
1．触元役所／1，法制及び領主関係事務／3．年始御礼

覚左衛門］→［御奉行所］

覚（濱尾組来酉御年始御礼出勤ならびに不参調書） （嘉永元年）申12月 横長美・1冊（5丁） 286－2

［濱尾組］大庄屋山川茂十郎→触元御役所

覚（組外小山田村来酉御年始御礼出勤ならびに不参 （嘉永元年）申12月 横折紙・1通 286－3

調書）　大庄屋関根沢右衛門→触元御役所

御領中寺社修験井郷士諸役人来亥年御年始御礼出勤書 嘉永3年12日 袋入・1冊1綴 287～288
上　触元役所

来亥御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 嘉永3年12日 横長美・1冊 287
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 （嘉永3年）戌12月 仮綴・1綴（2通5 288
組］大庄屋山川文之助；分家濱尾組大庄屋市川六郎右 冊）

衛門；［釜子組］大庄屋鈴木幸左衛門；［栃本組］大
庄屋根本八左衛門；その他→触元御役所

来丑御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上帳 嘉永5年12月 横長美・1冊 242
年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、市川覚左衛門→御奉行所

御領中寺社修験井郷士諸役人来丑年御年始御礼出勤書 嘉永5年子12日 袋入・3冊2綴 289
上拍　年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、市川覚左衛門

来丑御年始御礼寺社修験出勤書上帳　触元役所［年 嘉永5年子12月 横長美・1冊 289－1

番触元大庄屋鈴木幸左衛門、市川覚左衛門］→［御奉
行所］

覚（分家濱尾組村々寺社修験ならびに郷士諸役人来
　卯年御年始御礼出勤ならびに不参取調書上）　分

寅年12日 横長美・1冊 289－2

家濱尾組大庄屋山川市郎右衛門→触元御役所

覚（宮村組村々御年始御礼出勤ならびに不参調書綴） 寅年12月 仮綴・1綴（2冊） 289－3

宮村組大庄屋市川覚左衛門→触元御役所

覚（濱尾組村々御年始御礼出勤ならびに不参調書綴） 寅年12月 仮綴・1綴（1通1 289－4

［濱尾組］大庄屋山川文之助→触元御役所 冊）

覚（栃本組村々御年始御礼出勤ならびに不参調書綴） 寅年12月 仮綴・1冊（3丁） 289－5

［栃本組］大庄屋根本八左衛門→触元御役所

（御領中寺社修験井諸役人来卯御年始御礼出勤ならび 安政元年12月 袋入・1綴2冊 264
に不参調書）　年番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚
左衛門

覚（寺院無住ならびに神主修験病気につき来卯御年 （安政元年）寅12月 横長美・1冊 264－4

始御礼不参の者書上）　年番触元大庄屋根本八左衛
門、同市川覚左衛門→御領方御役所

覚（病気につき来卯御年始御礼不参の者書上）　年 （安政元年）寅12月 横長美・1冊 264－2

番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領方
御役所

（御年始御礼出勤の者書上ならびに不参の者書上綴） （安政元年）寅12月～ 仮綴・1綴（8通） 264－3

宮村組梁森村ほか各村庄屋→大庄屋所；栃本組上野出 （安政2年）卯正月
島村庄屋→大庄屋所；年番触元大庄屋根本八左衛門、
同市川覚左衛門→御奉行所；（ほか略）

来卯御年始御礼郷士拝大庄屋庄屋格式之者出勤書上帳 安政元年12月 横長美（袋入）・ 271
年番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御奉行 1冊

所

御領中寺社修験井郷士諸役人来酉御年始御礼書上　年 万延元年12月 袋入・2冊 249～250
番触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門

来酉御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 万延元年12月 横長美・1冊 249
屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御奉行所
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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

来巳御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 安政3年12月 横長美・1冊 250
帳　年番触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門→
御奉行所

来巳御年始御礼寺社修験出勤書上帳［（袋表書）「御領 安政3年12月 横長美（袋入）・ 246
中寺社修験井郷士諸役人来巳御年始御礼書上］　年 1冊

番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御奉行所

御領中寺社修験井諸役人来巳御年始不参調書　年番触 安政3年12月 袋入・2冊 265
元大庄屋市川覚左衛門、根本八左衛門

覚（病気につき来巳御年始御礼不参の者書上）　年 （安政3年）辰12月 横長美・1冊 265－1

番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領方
御役所

覚（寺院無住ならびに神主修験病気につき来卯御年 （安政3年）辰12月 横長美・1冊 265－2
始御礼不参の者書上）　年番触元大庄屋根本八左衛
門、同市川覚左衛門→御領方御役所

宮難獣糠製畢分家浜尾組来巳御年始出勤井不 安政3年12月 袋入・5冊 272

覚（組下村々来巳御年始御礼出勤ならびに不参の者
　書上）　分家浜尾組大庄屋山川門之助→触元御役所

（安政3年）辰12月 横長美・1冊 272－1

覚（組下村々来巳御年始御礼出勤ならびに不参の者 （安政3年）辰12月 横長美・1冊 272－2
書上）　　［前田川組］大庄屋遠藤真之助→触元御役所

覚（組下村々来巳御年始御礼出勤ならびに不参の者 （安政3年）辰12月 横長美・1冊 272－3
書上）　　［栃本組］大庄屋根本八左衛門→御触元御役
所

覚（組下村々来巳御年始御礼不参の者書上）　　［宮 （安政3年）辰12月 横長美・1冊 272－4
村組］大庄屋市川覚左衛門→触元御役所

覚（組下村々来巳御年始御礼出勤の者書上）　　［宮 （安政3年）辰12月 横長美・1冊 272－5
村組］大庄屋市川覚左衛門→触元御役所

御領中寺社修験井郷士諸役人来未御年始御礼書上　年 安政5年12月 袋入・2冊 247～248
番触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門

来未御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 安政5年12月 横長美・1冊 247
帳　年番触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門→
御奉行所

来巳御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 安政5年12月 横長美・1冊 248
屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御奉行所

御領中寺社修験井諸役人来未御年始不参調書入　年番 安政5年12月 袋入・2冊 266
触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門

覚（寺社修験無住につき来未御年始御礼不参届） （安政5年）午12月 横長美・1冊（4丁） 266－1

年番触元大庄屋根本八左衛門、市川覚左衛門→御領方
御役所

樫簗難盟螺鰍麟謝治鷺離遵餐 （安政5年）午12月 横長美・1冊（2丁） 266－2

根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領方御役所

宮蝶獣糠製畢分家浜尾組来未御年始出勤井不 安政5年12月 袋入・1綴2冊 273

覚（組下村々来未御年始御礼出勤ならびに不参の者 （安政5年）午12月 仮綴・1綴（6冊2 273－1
書上）　　［前田川組］大庄屋遠藤真之助；［宮村組］ 通）

大庄屋市川覚左衛門；［分家浜尾組］大庄屋山川門之
助→触元御役所

覚（組下村々来未御年始御礼出勤ならびに不参の者 （安政5年）午12月 横長美・1冊（2丁） 273－2
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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

書上）　　［栃本組］大庄屋根本八左衛門→御触元役所

覚（組下村々来未御年始御礼出勤ならびに不参の者 （安政5年）午12月 横長美・1冊（2丁） 273－3
書上）　　［宮村組］大庄屋市川覚左衛門→触元役所

御領中寺社修験井郷士諸役人当巳御年始御礼書上帳入 明治2年2月 袋入・5冊1通 254～257
年番触元大庄屋山川寛次郎、根本栄三郎

来酉御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 万延元年12月 横長美・1冊 254－1

帳　年番触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門→
御奉行所

覚（浜尾組来酉御年始御礼出勤の者書上）　浜尾組 申年12月 竪折紙・1通 254－2

大庄屋山川文之助→触元御役所

来亥御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 文久2年12月 横長美・1冊 255－1

屋遠藤卯野右衛門、同市川覚左衛門→御奉行所

（寺院無住ならびに病気にて当巳年御年始御礼不参 明治2年2月 横長美・仮1冊（2 255－2
の者書上）　年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川覚次 丁）

郎→御奉行所

当巳御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 明治2年2月 横長美・1冊 256
屋根本栄三郎、山川寛次郎→御奉行所

当巳御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 明治2年2月 横長美・1冊 257
帳　年番触元大庄屋山川寛次郎、根本栄三郎→御奉行
所

御領中寺社修験井諸役人来酉御年始不参調書入　年番 万延元年12月 袋入・2冊 267
触元大庄屋市川覚左衛門、同根本八左衛門

覚（寺社修験無住につき来未御年始御礼不参届） （万延元年）申12月 横長美・1冊（5丁） 267－1

年番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領
方御役所

覚（分家浜尾組狸森村郷士格御取扱関根四郎右衛門 万延元年12月 横長美・1冊（2丁） 267－2

ほかの者、病気につき来未御年始御礼不参届）
年番触元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領
方御役所

宮鯉瀧翻駅総籍鷺纏響台出勤井領 万延元年12月 袋入・5冊5通 274

覚（来酉年御年始御礼出勤の者書上）　　［宮村組］ （万延元年）申12月 横長美・1冊（3丁） 274－1

大庄屋市川覚左衛門→触元御役所

覚（宮村組寺社修験ならびに諸役人御年始御礼不参 （万延元年）申12月 横長美・1冊（2丁） 274－2
の者書上）　　［宮村細大庄屋市川覚左衛門→触元御
役所

覚（組下村々来酉御年始御礼出勤ならびに不参の者 （万延元年）申12月 横長美・1冊（4丁） 274－3
書上）　　［前田川組］大庄屋遠藤真之助→触元御役所

覚（組下村々来酉御年始御礼出勤ならびに不参の者 （万延元年）申12月 横長美・1冊（2丁） 274－4
書上）　　［栃本組］大庄屋根本八左衛門→触元御役所

覚（組下村々来酉御年始御礼出勤ならびに不参の者 （万延元年）申12月 横長美・1冊（9丁） 274－5
書上）　分家濱尾組大庄屋山川鉄之助→触元御役所

覚（来酉年九十歳の者につき書上）　宮村組大庄屋 （万延元年）申12月 横折紙・1通 274－6
市川覚左衛門→触元御役所

覚（来酉年九十歳の者につき書上）　分家濱尾組大 （万延元年）申12月 横折紙・1通 274－7
庄屋山川鉄之助→触元御役所

覚（前田川村郷士遠藤真之助来酉御年始御礼出勤に （万延元年）申12月 横折紙・1通 274－8
つき書上）　　［前田川組］大庄屋遠藤真之助→触元御
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（来酉年九十歳の者につき書上）　　［前田川組］ （万延元年）申12月 横折紙・1通 274－9
大庄屋遠藤真之助→触元御役所

覚（来酉年九十歳の者につき書上）　栃本組大庄屋 （万延元年）申12月 横折紙・1通 274－10

根本八左衛門→触元御役所

来亥御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上帳 文久2年12月 横長美・1冊 243
年番触元大庄屋遠藤卯之右衛門、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丑御年始御礼書上帳 元治元年12月 袋入・2冊 251～252
年番触元大庄屋山川門之助、同根本栄三郎

来丑御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 元治元年12月 横長美・1冊 251
屋山川門之助、同根本栄三郎→御奉行所

来丑御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 元治元年12月 横長美・1冊 252
帳　年番触元大庄屋山川門之助、根本栄三郎→御奉行
所

御領中寺社修験井諸役人来丑御年始不参調書入　年番 元治元年12月 袋入・2冊 268
触元大庄屋山川門之助、根本栄三郎

覚（寺社修験無住ならびに病気につき来丑御年始御 （元治元年）子12月 横長美・1冊（3丁） 268－1
礼不参届）　年番触元大庄屋根本栄三郎、山川門之助
→御奉行所

覚（前田川組塩田村庄屋塩田甚助ほかの者、病気に 元治元年12月 横長美・1冊（3丁） 268－2
つき来丑御年始御礼不参届）　年番触元大庄屋根本
栄三郎、山川門之助→御奉行所

宮村組栃本組前田川組分家浜尾組来丑御年始御礼出勤 元治元年12月 袋入・2綴4冊2通 275
不参相調書帳入　大庄屋所

覚（来亥御年始御礼出勤ならびに不参調書）　［分 （文久2年）戌12月 横長美・1冊（5丁） 275－1

家濱尾組］大庄屋山川鉄之助→触元御役所

口上之覚（分家濱尾組狸森村組頭太田甚蔵急病につ （元治2年）丑2月 横折紙・1通 275－2
き御年頭出勤不参の届け）　［分家濱尾組狸森村］
庄屋内根只介、同荻野秀助→大庄屋所

口掻製欝欝灘瀦驚嗜藤轟鎧ロ嚇 （元治元年）子12月 横折紙・1通 275－3

衛門→触元役所

覚（寺社修験無住ならびに病気につき来丑御年始御 （元治元年）子12月 横長美・1冊（3丁） 275－4
礼不参の者書上）　年番触元大庄屋根本栄三郎、同
山川門之助→御奉行所

覚（病気につき来丑御年始御礼不参の者書上）　年 元治元年12月 横長美・1冊（3丁） 275－5
番触元大庄屋根本栄三郎、同山川門之助→御奉行所

来丑御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 元治元年12月 横長美・1冊 275－6
屋山川門之助、同根本栄三郎

覚（栃本組各村のうち病気につき御年始御礼不参の （元治元年）子正月～ 仮綴・1綴（3通） 275－7
者書上綴］　［栃本組形見村］庄屋大沼徳三郎；［栃 （元治2年）丑正月
本組吉岡村］庄屋関根永作；その他→大庄屋所

覚（御年始御礼出勤ならびに不参調書綴）　　［前田 （文久2年）戌12月～ 仮綴・1綴（5冊） 275－8
川組］大庄屋遠藤卯野右衛門；［分家濱尾組］大庄屋 （元治元年）子12月

山川門之助；［宮村組］大庄屋市川覚左衛門；［栃本
組］大庄屋根本栄三郎→触元御役所

御領中寺社修験井郷士諸役人来卯御年始御礼書上帳入 慶応2年12月 袋入・2冊 253
年番触元大庄屋山川門之助、根本栄三郎

来卯御年始御礼郷士井大庄屋庄屋格式之者出勤書上 慶応2年12月 横長美・1冊 253－1
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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

帳　年番触元大庄屋山川門之助、根本栄三郎→御奉行
所

覚（病気につき来卯御年始御礼不参の者書上）　年 慶応2年12月 横長美・1冊 253－2
番触元大庄屋根本栄三郎、山川門之助→御奉行所

御領中寺社修験井諸役人来卯御年始不参調書入　年番 慶応2年12月 袋入・2冊 269
触元大庄屋山川門之助、根本栄三郎

来卯御年始御礼寺社修験出勤書上帳　年番触元大庄 慶応2年12月 横長美・1冊 269－1

屋山川門之助、根本栄三郎→御奉行所

覚（寺社修験無住ならびに病気につき来卯御年始御 （慶応2年）寅12月 横長美・1冊（3丁） 269－2
礼不参届）　年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川門之
助→御奉行所

御年始御礼出勤不参調書入　前田川組 明治2年2月 袋入・2冊4枚 270

覚（寺社修験年始御礼不参書上） 横長美・1冊（2丁） 270－1

覚（前田川村郷士遠藤卯野右衛門ほか諸役人御年始 横長美・1冊（4丁） 270－2
御礼不参書上）

覚（寺社修験ならびに諸役人不参書上） 断簡、横折紙・4
枚

270－3

御年始御礼出勤井不参之者調書入　濱尾組 明治2年2月 袋入・3通5綴 276

覚（前田川組小倉村のうち病気につき御年始不参の （明治2年）巳2月16日 横折紙・1通 276－1
者書上）　　［前田川組小倉村庄屋］遠藤儀左衛門、大
沢源兵衛→大庄屋所

覚（濱尾組雨田村、前田川組上小山田村、濱尾組大 2月16日 横折紙・1通 276－2
栗村、狸森村のうち病気につき御年始き不参の者
書上）　　（濱尾組雨田村）関根四郎次、（前田川組上
小山田村）溝井重右衛門、（濱尾組大栗村）矢部延右衛
門→大庄屋所

覚（前田川組塩田村、中宿村、下宿村のうち病気に （明治2年）巳2月16日 横折紙・1通 276－3
つき御年始不参の者書上）　（前田川組塩田村庄屋）
塩田甚助、（中宿村庄屋）矢次重右衛門、（下宿村庄屋）
村越儀兵衛→大庄屋所

覚（前田川組塩田村組頭橋本源吉病気につき御年始 （明治2年）巳2月15日、 仮綴・1綴（3通） 276－4
不参届書ならびに小作田村神主等到着届書綴） 16日

［前田川組塩田村］庄屋塩田省次郎、塩田甚助→触元年
番大庄屋所

覚（御年始御礼出勤ならびに不参調書綴）　　［宮村 （明治2年）巳正月～2 仮綴・1綴（8通） 276－5
組］大庄屋市川源之丞；［宮村組小松村］庄屋須金嘉 月

作；その他→大庄屋所

覚（前田川組村々のうち御年始御礼出勤ならびに不 （明治2年）巳正月～2 綴・1綴（10通） 276－6
参調書綴）　　［前田川組］大庄屋遠藤卯野右衛門； 月

［前田川組同村］庄屋遠藤市蔵；その他前田川組各村庄
屋→大庄屋所ほか

樫耗纏欝村々畠編舗耀購犠蒙 （明治2年）巳正月～2
月

綴・1綴（12通） 276－7

郎、庄屋有賀権次郎；［釜子組河原田村］庄屋廣瀬藤
十郎；その他釜子組栃本組各村庄屋→大庄屋所

覚（濱尾組村々のうち御年始御礼出勤ならびに不参 （明治2年）巳正月～2 綴・1綴（10通） 276－8
調書綴）　　［濱尾組両濱尾村］庄屋兼帯大庄屋山川寛 月

次郎；［濱尾組小作田村］庄屋関根寅之助；その他濱
尾組各村庄屋→大庄屋所

御管内中寺社修験井二元郷士諸役人来未御年始御礼申 明治3年12月 袋入・3冊 258～260
上候者書上帳入　触元大庄屋根本栄三郎
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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

来未社家御年始御礼申上候者書上帳　触元大庄屋根 明治3年12月 竪美・1冊 258
本栄三郎→民政御役所

来未寺院御年始御礼申上候者書上帳　触元大庄屋根 明治3年12月 竪美・1冊 259
本栄三郎→民政御役所

来未御年始御礼申上候者書上帳　触元大庄屋根本栄三 明治3年12月 竪美・1冊 260
郎→民政御役所

来申御年始御礼出勤名面帳　触元大庄屋根本栄三郎→釜 明治4年12月 竪美・1冊 261
子御役所

当申社家御年始御礼申上侯者書上帳拍　触元大庄屋根 明治5年正月 竪半・1冊 262
本栄三郎→釜子御役所

当申寺院御年始御礼申上候者書上帳拍　触元大庄屋根 明治5年正月 竪半・1冊 263
本栄三郎→釜子御役所

覚（寺院・修験・郷士・村役人来卯御年始御礼出勤調 寅年12月 横長美・1冊 762－1

書）　大庄屋遠藤卯之右衛門→触元御役所

覚（寺院・修験・郷士・村役人来卯御年始御礼出勤調 寅年12月 横長美・1冊 762－2
書）　大庄屋山川門之助→触元御役所

覚（栃本組寺社修験献上晶書上帳） 横長半・1冊 2391

1．1．4．巡見、廻村

御巡見様御用中宿詰賄入用改帳　中宿村詰拾壱ヶ村 宝暦11年5月 横長美・1冊 700

御道順之覚 天明2年4月13日 横長美・1冊 2336

御巡見様御通筋村々江入用銭前割帳　高田領触元役所 天明8年3月10日 横長美・1冊 702

御巡見様御案内記　越後高田領笹原庄中野村菊池万平 天明8年5月 横美半・1冊 995

御巡見様御通行二付品々相調書上帳　金山組郷渡村 天明8年6月 横長美・1冊 698
［金山組郷渡村庄屋武左衛門］→大庄屋所

御巡見二付諸入用積割合取立控帳　触元役所 天明8年6月 横長美・1冊 704

御巡見御用人足賄調書上帳　金山組中野村、内松村［組 天明8年7月 横長美・1冊 701
頭長右衛門他組頭2名、庄屋菊池弥市右衛門］

御巡見御用人足賄調書上帳　金山組中野村、内松村［組 天明8年7月 横長美・1冊 706
頭長右衛門他2名、庄屋菊池弥市右衛門］

御巡見御案内手鑑 天明8年9月 横半半・1冊 697

両御巡見様御通行二付諸入用調寄帳　白川郡金山組 天明8年11月 横長美・1冊 703
［金山組大庄屋石井又左衛門］

道普請井両御巡見様御通行諸入用割帳　白川郡三組［釜 天保9年6月 横長美・1冊 699－1

子組惣代広瀬角十郎、栃本組惣代小平藤右衛門、宮村組
惣代穂積長左衛門］→三組大庄屋所

覚（中宿村他五ヶ村諸入用勘定書） （天保9年ヵ） 横折紙・1冊 699－2

御巡見様御通二付諸入用大積り割　浅川組大庄屋芳賀八 寅年10月13日 横長美・1冊 705
郎右衛門他大庄屋6名、庄屋11名

三森村芳賀順平覚書［覚］（御役人宿泊賄い賃等御代 巳年12月20日 横折紙・1通 1492
改書出のこと）　三森村芳賀順平→沼田様、穂積様
（紙背）（御徒目付様等休泊賄い覚）

（当御検見御順ならびに人足等二付廻状）　触元役所→ 未年10月15日 横長美・1冊 2335
右大庄屋所、庄屋中
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1．触元役所／1．法制及び領主関係事務／4．巡見、廻村

領奉行触書［覚］（御巡見御通行につき申渡し箇条の 申年5月 竪継紙・1通 1559
こと）　領奉行

御道順之覚 横長美・1冊 350

1．1、5．郷足軽

（時変二付郷御足軽諸入用調書類綴）　触元役所 元治元年 仮綴（もと袋入か） 763
・1通1冊

、

（時変二付郷御足軽諸入用調帳袋）　触元役所 元治元年2月 袋・1枚 763－1

覚（郷足軽扶持米勘定書）　年番触元大庄屋根本栄三 丑年7月 横折紙・1通 763－2

郎、山川門之助→釜子御蔵

覚（郷足軽扶持米勘定書）　年番触元大庄屋根本栄三 丑年2月 横長美・1冊 763－3

郎、同山川門之助→御手代中様

覚（郷足軽御扶持方米、触元へ引移り候節御入用、非
　常入用蝋燭代、惣代給料等4組割賦書）　宮村組惣代

子年10月 横折紙・1通 1920

緑川佐和右衛門、栃本組惣代大沼徳三郎→年番触元大庄
屋所

覚（郷足軽御扶持方米等組々割賦書）　宮村組惣代緑 子年10月 横折紙・1通 1921
川佐和右衛門、栃本組惣代大沼徳三郎→年番触元大庄屋
所

覚（領中郷足軽扶持米調書）　惣代塩田鹿猪助、穂積勝 子年10月 横折紙・1通 2209
助

時変二付郷御足軽諸入用調帳　白川郡、岩瀬郡［宮村組 丑年2月20日 横長美・1冊 764
釜子村庄屋鈴木玄次郎他栃本組吉岡村庄屋、前田川組上
小山田村庄屋、分家浜尾組日興村］→年番触元大庄屋所

覚（御渡米差引勘定）　関根四郎治、塩田鹿猪助、穂積 丑年2月 横折紙・1通 2219一唱

勝助、深谷千鹿之助→触元大庄屋所

覚（御勘定御請取方払方調書）　郷足軽惣代関根四郎治、 子年12月22日 横長美・1冊 2219－2

穂積勝助、塩田鹿猪助、深谷千鹿之助→触元大庄屋山川
門之助、根本栄三郎

覚（御渡金差引勘定）　関根四郎治、塩田鹿猪助、穂積 丑年2月 横長美・1冊 2219－3

勝助、深谷千鹿之助→触元大庄屋所

覚（御渡金残高渡方願書）　関根四郎治、塩田鹿猪助、 丑年7月29日 横折紙・1通 2219－4

穂積勝助、深谷千鹿之助→触元大庄屋所

覚（御渡金勘定届書）　関根四郎治、塩田鹿猪助、穂積 丑年8月29日 横折紙・1通 2219－5

勝助、深谷千鹿之助→触元大庄屋所

1．2．土地関係事務

1．2．1．新田、荒地

享保元年以後開発新田帳　触元大庄屋根本八左衛門、同 延享3年 竪美・1冊 964－2

芳賀八郎右衛門

古荒地田畑点検帳　宮村組三森村［組頭渡部忠三郎、庄 明治4年2月 横半半・1冊 806
屋芳賀順平、大庄屋市川覚八］→触元御役所

古荒地田畑鹿絵図入　宮村組、釜子組（宮村組内松村、 明治4年未2月 袋入・8鋪 1924
三森村、下羽原村、中野村、釜子組深渡戸村、堀之内村、
川東田村、小貫村各村村役人、大庄屋市川覚八）→触元
役所
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1．触元役所／2。土地関係事務／2．絵図

1．2．2．絵図

（前田川組小倉村絵図）　前田川組小倉村組頭嘉蔵他組頭 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2406
3名、庄屋儀八郎、同源十郎、大庄屋遠藤一郎→触元御役
所

（前田川組市野関村絵図）　前田川組市野関村組頭佐市、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2407
同惣平、庄屋与市、大庄屋遠藤一郎→触元御役所

（前田川組同村絵図）　前田川組同村庄屋門三郎、大庄屋 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2408
遠藤一郎→触元御役所

（前田川組上小山田村絵図）　前田川組上小山田村庄屋 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2409
延十郎、大庄屋遠藤一郎→触元御役所

（前田川組塩田村絵図）　前田川組塩田村組頭茂平他組頭 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2410
3名、庄屋省次郎、同丹治、取締役重次郎、大庄屋遠藤一
郎→触元御役所

（前田川組下小山田村絵図）　前田川組下小山田村組頭 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2411
利平、同米吉、同友吉、庄屋兼帯重次郎、大庄屋遠藤一
郎→触元御役所

（釜子組小貫村絵図）　釜子組小貫村組頭利喜蔵他組頭2 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2412
名、庄屋兼帯猶次郎、大庄屋市川覚八→触元御役所

（釜子組中寺村絵図）　釜子組中寺村組頭重蔵、庄屋森三、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2413
大庄屋兼帯市川覚八→触元御役所

（釜子組河東田村絵図）　釜子組河東田村組頭蔦蔵、同忠 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2414
三郎、庄屋藤十郎、大庄屋兼帯市川覚八→触元御役所

（釜子組堀之内村絵図）　釜子組堀之内村組頭常七、同清 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2415
平、庄屋長平、大庄屋兼帯市川覚八→触元御役所

（釜子組深渡戸村絵図）　釜子組深渡戸村組頭清七、同与 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2416
五郎、庄屋兼帯長平、大庄屋兼帯市川覚八→触元御役所

（釜子組釜子村絵図）　釜子組釜子村組頭源蔵他組頭3名、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2417
庄屋源五郎、同猶次郎、大庄屋兼帯市川覚八→触元御役
所

（宮村組番沢村絵図）　宮村組番沢村組頭亀蔵他組頭3名、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2418
庄屋耕作、大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組三森村絵図）　宮村組三森村組頭忠三郎、庄屋順 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2419
平、大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組下羽原村絵図）　宮村組下羽原村組頭伝七、庄屋 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2420
六郎、大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組同村絵図）　宮村組同村組頭伝次郎、同佐十郎、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2421
大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組簗森村絵図）　宮村組簗森村組頭弥市、同富作、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2422
庄屋四郎、大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組小松村絵図）　宮村組小松村組頭清四郎、同栄次 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2423
郎、庄屋嘉作、大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組内松村絵図）　宮村組内松村組頭八曽吉、庄屋啓 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2424
十郎、大庄屋市川覚八→触元御役所

（宮村組中野村絵図）　宮村組中野村組頭清七、同粂十、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2425
庄屋甚内、大庄屋市川覚八→触元御役所

（栃本組下野出嶋村絵図）　組頭惣七他組頭2名、庄屋彦 明治3年6月 竪継紙・1鋪 2427
四郎、大庄屋根本栄三郎→触元御役所
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1．触元役所／2．土地関係事務／2．絵図

（栃本組深仁井田村絵図）　栃本組深仁井田村組頭万吉、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2428
同常吉、庄屋金次郎→触元御役所

（栃本組千田村絵図）　栃本組千田村組頭佐吉、同粂蔵、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2429
庄屋雄三、大庄屋根本栄三郎→触元御役所

（栃本組吉岡村絵図）　栃本組吉岡村組頭三代吉、同林蔵、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2430
庄屋永作→触元御役所

（栃本組同村絵図）　栃本組同村組頭銀蔵、同初太郎、大 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2431
庄屋根本栄三郎→触元御役所

（栃本組上野出嶋村絵図）　栃本組上野出嶋村組頭善平、 （明治3年7月ヵ） 竪継紙・1鋪 2432
同平吉、同奥蔵、庄屋兼帯大庄屋根本栄三郎→触元御役
所

（栃本組形見村絵図）　栃本組形見村組頭金蔵、同早蔵、 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2433
庄屋徳三郎

（栃本組大竹村絵図）　栃本組大竹村組頭栄蔵、庄屋兼帯 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2434
金次郎→触元御役所

（栃本組細倉村絵図）　栃本組細倉村組頭作平、庄屋兼帯 明治3年7月 竪継紙・1鋪 2435
金次郎→触元御役所

（宮村組番沢村絵図）　宮村組番沢村組頭根本亀蔵、同根 明治4年2月 竪継紙・1鋪 2426
本治一郎、同近藤平重、庄屋穂積和吉、大庄屋市川覚八
→触元御役所

1．3、貢租諸役・財政関係事務

1．3．1、勘定、納入

　1．3．1．1．年貢小物成、諸役

御離籍茎無轄発講糠罐昼撫尉碧鱗 明和2年～安永2年 仮綴・1綴 2155

品々割合入　　（触元役所）　（明和2年12月r御金方御
上納之訳相調書上帳」　安永2年2月「御物成定納月割合
帳」　安永元年12月「御普請御入用金割合帳」　明和7年
11月「日光御固御入用才覚金割合帳」）

夏成金之内御繰上金割合書上帳　触元役所→御奉行所 安永9年4月 横長美・1冊 770

当子夏成金之内先納金御利足帳　触元役所→御金方御役 安永9年6月 横長美・1冊 2170
所

小役物品々書上帳　浅川組十九ヶ村［浅川組大庄屋芳賀 天明2年5月 横長美・1冊 443
官蔵］→触元役所

万引方書上帳　石川組双里村［石川組双里村組頭清右衛門、 天明2年5月 竪美・1冊 733
庄屋茂藤次、大庄屋鈴木茂七］

万引方書上帳　石川組谷地村［石川組谷地村組頭惣兵衛、 天明2年5月 竪美・1冊 734
庄屋兼帯中田村庄屋瀬谷伊右衛門、大庄屋鈴木茂七］

辰年不納金組々才覚金差引書上帳　触元役所 天明5年正月21日 横長美・1冊 516

卯不納石代金五年賦割合酉四月九月両度分取立帳　触 寛政3年10月21日 横長美・1冊 437
元役所

御領中御高井萱葭藁書出帳　触元役所 寛政4年正月 竪美・1冊 909

卯未納石代金済口調書上帳　柳橋組浮金村［組頭庄兵衛、 寛政4年4月 横長美・1冊 766
同利兵衛、庄屋新八、大庄屋遊佐順蔵］
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1．触元役所／3。貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／1．年貢小物成諸役

卯不納石代金年賦済口書分調帳　前田河組同村［前田川 寛政4年4月 横長美・1冊 767－1
組同村組頭忠吉他組頭2名、大庄屋遠藤捨五郎］

卯不納石代金済口相調書上帳　前田川組川辺村［組頭伊 寛政4年4月 横長美・1冊 767－2
左衛門他組頭3名、庄屋円谷甚太郎、大庄屋遠藤捨五郎］
→大庄屋所

卯不納石代金済口相調書上帳　前田川組狸森村［組頭武 寛政4年4月 横長美・1冊 767－3
右衛門他組頭3名、庄屋兼帯四辻新田村庄屋吉兵衛、大栗
村庄屋源次右衛門、大庄屋遠藤捨五郎］

卯年不納石代金年々指引調帳　滑津組同村［滑津組同村 寛政4年4月 横長美・1冊 768
組頭善左衛門他組頭3名、庄屋水野谷惣七、大庄屋野木平
右衛門］

寅年献上御駒代金割賦取立牒　触元役所→右御組々大庄 寛政6年3月 横長美・1冊 761
屋所、組外村々庄屋中

卯年御献上御駒代金割賦取立牒　触元役所→右御組々大 寛政7年2月 横長美・1冊 760
庄屋所、組外村々庄屋中

御取計金割合帳入 文化4年卯9月 袋入・1冊1綴1通 1948

浅川御蔵御廻米鯨石分御取計金割合帳　金山組、栃 文化4年卯9月 横長美・1冊 1948－1

本組、釜子組、浅川組、山白石組、石川組

（御廻米附出馬平均割書上綴）　金山組大庄屋所ほか 卯年9月 小切紙（仮綴）・ 1948－2
→触元御役所ほか 1綴（4通）

覚（金子遣わしにつき）　矢吹孫三郎→仲川佐兵衛 卯年9月27日 横切紙・1通 1948－3

石川白川田村3郡惣代願書下書［乍恐以書付奉願上候

観鰯騨宕潔備辮辮駿
文化7年10月 竪継紙・1通 945

庄吉、同清左衛門、白川郡（33ヶ村）惣代円蔵、田村郡
（9ヶ村）惣代半治郎

根本八左衛門山川茂十郎願書下書［口上之覚］（濱尾
　組小作田中宿栃本組形見村ほか村々、田方旱損なら
　びに畑方大豆油荏等まで違作難渋につき上納日限延
　期願い）　根本八左衛門、山川茂十郎

（文政4年）巳9月 横折紙・1通 1333

酉戌両年御廻米附出馬平均割帳　栃本組、釜子組、宮村 文政10年12月 横長美・1冊 2147
組［宮村組惣代簗森村庄屋緑川吉左衛門、栃本組惣代深
渡戸村庄屋滝田又右衛門、釜子大庄屋鈴木幸左衛門］→
御触元役所

御領中諸納物請取帳　触元役所 慶応2年12月 横長美・1冊 626－2

大手塀御入用調書御下り書 慶応4年辰正月 竪半（袋入）・仮 1928
1冊（2丁）

覚（領中預米残高調書） 横長美・1冊 2211

（領中村々納米差引勘定帳） 横長美・1冊 2221

（荒地不起帰引高願書その他諸願書）　触元御臆拍 明治3年午7月 袋入・7通1冊 1923

分諜糠繍騒覇騒藤炸楼離繍蕾 明治3年午6月 竪継紙・1通 1923－1

村長百姓2名、組頭3名、庄屋平蔵、同儀惣次→民政御
役所

濱尾組中宿村村役人願書控［乍恐以書付奉願上候事］
　（荒地不起返地引高願い）　濱尾組中宿村組頭3名、

明治3年午6月 竪継紙・1通 1923－2

取計役1名、庄屋弥七郎、大庄屋兼帯分家濱尾組山川門
十郎→民政御役所

濱尾組下宿村村役人願書控［乍恐以書付奉願上侯事］ 明治3年午6月 竪継紙・1通 1923－3
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1．触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／1、年貢小物成、諸役

（荒地不起返地引高願い）　濱尾組下宿村組頭3名、
取計役1名、庄屋角蔵、後見儀惣次、右組兼帯山川門十
郎→民政御役所

曝纏塑尉露難繍難塘象書昂躾
　台宗本寺妙林寺兼帯依頼の件）　濱尾組同村組頭

明治3年午2月、7月 竪紙・3通 1923－4～6

市平ほか1名、庄屋兼帯錦一郎、大庄屋兼帯山川門十
郎；旦中惣代長平ほか組頭、庄屋、大庄屋兼帯；白川
県支配所須賀川妙林寺→民政御役所；社寺御役所

分家濱尾組大栗村村役人届書ならびに類病家相調御
　届帳控（類病流行につき）　分家濱尾組組頭文五郎

明治3年午7月 竪継紙、横長半
（包紙入〉・1通1

禮923－7

ほか2名、取計役喜伝治、庄屋代三郎、大庄屋山川門十 冊

郎→民政御役所

覚（御作銭助精之分請取）　納庄屋雄太郎→御用番大庄 午年2月22日 横折紙・1冊 2267
屋所

（御年貢金銭引替達書）　触元役所→栃本組大庄屋所 午年3月14日 横折紙・1通 2099－1

（御年貢金銭引替達書）　触元役所→浜尾組大庄屋所 午年3月14日 横折紙・1通 2099－2

覚（稗代米勘定帳）　市川覚八、根本栄三郎→山川門＋ 午年11月29日 横長美・1冊 2228
郎

根本八左衛門口上書下書［口上之覚］（栃本組番沢村 酉年5月 横折紙・1通 2445
御上納金不納につき）　→御手代中様

寛保二戌年6天明元丑年迄奥州御領中村々用捨引書抜 竪美・1冊 910

（夏成金・八朔金・三番金納元帳） 横半半・1冊 2171

白川郡惣取立覚 横長美・1冊 2266

1．3．1．2．御用金、国役金

（日光御固御用高掛金関係文書綴） 安永7年 横長美・1綴（5冊 634
4通）

日光御固御用高掛ヶ二口年賦金証文渡帳 安永7年 横長美・1冊 634－1

日光御固御用高掛ヶ金御通 安永4年 横長美・1冊 634－2

日光御固御用高掛ヶ才覚金御通 安永4年 横長美・1冊 634－3

御領中才覚金割合　浅川組大庄屋芳賀官蔵 安永4年9月 横長美・1冊 634－4

日光御用高掛ヶ金割合　浅川組大庄屋芳賀官蔵 安永4年9月 横長美・1冊 634－5

日光御用高掛金指引覚 （安永4年） 横長美・1通 634－6－1

覚（組々大庄屋才覚金割合） （安永4年）9月 小切紙・1通 634－6－2

御領中七百六拾六両割覚 （安永4年） 横長美・1通 634－7－1

覚（組々大庄屋才覚金割合） （安永4年）9月 小切紙・1通 634－7－2

高掛ヶ金割合帳又御領中才覚金割合帳拍　御領中組々 安永4年9月 袋のみ・1枚 2044
村々

卯之才覚金御返済借居割合帳　御領中組々 天明5年3月 横長美・1冊 765

覚（朝鮮通信使来聰二付国役高掛役永上納請書）　柳 文化5年4月 竪美・1冊 911

橋組大庄屋遊佐順蔵他中津川村、川曲村、上道渡村、浮
金村、吉野辺村、柳橋村組頭14名、庄屋5名→御奉行所

朝鮮信使来聰二付国役高掛役永相点検書上帳　触元大 文化5年12月 竪美・1冊 912－1
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1．触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／2．御用金、国役金

庄屋根本八左衛門、同矢吹孫三郎→御奉行所

（朝鮮信使来聰二付国役高掛役永上納達書写）　三嘉 （文化5年）4月 竪美・1冊 912－2
右（三浦嘉右衛門）→御領中組々大庄屋

異国船一件二付御領中高掛金被仰付割賦帳　触元役所 文化5年5月23日 竪美・1冊 912－3
［触元大庄屋］

御国役永御割返分井御領中高掛り御用金納元書上帳 文化5年12月 竪美・1冊 905
触元大庄屋根本八左衛門、同矢吹孫三郎→御金方御役所

御領中御高掛御用金納元之内御国役永助郷村へ御割返
　分納次書分帳触元大庄屋根本八左衛門、同矢吹孫三郎

文化5年12月 竪美・1冊 906

→御奉行所

奥州御領白川・岩瀬郡村々国役金帳 文化7年3月 竪美・1冊 904

国役金上納御通入　触元役所 文政3年辰10月 袋入・1冊5通 1922

国役金上納高相調書上帳　陸奥国白川郡岩瀬郡 文政3年辰10月 竪美・1冊 1922－1

触元年番大庄屋国役金上納覚控［覚］　触元年番大 文政3年辰10月～文政7 竪紙・4通 1922－2～5
庄屋山川茂十郎、根本八左衛門；触元年番大庄屋市川 年申6月

覚左衛門、遠藤新兵衛→御奉行所

御響猛縣讐騰糠皐鯉離覆籔遡 文政7年申6月 竪紙・1通 1922－6

年番触元大庄屋山川茂十郎殿、根本八左衛門殿

（御用金取立帳・御領方役所受取書類）　触元役所 天保2年10月～天保3年 袋入・1冊6通 756
8月

御用金受取納帳　触元役所 天保2年10月～天保3年 横半半・1冊 756－1
8月

（栃本組分十一月上納高掛金納方覚） （天保2年ヵ）11月 竪切紙・1通 756－2－1

（御用金勘定覚） （天保2年ヵ） 小切紙・1通 756－2－2

覚（増上寺修復献納金受取）　領奉行所→年番触元大 天保2年10月29日 竪紙・1通 756－2－3
庄屋山川茂十郎、市川覚左衛門

覚（増上寺修復献納金受取）　領奉行所→年番触元大 天保2年12月朔日 竪紙・1通 756－2－4
庄屋山川茂十郎、市川覚左衛門

覚（増上寺修復献納金受取）　領奉行所→年番触元大 天保3年10月2日 竪切紙・1通 756－3－1
庄屋中

覚（増上寺修復献納金受取）　領奉行所→年番触元大 天保3年9月2日 竪切紙・1通 756－3－2
庄屋中

御領中寺社修験之面々郷士大庄屋諸役人井身元相応之
　者共寸志献納願書入　年番触元大庄屋山川鉄之助、同

文久3年3月 袋入・1通2冊 277

根本栄三郎　　（袋裏書）「宮村組、栃本組、前田川組、分
家濱尾組」

覚（分家濱尾組狸森村浜尾村献納調書上）　［分家 子年12月 横切継紙・1通 277－1
濱尾組］大庄屋山川門之助→触元御役所

覚（御上洛御先登御物入につき御領中寺社修験之 文久3年3月 横長美・1冊（5丁） 277－2
面々寸志献納願書控）　年番触元大庄屋根本栄三郎、
同山川鉄之助→御奉行所

覚（御領中郷士大庄屋諸役人荊身元相応之者共寸志 横長美・1冊（5丁） 277－3
献納書上か）

覚（御上洛二付御領中寺・修験道寸志献納金上納願書） 文久3年3月 横長美・1冊 641
年番触元大庄屋根本栄三郎、山川鉄之助→御奉行所
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1。触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／2．御用金、国役金

覚（御上洛二付御領郷士大庄屋諸役人井身元相応小前 文久3年3月 横長美・1冊 642
寸志献納金上納願書）　年番触元大庄屋根本栄三郎、
山川鉄之助→御奉行所

（御上洛御先登御用二付御領中郷士大庄屋諸役人井身
元相応小前之もの・寺社井修験寸志献納金上納願

文久3年3月 横長美・1冊 2135－1

書）　年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川鉄之助→御奉
行所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金上納願之者共之内病
　死二付俸願継井献金御免願書）　年番触元大庄屋根本

元治元年12月 横長美・1冊 2135－2

栄三郎、同山川門之助→御奉行所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金免除金高調書）　年 元治元年12月 横長美・1冊 2135－3

番触元大庄屋根本栄三郎、同山川門之助→御領方御役所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金諸役人身元相応之者 （元治元年）12月 横折紙・1通 2135－4

分差引勘定書）　年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川
門之助→御領方御役所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金寺社修験道之者分差 （元治元年）12月 横折紙・1通 2135－5

引勘定書）　年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川門之助
→御領方御役所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金年割覚書）　年番触 元治元年12月 横折紙・1通 2135－6

元大庄屋根本栄三郎、同山川門之助→御領方御役所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金年々上納口書訳覚書） （元治2年）2月 横折紙・1通 2135－7

年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川門之助→御奉行所

覚（御上洛御先登御用寸志献納金追願井増金願書） 元治2年2月 横長半・1冊 2135－8

年番触元大庄屋根本栄三郎、同山川門之助→御奉行所

高掛御用金井献納金取立方納方仕訳帳　触元役所 文久3年10月 横半半・1冊 637

高掛御用金井献納金取立方納方仕訳帳入　触元役所 文久3年10月 袋のみ・1枚 2039

覚（去亥年御上洛御先登二付御領中高掛御用金丑年納 （慶応2年）正月17日 竪切紙・1通 2052－1

分請取）　領奉行所→年番触元大庄屋

覚（去亥年御上洛御先登二付御領中高掛御用金子年納 （元治1年）12月25日 竪紙・1通 2052－2

分請取）　領奉行所→年番触元大庄屋中

覚（当亥年御上洛御先登二付御領中高掛御用金亥年納 （文久3年）12月16日 竪切紙・1通 2052－3

分請取）　領奉行所→年番触元大庄屋中

高掛御用金井献納金請取拍帳　触元役所 文久3年12月 横長半・1冊 638

（御領中献納金上納二付覚綴）　　（年番触元大庄屋）→ （元治1年～慶応2年） 仮綴・1綴 2027
（御領方御役所）

献納金上納井取立仕訳帳　触元役所 元治2年2月 横長美・1冊 640

献納金上納井取立仕訳帳入　触元役所 元治2年2月 袋のみ・1枚 2040

覚（御領中献納金永続御積金之内御下ヶ願金請取） 慶応元年12月 竪折紙・1通 2025－1

年番触元大庄屋市川源之丞、同遠藤卯野右衛門→御金方
御役所

覚（御領中高掛御用金取立上納二付）　年番触元大庄 （慶応元年）12月 横折紙・1通 2025－2

屋市川源之丞、同遠藤卯野右衛門→御領方御役所

覚（御領中高掛御用金三ヶ年に取立上納二付）　年番 （慶応元年）12月 横折紙・1通 2025－3

触元大庄屋市川源之丞、同遠藤卯野右衛門→御領方御役
所

覚（献納金之内去丑年分請取）　年番触元大庄屋市川源 慶応2年正月15日 竪紙・1通 2053
之丞、同遠藤卯野右衛門→前田川組大庄屋遠藤卯野右衛
門
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1．触元役所／3・貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／2・御用金、国役金

覚」〔去亥年御上洛御先登二付御領中村々寺社修験井身
　兀可也之者献納金丑年納分請取）　領奉行所→年番

（慶応2年）正月17日 竪切紙・1通 2054

触元大庄屋

御用金井献米割合帳　触元役所 慶応2年2月 竪美・1冊 757

高掛御用金御請取書入（領奉行所御用金受取書、子育
　方年賦元利金受取書）　領奉行所；子育方→年番触元

（慶応2年）寅12月～
（慶応4年）辰3月

竪紙、小切紙

入〉・4通

（袋 1929

大庄屋；市川源之丞殿、遠藤卯ノ右衛門殿

献納金御受取書入（領奉行所御領中献納金受取） 領 （慶応2年）寅12月24日 竪紙（袋入） ・2 1945
奉行所→年番触元大庄屋中 ～（慶応4年）辰正月 通

22日

（蒲蕎御上灘葵翻用献金二付出精人酒代下付御 （慶応3年） 横長美・1冊 647－1

覚（栃本組分上洛先登献金出精二付酒代下付勘定書） （慶応3年） 横折紙・1通 647－2
（栃本組大庄屋所）

覚（釜子組分上洛先登献金出精二付酒代下付勘定書） （慶応3年） 横折紙・1通 647－3
（釜子組大庄屋所）

（去亥年御上洛御先登二付御領中献納金割合勘定帳） （慶応3年ヵ） 横長美・1冊 2058

覚（献納金上納二付）　前田川組大庄屋遠藤卯野右衛門 寅年正月 横折紙・1通 2026
→触元御役所

（御進発二付御用金達書） 寅年2月 横長美・1冊 2397

（高掛御用金関係文書綴） 1綴（3冊4通） 639

覚（組々高掛御用金割合）　年番触元大庄屋根本栄三 亥年10月 横長美・1冊 639－1
郎、同山川鉄之助→御領方御役所

覚（組々高掛御用金割合） 寅年5月 横折紙・1通 639－2

覚（組々上納金割合） 横折紙・1通 639－3

（高掛御用金井献納金割付書）　触元役所→宮村組、 亥年10月 横長美・1冊 639－4
栃本組、前田川組、分家浜尾組右御組々大庄屋所

（高掛御用金井献納金取立方二付書状）　根本栄三郎、 亥年10月28日 横折紙・1通 639－5
山川鉄之助→組々大庄屋所

覚（永続御積立金下ヶ渡方二付）　触元大庄屋両人 亥年10月 横折紙・1通 639－6
→御領方御役所

覚（高掛御用金井献納金割付書）　触元役所→宮村組、 亥年10月 横長美・1冊 639－7
栃本組、前田川組、分家浜尾組右御組々大庄屋所

覚（献納金上納二付）　分家浜尾組大庄屋山川門之助→ 寅正月 横折紙・1通 2024
触元御役所

（御領中上納金割賦関係綴）　　（触元役所） 申年閏8月 仮綴・1冊 2349

高掛御用金取集簿　触元 申年9月 袋のみ・1枚 2045

覚（日光御固御用二付高掛金井冥加人馬之儀申渡） 閏9月 竪美・1冊 636
領奉行→組々大庄屋、組外庄屋

献納金願置［（破損）］死停願継其外納口調書入　年番触 12月 袋のみ・1枚 2041
元大庄屋山川門之助、根本栄三郎

（日光御固御用高掛金関係文書綴） 1綴（3冊） 635

日光御固御用被為蒙仰候二付高掛御用金被仰付候内 横長美・1冊 635－1
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1．触元役所／3，貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／2．御用金、国役金

村々病家之分当十一月6来五月中月番之分迄月延
被仰付村別書上帳

覚（日光御用二付宮村組村々冥加正馬書上）　大庄 申年9月3日 横長美・1冊 635－2

屋市川覚左衛門→御奉行所

覚（日光御用二付領中村々冥加正馬書上）　年番触 申年9月 横長美・1冊 635－3

元大庄屋根本八左衛門、山川茂十郎→御奉行所

1．3．1．3．領中諸色割元帳

御領中諸色寄帳 宝暦9年11月 横長美・1冊 2153

御領中諸色割元帳　越後高田領触元役所 文化6年8月吉日 横長美・1冊 610

御領中諸色割賦帳　触元役所 明治2年正月 横長美・1冊 759

1．3．1．4。触元入用

丑年御検見入用割合帳　触元役所→（浅川組、石川組、 宝暦7年9月28日 横長美・1冊 2140
谷田川組、前田川組、中野目組、栃本組、釜子組、中畑
村、大和久村、踏瀬村、太田川村、小田川村、中宿村、
下宿村、町屋村、上新城村、中新城村、下新城村）右大
庄屋所、庄屋中

触元役所普請一切入用覚帳［附り普請入用積割指引不 安永7年10月 横長美・1冊 628－1

足井御駕籠繕入用共二割合仕候］　触元役所→（浅川
組、釜子組、栃本組、中野目組、前田川組、谷田川組、
柳橋組、石川組）右組々大庄屋所、（中宿村、下宿村、中
畑村、大和久村、踏瀬村、太田川村、小田川村、町屋村）
右村々庄屋中

覚（御修復駕籠賃銭勘定書）　かこ屋佐七→浅川御触元 （安永7年ヵ）10月22日 小切紙・1通 628－2

様御取次中

口上（御駕籠修復日程・細工料二付）　　（かこ屋）佐 （安永7年ヵ）6月20日 小切紙・1通 628－3

七→浅川御触元様御取次中

卯暮触元諸入用相調割賦帳　触元役所 文化4年11月 横長美・1冊 758－1

（触元諸入用相調割賦帳）　触元役所→右組々大庄屋所 文化4年8月 横長美・1冊 758－2

触元卯春割井普請入用不足割附帳　触元役所→右組々大 文化4年8月 横長美・1冊 758－3

庄屋所、組外庄屋中

触元役所内触元入用割受取通　栃本組大庄屋所 文化12年 横半半・1冊 755

子暮請取方払方勘定帳　年番触元大庄屋山川門之助、根 元治元年12月 横長美・1冊 504
本栄三郎、書役鈴木亥治郎、同見習六右衛門

触所建替諸入用調帳　触元役所 慶応3年2月 もと袋入一括か・ 632
1綴（4通）、4冊

袋（触所建替諸入用調帳）　触元役所 慶応3年2月 袋・1枚 632－1－1

覚（土手規格・人足人数・賃銭勘定書）　鈴木屋 （慶応3年）2月日 小切紙・1通 632－1－2

覚（普請費用勘定書） （慶応3年ヵ） 横折紙・1通 632－1－3

覚（普請作料・扶持米勘定書） （慶応3年）2月11日 横折紙・1通 632－1－4

覚（金銭請取）　地主作左衛門 （慶応3年）2月9日 小切紙・1通 632－1－5

金銭出方調帳　触元役所 慶応元年8月吉日 横長美・1冊 632－2

金銭入方調帳　触元役所 慶応元年8月吉日 横長美・1冊 632－3
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1．触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／1．勘定、納入／4．触元入用

建替普請諸払方勘定帳　触元役所 慶応元年8月吉日 横長美・1冊 632－4

触元役所建替普請諸入用調帳　年番山川門之助、根本 元治2年2月吉日 横長美・1冊 632－5
栄三郎

建替入用帳入・拝借米返納調其外触元過金預帳入・証
　書入　触元役所［年番触元大庄屋根本栄三郎、山川門之

元治2年2月 袋のみ・1枚 2042

助］　　（袋裏書）「慶応元丑年八月触元役所建替二付書類
入」

建替普請日記　触元役所 慶応元年8月 横半半・1冊 629

（触元役所建替帳等綴） 1綴（1冊1通） 633

触元役所建替諸人足井其外諸事拍帳　釜子触元役所 慶応元年8月 横長美・1冊 633－1

触元役所納大縄小縄岩瀬郡両組分請取之覚 （慶応元年） 横折紙・1通 633－2

触元普請金銭出入帳　触元役所 慶応元年8月 横長美・1冊 645

触元役所普請米覚帳 慶応元年9月吉日 横長美・1冊 644

（触元役所普請関係請取綴） （慶応元年） 仮綴・1綴 630

［慶応元丑年分］触元立替一件帳 （慶応3年）2月 横長美・1冊 643

（触元役所普請関係諸書類綴） （慶応3年） 仮綴・1綴 631

覚（年番触元大庄屋請取金勘定帳） 横長美・1冊 2060

関根永作品物勘定書［覚］（美濃箋御袖桐油一つ、同 4月21日 竪切紙（1の包紙 1332－4
雨御頭巾一つ）　関根永作→前田川様 に同封）・1通

（大工作料人足扶持米等勘定書類綴） 仮綴・1綴（9通2 646
冊）

覚（大工作料勘定書） 横折紙・1通 646－1

覚（大工扶持米勘定書） 横折紙・1通 646－2

覚（畳作料・扶持米勘定書）　畳屋徳三郎 11月16日 横折紙・1通 646－3

覚（建具作料勘定書）　かじ屋柳蔵→触元役所 横長美・1冊 646－4

覚（屋根葺き扶持米勘定書） 横切紙・1通 646－5

覚（新蔵分作料・扶持米勘定書） 横切紙・1通 646－6

覚（左官作料・扶持米勘定書） 横折紙・1通 646－7

覚（鍛冶屋柳蔵分扶持米勘定書） 横切紙・1通 646－8

覚（人足扶持米勘定書） 横長美・1冊 646－9

覚（金銭出入勘定書） 横折紙・1通 646－10

覚（扶持米出入勘定書） 横折紙・1通 646－11

（普請入用勘定帳）　　（触元役所） 横長美・1冊 2038

1．3．2．積立、貸借

戌十一月御利足帳 明和3年 横長美・1冊 736

丑十一月御利足帳 明和6年 横長美・1冊 737

戌八朔金繰上先納御利足帳拍　八ヶ組、組外七ヶ村［触 安永7年8月 横長美・1冊 738
元役所］→御金方御役所
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嘆．触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／2．積立、貸借

四五月才覚先納金御利足帳　　（八ヶ組大庄屋、組外七ヶ 安永9年8月 横長美・1冊 739
村庄屋）

寅暮御拝借金御利足割帳　触元大庄屋芳賀官蔵、石井又 天明4年3月日 横長美・1冊 735
左衛門→御金方御役所

寅年御領中御救金御貸附冥加金上納井不納書抜帳 享和2年11月 竪美・1冊 723

中野目組町屋村庄屋佐藤官蔵願書写（村々困窮につき
　相続無尽企てご許可願いのこと）　中野目組町屋村

文化元年3月 竪継紙（前欠）・
1通

1590

庄屋佐藤官蔵→御奉行所

御領中番太共江戸表御召出二付二拾壱ヶ村役人惣代出 文化4年9月26日 横長美・1冊 771
府入用拝借金割合帳　廿壱ヶ村惣代小倉村庄屋遠藤儀
左衛門他10ヵ村庄屋→御触元役所

新兵猟師御用心筒之者金子拝借証文貸附一巻入 慶応4年6月 袋入・1綴 862

覚（新兵ならびに猟師の者へ拝借金渡し帳）　新兵 辰年6月20日 横長美・1冊 862－1

惣代源三郎ほか三名、猟師惣代甚右衛門他三名

覚（戦争長引きにつき、新兵ならびに内々猟師白川
　郡御用心筒の者へ金子拝借のこと）　年番触元大

慶応4年6月 仮綴・1綴（1通1
冊）

862－2

庄屋市川源之丞、同遠藤卯野右衛門→御金方御役所、
御領方御役所

御国札拝借年賦証入　岩瀬郡両浜尾組 明治2年12月 袋入・2冊 863

浜尾組大庄屋兼帯山川門十郎拝借証文［拝借仕金子 明治2年12月 竪美・1冊 863－1

之事］（組下村々悪金上納御引替えとして御国札
490両3分余15か年賦拝借のこと）　浜尾組大庄屋
兼帯山川門十郎→触元御役所

分家浜尾組大庄屋山川門十郎拝借証文［拝借仕金子
　之事］（組下村々悪金上納御引替えとして御国札

明治2年12月 竪美・1冊 863－2

1403両余15か年賦拝借のこと）　浜尾組大庄屋兼
帯山川門十郎→触元御役所

白川郡惣代稗借用証文［借用申稗之事］（当郡夫喰糧
　米として和田御蔵より須賀川町生産方御買請稗借用

明治3年午6月 竪継紙・1通 1605

のこと）　白川郡惣代釜子組堀之内村庄屋長平他庄屋5
名、加判大庄屋市川覚八他2名ゆ御取次山川門十郎殿、稲
荷懸治右衛門殿

覚（拝借米返納願書）　年番触元大庄屋市川覚左衛門、 子年10月 横折紙・1通 2208
同遠藤卯野右衛門→御領方御役所

年番触元大庄屋根本八左衛門同市川覚左衛門差出し一 寅年12月 横折紙・1通 1429
札（当寅年諸御下ケ銭村益積立金上納覚）　年番触
元大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領方御役所

（御領中村々拝借稗年賦割合帳） 横半半・1冊 2172

覚（両郡拝借米書上帳） 横長美・1冊 2213

伝馬御用1．3．3．夫人足

白坂宿御証文（白坂宿助郷村々名前村高二付）　水対 延享元年10月 横半半・1冊 2154
馬守、稲下野守→白坂宿問屋、年寄、右助郷村々名主百
姓

小田川・太田川・踏瀬・大和久助郷村々書上帳 延享4年正月 横長美・1冊 795

中畑新田・矢吹・久米石助郷村々書上帳 延享4年正月 横長美・1冊 797

覚（松平越中守様御領白河白坂宿寄人馬之儀二付） 延享4年正月 横長美・1冊 2199
釜子組三森村庄屋市郎右衛門、同組吉岡村庄屋治左衛門、
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栃本組仁井田村庄屋半右衛門、同組中野村庄屋弥一右衛
門、鈴木四郎兵衛、根本八左衛門

高田領宿々助郷書上帳 延享4年5月 横長美・1冊 790

御朱印御先触之写　三枝重兵衛内乙竹喜右衛門、戸田勘 天明8年10月8日 竪美・1冊 2139
左衛門、川口久助内川部八郎、小林荘兵衛、藤沢要人内
永井儀左衛門、池田玄太夫→陸奥国宇多郡中村城下町6
千住迄右役人中

芦野宿江詰人馬夫銭相調書上帳　滑津組同村 寛政12年5月 横長美・1冊 664

芦野宿詰人馬夫銭相調書上帳　滑津組中畑村 寛政12年5月 横長美・1冊 665－1

芦野宿詰人馬夫銭相調書上帳　中野目組大畑村 寛政12年5月 横長美・1冊 665－2

芦野宿詰人馬三ヶ村夫銭寄帳　大畑村、中畑村、滑津村 寛政12年5月 横長美・1冊 667
［中野目組大畑村庄屋小針儀左衛門、滑津組中畑村庄屋小
針良蔵、同岡崎長左衛門、滑津村庄屋水野谷惣七、大庄
屋野木平右衛門］

佐久山宿詰人馬入用相調帳　山白石組六ヶ村［福貴作村 寛政12年5月 横長美・1冊 675
庄屋平蔵、板橋村庄屋新右衛門、南山形村庄屋源之丞、
里白石村庄屋緑河徳左衛門、北山形村添田勇蔵、大庄屋
松浦勇右衛門］

鍋掛宿繰上人馬二付諸入用調書上帳　金山組六ヶ村 寛政12年5月 横長美・1冊 691
［社仁井田村庄屋七右衛門、番沢村庄屋穂積又十郎、宮村
庄屋市川覚左衛門、金山村庄屋鈴木伝右衛門、中野村庄
屋菊池弥市右衛門］

鍋懸宿詰人馬日〆写書上帳［金山組六ヶ村］　鍋掛宿 寛政12年5月 横長美・1冊 692
問屋佐市郎、同源五右衛門

鍋掛宿江六ヶ村6相詰候支配人書上帳　金山組六ヶ村 寛政12年5月 横長美・1冊 693
［社仁井田村庄屋七右衛門、番沢村庄屋穂積又十郎、中野
村庄屋菊池弥市右衛門、金山村庄屋鈴木伝右衛門、関場
村、宮村庄屋市川覚左衛門］

（鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳綴） 寛政12年5月 綴・1綴（11冊） 694

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組社仁井田村 寛政12年5月 横長美・1冊 694－1
［金山組社仁井田村組頭伝内、庄屋七右衛門］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組小松村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－2
組小松村組頭長治右衛門、同太四郎、庄屋川野喜左衛
門］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組宮村、関場村 寛政12年5月 横長美・1冊 694－3
［庄屋市川覚左衛門他関場村組頭2名、宮村組頭2名］

鍋掛宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組中寺村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－4
組中寺村組頭利右衛門、庄屋鈴木六郎兵衛］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組高木村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－5
組高木村組頭四郎次、同藤十郎、庄屋角田佐市右衛門］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組簗森村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－6
組簗森村組頭弥市兵衛、同吉左衛門、庄屋鈴木伝右衛
門］

鍋掛宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組中野村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－7
組中野村組頭仮役友右衛門、組頭弥三郎、庄屋菊池弥
市右衛門］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組番沢村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－8
組番沢村組頭甚八他3名、庄屋穂積又十郎］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組同村［金山組 寛政12年5月 横長美・1冊 694－9
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同村組頭八十吉他組頭2名、庄屋兼帯簗森村庄屋鈴木伝
右衛門］

鍋懸宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組郷渡村［金山 寛政12年5月 横長美・1冊 694－10

組郷渡村組頭茂右衛門、庄屋兼帯社仁井田村庄屋七右
衛門］

鍋掛宿江詰人馬夫銭相調書上帳　金山組夏梨子村、小 寛政12年5月 横長美・1冊 694－11

田新田村［庄屋兼帯（社）仁井田村庄屋七右衛門］

佐久山宿詰人馬調帳　八ヶ村［釜子組下羽原村庄屋長右 寛政12年7月 横長美・1冊 670
衛門、三森村庄屋芳賀勇之助、若栗新田、嘉左衛門新田
庄屋兼帯上野出嶋村庄屋鈴木文助、栃本組深渡戸村庄屋
忠左衛門、川東田村庄屋善左衛門、堀之内村庄屋穂積勇
吉、浅川組大田輪村庄屋長三郎、小貫村庄屋中川佐兵衛］

佐久山宿詰人馬調帳　八ヶ村［釜子組下羽原村庄屋長右 寛政12年7月 横長美・1冊 672
衛門、三森村庄屋芳賀勇之助、若栗新田、嘉左衛門新田
庄屋兼帯上野出嶋村庄屋鈴木文助、栃本組深渡戸村庄屋
忠左衛門、川東田村庄屋善左衛門、堀之内村庄屋穂積勇
吉、浅川組大田輪村庄屋長三郎、小貫村庄屋中川佐兵衛］

佐久山宿詰人馬相調書上帳　山白石組［福貴作村庄屋平 寛政12年7月 横長美・1冊 673
蔵、板橋村庄屋新右衛門、南山形村庄屋源之丞、里白石
村庄屋緑川徳左衛門、北山形村添田勇蔵、大庄屋松浦勇
右衛門］

佐久山宿詰人馬調帳　八ヶ村［釜子組下羽原村庄屋長右 寛政12年7月 横長美・1冊 674
衛門、三森村庄屋芳賀勇之介、若栗、嘉左衛門新田庄屋
上野出嶋村庄屋鈴木文介、栃本組深渡戸村庄屋忠左衛門、
河東田村庄屋善左衛門、堀之内村庄屋穂積勇吉、浅川組
大田輪村庄屋長三郎、小貫村庄屋中川佐兵衛］

佐久山宿詰御雇人馬書上帳　石川組［石川組惣代北山村 寛政12年7月 横長美・1冊 676
庄屋添田七郎兵衛、中野村庄屋二瓶藤十郎、大庄屋兼帯
鈴木茂市郎］→御奉行所

佐久山宿詰人馬諸掛り相調書上帳　栃本組［栃本組深渡 寛政12年7月 横長美・1冊 679
戸村庄屋忠左衛門、川東田村庄屋善左衛門、赤羽村庄屋
源太郎、新屋敷村庄屋三郎次、細倉村、深仁井田村庄屋
深谷唯八、外輪村、形見村庄屋大沼清左衛門、堀之内村
庄屋穂積勇吉］

佐久山宿詰人馬諸懸り相調書上帳　栃本組［栃本組深渡 寛政12年7月 横長美・1冊 685
戸村庄屋忠左衛門、川東田村庄屋善左衛門、堀之内村庄
屋穂積勇吉、赤羽村庄屋源太郎、新屋敷村庄屋三郎次、
細倉村、深仁井田村庄屋深谷唯八、外輪村、形見村庄屋
大沼清左衛門］

佐久山宿詰人馬諸掛り相調書上帳　釜子組［下羽原村庄 寛政12年7月 横長美・1冊 686
屋長右衛門、三森村庄屋芳賀勇之助、若栗、嘉左衛門新
田庄屋兼帯上野出嶋村庄屋鈴木文助、大竹村庄屋兼帯下
野出嶋村庄屋遠藤伝五右衛門、大庄屋鈴木専介］→御奉
行所

佐久山詰人馬相調書上帳　浅川組拾三ヶ村［大田輪村庄 寛政12年7月 横長美・1冊 687
屋長三郎他7ヵ村庄屋］

佐久山詰人馬諸懸相調書上帳　釜子組［下羽原村庄屋長 寛政12年7月 横長美・1冊 688
右衛門、三森村庄屋芳賀勇之助、若栗、嘉左衛門新田庄
屋兼帯上野出嶋村庄屋鈴木文助、大竹村庄屋兼帯下野出
嶋村庄屋遠藤伝五右衛門］

佐久山宿詰人馬調帳　八ヶ村［釜子組三森村庄屋芳賀勇 寛政12年7月 横長美・1冊 690
之助、下羽原村庄屋長右衛門、同組若栗嘉左衛門新田庄
屋兼帯上野出嶋村庄屋鈴木文助、栃本組堀之内村庄屋穂
積勇吉、川東田村庄屋善左衛門、深渡戸村庄屋忠左衛門、
浅川組大田輪村庄屋長三郎、小貫村庄屋中川佐兵衛］
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鍋懸宿詰人馬相調書上帳　釜子組［千田村庄屋市郎右衛 寛政12年7月 横長美・1冊 695
門、下羽原村庄屋長右衛門、大竹村庄屋兼帯下野出嶋村
庄屋遠藤伝五右衛門、上野出嶋村庄屋鈴木文助、大庄屋
鈴木専介］→御奉行所

芦野宿惣代庄屋井支配人諸入用調帳　中野目組、滑津組 寛政12年8月 横長美・1冊 668
三ヶ村［中野目組大畑村庄屋小針儀左衛門、滑津組中畑
村庄屋岡崎長左衛門、同小針良蔵、滑津村庄屋水野谷惣
七、大庄屋野木平右衛門、中野目組大庄屋円谷太右衛門］

芦野宿惣代庄屋井支配人諸入用調帳　中野目組、滑津組 寛政12年8月 横長美・1冊 669
三ヶ村［中野目組大畑村庄屋小針儀左衛門、滑津組中畑
村庄屋岡崎長左衛門、同小針良蔵、滑津村庄屋水野谷惣
七、大庄屋野木平右衛門、中野目組大庄屋円谷太右衛門］

佐久山・鍋掛・芦野人馬入用調帳　組外大和久村庄屋芳 寛政12年8月 横長美・1冊 680
賀市右衛門他3ヵ村庄屋、山白石組大庄屋松浦勇右衛門他
11ヵ組大庄屋→御奉行所

佐久山惣代井支配人入用書上帳　八ヶ村［釜子組下羽原 寛政12年8月 横長美・1冊 682
村庄屋長右衛門、三森村庄屋芳賀勇之介、栃本組堀之内
村庄屋穂積勇吉、川東田村庄屋善左衛門、深渡戸村庄屋
忠左衛門、浅川組小貰村庄屋中川佐兵衛、大田輪村庄屋
長三郎、釜子組若栗新田庄屋兼帯上野出嶋村庄屋鈴木文
助］

佐久山宿詰人馬相調書上帳　山白石組［福貴作村庄屋平 寛政12年8月 横長美・1冊 689
蔵、板橋村庄屋新右衛門、南山形村庄屋源之丞、里白石
村庄屋緑川徳左衛門、北山形村庄屋添田勇蔵］

鍋懸宿惣代入用相調書上帳　釜子組千田村［千田村庄屋 寛政12年8月 横長美・1冊 696
市郎右衛門］

芦野宿詰人馬駄賃調帳　大畑村、中畑村、滑津村［大畑 寛政12年10月 横長美・1冊 666
村庄屋小針儀左衛門、中畑村庄屋小針良蔵、同岡崎長左
衛門、滑津村庄屋水野谷惣七］

佐久山・鍋掛・芦野寄人馬夫銭割合帳　触元役所→組 寛政12年10月 横長美・1冊 671
外大和久村庄屋芳賀市右衛門他3ヵ村庄屋、山白石組大庄
屋松浦勇右衛門他11ヵ組大庄屋

佐久山・芦野・鍋掛寄人馬夫銭割帳　御郡中［組外大 寛政12年10月 横長美・1冊 677
和久村庄屋芳賀市右衛門他3ヵ村庄屋、山白石組大庄屋松
浦勇右衛門他11ヵ組大庄屋］→御奉行所

佐久山宿繰上人馬賃銭書上帳　浅川組［小貰村、大田輪 寛政12年10月 横長美・1冊 678
村、中里村、松之入村、大草村、袖山村、根岸村、大畑
村、染村、蓑輪村、畑田村庄屋組頭］

佐久山・芦野・鍋掛寄人馬夫銭割帳　御郡中［組外大 寛政12年10月 横長美・1冊 681
和久村庄屋芳賀市右衛門他3ヵ村庄屋、山白石組大庄屋松
浦勇右衛門他llヵ組大庄屋］→御奉行所

佐久山詰人馬賃銭相調書上帳　山白石組六ヶ村［南山形 寛政12年10月 横長美・1冊 684
村庄屋源之丞他組頭1名、北山形村庄屋添田勇蔵他組頭2
名、板橋村庄屋新右衛門他組頭3名、福貴作村庄屋平蔵他
組頭1名、里白石村庄屋緑川徳左衛門他組頭3名、山白石
村大庄屋松浦勇右衛門他組頭3名］

（諸夫役人馬相調書上帳綴） 享和3年 綴・15冊 800

諸夫役相調書上帳　浅川（組）拾四ヶ村［大庄屋矢吹孫 享和3年正月 横長美・1冊 800－1

左衛門］→触元役所

申酉戌三ヶ年諸役相調書上帳　金山組［大庄屋石井又 享和3年正月 横長美・1冊 800－2
次右衛門］→触元役所

（申酉戌三ヶ年諸役相調書上帳）　栃本組大庄屋根本 享和3年2月 横長美・1冊 800－3
八左衛門
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