
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

御用留帳　　（大庄屋根本八左衛門） 天明元年10月～天明2 横半半・1冊 48
年8月

万御用留帳　　（栃本組大庄屋）根本佐吉 天明3年 横半半・1冊 49

御用日記帳　　（栃本組大庄屋根本佐吉） 天明7年 横半半・1冊 50

御用留帳　栃本組大庄屋根本左吉 天明8年～寛政1年2月 横半半・1冊 51

御用書留帳　栃本組大庄屋所 天明9年正月吉日 横長美・1冊 129

御用留帳　　（栃本組）大庄屋所 寛政元年3月～寛政2年 横半半・1冊 52
4月

栃本組御用留帳 寛政3年～寛政4年2月 横長美・1冊 130

（御用留）　　（栃本組大庄屋所） （寛政7年～寛政8年） 横半半・1冊 2087

万御用留帳　　（栃本組大庄屋根本八左衛門） 寛政8年2月～寛政10年 横半半・1冊 53
11月

御用留帳　　（栃本組大庄屋根本八左衛門） 享和元年12月～文化7 横半半・1冊 54
年正月

御用留帳　　（栃本組大庄屋根本八左衛門） 文化6年正月～文政9年 横半半・1冊 55

諸御用留帳　　（栃本組大庄屋根本八左衛門） 文政7年12月10日～天 横半半・1冊 56
保4年7月

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文政8年正月吉日 横長美・1冊 150

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文政10年正月吉日 横長美・1冊 151

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文政11年正月吉日 横長美・1冊 152

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文政12年正月吉日 横長美・1冊 153

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文政13年正月吉日 横長美・1冊 154

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保2年正月吉日 横長美・1冊 壌55

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保3年正月吉日 横長美・1冊 156

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保4年正月吉日 横長美・1冊 157

諸御用留帳　根本氏 天保5年正月～弘化3年 横半半・1冊 57
12月

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保5年正月吉日 横長美・1冊 158

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保6年正月吉日 横長美・1冊 159

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保7年正月吉日 横長美・1冊 160

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保9年正月吉日 横長美・1冊 161

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保10年正月吉日 横長美・1冊 162

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保11年正月吉日 横長美・1冊 163

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保12年正月吉日 横長美・1冊 164

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保13年正月吉日 横長美・1冊 165

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 天保14年正月吉日 横長美・1冊 166

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 弘化2年正月吉日 横長美・1冊 167
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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

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 弘化3年正月吉日 横長美・1冊 168

御用書留帳根本氏 弘化4年正月～文久3年 横半半・1冊 58
正月

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 弘化4年正月吉日 横長美・1冊 169

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 弘化5年正月吉日 横長美・1冊 170

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 嘉永2年正月吉日 横長美・1冊 171

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 嘉永3年正月吉日 横長美・1冊 172

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 嘉永4年正月吉日 横長美・1冊 173

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 嘉永5年正月吉日 横長美・1冊 174

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 嘉永6年正月吉日 横長美・1冊 175

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 嘉永7年正月吉日 横長美・1冊 176

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 安政3年正月吉日 横長美・1冊 177

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 安政4年正月吉日 横長美・1冊 178

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 安政5年正月吉日 横長美・1冊 179

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 安政6年正月吉日 横長美・1冊 180

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 安政7年正月吉日 横長美・1冊 181

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 万延2年正月吉日 横長美・1冊 182

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文久2年正月吉日 横長美・1冊 183

諸御用留帳根本保教 文久2年2月～慶応4年3
月

横半半・1冊 59

諸御用留帳根本氏 文久2年2月～慶応1年8
月

横半半・1冊 60

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文久3年正月吉日 横長美・1冊 184

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 文久4年正月吉日 横長美・1冊 185

組下村々諸御用留帳　栃本組釜子組大庄屋所 慶応2年正月吉日 横長美・1冊 186

組下村々諸御用留帳　栃本組釜子組大庄屋所 慶応3年正月吉日 横長美・1冊 187

組下村々諸御用留帳　栃本組釜子組大庄屋所 慶応4年正月吉日 横長美・1冊 188

（御用留帳） （明治2年）4月～（明 横長美・1冊 62
治2年）正月

組下村々諸御用留帳　白川郡三ヶ組御用番大庄屋所 明治3年正月吉日 横長美・1冊 189

組下村々諸御用留帳　栃本組大庄屋所 明治4年正月吉日 横長美・1冊 190

組下村々諸御用留帳　白河郡弐番組 明治5年正月吉日 横長美・1冊 191

2．1．1．2．栃本組栃本村御用留

栃本組井栃本村御用留帳　越後国高田領大庄屋所 安永2年正月吉日 横長美・1冊 122

栃本組井二栃本村御用留帳　越後国高田領大庄屋所 安永3年正月吉日 横長美・1冊 123

栃本組井二栃本村御用留帳　越後国高田領大庄屡所 安永4年正月吉日 横長美・1冊 124
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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／2栃本組栃本村御用留

栃本組井二栃本村御用留帳　越後国高田領大庄屋所 安永5年正月吉日 横長美・1冊 125

栃本組井栃本村御用留帳　越後国高田領大庄屋所 安永7年正月吉日 横長美・1冊 126

栃本組丼栃本村御用留帳・諸色割元組内村内取越帳 天明6年正月吉日 横長美・1冊 127
越後国高田領大庄屋所

栃本組井栃本村御用留帳・諸色割元組内村内取越帳 天明8年 横長美・1冊 128

栃本組井村内御用留帳・諸色割元組内村内取越帳 寛政4年正月吉日 横長美・1冊 131

栃本組井村内御用留帳・諸色割元組内村内取越帳 寛政5年正月吉日 横長美・1冊 132

栃本組村内御用留帳・諸色割元組内村内取越帳 寛政6年正月吉日 横長美・1冊 2082

元栃本組同村諸御用留帳 寛政10年4月吉日 横長美・1冊 133

組下村々諸御用井栃本分留帳　栃本組大庄屋所 寛政13年正月吉日 横長美・1冊 135

組下村々諸御用井栃本分留帳　栃本組大庄屋所 享和2年正月吉日 横長美・1冊 194

組下村々諸御用拝栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化2年正月吉日 横長美・1冊 136

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化3年正月吉日 横長美・1冊 唾37

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化4年正月吉日 横長美・1冊 138

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化5年正月吉日 横長美・1冊 139

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化6年正月吉日 横長美・1冊 140

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化7年正月吉日 横長美・1冊 141

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化8年正月吉日 横長美・1冊 142

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化9年正月吉日 横長美・1冊 143

組下村々諸御用井栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化10年正月吉日 横長美・1冊 144

組下村々諸御用栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化11年正月吉日 横長美・1冊 145

組下邑之諸御用栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化12年正月吉日 横長美・1冊 146

組下村々諸御用栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化13年正月吉日 横長美・1冊 147

組下村々諸御用栃本留帳　栃本組大庄屋所 文化14年正月吉日 横長美・1冊 148

組下村々諸御用栃本留帳　栃本組大庄屋所 文政4年正月吉日 横長美・1冊 14988

2．1．1．3．栃本村御用留

栃本邑万御用留帳　　（袋表書）r寛保三年栃本村万御用留寛保3年正月 横長美（袋入）・ 61
帳入」（後筆） 1冊

栃本村万（御用留帳）　　（高田領大庄屋所） 延享2年正月吉日 横長美・1冊 88

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 延享3年正月吉日 横長美・1冊 89

栃本村御用留帳　栃本組大庄屋所 延享4年正月吉日 横長美・1冊 90

栃本村御用留帳　栃本組大庄屋所 延享5年正月吉日 横長美・1冊 91

栃本組御用留帳　大庄屋所 寛延2年正月吉日 横長美・1冊 92

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦2年正月 横長美・1冊 95

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦4年正月 横長美・1冊 99
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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／3・栃本村御用留

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦5年正月 横長美・1冊 100

栃本村御用留帳　高田（領）大庄屋（所） 宝暦6年正月吉日 横長美・1冊 103

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦8年正月 横長美・1冊 105

栃本村御用留帳　高田領栃本組大庄屋所 宝暦9年正月 横長美・1冊 107

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦10年正月 横長美・1冊 109

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦11年正月 横長美・1冊 111

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 宝暦13年正月吉日 横長美・1冊 115

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 明和2年正月吉日 横長美・1冊 117

栃本村御用留帳　高田領大庄屋所 明和3年正月吉日 横長美・1冊 119

栃本村御用留帳 明和4年正月 横長美・1冊 120

栃本村御用留帳 寛政10年2月 横長美・1冊 134

2、1．1．4．釜子村御用日記

組外釜子村諸御用日記　根本氏 文政6年8月22日～同年
9月14日

横半半・1冊 356－1

2．1．1．5．その他

（水野対馬守様御指紙来着一件写綴）　（栃本組大庄屋 寛保3年亥12月 仮綴・1綴（1通1 1797
根本八左衛門） 冊）

衆会評議品々記録　根本八左衛門 延享4年正月 横半半・1冊 917

演説（間引き禁止教諭書）　根本八左衛門 安永3年8月 横長美・1冊 2188

安永八亥十一月6十二月迄触出入　栃本組大庄屋所 （安永8年） 横長半・1冊 354

安永九子年触出入　栃本組大庄屋所 （安永9年） 横長半・1冊 355

栃鮮纈錬醤嵩［此霧難盤綴朧鶴 天明元年7月23日 竪継紙・1通 950－1

他72名、同村組頭与三郎、同仁兵衛、庄屋石井又左衛門
→大庄屋所

栃騨謝灘醤嵩［此騰鎌蒲講章彪 天明元年7月22日 竪継紙・1通 950－2

29名、同組中寺村惣百姓清吉他16名、栃本組高木村組頭
藤十郎、同四郎治、庄屋見習徳之助、同組中寺村組頭惣
内、高木村庄屋兼帯中寺村庄屋六郎兵衛→大庄屋所

触元御用留帳　浅川組 天明7年8月 横美半・1冊 63

米穀諸品相場書上公儀御触二付御役所江差上候拍入 文政2年卯10月 袋のみ・1枚 1346
大庄屋壱判二て上ル　栃本組

吉畢鰯雛嫌灘難鱗鞭螺 文政4年9月18日 横折紙・1通 1023

状写）　吉茂右（吉田茂右衛門）；前甚左（前山甚左衛
門ヵ）、吉茂右（吉田茂右衛門）、寺忠左（寺西忠左衛門
ヵ）→栃本組、宮村組、釜子村右組々大庄屋右村庄屋；
栃本組仁井田村庄屋深谷弥左衛門殿

栃本組下野出嶋村村役人惣百姓連印請書［指上申御請
　書之事］（御改革の趣一統承知のこと）　栃本組下野

天保13年寅5月 竪継紙・1通 1501
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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／5．その他

出嶋村庄屋遠藤啓作ほか組頭惣百姓65名→大庄屋所

栃鉾羅識灘樫轍謙懸劃嚇購萌崔 天保13年寅5月 竪継紙・1通 1504

屋大沼有右衛門ほか組頭惣百姓42名

栃本組形見村惣百姓村役人請書［差上申御請書之事］ 天保13年寅5月 竪紙・1通 1816
（公儀御改革の趣承知の旨）　栃本組形見村惣百姓安
蔵ほか39名、組頭弥市郎ほか1名、庄屋大沢有兵衛→大庄
屋所

栃魏軒襯認搬趨搬雛騒［禦羅韓 天保13年寅6月 竪継紙・1通 1502

井田村庄屋深谷雄助ほか組頭惣百姓31名、大庄屋根本八
左衛門→御奉行所

栃騨糠灘膨纏i購蒙懸劃馨謂i鵬難 天保13年寅6月 竪継紙・1通 1503

屋兼帯深仁井田村庄屋深谷雄助ほか組頭惣百姓9名、大庄
屋根本八左衛門→御奉行所

栃本組栃本村惣百姓請書［差上申御請書之事］（願い 天保15年辰12月 竪継紙・1通 1550
出なき他所出奉公人禁止のこと）　栃本組同村惣百
姓初太郎ほか36名、長百姓長右衛門、組頭久右衛門→大
庄屋所

栃騨鶴齪購観線舗壷と1指甥瀟辮弘化5年申正月 竪紙・1通 1528

田村勇吉、細倉村長右衛門、組頭金四郎、深仁井田村組
頭善兵衛、庄屋深谷弥左衛門→大庄屋所

（寺社御奉行所様6御呼出二付出府御届・江戸御屋敷 嘉永7年10月 横折紙・1通 2063
御留守居様御添状発行願書写）　　（栃本組深仁井田村
庄屋深谷弥左衛門、大庄屋根本八左衛門）→（御奉行
所；御代官所、郡方御役所、寺社御奉行所）

組下村々諸御用改　釜子組 慶応元年8月 仮綴・1綴 901

出勤先諸御触書・諸割賦物覚帳　根本氏 慶応2年正月吉日 横半半・1冊 908－1

大庄屋所廻状（黒田五左衛門様御逝去二付鳴物御停止） 6月15日 横折紙・1通 2059
大庄屋所→中寺村、堀之内村、河東田村、深渡戸村右
村々庄屋中

覚（太政官札〆322両内訳） （明治元年） 横折紙・1枚 1148

宮村組栃本組釜子組大庄屋御高札受取書下書［覚］ 明治2年7月28日 竪紙・1通 1140
（白川郡23か村分御高札115枚受取状下書）　宮村組
大庄屋吉川源之丞、栃本組大庄屋根本栄三郎、釜子組大
庄屋根本八左衛門→御領方御役所

御書取（触元取締り・米金上納等につき条々書ならび （明治3年）午6月 横折紙（包紙入） 1860
に両郡大庄屋年番勤廃止につき口達） ・2通

大庄屋所廻状（皆済延引二付村役人呼出）　大庄屋所 子年12月4日 横折紙・1通 2114
→上野出嶋村、大竹村右村々庄屋中

触元役所通達書［覚］（造酒屋・清酒売・振売商人・ 寅年5月 横長美・1冊（4丁） 1138
水車屋・造酢屋・醤油屋・油屋・猟師、このたび役
金銭仰せ付けにつき村々調帳差し出しのこと）　触
元役所→栃本組右組々大庄屋所

根本八左衛門達書［覚］（金山村友右衛門ほか召喚） 寅年9月6日 横切継紙・1通 2950
→金山村小阿注

大庄屋所廻状（古金銀弐朱判通用停止二付達書）　大 寅年10月22日 横長美・1冊 2275
庄屋所→深仁井田村、細倉村、吉岡村、上野出嶋村、下
野出嶋村、大竹村右村々庄屋中
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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／5。その他

目録（御種貸証文・御野扶持方米証文・木銭証文・人
足扶持証文等〆16本引き渡し目録）　仁井田村庄屋

寅年ll月27日 横折紙・1通 1198

唯八、赤羽村庄屋吉之介→大庄屋所

大庄屋根本八左衛門先触［覚］（継馬壱疋）　→形見 寅年12月4日 横折紙（包紙入） 1821
村、千田村、川東田村、深渡戸村右村々庄屋中 ・1通

大庄屋所達書［覚］（出頭命令達書）　大庄屋所→（釜 卯年4月22日 横長美・1冊 2288
子組同村、深渡戸村、堀之内村、千田村、形見村、栃本
村、深仁井田村、細倉村、吉岡村、上野出嶋村、下野出
嶋村、小貫村）右村々庄屋中

大庄屋所廻状（諸書物帳面奥宛名書替等二付）　大庄 卯年9月6日 横長美・1冊 2023
屋所→下新城村、上新城村、中新城村、町屋村右村々庄
屋中

大庄屋届書（諸色直段引き下げ御請）　栃本組大庄屋 卯年10月 横長美・1冊 2190
根本八左衛門→御奉行所

大庄屋所廻状（金銀銭両替之儀・御役御免之儀二付達
　書）　大庄屋所→深仁井田村、細倉村、吉岡村、上野出

辰年10月19日 横長美・1冊 2280

嶋村、下野出嶋村、大竹村右村々庄屋中

大庄屋一同御内意申上侯口上之覚（復興仕法之儀二付） 辰年10月 横長美・1冊 2184
栃本組大庄屋根本八左衛門、分家浜尾組大庄屋山川門之
助、宮村組大庄屋市川覚左衛門、前田川組大庄屋遠藤吉
之助→御手代中様

（年貢諸役納方等二付領奉行達書）　大庄屋所 巳年11月16日 横長美・1冊 2086

悪金引替御国札渡方差引之覚 午年10月 横長美・1冊 2186

駒付所廻状（当才駒ならびに種駒願人へ苗字書付差出
　し催促のこと）　駒付所→千田村ほか4か村右村々庄屋
　中

未年12月9日 横切継紙（包紙入）

・1通
1912

駒付所廻状（種駒ならびに駄送代金上納の件）　駒付 未年12月9日 横切継紙（包紙入） 1913
所→千田村ほか5か村右村々御庄屋中 ・1通

触元役所用状［口上］（高掛御礼銭の件）　触元役所→ 未年12月11日 横切紙・1通 1911
弐番組大庄屋所

大庄屋所廻状（長脇差者取締りにつき領奉行所触書の 未年12月16日 横折紙（包紙入） 1997
こと）　大庄屋所→深仁井田村ほか5か村右村々庄屋中 ・1通

栃本組大庄屋所廻状綴　　（栃本組大庄屋所） 未年 仮綴・1綴 2225

大庄屋所廻状（人相書）　大庄屋所→中寺村、城之内村、 申年10月4日 横長美・1冊 2393
河東田村、深渡戸村、下羽原村、三森村右村々庄屋中

某口上書［口上之覚］（宮村郷士格大庄屋市川覚左衛
　門俸御用名代差出度二付御目見願書・御目見先覚書
　等届書）

申年12月 横長美・1冊 2289

大庄屋所廻状（庄屋出勤通知）　大庄屋所→深仁井田村、 酉年正月16日 横折紙・1通 2112
細倉村、吉岡村、上野出嶋村、下野出嶋村、大竹村右
村々庄屋中

大庄屋所廻状［覚］（形見村幸十郎・同佐四郎他呼出） 酉年正月27日 横折紙・1通 2110
大庄屋所→形見村庄屋中

大庄屋所達書（御奉行様御隠居様御死去二付）　大庄 酉年2月朔日 横折紙・1通 2111
屋所→深仁井田村、細倉村、吉岡村、上野出嶋村、下野
出嶋村、大竹村右村々庄屋中

大庄屋所廻状［覚］（千田村幸左衛門他呼出）　大庄 酉年2月15日 横切紙・1通 2107
屋所→千田村庄屋中

大庄屋所達書（御奉行中家督替え二付）　大庄屋所→ 酉年2月15日 横折紙・1通 2109
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深仁井田村、細倉村、吉岡村、上野出嶋村、下野出嶋村、
大竹村右村々庄屋中

栃騨翻埜鞠綿讐憾旨騰麟驚畜 酉年3月18日 竪継紙・1通 1506

栃本組栃本村組頭源蔵、同辰三郎ほか惣百姓28名→大庄
屋所

大庄屋所触書廻状［覚］（村々百姓倹約等につき吉田 酉年9月8日 横切継紙・1通 1603
茂右衛門より触書のこと）　大庄屋所→形見村、千田
村、河東田村、深渡戸村右村々庄屋中

形見村状箱受取書〔覚〕（御奉行所状箱壱つ受取につ 酉年9月8日 小切紙・1通 1728
き）　→栃本村江

取極議定（寺院ならびに栃本組村々路地玄関中ノロ詰 酉年～寅年 横長美・1冊 231
合分担のこと）　庄屋仲真

越後高田家中根本八左衛門先触［覚］（栃本より長沼 戌年8月5日 横折紙（包紙入） 1820
陣屋まで山駕籠壱挺継馬壱疋）　→中畑新田夫より柿 ・1通

之内通長沼迄右宿々問屋中

触元役所用状（庄郷御地頭入交新田有無之儀取調二付 閏正月14日 横折紙・1通 236唾
御用状写）　触元役所→栃本組

根本八左衛門書状控（万雑帳役高帳奉公人帳差出し仰 2月8日 横切継紙・1通 2888
せ付けの件ほか）　→石井長左衛門様

大庄屋根本栄三郎廻状（大庄屋役仰せつけられ侯につ 2月25日 横折紙・1通 1824
き別紙御触書廻達のこと）　　［従触元役所］根本栄三
郎→上野出嶋村ほか7か村右村々庄屋中

（郷渡村6谷田川村江御茶屋道具送付二付村継廻状留） 3月28日 横長美・1冊 2127
（龍田伝右衛門、百井文右衛門）→（栃本組郷渡村6谷田
川組同村江道筋村々庄屋中；触元役所）

口演覚（取締方法度二付）　大庄屋根本八左衛門 6月20日 横長美・1冊 2085

大庄屋所用状（案紙の通り喜惣兵衛ならびに弟兵治に 7月23日 横切継紙・1通 2917
願書差し出させるべきこと）　→金山村庄屋十右衛門
殿

大庄屋根本利右衛門廻状（大庄屋役仰せつけられ候に 7月28日 横折紙・1通 1825
つき別紙御触書廻達のこと）　　［従触元役所］根本利
右衛門→上野出嶋村ほか9か村右村々庄屋中

大庄屋所用状包紙　大庄屋所→上野出嶋村庄屋中 8月13日 包紙のみ・1枚 1434

形羅鞭耀製継警微難辮つおよび 9月13日 小切紙・1通 1724

栃本組大庄屋所廻状（博変等取締り公儀御触書につき） 9月14日 横長美・1冊 1020
（栃本組）大庄屋所→形見村ほか15か村庄屋中

領奉行御用状包紙　→栃本組大庄屋中 11月16日 包紙のみ・1枚 2359

大庄屋所達書（組中相談につき会合通知のこと）　→ 11月22日 横切紙（前欠）・ 2887
形見村ほか14か村右村々庄屋中 1通

大庄屋所達書綴（御用につき召喚、村々御年貢米大豆 11月22日 仮綴（小切紙）・ 2945
納通等提出のこと、その他につき）　→組中村々庄 1綴（2通）

屋中

触元役所用状包紙　触元役所→栃本組大庄屋所 包紙のみ・1枚 1152

覚（天正八年以来領主書上） 横切紙・1通 1232

某雛獄袴舞剥鯉塞灘縢讐罫日 小切紙・1通 1416
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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／5．その他

（申渡書・御請書等一括）→1点ずつ各項目に分割掲載し 包紙入、こより一 ※1501～
た。 括・82点 1582

覚（薬用処方・効用二付） 横折紙・1通 2116

口上之覚（御改革方二付村方法度請書雛形） 横長美・1冊 2177

（栃本組大庄屋所廻状留） 仮綴・1綴 2180

（御変革二付領主役人役掛覚書） 横長美・1冊 2279

2．2．土地・普請関係事務

2．2．1．検地、高反別、田畑

御田地組合帳（原題「御田地組合之覚」）　栃本村大庄 延享5年4月 横長美・1冊 2000
屋根本八左衛門英影［栃本村又右衛門他39名］→大庄屋
所　　（後付け表紙注記）「此帳ハ延享五年作ル所ノ大地図
二対スル付属土地台帳ナリ」（2005参照）

栃本組釜子村村役人願書［以書付奉願上候事］（御田
　地縄替え願い）　栃本組釜子村長百姓七郎兵衛ほか1名、

天明2年寅6月 竪紙・1通 1993

組頭梅右衛門ほか3名、庄屋鈴木源十郎

栃騨藩舗薙輸携絆鴇鐵禦藤春 天明5年巳7月 横切紙・1通 2975

所、郡方御役所

奥州白川郡石川郡栃本組高辻帳　栃本組大庄屋根本左吉 天明7年3月 竪美・1冊 586

［元禄九年子三月］河東田村新田畑改帳（写）　組頭 明治2年10月 竪美・1冊 962
蔦蔵、同忠三郎、庄屋広瀬藤十郎、大庄屋根本八左衛門

覚（釜子村他21ヶ村水帳差上申侯二付）　御用番大庄 （明治3年）6月 横長美・1冊 2056
屋根本栄三郎→民政御役所

（高反別書上帳綴） 1綴（8冊） 590

（形見村高反別書上帳）　形見村組頭金蔵、同早蔵、 （明治3年）ll月 竪美・1冊 590－1
庄屋徳三郎→大庄屋所

（千田村高反別書上帳）　千田村組頭佐吉、同粂蔵、 明治3年11月 竪美・1冊 590－2
庄屋雄三→大庄屋所

（深仁井田村高反別書上帳）　深仁井田村組頭万吉、 明治3年11月 竪美・1冊 590－3
同勇吉、庄屋金次郎→大庄屋所

（細倉村高反別書上帳）　細倉村組頭作平、庄屋兼帯 明治3年11月 竪美・1冊 590－4
深仁井田村庄屋金次郎→大庄屋所

（大竹村高反別書上帳）　組頭栄蔵、庄屋兼帯深仁井 明治3年11月 竪美・1冊 590－5
田村庄屋金次郎→大庄屋所

（吉岡村高反別書上帳）　組頭三代吉、同林蔵、庄屋 （明治3年）11月 竪美・1冊 590－6
永作→大庄屋所

（上野出嶋村高反別書上帳）　組頭林作、同友次、同 明治3年11月 竪美・1冊 590－7
卯之吉、庄屋雄太郎→大庄屋所

（下野出嶋村高反別書上帳）　下野出嶋村与頭兼蔵、 （明治3年）ll月 竪美・1冊 590－8
同惣七、同要七、庄屋彦四郎→大庄屋所

本田新田高反別相調書上帳　釜子村組頭、庄屋、大庄 明治3年ll月 竪美・1冊 2348
屋；河東田村組頭、庄屋、大庄屋；深渡戸村組頭、庄屋、
大庄屋；小貫村組頭、庄屋、大庄屋；三森村組頭、庄屋、
大庄屋；下羽原村組頭、庄屋、大庄屋；中寺村組頭、庄
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2．栃本組大庄屋所／2．土地・普請関係事務／1．検地、高反別、田畑

屋；堀之内村組頭、庄屋、大庄屋；中野村組頭、庄屋、
大庄屋→触元御役所

田畑高反別調帳　弐番組九ヶ村 明治4年11月 竪美・1冊 589

警畿廉騨講灘［戦緯繍翻離聯 辰年5月19日 小切紙・1通 2974

覚（釜子組栃本組宮村組村々水帳写差上げ目録）　御 午年6月 横長半・1冊（2丁） 燦859
用番大庄屋根本栄三郎→民政御役所

栃本村組頭両人差出覚［覚］（栃本村惣反別有米差引 横折紙・1通 1174
勘定のこと）　栃本村組頭両人→大庄屋所

（上中下下々田反別分米取米覚） 横折紙、横切紙・ 1175
1通（3枚）

（上中下下々田反別分米取米覚） 横折紙、小切紙・ 1躍76
1通（2枚）

てびかい（栃本組栃本村ほか各村村高引高新田高等の 小帳・1冊 ※1282－5
覚）　千代越

（上中下新城村反別控）　　（根本虎次郎筆、根本英治解 罫紙小帳・1冊 1811
題）

（縄引帳断簡） 断簡・1枚 2175

（縄引帳） 横長美・1冊 2205

栃本村（2．2．1．検地、高反別、田畑のうち）

［慶安三年］奥州白川郡栃本村田畠御検地牒（写） 享和2年10月 竪美・1冊 922
榊原式部大輔内郡奉行永田治右衛門、郡小奉行井上与左
衛門、郡小奉行小倉利兵衛、勘定方乾甚之助

（寛文九年・同十二年）白川郡栃本村新田御検地帳 文化2年5月 竪美・1冊 582
（写）　栃本村組頭惣右衛門、同太左衛門、栃本組大庄
屋根本八左衛門

（寛文九年・同十二年）白川郡栃本村新田御検地帳 文化2年5月 竪美・1冊 583
（写）　栃本村組頭惣右衛門、同太左衛門、栃本組大庄
屋根本八左衛門

［慶安三年九月五日原本・宝暦十年四月写本］奥州白 文化2年5月 竪美・1冊 584
川郡栃本村田畠御検地帳（写）　栃本組同村組頭惣右
衛門、同太左衛門、大庄屋根本八左衛門

地荒2．2．2．山林、損地

戌川欠砂入不立帰分書上帳　栃本組下羽原村［栃本組下 天明2年7月 横長美・1冊 544
羽原村組頭仁右衛門、同林右衛門、庄屋兼帯深渡戸村庄
屋四郎右衛門］

（当村用水池土手大破二付寄人足書上帳）　（栃本組同 寛政5年7月 横半半・1冊 2101
村）組頭友三郎、同太左衛門→大庄屋根本八左衛門

卯年竹薮御改帳　栃本村組頭加兵衛、同利兵衛、庄屋八左 卯年8月 横長美・1冊 816－1

衛門

巳竹薮相調書上帳　栃本組河東田村［栃本組河東田村組 寛政9年7月 横長美・1冊 816－2

頭源五右衛門、同銀右衛門、庄屋善左衛門］

芝地実取地所相調書上帳　栃本組堀之内村［組頭庄左衛 享和元年10月 横長美・1冊 812
門、同杢右衛門、庄屋穂積勇吉］→大庄屋所

（栃本組同村竹薮相改書上帳）　長百姓丑右衛門、組頭 文化6年7月 横長美・1冊 2179
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惣右衛門、同六左衛門、大庄屋根本八左衛門→御山奉行
所

午年川欠不立帰分相調書上帳　栃本組堀之内村［組頭仮 文化7年7月 横長美・1冊 543－2
役清左衛門、組頭茂市郎、庄屋穂積長左衛門］

竹薮相調書上帳　栃本組三森村［長百姓治左衛門、組頭庄 文化7年7月 横長美・1冊 815
三郎、同忠八、庄屋芳賀甚右衛門］

居久根竹薮相改書上帳　高田領栃本組郷士格大庄屋根本 文化9年7月 横長美・1冊 2002
八左衛門［栃本組同村長百姓源右衛門、組頭惣右衛門、
同太左衛門、大庄屋根本八左衛門］→御山奉行所

居久根竹薮書上帳　栃本組中寺村［栃本組中寺村組頭平 文化10年7月 横長美・1冊 814
吉、庄屋鈴木六郎兵衛］

田畑川欠砂入引不立帰書上帳　栃本組河東田村［長百姓 文化11年7月 横長美・1冊 543－1
宇兵衛、組頭嘉七、同銀右衛門、庄屋広瀬善左衛門］

川欠不立帰田畑相調書上帳　栃本組吉岡村 文化11年戌7月 横長美・1冊 548

辰水損地不立帰書上帳　栃本組中野村［栃本組中野村組 文化11年7月 横長美・1冊 811
頭利左衛門、八右衛門、庄屋菊池儀兵衛］

古川欠石砂入不立帰分相調書上帳　栃本組深仁井田村細 文化11年戌7月 横長美・1冊 1897
倉村

川欠砂入水損地書上帳　栃本組中寺村 文化11年戌7月 横長美・1冊 1898

川欠砂入不立帰相調書上帳　栃本組小貫村 文化11年戌7月 横長美・1冊 1899

栃本組形見村源五郎願書［乍恐以書付奉願上候事］
　（持山杉木売り払い許可願い）　栃本組形見村願主源

文政2年卯11月 竪紙・1通 1604－1

五郎、（奥書）長百姓茂左衛門、組頭幸左衛門他1名、庄
屋大沼清左衛門→大庄屋所

栃醐彩見羅原灘漸勢翻鵜羅罷婁1文政2年卯11月 竪紙・1通 1604－2

栃本組形見村願主源五郎、長百姓茂左衛門、組頭幸左衛
門他1名、庄屋大沼清左衛門→大庄屋所

栃本組千田村利八他4名願書［乍恐（以下破損）］（持分
　居久根山のうち杉木売払い願い）　栃本組千田村願

文政7年正月 竪継紙・1通 1584

主利八、同久米右衛門、同金治郎、同五右衛門、同重蔵、
（奥書）長百姓清左衛門、組頭八右衛門他1名、庄屋小林
七右衛門→大庄屋所

用水堰井川除御普請積書上帳栃本組深仁井田村 文政10年亥2月 竪美・1冊 549

田地川欠一作引反別相調書上帳　栃本組吉岡村 慶応元年丑10月 横長美・1冊 545

本田川欠高反別相調書上帳　釜子組中寺村 慶応元年丑10月 横長美・1冊 1900

古荒地田畑点検帳　釜子組小貫村［組頭八木沼利喜蔵、 明治4年2月 横半半・1冊 808
同吉田治三郎、庄屋吉田兼吉、添役三森村庄屋芳賀順平、
大庄屋兼帯市川覚八］→民政御役所

荒蕪田畑点検帳　釜子組釜子村［組頭森善次他3名、庄屋 明治4年3月 横半半・1冊 805
鈴木源五郎、同有賀猶次郎］→大庄屋所

古荒地田畑調書井絵図面入　栃本組→触元御役所 明治4年3月 袋入・5鋪 997

（千田村古荒地田畑絵図）　栃本組千田村組頭藤田佐 明治4年3月 継紙・1鋪 997－1
吉、同鈴木粂蔵、庄屋深谷雄三、大庄屋根本栄三郎→
触元御役所

（形見村古荒地田畑絵図）　栃本組形見村組頭鈴木金 明治4年3月 継紙・1鋪 997－2
蔵、同我妻早蔵、庄屋大沼徳三郎、大庄屋根本栄三郎
→触元御役所
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（深仁井田村古荒地田畑絵図）　栃本組深仁井田村組 明治4年3月 継紙・1鋪 997－3

頭小松万吉、同小松勇吉、庄屋深谷金次郎、大庄屋根
本栄三郎→触元御役所

（吉岡村古荒地田畑絵図）　栃本組吉岡村組頭角田三 明治4年3月 継紙・1鋪 997－4

代吉、同長田林蔵、庄屋関根永作、大庄屋根本栄三郎
→触元御役所

（栃本村古荒地田畑絵図）　栃本組同村組頭渡辺銀蔵、 明治4年3月 継紙・1鋪 997－5

同水野谷初太郎、大庄屋根本栄三郎→触元御役所

古荒地田畑点検帳綴　→触元御役所 明治4年3月 仮綴・1綴（5冊） 998

古荒地田畑点検帳　栃本組吉岡村［組頭角田三代吉、 明治4年3月 横半半・1冊 998－1

同長田林蔵、庄屋関根永作、大庄屋根本栄三郎］→触
元御役所

古荒地田畑点検帳　栃本組深仁井田村［組頭小松万吉、 明治4年3月 横半半・1冊 998－2

同同勇吉、庄屋深谷金次郎、大庄屋根本栄三郎］→触
元御役所

古荒地田畑点検帳　栃本組形見村［栃本組形見村組頭 明治4年3月 横半半・1冊 998－3

鈴木金蔵、同我妻早蔵、庄屋大沼徳三郎、大庄屋根本
栄三郎］→触元御役所

古荒地田畑点検帳　栃本組同村［栃本組同村組頭渡辺 明治4年3月 横半半・1冊 998－4

銀蔵、同水野谷初太郎、大庄屋根本栄三郎］→触元御
役所

古荒地田畑点検帳　栃本組千田村［組頭藤田佐吉、同 明治4年3月 横半半・1冊 998－5

鈴木粂蔵、庄屋深谷雄三、大庄屋根本栄三郎］→触元
御役所

（水損地所・作人書上帳） 横折紙・1通 2247

御林（2．2．2．山林、損地・荒地のうち）

御林御改帳　栃本組同村 明和9年10月 横長美・1冊 817

御林問数井木数相改書上帳　栃本組同村、大竹村［栃本 天保7年4月 横長美・1冊 2001
組大竹村長百姓久五郎、組頭次右衛門、同組栃本村長百
姓儀左衛門、組頭源蔵、同辰三郎、大庄屋根本利右衛門］
→御奉行所

2．2．3．絵図

本郷田畑三冊之内（池下6寺田縄手迄絵図） 延享5年4月 継紙・1鋪 2005－1

本郷屋鋪井畑山三冊之内（絵図） 延享5年4月 継紙・1鋪 2005－2

（栃本組吉岡村悪作田絵図）　栃本組吉岡村長百姓源五 文政8年9月 竪継紙・1鋪 2404
郎、組頭林蔵、同庄左衛門、天倉留三郎、大庄屋根本八
左衛門→御奉行所

（絵図類一括）　　［（袋表書）r古絵図入」　西白河郡釜子 袋入・12鋪 944
村大字栃本］

（浅川町・石川町周辺街道・阿武隈川の図） 竪紙・1鋪 944－1

（高田領浅川陣屋下村々・白河領其他村々分布図） 竪紙・1鋪 944－2

（延享五年四月作成の栃本村耕地絵図写） 継紙・1鋪 944－3

（田方分割絵図） 継紙・1鋪 944－4

（よし谷地周辺田畑用水絵図） 継紙・1鋪 944－5
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（高田領・御公料・三春領・守山領村々分布図） 断簡・1鋪 944－6

（田方分割絵図） 継紙・1鋪 944－7

（本郷前田分割絵図） 継紙・1鋪 944－8

（なきまち周辺絵図下書） 継紙・1鋪 944－9

（市倉前下分割絵図） 継紙・1鋪 944－10

（こい固輪分割絵図） 継紙・1鋪 944－11

（大坂陣絵図） 竪紙（袋入）i鋪 944－12

（赤羽村絵図） 竪継紙・1鋪 2436

（白川郡栃本組村々絵図ならびに付札）　栃本組 明治3年6月 袋入・16点 994

（栃本村絵図） （明治3年力） 継紙・1鋪 994－1

（栃本村絵図付札）　弐番組栃本村組頭渡辺銀蔵、同水 明治4年12月 竪紙・1通 994－2
野谷初太郎、大庄屋根本栄三郎→釜子御役所

（栃本村屋敷絵図） （明治3年ヵ） 竪紙・1鋪 994－3

（栃本村周辺村々絵図） （明治3年ヵ） 継紙・1鋪 994－4

（本郷前・本郷裏絵図下書） （明治3年ヵ） 竪紙・1鋪 994－5

（寺内・仁井田境絵図下書） （明治3年ヵ） 継紙・1鋪 994－6

（細倉村・深仁井田村周辺水路道筋絵図下書綴） （明治3年ヵ） 仮綴・1綴 994－7

（形見村絵図付札）　組頭金蔵、同早蔵、庄屋徳三郎、 明治3年7月 小切紙・1通 994－8
大庄屋根本栄三郎→民政御役所

（深仁井田村絵図付札）　栃本組深仁井田村組頭万吉、 明治3年7月 小切紙・1通 994－9
同勇吉、庄屋金次郎、大庄屋根本栄三郎→民政御役所

村々絵図面認メ差上候様被仰付候一件（村々提出月 （明治3年ヵ） 横折紙・1通 994－10
日覚）

（千田村絵図）　栃本組千田村組頭佐吉、同粂蔵、庄屋 明治3年7月 継紙・1鋪 994－11

雄三、大庄屋根本栄三郎→民政御役所

（栃本村絵図）　栃本組同村組頭初太郎、同銀蔵、大庄 明治3年7月 継紙・1鋪 994－12

屋根本栄三郎→民政御役所

（細倉村絵図付札）　栃本組細倉村組頭作平、庄屋兼帯 明治3年7月 小切紙・1通 994－13

深仁井田村庄屋金次郎、大庄屋根本栄三郎→民政御役
所

磐城国白河郡栃本村耕地略図 （明治6年） 継紙・1鋪 994－14

（形見村絵図） （明治3年ヵ） 竪紙・1鋪 994－15

（栃本村絵図）　栃本組同村長百姓銀蔵、組頭清三郎、 明治2年10月 継紙・1鋪 994－16

同長作、大庄屋根本栄三郎→民政御役所

（地引帳下書） 明治 横長美・1冊 2345

延享五年大絵図ノ下図入 袋入・20点 927

（延享五年大絵図ノ下図） 継紙・1鋪 927－1

大絵図字権現前（下図） 仮綴・1綴 927．2

大絵図字ふつめかへり（下図） 仮綴・1綴 927－3
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（屋敷地部分の下図） 継紙・1鋪 927－4

大絵図無之字田中（下図） 継紙・1鋪 927－5

字西つま（下図） 竪紙・1鋪 927－6

（十四番など下図） 竪紙・1鋪 927－7

（坊野久保・前平など下図） 竪紙・1鋪 927－8

（タキ田など下図） 継紙・1鋪 927－9

（字屋敷下など下図） 仮綴・1綴 927－10

（七十九番など下図） 竪紙・1鋪 927－11

（升方久保など下図） 竪紙・1鋪 927－12

字大久保（下図） 仮綴・1綴 927－13

大絵図字しろふか入（下図） 仮綴・1綴 927－14

大絵図字えのき平（下図） 仮綴・1綴 927－15

大絵図字伊勢畑（下図） 仮綴・1綴 927－16

古久ね口（下図） 紙帯・1束 927－17

大崎（下図） 紙帯・1束 927－18

新田久保（下図） 紙帯・1束 927－19

字天久ね前通り（下図） 紙帯・1束 927－20

栃本村絵図　組頭庄右衛門、同太左衛門 継紙・1鋪 942

（外槙村絵図）　栃本組外槙村組頭幸八、同甚蔵、庄屋小 継紙・1鋪 2344
松友右衛門

（屋敷図下書） 継紙・1枚 2353

（吉岡村耕地絵図） 竪継紙・1鋪 2405

2．2．4．普請

大庄屋所達書（堰川除御普請願書之儀二付）　大庄屋 酉年2月朔日 横折紙・1通 2113
所→深仁井田村、吉岡村右村々庄屋中

御普請方石原弥右衛門用状（御普請用材運搬方につき） 4月21日 横折紙（包紙入） 1743
［中野村御蔵御普請方］→栃本組大庄屋所 ・1通

矢署醗難罎鮎錫観繕募轡に2謙 5月18日 横切継紙・1通 2942

組大庄屋根本八左衛門殿

某村取替議定書［為取替一札之事］（当村川筋字きじ
　橋川除普請ならびに貴御村下堰手入れの件につき対
　談議定のこと）

竪紙・1通 1508

2．3．貢租諸役・財政関係事務

2、3．1．検見、毛付、引方

栃本組村々御引方訳ヶ書之覚　大庄屋根本八左衛門 寛保2年9月 横美半・1冊 975
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万引方帳　栃本組大庄屋根本八左衛門 （寛保2年ヵ）9月 横美半・1冊 976

栃本組宮村村役人百姓惣代請書（組々大庄屋組外惣代 明和5年子9月 竪継紙・1通 1560

騒慧居響糠能繍轍縣號摺高鷲
6名、（奥書）同村組頭与八郎、同重右衛門、庄屋伴作

悪作田反別合毛書上帳　栃本組若栗新田、嘉左衛門新田 天明3年10月 横長美・1冊 721
［若栗新田組頭幸治右衛門、庄屋鈴木源十郎］

悪作御見分合毛御定帳　栃本組新屋敷村［栃本組新屋敷 天明3年11月 竪美・1冊 987
村長百姓甚四郎、同林兵衛他組頭2名、庄屋1名］→大庄
屋所

寛政十二年申年九月御検見二付御高反別帳井秋毛目録 寛政12年9月 横半半・1冊 908－2
調方拍　栃本組同村組頭仮役惣右衛門、組頭太右衛門、
大庄屋根本八左衛門→郡中御廻在御奉行、御領御奉行井
上九右衛門、郡御奉行永田次右衛門

（年々川欠石砂入田畑御引方書上帳）　栃本組吉岡村組 文化11年7月 横折紙・1通 2383
頭伊惣次、同吉兵衛、庄屋天倉辰八→大庄屋所

栃本組小貫村村役人願書控［乍恐以書付奉願上候事］
　（前々御用捨御高引の分当1か年御据え高願い）　栃

文化14年丑9月 竪継紙（袋入）・
1通

1554－1

本組小貫村長百姓重五郎、組頭七蔵、同忠蔵、庄屋吉田
市五郎　　（袋表書）「文化十四年丑九月　御居高願書入
栃本組小貫村」

栃本組小貫村村役人書上控［覚］（小貫村村高家数人 （文化14年）丑9月 横折紙（袋入）・ 1554－2

数書上）　栃本組小貰村組頭七蔵、同忠蔵、庄屋吉田市 1通

五郎

栃本績千田村他2か村請書下書［差上申御請書之事］
　（当巳年春中より旱魑にて不植付場所出来につき御

文政4年8月 竪継紙・1通 1583

引方仰せ付けのこと）　栃本組千田村長百姓磯吉、組
頭八右衛門ほか1名、庄屋小林七右衛門、ほか同組形見村
村方三役、同組西倉村村方三役、大庄屋根本八左衛門→
御奉行所

鮪饗難鴨縮翻葉［簿耀僻驕終1 文政8年10月 竪継紙・1通 1369

［栃本組深仁井田村］長百姓清十郎、組頭勝右衛門、同藤
助、庄屋深谷弥左衛門

御居高願書入　栃本組上野出嶋村→大庄屋所 文政10年9月 袋入・2通 943

膝粘舗臨講罐芦［礪梁嘉繍酷磐 文政10年9月 竪継紙・1通 943－1

長百姓勘右衛門、組頭半兵衛他組頭2名、庄屋関根永作
→大庄屋所

覚（栃本組上野出嶋村村高・人数明細書上）　　（栃 （文政10年）9月 横折紙・1通 943－2

本組上野出嶋村）組頭半兵衛他組頭2名、庄屋関根永作
→大庄屋所

栃本組下野出嶋村村役人願書［乍恐以書付奉願上侯事］
　（困窮につき前々引高居高願いならびに拝借夫喰年

天保2年卯9月 竪継紙・1通 1817

賦返納願い）　栃本組下野出嶋村長百姓彦右衛門、組頭
源治ほか2名、庄屋遠藤善兵衛→大庄屋所

栃本組吉岡村村役人届書［以書付御届申上候事］（当
　村失苗多く薄き旨御届）　栃本組吉岡村長百姓忠吉、

天保5年午5月 竪継紙・1通 1608

組頭喜十郎、同林蔵、庄屋天倉藤五郎、後見深谷弥左衛
門→大庄屋様

栃本組千田村村役人届書［以書付御届申上侯事］（当
　村失苗多く薄き旨御届）　栃本組千田村長百姓清右衛

天保5年午5月 竪継紙・1通 ↑610

門、組頭吉左衛門、同与五右衛門、庄屋小林七右衛門→
大庄屋様
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懲轟聯難嬬魏経謝脛灸毒趨演 慶応3年9月 横長美・1冊 2089

二付御居置同三卯6戻高代村高免相二応し増見取米
被仰付取調書上帳　栃本組五ヶ村［大庄屋根本栄三郎］
→郡御奉行所

安政三辰荒地起返し万延元申6文久二戌迄三ヶ年反二 慶応3年9月 横長美・1冊 2090

離羅磁罐騒書編釜鰹講欝暑麟
応し増見取米被仰付取調書上帳　釜子組六ヶ村［大庄
屋根本八左衛門］→郡御奉行所

栃鯉磯雛齢鏡騒矯麓罫尾轟藷 （慶応3年）9月 横長美・1冊 2331

所

栃奎醗麗齢詣鯉購劇口嫌鮭聯 （慶応3年）9月 横長美・1冊 2332

栃蘇票鵬繍聡縮鰍［獣麟渋者御 明治元年辰ll月 横折紙・1通 3090

（検見関係その他巳年諸書付等一括） 明治2年巳ほか 巻込み・1括 2548～2624

山川門十郎書状（御検見調べ方明後日御出張の由） 10月23日 横切継紙（包紙入） 2548
山川門十郎→根本栄三郎様、市川覚八様 ・1通

（御奉行他御役人行列覚） 横切継紙・1通 2549

大庄屋所廻状（戦死供養につき寄付調べのこと） 巳年10月8日 小切紙（包紙入） 2550
［大庄屋］根本栄三郎→形見村、中寺村、堀之内村、川 ・1通
原田村、深渡戸村、右村々庄屋中（包紙宛先は形見村
庄屋中）

千田村深谷雄三書状（御検見準備のため反別調べ出
　来次第御出勤のこと）　千田村深谷雄三→釜子御用

巳年10月12日 横切紙・1通 2551

先栃本組大庄屋所「

門十郎書状（中村真水へ饒別2朱ずつ川井桑本へ100
　文ずつ成さるべきこと、その他）　（山川）門十

横切紙・1通 2552

郎→（根本）栄三郎様

忠次郎書状（悪作反別認めのこと）　忠次郎→［出 21日 小切紙・1通 2553
勤先］根本様

市川覚八書状（手伝人足割賦書写し取りお廻し下さ 巳年10月17日 横切継紙・1通 2554
るべき旨）　市川覚八→［触元達之助様コ

覚（御奉行様御手分様休伯村割り） 横折紙・1通 2555

関根永作書状（不作につき岩瀬郡より先に御見分願
　い出の件相談のことなど）　　［吉岡より］関根永作

10月10日 横切継紙・1通 2556

→［釜子御用先］根本栄三郎様

触元役所用状写（帳面仕立て方雛形差上げのこと） 10月23日 小切紙・1通 2557
触元役所→前田川組、濱尾組、分家濱尾組、右組々大
庄屋所

（悪作田反別調べ雛形写） 小切紙・1通 2558

栃磯鎌辮磐灘暴蠣髭筥鮮程鯉
　者にこれ無き旨申上げ書）　栃本組上野出嶋村磯吉、

明治2年巳10月 小切紙・1通 2559

庄作木挽職師匠越後国水原之在加沢（ヵ）村政右衛門、
組頭3名→大庄屋所

触元役所用状包紙（2557の包紙か）　触元役所→前田
　川組大庄屋所

巳年10月23日 小切紙・1枚 2560
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栃本組形見村庄屋大沼徳太郎書上［覚］（丑年拝借
　呼取冥加金共差し引き残金調べ書上のこと）　栃

巳年9月28日 横切紙・1通 2561

本組形見村庄屋大沼徳三郎

栃本村根本八左衛門書状（昨年の軍夫に罷り出候者
　へ御救い金支給手続きのため諸書類残らず送付の

1月3日 横切紙・1通 2562

こと）　栃本村根本八左衛門→［釜子出先］根本栄三
郎殿

悪作田反別合毛調帳表紙　栃本組同村 明治2年巳9月 横切紙（表紙のみ） 2563
・1枚

覚（下野出嶋村唐渡神社祭神不詳につき届け控） 巳年9月晦日 横切紙・1通 2564
栃本組下野出嶋村庄屋遠藤徳之助、大庄屋根本栄三郎

門十郎書状（役場一条寛次郎小子ともご同意につき ll月20日 横切継紙・1通 2565
御手代衆へ申し上げらるべき旨）　（山川）門十
郎→（根本）栄三郎

緑川左和右衛門書状（高水様より隆斎方への密書お 9月30日 小切紙・1通 2566
渡し下さるべき旨）　緑川左和右衛門→［御会所に
て］根本栄三郎様

（俳句数首） 横切紙・1枚 2567

某書状（見分役人廻村順につきお知らせのこと） 10月27日 横切紙・1通 2568

門十郎書状（御検見準備のため荒増調べ出来につき
　内見お願いのこと、その他）　　（山川）門十郎→

10月14日 横切継紙・1通 2569

（根本）栄三郎様

（書状下書断片か）（御手分様廻村につき） 小切紙・1枚 2570

建札（検見につき他村境ならびに入会の場所へ目印 小切紙・1枚 2571
建札雛形）

山川門十郎書状封筒　山川門十郎→根本栄三郎様 封筒のみ・1枚 2572

鮪野門斉梛盟罧犠鷲？翻舗 横切継紙・1通 2573

根本栄三郎殿

（御検見につき賄い覚） 横折紙・1通 2574

根本栄三郎書状（兵火にて御救いの向き、夫人罷出
　打死の者へ御救いの筋、その他取り調べ仰せ付け

10月3日 横切継紙・1通 2575

のこと）　根本栄三郎→門之助様、山川寛次郎様

市川書状（拝借の書類返納のこと）　市川→根本様 巳年10月朔日 小切紙・1通 2576

下野出嶋村差出覚［覚］（夏成上納金等差出覚） 10月3日 小切紙・1通 2577
下野出嶋村→大庄屋所

某（根本か）書状（御検見御見分役人賄いの件につ 10月25日 横切継紙・1通 2578
き）　　［栃本より］（差出人欠損）

覚（栃本組吉岡村関根永作他2名の村役格につき書 横折紙（一部欠損） 2579
き上げ）　　［栃本組吉岡村庄屋］（差出人欠損） ・1通

御米方用状（相談につき御米方役所へお出でなされ 9月晦日 横切紙・1通 2580
たき旨）　御米方→根本栄三郎様

御検見雛形（違作田方反別合毛相調書上帳） 明治2年巳10月 小帳綴・1綴（2冊） 2581

宮村市川源之丞書状（達書委細承知なれども腹痛に 巳年9月17日 小切紙・1通 2582
て出勤致しかね候旨）　宮村市川源之丞→［御出勤
先］根本栄三郎様
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根船葡幣状霞歎蟹離櫻鞠i騰家撃9月15日 小切紙・1通 2583

三郎殿

（御貸付金書上覚）（白川御所替人馬継立一条、違作 横切紙・1枚 2584
につき大庄屋に貸付、その他）

（栃本分各村辰年米方通〆高覚） 横切紙・1枚 2585

某届書写（栃本組同村源八、去辰8月26日会津猪苗 小切紙・1通 2586
代にて鉄砲に当たり死去につき届け）

千田村雄三書状（持痛にて出勤致しかね候につき宜 23日 横切継紙・1通 2587
しくお取計らい願い）　千田村（深谷）雄三→［鎌
子村御用先］（欠損）様

白川郡惣代岩瀬郡惣代覚書写［覚］（白川郡岩瀬郡 巳年9月 小切紙・1通 2588
庄屋共ならびに村々への割賦金か）　白川郡惣代、
岩瀬郡惣代

永作口上書写［口上之覚］（卯年よりの余内金上納 巳年9月13日 横切紙・1通 2589
御通持参のこと、ほか）　　（関根）永作

覚（根本八左衛門他4名の役儀履歴につき） 巳年6月 小切紙・1通 2590

根齢舗韓鄭響囎雑蹴鋤藩鴇貸 9月23日 横切紙・1通 2591

［釜子出先］根本栄三郎殿

根本八左衛門書状（白川詰人馬不参の分調べ差出し
　候様組中へ申伝えの件1　根本八左衛門→［釜子出

9月22日 横切紙・1通 2592

先］根本栄三郎殿

大庄屋書状封筒　［栃本組］大庄屋→千田村庄屋中 封筒のみ・1枚 2593

宮雛腓八欝市鞭讐雛鵬懲違無 巳年11月5日 小切紙・1通 2594

宮村市川覚八書状（御書状惣代庄屋へ伝達の件） 巳年11月5日 横切紙・1通 2595
宮村市川覚八→御出勤元根本栄三郎様

触元役所用状（御居高願書差出しの件）　触元役所 巳年11月8日 横切紙・1通 2596
→栃本組大庄屋所

大庄屋所用状（御作り銭納入督促のこと）　　（栃本 H月7日 横切紙・1通 2597
組）大庄屋所→千田村ほか5か村庄屋中

覚八書状　　［釜子出先より］覚八→栃本村栄三郎様 巳年11月6日 横切紙・1通 2598

永簾輪閾（徹麟雛潅潔他上納金 10月5日 横切継紙・1通 2599

関根永作書状包紙　関根永作→大庄屋所 包紙のみ・1枚 2600

村役人書状別紙写（善十方よりも御話御座候一件大 横切紙・1通 2601
庄屋所様今以て御沙汰御座無きにつき宜しくお願
い申し上げたく）　村役人→大庄屋所

根本八左衛門書状（最早老年につき出勤御勘弁御願 8月4日 横切継紙・1通 2602
いの件）　根本八左衛門→［釜子出先］根本栄三郎殿

根本八左衛門書状包紙　根本八左衛門→［釜子出先］ 包紙のみ・1枚 2603
根本栄三郎殿

水野権造書状（逗留中の御礼ならびに佐十郎ほか米
　代金一条ご厄介御礼など）　水野権造→根本栄三郎

8月20日 横切継紙・1通 2604

様、市川源之丞様

水野権造書状封筒　水野権造→根本栄三郎様、市川源 封筒のみ・1枚 2605
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之丞様

深谷金次郎書状（金子返済遅延お詫びほか）　深谷 9月28日 横切紙・1通 2606
金次郎→根本八左衛門様

山川達三郎書状（御金方日延べ等一件につき）　山 10月6日 横切継紙・1通 2607
川達三郎→［会所詰合］善左衛門様

達三郎書状（七百両古糸引き当てにて借用のお話は 11月1日 横切継紙・1通 2608
左様の儀にはこれ無き旨、その他につき）　（山
川）達三郎→（根本）栄三郎様

佐吉五郎書状（根本様寛次郎様御両公様に同意の旨 11月23日 横切継紙・1通 2609
お答え下さるべき旨）　佐吉五郎→（山川）門十郎
様

山川門十郎書状（勤向御見廻一条三人とも貴公様ご 11月24日 横切継紙・1通 2610
同意のこと、その他）　山川門十郎→根本栄三郎様

上平與左衛門書状（養子引き取りの件ほか）　上平 11月24日 横折紙・1通 2611
與左衛門→根本栄三郎様

山川書状（種々ご相談いたしたき儀御座候間ご出勤 ll月24日 横切紙・1通 2612
下されたき旨）　山川→根本君

雄三書状（御米方不納の向につき出頭仰せ付けられ 9月23日 横切継紙・1通 2613
候件につき）　　（深谷）雄三→根本様

某（常盤彦四郎力）書状（継立詰人馬につき）　　（常 9月ll日 横切継紙・1通 2614
盤彦四郎）→根本栄三郎様

根本惣助書状（白河より割符申し越しの段甚だ心得 8月24日 横切紙・1通 2615
申さざる旨）　栃本根本惣助→［釜子にて］根本栄
三郎様

深谷金次郎書状（白河宿継立当番にて拝借金不足に 8月16日 横切紙・1通 2616
つき札金10両借用願い）　［仁井田より］深谷金次
郎→大庄屋所

深㌶攣鱗鯉纏賜鰹鵬黙禺矯 巳年8月20日 横切紙・1通 2617

みの旨願い上げのこと）　深谷金次郎→根本栄三郎
様

加藤官次書状（助郷人馬の儀につき白川県より呼び 9月13日 横切継紙・1通 2618
出しにつき昨日出張結果の件）　加藤官次→根本
栄三郎様

根本八左衛門書状（白川詰人馬の件その他につき） 9月13日 横切継紙・1通 2619
［栃本より］根本八左衛門→［矢吹方出先］根本栄三郎
様

根本八左衛門書状（白川詰人馬の件その他につき） 9月13日 横切継紙・1通 2620
［栃本より］根本八左衛門→［中畑出先］根本栄三郎様

根本八左衛門書状（関根永作方へ用筋これあり侯は 14日 横切紙・1通 2621
ば米吉を吉岡に相廻し侯旨）　　［栃本より］根本八
左衛門→［中畑出先］根本栄三郎様

覚八書状（当郡村々御検見滞りなく相済み候旨） 10月29日 横切紙・1通 2622
（市川）覚八→（根本）栄三郎様

一川弥蔵書状（継立人馬請負人渡し金の件ほか） 巳年8月6日 横切紙・1通 2623
白川一川弥蔵→［御出勤先］根本栄三郎様

某書状（当村ならびに小貫村当納不納金御貸し付け 巳年9月13日 小切紙・1通 2624
につき証文の件）　→（大庄屋所か）

覚（栃本組小松村他8か村用捨引高書上） 丑秋 横切継紙・1通 1755
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2．栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財政関係事務／1。検見、毛付、引方

以騰鰻雛耕触瓢靱騰羅撒叢鑛区 寅年11月28日 横長美・1冊 2121

大庄屋所

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書控［口上之覚］（違 亥年8月 横長美・1冊 2333
作二付荒地起返地定見取米上納願書）　→御手代中

乍恐以口上書奉願上候（栃本組吉岡村堰川除普請入用 横長美・1冊 2123
為備金御高引願書）　　（栃本組吉岡村）

2．3．2．勘定、納入

2．3．2．1．御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳

子御年貢井小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 安永9年11月 竪美・1冊 444
弐拾三ヶ村

子御年貢米金小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡栃 文化13年11月 竪美・1冊 445
本組弐拾ヶ村

卯御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 天保2年11月 竪美・1冊 446－1

栃本組拾壱ヶ村

酉御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 天保8年11月 竪美・1冊 447－1

栃本組九ヶ村

申御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保9年7月28日 竪美・1冊 480
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

戌御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 天保9年11月 竪美・1冊 448－1

栃本組九ヶ村

酉御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保10年3月21日 竪美・1冊 481
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

戌御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保11年2月11日 竪美・1冊 482
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

子御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 天保11年ll月 竪美・1冊 449－1

栃本組九ヶ村

亥御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保11年12月5日 竪美・1冊 483
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

子御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保12年10月9日 竪美・1冊 484
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

丑御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保13年9月21日 竪美・1冊 485
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

卯御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 天保15年9月10日 竪美・1冊 486
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

辰御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 弘化2年8月24日 竪美・1冊 487
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

巳御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 弘化3年8月18日 竪美・1冊 488
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

午御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 弘化4年9月4日 竪美・1冊 489
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

未御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 嘉永元年8月 竪美・1冊 490
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

申御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 嘉永元年11月 竪美・1冊 450－1

栃本組
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2．栃本組大庄屋所／3・貢租諸役・財政関係事務／2・勘定、納入／1．御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳

戌御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 嘉永3年11月 竪美・1冊 451－1

栃本組

子御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 嘉永5年11月 竪美・1冊 452－1

栃本組

子御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 嘉永6年8月16日 竪美・1冊 492
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

丑御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 嘉永6年11月 竪美・1冊 453－1

栃本組

丑御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 嘉永7年8月10日 竪美・1冊 493
栃本組］　百井武右衛門→栃本組大庄屋所

寅御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 嘉永7年ll月 竪美・1冊 454－1

栃本組

寅御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 安政2年8月20日 竪美・1冊 494
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

卯御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 安政3年10月4日 竪美・1冊 495
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

辰御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 安政3年11月 竪美・1冊 455
栃本組

辰御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 安政4年8月23日 竪美・1冊 496
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

巳御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 安政5年8月28日 竪美・1冊 497
栃本組］　梶川猪三郎→栃本組大庄屋所

午御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 安政6年8月24日 竪美・1冊 498
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所

戌御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 文久3年8月23日 竪美・1冊 499
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所　（表紙貼紙）
「御下帳」

亥御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 文久3年11月 竪美・1冊 456－1

栃本組

子御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 慶応元年8月19日 竪美・1冊 500
栃本組］　八木伝五郎→栃本組大庄屋所　（表紙貼紙）
「御下帳」

丑御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 慶応2年8月19日 竪美・1冊 502
釜子組］　梶川猪三郎→釜子組大庄屋所　（表紙貼紙）
「御下帳」

寅御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 慶応2年11月 竪美・1冊 2016－1

栃本組

寅御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 慶応3年8月18日 竪美・1冊 503
釜子組］　八木伝五郎→釜子組大庄屋所　（表紙貼紙）
「御下帳」

辰御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 明治元年11月 竪美・1冊 2015
栃本組

辰御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳　白川郡 明治元年12月 竪美・1冊 2012
栃本組

（御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳）　　（白 竪美・1冊 2069
川郡栃本組）

巳御年貢米金銭小物成金銭納方払方御勘定帳［白川郡 明治3年8月20日 竪美・1冊 501
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