触元御役所

覚（組下村々寺社修験井村役人来酉御年始御礼出勤 嘉永元年申12月 仮綴（横）・1綴（9 245
不参の者書上）　　［宮村組］大庄屋市川覚左衛門； 通）

［分家浜尾組］大庄屋山川門之助；分家浜尾組大庄屋山
川門之助；［釜子組］大庄屋鈴木幸左衛門；［分家浜
尾組大庄屋］山川市郎右衛門；［分家浜尾組］吉田与
市、関根沢右衛門；［松本組］庄屋大沼徳左衛門、遠
藤啓作；［宮村組］大庄屋市川
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／3。年始御礼

御領中寺社修験井郷士諸役人来丑年御年始御礼出勤書 天保ll年12月 袋入・4点 280～281
上　触元役所

来丑御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上
　帳　触元役所［年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同根本

天保11年12月 横長美・1冊 280

八左衛門］→［御奉行所］

来丑御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 天保11年12月 横長美・1冊 281－1
番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同根本八左衛門］→［御
奉行所］

覚（御年始御礼出勤ならびに不参調書綴）　　［濱尾 （天保11年）子年12月 綴・仮・1綴，（3冊 281－2
組］大庄屋役矢部延右衛門；前田川村郷士遠藤猪野右 18通）

衛門；濱尾村郷士山川文之助；前田川村大庄屋遠藤新
兵衛；その他→触元御役所；大庄屋所

覚（宮村組来丑御年始御礼出勤の者調書上）　　［宮 （天保11年）子年12月 横長美・1冊（2丁） 281－3
村組］大庄屋市川覚左衛門→御触元役所

御領中寺社修験井郷士諸役人来卯年御年始御礼出勤書 天保13年12月 袋入・2冊1綴 282～283
上　触元役所

来卯御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 天保13年12月 横長美・1冊 282
番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同市川覚左衛門］→［御
奉行所］

来卯御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 天保13年12月 横長美・1冊 283－1
帳　触元役所［年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同市川
覚左衛門］→［御奉行所］

覚（御年始御礼出勤ならびに不参調書綴）　　［濱尾 （天保13年）寅12月 仮綴・1綴（8通4 283－2
村郷士］山川文之助；［濱尾組］大庄屋山川文之助； 冊）

分家濱尾組大庄屋山川門之助；その他→触元御役所；
大庄屋所

来巳御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上帳 弘化元年12月 横長美・1冊 240
触元役所［年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、市川覚左衛門
奉願参宮仕候二付帰国迄助根本八左衛門］→御奉行所

来巳御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年番 弘化元年12月 横長美・1冊 353
触元大庄屋鈴木幸左衛門、市川覚左衛門奉願参宮仕候二
付帰国迄助根本八左衛門］

来未御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上帳 弘化3年12月 横長美・1冊 241
触元役所［年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同市川覚左衛
門］→御奉行所

御領中寺社修験井郷士諸役人来未年御年始御礼出勤書 弘化3年 袋入・1冊1綴 284
上　　（触元役所力）（袋破損）

来未御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 弘化3年12月 横長美・1冊 284－1
番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同市川覚左衛門］→［御
奉行所］

覚（御年始御礼出勤ならびに不参調書綴）　宮村組 弘化3年12月 仮綴・1綴（5通5 284－2
大庄屋市川覚左衛門；［釜子組］大庄屋鈴木幸左衛 冊）

門；［濱尾組］大庄屋山川文之助；［栃本組］大庄屋
根本八左衛門；その他→触元御役所

御領中寺社修験井郷士諸役人来酉年御年始御礼出勤書 嘉永元年12日 袋入・3冊1通 285～286
上　触元役所

来酉御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 嘉永元年12月 横長美・1冊 285
番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同市川覚左衛門］→［御
奉行所］

来酉御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 嘉永元年12月 横長美・1冊 286－1
帳　触元役所［年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、同市川
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