
1．触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／3．夫人足・伝馬御用

申年6戌年迄三ヶ年諸夫役相調書上帳　滑津組［滑享和3年2月 横長美・1冊 800－4
津組大庄屋野木平右衛門］

諸夫役人馬相調書上帳　中野目組村々［中野目組大庄 享和3年2月 横長美・1冊 800－5
屋円谷太右衛門］

諸夫役伝馬相調書上帳　前田川組七ヶ村［大庄屋遠藤 享和3年3月 横長美・1冊 800－6
門次郎］

諸夫役相調書上帳　浜尾組［浜尾組大庄屋山川門之助］ 享和3年2月 横長美・1冊 800－7
→触元御役所

申6戌迄居村役人馬調書上帳　谷田川組七ヶ村［大庄 享和3年2月 横長美・1冊 800－8
屋力丸市郎左衛門］→触元御役所

諸夫役人馬相調書上帳　柳橋組六ヶ村 享和2年12月 横長美・1冊 800－9

申酉戌三ヶ年人馬相調書上帳　石川組［石川組大庄屋 享和3年2月 横長美・1冊 800－10
鈴木茂七］

申酉戌三ヶ年出人馬相改書上帳　山白石組六ヶ村［大 享和3年2月 横長美・1冊 800－11

庄屋松浦勇右衛門］

諸府役相調べ書上ヶ帳　組外大和久村［同村百姓惣代 享和3年3月 横長美・1冊 800－12

武七他百姓惣代1名、組頭武左衛門他組頭1名、庄屋芳
賀市右衛門］

諸役口々三ヶ歳分相調書上帳　組外踏瀬村［組外踏瀬 享和3年2月 横長美・1冊 800－13

村組頭利八、同六左衛門、庄屋箭内名左衛門］

諸役口々人馬相調書上帳　組外太田川村［組外太田川 享和3年2月 横長美・1冊 800－14

村組頭清八、同清九郎、庄屋兼帯佐藤平九郎］

諸役人馬相調書上帳　組外小田川村［組外小田川村組 享和3年2月 横長美・1冊 800－15

頭清四郎、同庄兵衛、庄屋佐藤平九郎］

石川組五ヶ村助郷井加助御雇人馬書上帳　石川組大庄屋 享和3年2月 横長美・1冊 791
鈴木茂七

白川白坂詰人馬相調書上帳　釜子組［大庄屋鈴木源十 享和3年2月 横長美・1冊 792
郎］

寛保三亥年惣人数・去丑年寄人馬割元書上帳　組外四 文化3年8月 横長美・1冊 793
ヶ村［組外四ヶ村惣代小田川村庄屋後見佐藤官蔵、同踏
瀬村庄屋箭内名左衛門］

蝦夷地往返之道筋宿場助郷相勤候村高役永帳 文化5年12月 竪美・1冊 802

大庄屋鈴木幸左衛門他願書控［乍恐以書付奉願上侯］ 天保7年9月 横長美・1冊 2160
（継立人馬軽減之儀二付棚倉藩への懸合願書）　三
森村下羽原村支配大庄屋鈴木幸左衛門、年番触元大庄屋
根本利右衛門→釜子御役所

三穂縣騨輔翻欄審翻鷹耀蔽繕翻 （天保8年）2月 横折紙・1通 2131－1

掛合願書）　釜子組三森村問屋芳賀源之助、下羽原村問
屋緑川覚右衛門、大庄屋→釜子御役所

年番触元大庄屋願書控［乍恐以書付奉願上候］（松平 天保8年2月 横折紙・1通 2131－2

周防守様御家中様御通行人馬継立時刻二付御掛合願
書）　年番触元大庄屋鈴木幸左衛門、山川茂＋郎→釜子
御役所

覚（三森下羽原両村詰人馬調書）　三森村間屋芳賀源之 天保8年11月 横折紙・1通 2133
助、下羽原村間屋覚之丞

（棚倉城引渡御用人馬継立御用留） （弘化3年ヵ） 横長美・1冊 683
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1．触元役所／3・貢租諸役・財政関係事務／3・夫人足・伝馬御用

出火之節駈付人別（上野出嶋村替りの者名前届書） 万延元年12月29日 横切紙・1通 2050－1

触元役所→御領方御役所［御手代杉村様］

出火之節駈付人別（御厩駈付二付釜子村替りの者名前 （万延元年）12月28日 横折紙・1通 2050－2
届書）　触元役所→御領方御役所、御厩

覚（栃本組千田村陣屋駈付御奉公人替りの者名前取調 （文久2年）2月5日 横折紙・1通 2049－1

届書）　触元役所→御領方御役所

覚（栃本組下野出嶋村陣屋駈付御奉公人替りの者名前 （文久2年）4月 横折紙・1通 2049－2

取調届書）　触元役所→御領方御役所［御手代高橋仲右
衛門］

覚藷轟鵬討欄鰭縣辮留欝人替りの （文久元年）11月 横折紙・1通 2049－3

覚藷壽繍雛1烏村腰縣躍三雛灘誰替りの （文久2年）3月 横折紙・1通 2049－4

御領中郷夫遣払調帳　御台所両郡詰合 慶応4年6月8日 横長美・1冊 799

白川棚倉御所替御継立人馬書類入　触元役所控 明治4年未9月 袋入・1綴3冊1通 1938

田鴫村問屋久兵衛書上ほか綴［覚］（慶応二寅年十 （明治3年）午12月～明 仮綴・1綴（3通） 1938－1

鵡暮謁翫難盟鑛謝防簾謂器灘 治4年未7月5日

衛；三森村間屋芳賀順平、下羽原村問屋緑川六郎、釜
子村請負惣代森善二；堤村角田佐一郎

領奉行所触書写　領奉行所→触元年番大庄屋 寅年12月18日～卯2月 竪美・1冊 1938－2

20日

三森村問屋芳賀順平ほか書上控［覚］（継立人馬数） 明治4年未9月15日 横長美・1冊 1938－3

三森村問屋芳賀順平、下羽原村間屋緑川六郎、釜子村
請負惣代森善二；堤村角田佐一郎、下羽原村問屋緑川
六郎、釜子村請負惣代森善治、前田川組惣代吉田一作
ほか3名奥書→民政御役所

前田川組惣代吉田一作ほか書上控［記］（御所替え （明治4年）辛未9月 竪紙・1通 1938－4

につき拝借元相調べ）　前田川組惣代吉田一作、釜
子組兼帯宮村組大庄屋市川覚八、栃本組大庄屋根本栄
三郎、濱尾組兼帯分家濱尾組大庄屋山川門十郎→民政
御役所

前田川組惣代吉田一作ほか口上書控［口上之覚］ （明治4年）辛未9月 竪美・1冊 1938－5

前田川組惣代吉田一作、釜子組兼帯宮村組大庄屋市川
覚八、栃本組大庄屋根本栄三郎、濱尾組兼帯分家濱尾
組大庄屋山川門十郎→民政御役所

覚（駈付人足札相渡候二付村役人呼出廻状写）　触元 丑年5月 横折紙・1通 2051
役所→（千田村、形見村、栃本村、深仁井田村、大竹村、
上野出嶋村、下野出嶋村）右村々庄屋中

覚（井上河内守様御家中通行二付人馬割賦達書）　領 申年8月24日 横折紙・1通 2130
奉行所→年番触元大庄屋

覚（井上河内守様所替二付人馬継立達書届書）　釜子 申年8月24白 横長美・1冊 2161
組下羽原村組頭源治、庄屋緑川角右衛門

覚（井上河内守様御先触写届書）　釜子組下羽原村問屋 申年8月26日 横長美・1冊 2165
緑川角右衛門

口上之覚（棚倉御所替継立人馬賃銭之儀二付）　前田 申年8月29日 横長美・1冊 2167
川組大庄屋遠藤新兵衛他分家浜尾組大庄屋代役、浜尾組
大庄屋代役、小作田村大庄屋、釜子組大庄屋、栃本組大
庄屋、宮村組大庄屋→御奉行所

覚（松平周防守様御家中御休人足届書）　鈴木幸左衛 申年9月 横長美・1冊 2166
門、根本利右衛門→釜子御役所
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1．触元役所／3．貢租諸役・財政関係事務／3．夫人足・伝馬御用

覚（井上河内守様御所替二付人馬雇銭調書）　下羽原 申年12月26日 横折紙・1通 2162
村問屋緑川覚右衛門→触元御役所

覚（人馬割賦届書）　浜尾両組大庄屋所→触元御役所 酉年4月 横折紙・1通 2368

触馨幣難簾盤轡櫓黙瑠麗逮 酉閾11月22日 横切継紙・1通 1010

孫三郎殿

亥年俵〆人足差引之覚 （亥年） 横長美・1冊 2168

（棚倉御所替二付白川白坂助郷之儀釜子栃本両紺勤方 正月10日 横折紙・1通 2376
申入書）　根本八左衛門、鈴木四郎兵衛

石川助郷村々（明細書上） 横長美・1冊 798

延享元子年6寛延元辰年迄奥州御領分高掛人足賃金御 横長美・1冊 801

取替帳

棚倉様御所替二付三森村下羽原村御継立雇人馬割定囲 横長美・1冊（2丁） 1150
尺覚

棚倉様御所替二付三森下羽原御継立雇人馬定囲尺 横長美・1冊 2129

（諸家荷物・御家中継立人馬数覚） 横折紙・1通 2132

覚（領内村々人足・賃米書上帳） 横長美・1冊 2169

覚（宿詰村々村高・人数書上帳） 横長美・1冊 2300

1．4、戸ロ関係事務

1．4．1．宗門改、人別書上

　1．4．1．1．宗門改帳

御領中番太宗門人別真言宗・曹洞宗・天台宗・臨済宗
　御改帳［陸奥国石川郡・白川郡・岩瀬郡・田村郡］

享和元年11月 袋入・7冊 197～203

御領中番太宗門人別臨済宗御改帳［陸奥国岩瀬郡四 享和元年11月 竪美大・1冊 197
冊ノ内］　浅川組同町目明常十、同治郎兵衛、平吉、
（貼紙1）「浅川組同町目明常十、同小松治郎兵衛、同松
崎平吉」、（貼紙2）「浅川町目明常十、松崎平吉」→触
元御役所［触元大庄屋野木平右衛門、同矢吹孫左衛門、
（貼紙）「石井又九郎、矢吹孫三郎、鈴木茂七」

御領中番太宗門人別臨済宗御改帳［陸奥国岩瀬郡四 享和元年11月 竪美大・1冊 198
冊ノ内］　浅川組同町目明常＋、同治郎兵衛、平吉、
（貼紙1）「浅川組同町目明常十、同小松治郎兵衛、同松
崎平吉」、（貼紙2）「浅川町目明常十、松崎平吉」→触
元御役所［触元大庄屋野木平右衛門、同矢吹孫左衛門］
（貼紙）「石井又九郎、矢吹孫三郎、鈴木茂七」

御領中番太宗門人別天台宗御改帳［陸奥国石川郡・ 享和元年11月 竪美大・1冊 199
岩瀬郡四冊ノ内］　浅川組同町目明常十、同治郎兵
衛、平吉、（貼紙1）「浅川組同町目明常十、同小松治郎
兵衛、同松崎平吉」、（貼紙2）「浅川町目明常十、松崎
平吉」→触元御役所［触元大庄屋野木平右衛門、同矢
吹孫左衛門］（貼紙）「石井又九郎、矢吹孫三郎、鈴木
茂七」

御領中番太宗門人別天台宗御改帳［陸奥国石川郡・ 享和元年11月 竪美大・1冊 200
岩瀬郡四冊ノ内］　浅川組同町目明常十、同治郎兵
衛、平吉、（貼紙1）「浅川組同町目明常十、同小松治郎
兵衛、同松崎平吉」、（貼紙2）「浅川町目明常十、松崎
平吉」→触元御役所［触元大庄屋野木平右衛門、同矢
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1．触元役所／4．戸ロ関係事務／1．宗門改、人別書上／1．宗門改帳

吹孫左衛門］（貼紙）「石井又九郎、矢吹孫三郎、鈴木
茂七」

御領中番太宗門人別真言宗御改帳［陸奥国石川郡・
　白川郡・田村郡四冊ノ内］　浅川組同町目明常十、

享和元年11月 竪美大・1冊 201

同治郎兵衛、平吉、（貼紙1）「浅川組同町目明常十、同
小松治郎兵衛、同松崎平吉」、（貼紙2）「浅川町目明常
十、松崎平吉」→触元御役所［触元大庄屋野木平右衛
門、同矢吹孫左衛門］（貼紙）「石井又九郎、矢吹孫三
郎、鈴木茂七」

御猷辮翻縄瀧辮改儀1鵬顯岨黙 享和元年ll月 竪美大・1冊 202

同治郎兵衛、平吉、（貼紙1）「浅川組同町目明常十、同
小松治郎兵衛、同松崎平吉」、（貼紙2）「浅川町目明常
十、松崎平吉」、（貼紙3）「何組何村組頭誰々、庄屋
誰々」→触元御役所［触元大庄屋野木平右衛門、同矢
吹孫左衛門］（貼紙）「石井又九郎、矢吹孫三郎、鈴木
茂七」

御領中番太宗門人別曹洞宗御改帳［陸奥国石川郡・
　白川郡・岩瀬郡・田村郡四冊ノ内］　浅川組同町

享和元年11月 竪美大・1冊 203

目明常十、同治郎兵衛、平吉、（貼紙1）「浅川組同町目
明常十、同小松治郎兵衛、同松崎平吉」、（貼紙2）「浅
川町目明常十、同松崎平吉」→触元御役所［触元大庄
屋野木平右衛門、同矢吹孫左衛門］（貼紙）「石井又九
郎、矢吹孫三郎、鈴木茂七」

1．4．1．2．領中人数帳

陸奥国白川郡・石川郡・岩瀬郡・田村郡之内御領中人
　数帳［触元抽］　芳賀清五郎、芳賀嘉七、鈴木伝左衛

寛政10年4月 竪美・1冊 209

門→御奉行所

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　触元大庄屋 文化7年4月 竪美大・1冊 210
根本八左衛門→御奉行所

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　触元大庄屋 文化13年4月 竪美大・1冊 211
根本八左衛門→御奉行所

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　触元役所 文政5年4月 袋入・3冊 212～214

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　触元役所 文政11年7月 竪美大・1冊 212
［触元年番大庄屋山川門之助、同根本八左衛門］→御奉
行所

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　触元役所 天保5年8月 竪美大・1冊 213
［触元年番大庄屋根本利右衛門、同山川門之助］→御奉
行所

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　触元役所 天保11年6月 竪美大・1冊 214
［触元年番大庄屋根本八左衛門、同鈴木幸左衛門、（貼
紙）「鈴木幸左衛門、根本八左衛門」］→御奉行所

陸奥国白川郡・岩瀬郡之内御領中人数帳　　（触元役所） 弘化3年4月 竪美大（袋入）・ 215
［触元年番大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門］→御奉 1冊

行所

1．4．1．3．その他

郡分人別子御改書上入（岩瀬郡濱尾組16か村、白川郡 文化13年子4月～5月 竪紙、横切紙（袋 1935
組外宮村番沢村人別書上、ならびに都合人別寄） 入）・4通
（濱尾組大庄屋）山川茂十郎；組外宮村庄屋組頭；組外番
沢村庄屋組頭

郡分人別当子七月御改書上帳　白川郡栃本組拾壱ヶ村 文政11年7月 竪美・1冊 772
［栃本組大庄屋根本八左衛門］→御触元役所
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1．触元役所／4，戸口関係事務／1．宗門改、人別書上／3，その他

子御改人別相点検書上帳　陸奥国岩瀬郡浜尾組九ヶ村 文政11年7月 竪美・1冊 773
［浜尾組大庄屋山川茂十郎］

（来辰年九拾歳以上存命之者井新九拾歳書上入袋一括） 天保14年12月 袋入・1袋 2400
触元役所

浜尾組大庄屋届書控［以書付御届申上候事］（村替百
　姓妻子相送候二付）　浜尾組大庄屋山川文之助→御奉

嘉永6年3月 横折紙・1通 2218

行所

（来子年九拾歳存命井新九拾歳書上入袋一括）　年番触 文久3年12月 袋入・1袋 2396
元大庄屋市川覚左衛門、同遠藤卯野右衛門

来未八拾歳井二以上存命之者書上入　触元大庄屋根本栄 明治3年午12月 袋入・1冊1綴 1936
三郎

大庄屋遠藤藤一郎ほか届書綴［覚］　大庄屋遠藤藤 （明治3年）午12月 仮綴・1綴（4通） 1936－1

一郎ほか→触元御役所

触元大庄屋根本栄三郎書上控［覚］　触元大庄屋根 明治3年午12月 竪美・1冊（2丁） 1936－2

本栄三郎

犠嚴鯉盟廻騨鰐塑書鍛纈縮奉 巳年7月 竪切紙・1通 1146

村庄屋吉田一郎治

［宮村組］大庄屋市川覚左衛門届書下書［口上之覚］
　（宮村組小貫村藤吉益蔵他行留め御赦免につき御礼

午年3月26日 横切紙・附共2通 1393

のこと）　　［宮村組］大庄屋市川覚左衛門→御領方御役
所　　（附）覚（宮村組藤吉益蔵ほか同人好身五人組惣代
等名前書）　午3月25日

覚（九十歳以上之者届書）　前田川組大庄屋遠藤卯野右 亥年12月14日 横折紙・1通 2070
衛門→触元御役所

大庄屋市川覚左衛門届書［覚］（九拾歳以上の者） 亥年12月 横折紙（包紙入） 1846
→触元御役所 ・1通

1．4．2．奉公人

出奉公人召抱奉公人差引書上帳　宮村組簗森村［組頭弥 文化5年2月 横長美・1冊 781
兵衛、同吉左衛門、庄屋鈴木伝五右衛門、大庄屋市川覚
左衛門］

他村6召抱奉公人書上帳　宮村組簗森村［組頭弥兵衛、文化5年2月 横長美・1冊 785－2

同吉左衛門、庄屋鈴木伝五右衛門、大庄屋市川覚左衛門］

召抱奉公人書上帳　宮村組社仁井田村［宮村組社仁井田 文化5年4月 横長美・1冊 780
村組頭伝内、庄屋塩田七右衛門、大庄屋市川覚左衛門］

出奉公人召抱奉公人指引書上帳　宮村組金山村［組頭伝 文化5年4月 横長美・1冊 782
兵衛他組頭2名、庄屋石井重太郎、大庄屋市川覚左衛門］

居村6召抱奉公人書上帳　宮村組小松村［小松村組頭太文化5年4月 横長美・1冊 783
四郎、同長左衛門、庄屋河野喜左衛門、大庄屋市川覚左
衛門］

他村居村6召抱奉公人書上帳　宮村組中野村［組頭八右文化5年4月 横長美・1冊 784
衛門、同利左衛門、庄屋兼帯大庄屋市川覚左衛門］

他村居村6召抱奉公人書上帳　宮村組同村［組頭弥曽吉、 文化5年4月 横長美・1冊 785－1

同吉内、庄屋兼帯大庄屋市川覚左衛門］

他村居村6召抱奉公人相調書上帳　宮村組番沢村［組頭文化5年4月 横長美・1冊 786
次郎右衛門他組頭3名、庄屋穂積又十郎、大庄屋市川覚左
衛門］
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1．触元役所／4．戸口関係事務／2．奉公人

他村居村江出奉公人書上寄帳　宮村組小松村［小松村組 文化5年4月 横長美・1冊 787
頭太四郎、長左衛門、庄屋河野喜左衛門、大庄屋市川覚
左衛門］

1．5．その他の触元行政事務

1．5．1．村況

1．5．1．1．指出帳

［寛保二年二月］白川郡板橋組深渡戸村指出帳（写）
　［庄屋権右衛門］　庄屋兼帯穂積長平、大庄屋兼帯市川

明治3年2月 竪美・1冊 571

覚八→触元御役所

［寛保二年三月］奥州白川郡板橋組堀之内村指出帳
　（写）　庄屋穂積長平、大庄屋兼帯市川覚八→触元御役

明治3年2月 竪美・1冊 577

所

［寛保二年三月］白川郡籏宿組中野村指出帳（写） 明治3年7月 竪美・1冊 573
宮村組中野村組頭清七、同粂十、庄屋甚内、大庄屋市川
覚八→触元御役所

白川郡宮村組簗森村差出帳　白川郡宮村組簗森村組頭弥 明治3年7月 竪美・1冊 574
市、同富作、庄屋四郎、大庄屋市川覚八→民政御役所

［寛保二年十月］指出帳（写）　釜子組三森村［宮村組 明治3年7月 竪美・1冊 575
三森村組頭忠三郎、庄屋順平、大庄屋市川覚八］→民政
御役所

［寛保二年十月日］指出帳（写）　釜子組下羽原村［宮 明治3年7月 竪美・1冊 578
村組下羽原村組頭伝七、庄屋六郎、大庄屋市川覚八］→
触元御役所

［寛保二年十月日］指出帳（写）　釜子組下羽原村［宮 明治3年7月 竪美・1冊 579
村組下羽原村組頭伝七、庄屋六郎、大庄屋市川覚八］→
民政御役所

［寛保二年十月］指出帳（写）　釜子組三森村［宮村組 明治3年7月 竪美・1冊 580
三森村組頭忠三郎、庄屋順平、大庄屋市川覚八］→触元
御役所

［寛保二年十月］白川郡宮村差出帳（写）　宮村組同村 明治3年8月 竪美・1冊 570
組頭伝次郎、同佐十郎、大庄屋市川覚八→民政御役所

［寛保二年三月］奥州白川郡形見村指出帳（写）　栃 明治3年8月 竪美・1冊 572
本組形見村組頭金蔵、早蔵、庄屋徳三郎→触元御役所

［寛保二年三月］白川郡河東田村差出帳（写）　組頭 明治3年8月 竪美・1冊 576
蔦蔵、同忠三郎、庄屋広瀬藤十郎、大庄屋兼帯市川覚八

［寛保二年三月］白川郡籏宿組内松村指出帳（写） 明治3年8月 竪美・1冊 581
宮村組内松村組頭八曽吉、庄屋啓十郎、大庄屋市川覚八
→民政御役所

1．5．1．2．その他

御尋之諸品々可書上帳 寛保4年正月 横長美・1冊 344－1

亥八月中差上侯牛馬寄 子年2月6日 横長美・1冊 344－2

御尋二付品々書上帳　柳橋組七ヶ村 天明2年4月 綴・4冊5通 345

覚（御尋二付品々書上）　柳橋組同村組頭孫右衛門他 天明2年4月 横折紙・1通 345－1
組頭2名、大庄屋遊佐庄右衛門

酒屋鉄砲書上帳　柳橋組下道渡村［組頭喜右衛門、庄 天明2年4月 横長美・1冊 345－2
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1．触元役所／5．その他の触元行政事務／1．村況／2．その他

屋角兵衛］

水車届書上帳　柳橋組上道渡村［組頭伝蔵、庄屋条右衛 天明2年4月 横長美・1冊 345－3
門］

品々御尋書上帳　柳橋組川曲村［組頭徳左衛門他組頭2天明2年4月 横長美・1冊 345－4
名］

覚（御尋二付品々書上）　同［中津川］村組頭定右衛 天明2年4月 横長美・1冊 345－5

門他組頭3名、庄屋村上市郎右衛門

覚（御尋二付酒屋書上）　　［柳橋組］浮金村組頭利兵 天明2年4月 横折紙・1通 345－6

衛他組頭1名

覚（御尋二付鉄砲書上）　　［柳橋組］浮金村組頭利兵 天明2年4月 横折紙・1通 345－7
衛他組頭1名

覚（御尋二付酒屋書上）　　［柳橋組］吉野辺村組頭次 天明2年4月23日 横折紙・1通 345－8

郎左衛門他組頭1名、庄屋板橋八右衛門→触元役所

覚（御尋二付鉄砲書上）　　［柳橋組］吉野辺村組頭治 天明2年4月23日 横折紙・1通 345－9

郎左衛門他組頭1名、庄屋板橋八右衛門→触元役所

御尋二付書上帳　前田川組 天明2年4月 綴・4冊4通 346

覚（御尋二付品々書上）　　［前田川組田中村］組頭定 天明2年4月 横折紙・1通 346－1

右衛門他組頭2名、庄屋市郎治

酒屋水車井鉄砲持相調書上帳　前田川組狸森村［組頭 天明2年4月 横長美・1冊 346－2

助太郎他組頭3名、庄屋惣右衛門、同関根宗左衛門］

猟師鉄砲相調書上帳　前田川組運新田村［組頭庄兵衛、 天明2年4月 横長美・1冊 346－3

庄屋吉兵衛］

酒屋水車井鉄砲持相改書上帳　前田川組大栗村［組頭 天明2年4月 横長美・1冊 346－4

民八他組頭2名、庄屋源左衛門］

覚（御尋二付品々書上）　　［前田川組小作田村］組頭 天明2年4月 横折紙・1通 346－5

忠右衛門他組頭2名、庄屋遠藤勇蔵

覚（御尋二付品々書上）　　［前田川組日照田村］組頭 天明2年4月 横折紙・1通 346－6

忠右衛門他組頭1名、庄屋七兵衛

覚（御尋二付品々書上）　　［前田川組同村］組頭市右 天明2年4月 横折紙・1通 346－7
衛門他組頭2名、大庄屋遠藤門次郎

鉄砲斗網持相調書上帳　前田川組市野関村［組頭嘉惣 天明2年4月 横長美・1冊 346－8

次他組頭1名、庄屋猪十郎］

諸品書上再調帳　石川組［石川組大庄屋鈴木茂七］ 天明2年5月 横長美・1冊 347

惣人数家数井牛馬道法相調へ書上帳　滑津組川原田村 天明5年6月 横長美・1冊 352
［組頭庄右衛門他組頭2名、庄屋弥平兵衛、大庄屋野木平
右衛門］

御領中庄郷相調書上帳　触元役所 享和3年2月 横長美・1冊 955

村々庄屋組頭御役義拝御格式度数被仰付其外格式之者 万延2年正月 横長美（袋入）・ 1949
相調書入　宮村組、栃本組、前田川組、分家濱尾組→触 3冊

元御役所

（御領中産物方御尋二付申上書下書） 竪美・1冊 2068

分家濱尾組狸森村麓絵図［触元役所控］　庄屋長蔵、 明治3年午7月 1鋪 唾690
大庄屋山川門十郎→民政御役所

分家濱尾組大栗村鹿絵図〔触元役所控］　庄屋与三郎 明治3年午7月 1鋪 1691
ほか組頭、取計役4名、大庄屋山川門十郎→民政御役所
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1．触元役所／5．その他の触元行政事務／1．村況／2．その他

濱尾組下宿村麓絵図［触元役所控］　庄屋勇蔵、後見儀 明治3年午7月 1鋪 1695
惣次、濱尾組兼帯大庄屋山川門十郎→民政御役所

分家濱尾組小作田村麓絵図［触元役所控］　庄屋寅治 明治3年午7月 1鋪 1696
ほか組頭、取計役3名、後見市ノ関村庄屋與市→民政御役
所

濱尾組日照田村麓絵図［触元役所控］　庄屋徳蔵ほか組 明治3年午7月 1鋪 1697
頭2名、右組兼帯大庄屋山川門十郎→触元御役所

分家濱尾組田中村麓絵図［触元役所控］　庄屋一郎治 明治3年午7月 1鋪 1699
→民政御役所

分家濱尾組雨田村麓絵図［触元役所控］　庄屋重三郎 1鋪 1692
ほか組頭、取計役4名

（濱尾村麓絵図） 1鋪 1693

濱尾組中宿村麓絵図 1鋪 1694

（和田村鹿絵図） 1鋪 1698

（四辻新田村鹿絵図） 1鋪 1700

1．5．2．災害、御救

御陣屋井町方出火之節諸人足寄帳　触元役所 安永7年正月13日 横長美・1冊 651

御領中御救金利金調帳　触元役所 天明8年12月 横長美・1冊 712

御領中御救金冥加金相調帳　触元役所→御金方御役所， 寛政4年閏2月 横長美・1冊 714

出火之節万御用留帳　触元役所 文化元年10月 横長美・1冊 195

御陣屋御類焼二付琉球献上割賦帳　触元役所→右御組々 文化2年閏8月 横長美・1冊 650
大庄屋所、組外村々庄屋中

出火之節駈着人足名前相調書上帳触元役所→御領方御 文政12年 横長美・1冊 648
役所

（分家浜尾組大栗村荒地引方井極難渋者御救米金下付 嘉永5年10月 横長美・1冊 711－1
願書・請取控）　　（組頭喜左衛門、同石井平右衛門、
取付役大槻徳之助、庄屋矢部代三郎、添役狸森村庄屋関
根四郎左衛門、大庄屋山川六郎右衛門）→御奉行所

（分家浜尾組田中村他3ヵ村荒地引方井極難渋者御救米 嘉永6年ll月 横長美・1冊 711－2
金下付願書・請取控）　　（田中村組頭佐藤伝左衛門他
組頭2名、取計役三瓶伝次郎、庄屋兼帯大庄屋山川六郎右
衛門；留田村組頭雄平他組頭2名、取計役1名、庄屋兼帯
大庄屋1名；狸森村組頭辰之助他組頭3名、庄屋2名、大庄
屋1名、大栗村組頭喜左衛門他組頭1名、取計役1名、庄屋
1名、添役狸森村庄屋1名、大庄屋1名）

出火之節駈付人別名前相懸検帳　触元役所→御領方御役
　所

安政4年正月 横長美・1冊 649－1

出火之節駈付人別名前相懸検帳入　触元役所 安政4年正月 袋・1枚 649－2

分鶴難顯i翻難顯灘糟囎殿講翻 慶応2年9月19日 横折紙・1通 2037

3名、庄屋関根只助、同荻野秀助、大庄屋山川門之助→触
元御役所

分家濱尾組大栗村村役人届書ならびに類病家相調御届 明治3年午7月 竪継紙、横長美 ※1923－7
帳控（類病流行につき）　分家濱尾組組頭文五郎ほか （包紙入）・1通1

2名、取計役喜伝治、庄屋代三郎、大庄屋山川門十郎→民 冊

政御役所
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1．触元役所／5．その他の触元行政事務／2．災害、御救

養老米証文入（濱尾組同村、中宿村、分家濱尾組狸森
　村庄屋養老手当米受取書）　両濱尾組中宿村、濱尾村、

明治3年午12月17日 竪紙、竪半（袋入）

・1通1冊

1934

狸森村→和田御蔵、触元御役所

養老米証文入（濱尾組同村、中宿村、分家濱尾組狸森
　村、両田村庄屋養老手当米受取書）　両濱尾組中宿

明治4年未5月 竪紙、竪美（袋入）

・4通1冊

1937

村、濱尾村、狸森村、両田村→触元御役所

（両郡難渋開作夫食米割合覚） 横折紙・1通 2212

1．5．3．街道

宿々江道法書上ヶ帳　岩瀬郡下宿村［下宿村庄屋庄兵衛］ 延享4年5月 横長美・1冊 794

往還宿々江道法書上帳　白川郡町屋村［白川郡町屋村庄屋 延享4年5月 横長美・1冊 796
兵左衛門］

石川郡御料所6石川町江道法書上帳　陸奥国石川郡石川延享4年6月 横長美・1冊 348
町［庄屋弥平兵衛、組頭儀右衛門、問屋半五右衛門、同
宇右衛門］

磐城国白川郡枝街道人馬継所村名附井継所6継所迄里 明治3年7月 竪美・1冊 592
数附　　（三森村）問屋役人惣代庄屋順平

磐城国白川郡枝街道人馬継所村名附井継所6継所迄里 明治3年7月 竪美・1冊 593
数附　下羽原村問屋役人惣代六郎

磐城国白川郡枝街道人馬継所村名附井継所6継所迄正 明治3年7月 竪美・1冊 594
里数附　上野出嶋村問屋役人惣代善十、栃本村問屋役人
惣代忠次郎、深仁井田村間屋役人惣代勇吉→触元役所

磐代国岩瀬郡枝街道人馬継所村名附井継所6継所迄里 明治3年7月 竪美・1冊 595
数附　小作田村問屋役人惣代繁八→御役所

磐代国岩瀬郡枝街道人馬継所村名附井継所6継所迄里 明治3年7月 竪美・1冊 596
数附　小作田村間屋役人惣代繁八→御役所

磐城国白川郡枝街道人馬継所村名附井継所6継所迄里 明治3年7月 竪美・1冊 597
数附　釜子村間屋役人惣代猶次郎

（棚倉領・代官所支配村々白坂宿へ里数調書） 卯年3月 横長美・1通 2墨34

（浅川・棚倉・竹貫道順絵図） 継紙・1鋪 2340

1．5．4．寺社

（墓地替地二付場所など請書）　浅川町真言宗慈眼寺儀 明和5年3月22日 竪継紙・1通 936－1

光他同町組頭1名、年寄3名、大庄屋芳賀八郎右衛門→御
奉行所、御山奉行所

（墓地替地二付場所など請書付属絵図） （明和5年） 竪紙・1鋪 936－2

於関山御領中御祈祷御礼献上御初穂割　触元役所 寛政7年12月 横長美・1冊 2339

濱尾組同村村役人届書控ならびに同村長命寺旦中惣代
　願書控ほか（長命寺住職病死につき須賀川宿天台宗

明治3年午2月、7月 竪紙・3通 ※≦923－4～
　6

本寺妙林寺兼帯依頼の件）　濱尾組同村組頭市平ほか
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

鹿嶋勧化寺社方之分御領中二而金壱両指出寺社修験人 丑年11月 横長美・1冊 2285
数江割合
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1．5，5．秤改

家数井秤取調差出帳入 安政5年9月 袋入・2綴（8冊2 342～343
通〉

秤改中諸入用割合帳　白川郡、岩瀬郡［宮村組惣代瀧 安政3年9月 横長美・1冊 342－1
田又之助他1名、栃本組惣代関根永作他1名、前田川組
惣代村越儀平他1名、分家浜尾組惣代矢部代三郎他1名］
→年番触元大庄屋所

（奥州秤改御用人馬先触写）　宮村組釜子村庄屋兼帯 辰年9月 横長美・1冊 342－2
瀧田又之助、庄屋有賀猶次郎、大庄屋市川覚左衛門→
触元御役所

（奥州秤改御用に付村役人呼出廻状写）　釜子秤改御 9月11日 横長美・1冊 342－3
用場→釜子村他22ヶ村右村々名主中

覚（内松村・小貫村・河東田村分秤相調書上写） 辰9月 横折紙・1通 342－4
（宮村組）大庄屋市川覚左衛門→触元御役所

覚（深渡戸村・宮村分秤相調書上写）　　（宮村組） 辰9月 横折紙・1通 342－5
大庄屋市川覚左衛門→触元御役所

新規秤望渡人別帳　御名御領分奥州白川郡釜子附村々 安政3年9月 横長美・1冊 342－6
［宮村組惣代瀧田又之助他1名、栃本組惣代関根永作他1
名］→触元御役所

（釜子秤改御用場人馬継立覚写）　釜子問屋鈴木治右 辰年9月22日～23日 横長美・1冊 342．7
衛門→触元御役所

新規秤望渡人別帳　御名御領分奥州岩瀬郡釜子附村々 安政3年9月 横長美・1冊 342－8
［分家浜尾組惣代大栗村庄屋矢部代三郎他1名、前田川
組惣代塩田村庄屋塩田甚助他1名］→触元御役所

差上申一札之事（秤御改御用村内秤差出方之儀に付） 嘉永7年9月 竪美・1冊 343－1
越後高田領奥州白川郡釜子村庄屋猶次郎他庄屋24名、
宮村組惣代瀧田又之助他1名、栃本組惣代関根永作他1
名→触元御役所

差上申一札之事（秤御改御用村内秤差出方之儀に付） 嘉永7年9月 竪美・1冊 343－2
越後高田領奥州岩瀬郡前田川村庄屋市蔵他庄屋18名、
前田川組惣代塩田甚助他1名、分家浜尾組惣代矢部代三
郎他1名→触元御役所

（家数井秤取調差出帳綴） 安政3年9月 綴・1綴（2冊） 234

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡小作田村庄 安政3年9月 横長美・1冊 234－1
屋沢右衛門［組頭貞作、同関根義平治、庄屋関根沢右
衛門、大庄屋山川門之助］→御奉行所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡日与田村庄 安政3年9月 横長美・1冊 234－2
屋勝助［組頭弥源次、同福田新蔵、庄屋福田勝助、大
庄屋山川門之助］→御奉行所

（家数井秤取調差出帳綴） 安政3年9月 綴・1綴（3冊） 236～238

家数井秤取調指出帳　越後高田領分奥州岩瀬郡大栗村庄 安政3年9月 横長美・1冊 236
屋代三郎［組頭喜左衛門、同石井平右衛門、取計役大
槻徳之助、庄屋矢部代三郎、添役野森村庄屋関根四郎
左衛門、大庄屋山川門之助］→御奉行所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡市野関村 安政3年9月 横長美・1冊 237
［百姓代儀左衛門、組頭佐市郎、同清左衛門、庄屋吉田
与市、大庄屋山川門之助］→御領方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡狸森村庄屋 安政3年9月 横長美・1冊 238
四郎左衛門、同市乃助［庄屋荻野市乃助、同関根四郎
左衛門、大庄屋山川門之助］
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家数井秤取調差出帳写入　栃本組九ヶ村 安政3年9月 袋入・2綴（6冊） 319～320

家数井秤取調差出帳　奥州白川郡下野出嶋村庄屋啓作 安政3年9月 横長美・1冊 319－1

［組頭正三郎他組頭2名、庄屋遠藤啓作］→触元役所

家数井秤取調差出帳　奥州白川郡上野出嶋村庄屋永作 安政3年9月 横長美・1冊 319－2

［組頭初右衛門他組頭2名、庄屋関根永作、後見遠藤啓
作］→触元役所

家数井秤取調差出帳　奥州白川郡深仁井田村庄屋弥左衛 安政3年9月 横長美・1冊 319－3

門、細倉村庄屋代松右衛門、大竹村庄屋代栄蔵［栃本
組大竹村組頭栄蔵、細倉村組頭松右衛門、深仁井田村
組頭善左衛門他組頭1名、庄屋深谷弥左衛門］→触元役
所

家数井秤取調差出帳　奥州白川郡形見村、吉岡村名主徳 安政3年9月 横長美・1冊 319－4

左衛門［栃本組吉岡村組頭喜十郎他組頭1名、形見村組
頭忠治他組頭1名、庄屋大沼徳左衛門］→触元役所

家数井秤取調差出帳　奥州白川郡千田村庄屋代与右衛門 安政3年9月 横長美・1冊 320－1

［百姓代清重、組頭庄屋代与右衛門］

家数井秤取調差出帳　奥州白川郡栃本村庄屋代久右衛門 安政3年9月 横長美・1冊 320－2

［百姓代又市、組頭庄屋代久右衛門］

家数井秤取調帳入　前田川組八ヶ村 安政3年9月 袋入・14冊 321～333

家数井秤取調指出帳　御名領分奥州白川郡小貫村庄屋達 安政3年9月 横長美・1冊 321
之助［組頭七右衛門他組頭2名、庄屋吉田達之助］→触
元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡宮村庄屋源之 安政3年9月 横長美・1冊 322
丞［組頭八曽右衛門他組頭1名、庄屋市川源之丞］→触
元御役所

家数井秤取調指出帳　御名領分奥州白川郡内松村庄屋定 安政3年9月 横長美・1冊 323
右衛門［百姓代半蔵、組頭清蔵、庄屋沼田定右衛門］
→触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白河郡中野村庄屋利 安政3年9月 横長美・1冊 324
兵衛［組頭林八他組頭1名、庄屋今井利兵衛、後見沼田
定右衛門］→触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡小松村庄屋辰 安政3年9月 横長美・1冊 325
右衛門［百姓代藤三郎、組頭清七他組頭1名、庄屋須釜
辰右衛門］→触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡番沢村庄屋雄 安政3年9月 横長美・1冊 326
右衛門［組頭平重他組頭2名、庄屋穂積雄右衛門］→触
元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡三森村庄屋源 安政3年9月 横長美・1冊 327
助［組頭忠三郎他組頭1名、庄屋芳賀源助、後見広瀬善
左衛門］→触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡梁森村庄屋沢 安政3年9月 横長美・1冊 328
右衛門［組頭庄三郎他組頭1名、庄屋緑川沢右衛門］峠
触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡中寺村庄屋森 安政3年9月 横長美・1冊 329
蔵［組頭重蔵、庄屋市川森蔵］→触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡下羽原村庄屋 安政3年9月 横長美・1冊 330
覚之丞［組頭伝右衛門、庄屋緑川覚之丞コ→触元御役
所

家数井秤取調指出帳　越後高田領分奥州白川郡釜子村庄 安政3年9月 横長美・1冊 331
屋猶次郎、又之助［組頭八曽右衛門重右衛門他組頭3名、
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庄屋兼帯瀧田又之助、庄屋有賀猶次郎］→触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡深渡戸村庄屋 安政3年9月 横長美・1冊 332－1
又之助［組頭瀧蔵他組頭1名、庄屋瀧田又之助］→触元
御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡川東田村庄屋 安政3年9月 横長美・1冊 332－2
善左衛門［組頭角蔵他組頭1名、庄屋広瀬善左衛門］→
触元御役所

家数井秤取調差出帳　御名領分奥州白川郡堀之内村庄屋 安政3年9月 横長美・1冊 333
親之助［組頭清左衛門他組頭1名、庄屋穂積親之助］→
触元御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡中宿村庄屋重 安政3年9月 横長美・1冊 334
右衛門［組頭重蔵、庄屋矢吹重右衛門］→御領方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡下宿村庄屋代 安政3年9月 横長美・1冊 335
太四郎［組頭沼田勘右衛門、庄屋代山寺太四郎］→御領
方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡和田村庄屋平 安政3年9月 横長美・1冊 336
蔵、同儀兵衛［組頭市之助他組頭2名、庄屋村越儀兵衛、
同箭内平蔵、大庄屋遠藤奥之助］→御領方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領分奥州岩瀬郡小倉村庄屋 安政3年9月 横長美・1冊 337
慶蔵［組頭七右衛門他組頭3名、取計役佐藤栄五郎、庄屋
大槻慶蔵、同兼帯箭内平蔵、大庄屋遠藤奥之助］→御領
方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡上小山田村庄 安政3年9月 横長美・1冊 338
屋兼帯下小山田村庄屋貞蔵［組頭熊谷市左衛門他組頭1名、
庄屋兼帯下小山田村庄屋神尾貞蔵］→御領方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡下小山田村庄 安政3年9月 横長美・1冊 339
屋貞蔵［組頭忠助他組頭1名、庄屋神尾貞蔵、大庄屋遠藤
奥之助］→御領方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領分奥州岩瀬郡前田川村庄 安政3年9月 横長美・1冊 340
屋市蔵［組頭安藤清太郎他組頭1名、庄屋遠藤市蔵、大庄
屋遠藤奥之助］→御領方御役所

家数井秤取調差出帳　越後高田領奥州岩瀬郡塩田村庄屋甚 安政3年9月 横長美・1冊 341
助［組頭仁右衛門他組頭3人、庄屋塩田甚助、取締役水野
重治郎、大庄屋遠藤奥之助］→御領方御役所

御当代様より被下置候秤通用御老中御連印御証文写 包紙入・4通 1612

年轍羅轍讐黙鞭難羅 安政3年辰9月 竪継紙・1通 1612－1

八左衛門、同市川覚左衛門→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上書 安政3年辰9月 竪継紙・1通 1612－2

船欝麟灘鍔蛭醐§詳勢瀦罐
大庄屋根本八左衛門、同市川覚左衛門→御領方御役所

灘購羅鷺纒鞭董購
（安政3年辰9月） 竪継紙・1通 1612－3

と）　分家濱尾組惣代大栗村庄屋矢部代三郎、狸森村
庄屋萩野秀助、前田川組惣代塩田村庄屋塩田甚助、和
田村庄屋村越儀平→触元御役所

宮騨聾禦暫離繰鵬繍麟葛潔 （安政3年辰9月） 竪継紙・1通 1612－4

了届御領方役所へ提出につき写差出しのこと）
宮村組惣代［梁森村庄屋］緑川沢右衛門、［深渡戸村庄
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1、触元役所／5．その他の触元行政事務／5．秤改

屋］瀧田又之助、栃本組惣代［上野出島村庄屋］関根
永作、［深仁井田村庄屋］深谷弥左衛門→触元御役所

年番触元大庄屋根本八左衛門同市川覚左衛門差上書控

羅講難顯髭断撃蹴畑甚測廃
安政3年辰9月 堅継紙（包紙入）

・1通
1613

衛門、同市川覚左衛門→御領方御役所　　（包紙上書）「権
現様より被下置候御朱印写」

（両郡古秤直料・新規秤代料調書） 辰年9月 横折紙・1通 2254

1．5．6．酒造

御領中酒造株高井酒造米高相調書上帳　　［柳橋組大庄屋 天明8年 竪美・1冊 301

遊佐順蔵他大庄屋9名］

御領中酒造株高譲渡譲請相調書上帳　　［柳橋組大庄屋 享和元年3月 竪美・1冊 307
遊佐順蔵他大庄屋11名］

指上申御請一札之事（米高値に付酒造米高半減之儀） 享和2年7月 竪美・i冊 318
酒造人、大庄屋→御奉行所

酒造休株高相調書上帳　石川組［石川組大庄屋鈴木茂七］ 享和3年2月 竪美・1冊 314

御領中酒造米高相調書上帳　　［陸奥国白川郡深仁井田村 享和3年3月 竪美・1冊 294
酒造人深谷唯八他酒造人30名、釜子組大庄屋鈴木源十郎
他大庄屋11名］→浅川御役所

（酒造役米高書上帳） 享和3年3月 竪美・1冊 313

酒造株高酒造米高御冥加永書上帳　　［陸奥国白川郡深仁 享和3年4月 竪美・1冊 308
井田村酒造人深谷唯八他酒造人30名、釜子組大庄屋鈴木
源十郎他大庄屋11名］→浅川御役所

酒造役米御受帳　　［奥州白川郡深仁井田村酒造人深谷唯八 享和3年5月 竪美・1冊 290－1

他酒造人30名、釜子組大庄屋鈴木源十郎他大庄屋10名］
→御奉行所

御領中酒造株高井造酒米高書上帳　触元役所 文化7年9月 袋のみ・1枚（290 290－2
一1に挿入）

（酒造役米高拾分一代金一件） 包紙入、こより一 2498
括（5通）

加藤大吾書状（高田藩開口甚蔵娘同藩長谷河記平治 6月24日 横切紙・1通 2498－1

方へ縁付の件など）　→栃本村大庄屋様

酒造人願書控［以書付奉願上候事］（酒造米高のう 享和3年5月 竪継紙・1通 2498－2

ち十分一役米仰せ付けの件につき）

深仁井田村深谷唯八ほか30名金子預証文［預申金子
　之事］（酒造役米代金上納分下げ預り）　深仁井

享和3年亥12月 竪継紙・1通 2498－3

田村深谷唯八ほか30名→触元御役所

深仁井田村深谷唯八ほか30名金子請取証文［請取申
　金子之事］（酒造役米高拾分一代金）　深仁井田村

享和3年亥12月 竪継紙・1通 2498－4

深谷唯八ほか30名→矢吹孫三郎様、石井又次右衛門様、
鈴木茂七様

触元三人金子請取証文下書［請取申金子之事］（酒 享和3年亥12月 竪紙・1通 2498－5

造役米高拾分一代金）　触元三人→御奉行所

酒造役米石代金御請帳　［奥州白川郡深仁井田村酒造人 享和3年7月 竪美・1冊 291
深谷唯八他酒造人30名、山白石組同村庄屋兼帯松浦勇右
衛門他28名、釜子組大庄屋鈴木源十郎他大庄屋11名］→
御奉行所

酒造役米代金取立帳　触元役所 享和3年7月 横長美・1冊 309
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1．触元役所／5．その他の触元行政事務／6』酒造

亥年酒造米高書上帳　　［奥州白川郡深仁井田村酒造人深 享和3年12月 竪美・1冊 292
谷唯八他酒造人30名、釜子組大庄屋鈴木源十郎他大庄屋
11名］→浅川御役所

酒造米高相調書上帳　　［奥州白川郡深仁井田村酒造人深 文化元年9月 竪美・1冊 293
谷唯八他酒造人30名、釜子組大庄崖鈴木源十郎他大庄屋
11名］

御領中酒造株高丼酒造米高相調書上帳　　［陸奥国白川郡 文化7年9月 竪美・1冊 295
深仁井田村酒造人深谷唯八他酒造人6名、栃本組大庄屋根
本八左衛門、浜尾組大庄屋山川茂十郎］

酒造株高相調書上帳　浜尾組和田村［組頭喜右衛門他2名、 文化7年9月 竪美・1冊 298
庄屋箭内惣兵衛、同村越儀惣次、大庄屋山川茂十郎］

株高拝酒造米相調書上帳　浜尾組狸森村［組頭藤蔵他3名、 文化7年9月 竪美・1冊 299
庄屋関根勝右衛門他兼帯庄屋1名、大庄屋山川茂十郎］

株高井酒造米相調書上帳　浜尾組大栗村［組頭治郎兵衛 文化7年9月 竪美・1冊 300
他2名、庄屋矢部新左衛門、大庄屋山川茂十郎］

酒造株高造高相調書上帳　浜尾組前田川村［浜尾組前田 文化7年9月 竪美・1冊 302
川村組頭市右衛門他2名、庄屋遠藤与次右衛門、大庄屋山
川茂十郎］

株高酒造米書上帳　浜尾組小作田村［組頭与吉他1名、庄 文化7年9月 竪美・1冊 303－1
屋関根沢右衛門、大庄屋山川茂十郎］

覚（浜尾組同村太郎平他1名休株高書上）　組頭伊惣次文化7年9月 竪紙・1通 303－2
他2名、大庄屋山川茂重郎→触元御役所

覚（釜子村酒造人鈴木源十郎酒造米高書上）　庄屋鈴 文化7年9月 堅紙・1通 303－3
木源十郎、大庄屋根本八左衛門→御触元役所

覚（栃本組深仁井田村酒造人深谷唯八酒造米高書上） 文化7年9月 横折紙・1通 303－4
組頭名左衛門他1名、庄屋深谷唯八、大庄屋根本八左衛門
→御触元役所

酒造休株高相調書上帳　［浜尾組大庄屋山川茂＋郎］ 文化7年9月 竪美・1冊 305

御領中酒造休株高相調書上帳　［浜尾組大庄屋山川門之 文化7年9月 竪美・1冊 306
助他大庄屋3名］

御領中酒造株高譲渡譲請相調書上帳　　［浜尾組大庄屋 文化7年9月 竪美・1冊 312
山川茂十郎］

御領中酒造米高相調書上帳　　［栃本組深仁井田村庄屋深 文政13年12月 竪美・1冊 296
谷弥左衛門庄屋5名、浜尾組大庄屋山川茂十郎他大庄屋4
名］

御領中酒造株高井酒造米高相調書上帳　［釜子組大庄屋 文政13年12月 竪美・1冊 304
鈴木幸左衛門他大庄屋4名］→釜子御役所

御領中酒造米高相調書上帳　　［栃本組深仁井田村庄屋深 天保5年7月 竪美・1冊 297
谷弥左衛門他庄屋6名、浜尾組大庄屋山川茂十郎他大庄屋
4名］→触元御役所

公儀御触御受書井御領中酒造米高相調書上帳　［浜尾 天保11年11月 竪美・1冊 316
組和田村庄屋村越儀惣次他庄屋6名、釜子組大庄屋鈴木幸
左衛門他大庄屋6名］→釜子御役所

公儀御触御請書井御領中酒造米高相調書上帳　［浜尾 天保12年11月 竪美・1冊 317
組和田村庄屋村越儀惣次他庄屋7名、釜子組大庄屋鈴木幸
左衛門他大庄屋6名］→釜子御役所

公儀御触書御請書井御領中酒造米高相調書上帳　［栃 万延元年9月 竪美・1冊 315
本組深仁井田村庄屋酒造人深谷弥左衛門他酒造人庄屋18
名、栃本組大庄屋根本八左衛門他大庄屋3名］→釜子御役
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1。触元役所／5．その他の触元行政事務／6．酒造

所

某黙墓灘量藷扁製箆1寸唖欝撃人出 巳年8月20日 横折小切紙・1通 1405

卯三月十五日酒改 横切継紙・1通 878

卯三月十五日酒相改 横折紙・1通 879

辰八月二日改（酒改め）　酒店 横切継紙・1通 880

辰三月二日酒改 横切継紙・1通 881

1．5．7、触元役所事務

触元役所物書常附番血判起請文［神文］（触元役所御 寛保3年亥9月～享和3 竪継紙・1通 1555
用勤めにつき秘密厳守等起請のこと）　帳書［物書］ 年亥2月9日
九兵衛ほか、常附［常附番］新六ほか、合計31名

触元役所引渡帳 延享4年5月 竪美・1冊 7
御用外手拍帳　釜子触元書役雄蔵 嘉永2年9月21日 竪美・1冊 900

宮村組釜子村庄屋差出一札［一札之事］（触元役所場 元治2年4月 竪紙・1通 2010
所替二付）　宮村組釜子村庄屋鈴木玄次郎、同有賀猶次
郎→年番触元大庄屋山川門之助、同根本栄三郎

御用記録帳数調　触元大庄屋根本栄三郎［触元大庄屋根本 明治5年5月 竪美・1冊 64
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、同山川寛次郎］

触元御用記録帳数調（写）　触元大庄屋根本栄三郎［触 明治5年5月 竪美・1冊 2003
元大庄屋根本栄三郎、立会大庄屋市川覚八、触元御用弁
中井善四郎、同山川寛次郎］

（管内御引渡二付諸入用勘定調書） （明治5年） 横長美・1冊 2323

触元仮宅覚　小貫十蔵→触元大庄屋所 卯年9月 横長美・1冊 2104
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（サブフォンド記述）

2．栃本組大庄屋所

文書群の年代　　寛文9（1669）年～明治6（1873）年（内容年代）

文書群の数量　　2831点

栃本組大庄屋所の歴史

　寛保元（1741）年に成立した高田藩奥州領では、寛政10（1798）年の浅川騒動後、大庄屋全員が退

役させられた一時期を除き、明治5（1872）年までほぼ130年間大庄屋制が存続する。根本家はその間

一貫して栃本組大庄屋の地位にある。

　栃本組を構成する村は最初23か村であるが、年代によりしばしば変化している。たとえば、天明7

（1787）年では下記の15か村になっている。文化6（1809）年、幕府の5万石上知によって高田藩領が

白河郡23か村・岩瀬郡17か村の40か村3万石余に縮小されると、新たに設けられた釜子陣屋は、釜子

組などを廃して白河郡23か村を栃本組、岩瀬郡17か村を浜尾組に統合しようとした。しかし嘆願によ

り釜子組が残され、のち他組も復活する。栃本組の組下村々は、遅くとも天保8（1837）年には、下

記の9か村に固定化し、明治初年まで変化していない。

〔栃本組の構成村〕

寛保2（1742）年　　　　栃本、高木、梁森、金山、松原新田、番沢、仁井田、山崎新田、中野、内松、

（23か村）　　　　　　　油田新田、夏梨子、小田新田、郷渡、小松、小松新田、高萩新田、宮、関場、

　　　　　　　　　　中寺、千田、形見、（以上白河郡）、新屋敷（石川郡）
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　ず　　　　　　　　　ユ　ハハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　ハ　ハ　　　べ

天明7（1787）年　　　　栃本、釜子、若栗新田、嘉左衛門新田、吉岡、下羽原、三森、堀之内、川東田、

（15か村）　　　　　　　深渡戸、細倉、深仁井田（以上白河郡）、新屋敷、赤羽、外槙（以上石川郡）

天保8（1837）年以降　　　栃本、千田、形見、深仁井田、細倉、大竹、吉岡、上野出嶋、下野出嶋

（9か村）　　　　　　　　（以上白河郡）

　大庄屋所の機能は、高田藩陣屋から触元役所を通じて下達される触を組下村々に伝達したり、村々

から出される願書や届書を触元役所や高田藩陣屋に取り次いだりする任務のほか、年貢諸役上納の取

りまとめ、人別異動の管理、争論や訴訟の処理など、組内行政のあらゆる分野に及んだ。根本氏は、

しばしば年番触元大庄屋として触元役所に詰めたため、栃本村に大庄屋留守居役を置き、仕事を代行

させている。

　高田領時代、根本家は栃本組大庄屋であると同時に、一貫して栃本村庄屋でもあった。実際には組

頭が村内行政の大半を代行したようだが、文書作成などには庄屋としての根本氏の決裁が必要となる。

その場合、既述のように根本氏が栃本村庄屋を名乗ることはほとんどなく、たいてい栃本組大庄屋の

肩書きを使用している。このことは、根本家において栃本組大庄屋所としての機能と栃本村庄屋所と

しての機能が一体化していることを意味している。端的な例として、栃本村の御用留帳は栃本組の御

用留帳と合体して「栃本組井二栃本村御用留帳」となっている場合と「栃本村御用留帳」として独立

している場合とがあるが、いずれも表紙には作成者名として「栃本組大庄屋所」と記されている。
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　なお根本家は、慶応元（1865）年から釜子組大庄屋をもつとめている。これは、根本八左衛門光昌

が文久2（1862）年に栃本組大庄屋を子栄三郎保教に譲ったあと、改めて釜子組大庄屋に任ぜられた

ものである。また明治初年には、栃本組、釜子組、宮村組の3組を代表して根本家が「白河郡三ヶ組

御用番大庄屋所」となり、ついで明治4（1871）年には「白河郡二番組大庄屋所」となっている。

文書群の構造と内容

　本サブフォンドは、根本家が栃本組大庄屋として在職した寛保2（1742）年から明治5（1872）年に、

栃本組大庄屋として作成または受領した文書が主体である。しかし上に記したような事情から、この

間の栃本村庄屋所文書も本サブフォンドに含める結果となった。その他、慶応・明治初年の釜子組大

庄屋文書や、根本家が一時兼帯庄屋をつとめた上野出嶋村、大竹村などの文書も一部含まれる。その

意味で、本サブフォンドを「栃本組大庄屋所」文書とするのは必ずしも正確な表現でない。

　本サブフォンドの範囲は栃本組大庄屋所の機能全般に及ぶので、次のように大庄屋役所の職務に応

じて六つの柱を立て、それとは別に書状をひとつにまとめて、合計七つの文書群（シリーズ）に分割

した。栃本村庄屋所文書や釜子組大庄屋所文書も、各シリーズに分散配列している。

　1．法制及び領主関係事務文書

　2．土地・普請関係事務文書

　3．貢租諸役・財政関係事務文書

　4戸口関係事務文書

　5．争論訴訟関係事務文書

　6．その他の組行政事務文書

　7．書状

　1の法制及び領主関係事務文書は、小項目（サブシリーズ）は「触書、御用」のみで、そのなかを

「栃本組御用留」「栃本組栃本村御用留」「栃本村御用留」「釜子村御用日記」「その他」の五つの小々

項目（サブ・サブシリーズ）に分けた。栃本組大庄屋所と栃本村庄屋所の御用留は、別々に作成され

る時代と一冊に合体する時代とがあるので、便宜上上記のように三つに分けたが、先述のように、作

成者名はすべて栃本組大庄屋所である。ただし、サブ・サブシリーズ「栃本組御用留」のなかに、横

長美帳と横半半帳の形態の異なる二種類の御用留が混じっており、後者は作成者名が例外的に「根本

氏」「栃本組大庄屋根本佐吉」などとなっている。内容的に見ると、横長美帳が主として触元役所と

の往復文書、および触元役所を介した陣屋とのやりとりを記録したものであるのに対し、横半半帳は

触元役所を介さない陣屋とのやりとりや組内村々との往復文書を控えたもの、という区別が認められ

る。

　2の土地・普請関係事務文書は、案件の内容や文書の種類により、（1）「検地、高反別、田畑」、（2）

「山林、損地・荒地」、、（3）「絵図」、（4）「普請」の四つのサブシリーズに分割した。

　3の貢租諸役・財政関係事務文書には、組下村々の年貢小物成や諸役上納に関して栃本組大庄屋所

が作成または受領した文書を中心に、触元入用、郡中入用、組合入用、村入用など各レベルの財政事

務文書をまとめた。サブシリーズは、（1）「検見、毛付、引方」、（2）「勘定、納入」、（3）「積立、貸
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借」、（4）「夫人足・伝馬御用」の四つである。このうち（2）はとくに量が多いため、文書の種別や

内容によって13のサブ・サブシリーズに分けた。ただ、一括文書など内容が多岐にわたるものも少な

くなく、これらは主として「2．3．2．13．その他」に配列した。（3）「積立、貸借」も量が多くなってい

る。これは、金融関係文書や米貸借関係文書の公私判別が難しく、明白に根本家の私的文書と言える

少数の文書を除いて、大半このサブシリーズに配列することになったためである。

　4の戸口関係事務文書は、（1）「宗門改、家数人数、五人組」、（2）「人別異動、奉公人」の二つのサ

ブシリーズから構成される。

　5の争論訴訟関係事務文書は、争論の内容により、（1）「金銭論」、（2）「山論、地論、堰論」、（3）

「その他の争論」の三つに分け、さらに主な事件をサブ・サブシリーズとして列挙した。

　6のその他の組行政事務文書は、1～5以外の組行政に関わる文書で、文書数量をも勘案して、（1）

「村況、村役人、村議定」、（2）「諸願書、届書」、（3）「御救、褒賞」、（4）「街道」、（5）「寺社、学事」、

（6）「吟味、処罰、騒動」の6サブシリーズを設定した。

　7の書状は、やや特殊なシリーズである。ここには、他のシリーズや他のサブフォンドに配列する

ことが困難な書状類をまとめてある。第一は、1通の書状に複数の用事が記されている場合である。

陣屋関係の用状などを除いて、このケースに該当する書状は少なくない。また、根本氏が年番触元大

庄屋、栃本組大庄屋、栃本村庄屋あるいは私人としての根本氏のいずれの立場で作成または受領した

のか、はっきり一つに限定できない書状も数多い。これら所属サブフォンドさえ特定できない書状類

は、原則として本シリーズに配列した。第二は、数通から数十通の書状類が束または袋入りの状態で

一括保存されていた場合である。これらも多くは原形の順序のまま、本シリーズに一括配列した。し

たがって、そのなかに書状以外の文書が混入していることは決して珍しくない。一部は関係する他の

項目に重出したが、重出していないものが大半なので、その点留意されたい。

関連史料の所在

　福島県文化センター福島県立歴史資料館所蔵根本家文書（「根本家文書解題」7頁参照）は、栃本組

御用留帳7冊をはじめ多くが栃本組大庄屋所文書と見られる。同館寄託庄司家文書（同上参照）にも

栃本組大庄屋所文書が含まれる。
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2．栃本組大庄屋所／1．法制及び領主関係事務／1．触書、御用／1．栃本組御用留

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

2．栃本組大庄屋所

2．1．法制及び領主関係事務

　2．1．1．触書、御用

　2．1．1．1．栃本組御用留

高田領栃本組万留牒　越後国榊原分領大庄屋元根本八左 寛保2年5月15日 横長美・1冊 81

衛門

御用留帳　大庄屋根本八左衛門 寛保3年 横美半・1冊 1

高田領栃本組万留牒　越後国榊原分領大庄屋元根本八左 寛保3年 横長美・1冊 82
衛門

栃本組御用留帳　高田領（大庄屋所） 延享元年正月 横長美・1冊 83

栃本組万御用留帳　高田領大庄屋所 延享2年正月吉日 横長美・1冊 87

栃本組万御用留帳　高田領大庄屋所 延享3年正月吉日 横長美・1冊 86

寅御用拍　陸奥国白川郡栃本住人根本八左衛門 延享3年 横美美・1冊 5
栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 延享4年正月吉日 横長美・1冊 85

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 延享5年正月 横長美・1冊 84

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 寛延3年正月 横長美・1冊 93

栃本組御用留帳　高田領（大）庄屋所 寛延4年正月吉日 横長美・1冊 94

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦2年正月 横長美・1冊 96

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦3年正月 横長美・1冊 97

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦4年正月 横長美・1冊 98

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦5年正月吉日 横長美・1冊 101

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦6年正月吉日 横長美・1冊 102

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦7年正月吉日 横長美・1冊 104

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦8年正月 横長美・1冊 106

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦9年正月 横長美・1冊 108

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦10年正月 横長美・1冊 110

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦11年正月 横長美・1冊 112

栃本組御用留帳　越後国高田榊原領大庄屋所 宝暦12年正月 横長美・1冊 113

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦13年 横長美・1冊 114

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦14年正月吉日 横長美・1冊 116

栃本組御用留帳　高田領大庄屋所 明和2年正月吉日 横長美・1冊 118

御用書留帳　栃本組大庄屋所 明和7年 横長美・1冊 121

御用書留帳　触元役所（栃本組大庄屋所の誤りか） 安永7年9月～安永8年 横半半・1冊 47
ll月
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