
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

栃本組］ 民政庁→栃本組大庄屋

2．3．2．2、御年貢欠納方払方御勘定帳

卯御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （天保3年） 竪美・1冊 446－2

酉御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 天保7年3月21日 竪美・1冊 458
伝五郎→栃本組大庄屋所

酉御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （天保8年） 竪美・1冊 447－2

申御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 天保9年7月28日 竪美・1冊 457
武右衛門→栃本組大庄屋所

戌御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （天保9年） 竪美・1冊 448－2

戌御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 天保11年2月11日 竪美・1冊 459
武右衛門→栃本組大庄屋所

亥御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 天保11年12月5日 竪美・1冊 460
伝五郎→栃本組大庄屋所

子御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （天保11年） 竪美・1冊 449－2

子御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 天保12年10月9日 竪美・1冊 461
武右衛門→栃本組大庄屋所

丑御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 天保13年9月21日 竪美・1冊 462
武右衛門→栃本組大庄屋所

卯御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 天保15年9月10日 竪美・1冊 463
武右衛門→栃本組大庄屋所

辰御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 弘化2年8月24日 竪美・1冊 464
伝五郎→栃本組大庄屋所

巳御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 弘化3年8月18日 竪美・1冊 465
武右衛門→栃本組大庄屋所

午御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 弘化4年9月4日 竪美・1冊 466
伝五郎→栃本組大庄屋所

未御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 嘉永元年8月 竪美・1冊 467
武右衛門→栃本組大庄屋所

申御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （嘉永元年） 竪美・1冊 450－2

酉御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 嘉永3年8月21日 竪美・1冊 491
武右衛門→栃本組大庄屋所

戌御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （嘉永3年） 竪美・1冊 451－2

子御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （嘉永5年） 竪美・1冊 452－2

子御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 嘉永6年8月16日 竪美・1冊 468
伝五郎→栃本組大庄屋所

丑御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （嘉永6年） 竪美・1冊 453－2

丑御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　百井 嘉永7年8月10日 竪美・1冊 469
武右衛門→栃本組大庄屋所

寅御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （嘉永7年） 竪美・1冊 454－2

寅御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 安政2年8月20日 竪美・1冊 470
伝五郎→栃本組大庄屋所

卯御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 安政3年10月4日 竪美・1冊 471
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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／2．御年貢欠納方払方御勘定帳

伝五郎→栃本組大庄屋所

辰御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 安政4年8月23日 竪美・1冊 472
伝五郎→栃本組大庄屋所

巳御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　梶川 安政5年8月28日 竪美・1冊 473
猪三郎→栃本組大庄屋所

午御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 安政6年8月24日 竪美・1冊 474
伝五郎→栃本組大庄屋所

戌御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　八木 文久3年8月23日 竪美・1冊 475
伝五郎→栃本組大庄屋所

亥御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （文久3年） 竪美・1冊 456－2

亥（貼紙）「子」御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本 元治元年8月26日 竪美・1冊 476
組］　梶川猪三郎→栃本組大庄屋所　（表紙貼紙）「御下
帳」

丑御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡栃本組］　梶川 慶応2年8月19日 竪美・1冊 477
猪三郎→栃本組大庄屋所　　（表紙貼紙）「御下帳」

丑御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡釜子組］　梶川 慶応2年8月19日 竪美・1冊 478
猪三郎→釜子組大庄屋所

寅御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 （慶応2年） 竪美・1冊 2016－2

寅御年貢欠納方払方御勘定帳［白川郡釜子組］　八木 慶応3年8月18日 竪美・1冊 479
伝五郎→釜子組大庄屋所　　（表紙貼紙）「御下帳」

辰御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 辰年 竪美・1冊 591

辰御年貢欠納方払方御勘定帳　白川郡栃本組 竪半・1冊 1950

2．3．2．3．御年貢米過不足差引帳

子御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 嘉永5年11月吉日 横長美・1冊 410

丑御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 嘉永6年ll月吉日 横長美・1冊 411

寅御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 嘉永7年ll月吉日 横長美・1冊 412

卯御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 安政2年11月吉日 横長美・1冊 413

辰御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 安政3年11月吉日 横長美・1冊 414

巳御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 安政4年11月吉日 横長美・1冊 415

午御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 安政5年11月吉日 横長美・1冊 416

未御年貢米過不足差引帳栃本組九ヶ村 安政6年11月吉日 横長美・1冊 417

申御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 万延元年11月吉日 横長美・1冊 418

酉御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 文久元年11月吉日 横長美・1冊 419

戌御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 文久2年11月吉日 横長美・1冊 420

亥御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 文久3年11月吉日 横長美・1冊 421

子御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 元治元年ll月吉日 横長美・1冊 422

子御年貢稗過不足差引帳　栃本組九ヶ村 元治2年2月～慶応2年2
月

横長美・1冊 423

丑御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 慶応元年11月吉日 横長美・1冊 424
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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／3。御年貢米過不足差引帳

丑御年貢米過不足差引帳　釜子組六ヶ村 慶応元年11月吉日 横長美・1冊 427

寅御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 慶応2年11月吉日 横長美・1冊 425

寅御年貢米過不足差引帳　釜子組六ヶ村 慶応2年11月吉日 横長美・1冊 428

卯御年貢米過不足差引帳　栃本組九ヶ村 慶応3年11月吉日 横長美・1冊 426

卯御年貢米過不足差引帳　釜子組六ヶ村 慶応3年11月吉日 横長美・1冊 429

2．3．2．4．諸上納金銭差引帳

組下村々諸上納金銭差引帳　栃本組大庄屋所 弘化2年11月吉日 横長美・1冊 367

組下村々諸上納金銭指引帳　栃本組大庄屋所 弘化3年11月吉日 横長美・1冊 368

組下村々諸上納金銭差引帳　栃本組大庄屋所 弘化3年11月吉日 横長美・1冊 370

組下村々諸上納金銭指引帳　栃本組大庄屋所 弘化4年11月吉日 横長美・1冊 369

組下村々諸上納金銭差引帳　栃本組大庄屋所 嘉永2年ll月吉日 横長美・1冊 371

組下村々諸上納金銭差引（帳）栃本（組大庄屋所） 嘉永3年ll月吉日 横長美・1冊 372

組下村々諸上納金銭差引帳　栃本組大庄屋所 文久2年11月 横長美・1冊 373－1

2．3．2．5．諸上納金銭取立帳

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組九ヶ村 文久2年11月吉日 横長美・1冊 361

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組九ヶ村 文久3年11月吉日 横長美・1冊 362

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組九ヶ村 元治元年11月吉日 横長美・1冊 363

組下村々諸上納金銭取立帳　釜子組六ヶ村 慶応元年11月吉日 横長美・1冊 357

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組九ヶ村 慶応元年11月吉日 横長美・1冊 364

組下村々諸上納金銭取立帳　釜子組六ヶ村［釜子村庄屋 慶応2年11月吉日 横長美・1冊 358
兼帯鈴木亥次郎、同庄屋有賀猶次郎、小野村組頭辰蔵、
庄屋兼帯有賀猶次郎、深渡戸村組頭清七、庄屋兼帯穂積
長左衛門、河東田村庄屋広瀬藤十郎、堀之内村庄屋穂積
長左衛門、中寺村庄屋市川柳之助］

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組九ヶ村［形見村庄屋 慶応2年11月吉日 横長美・1冊 365
大沼徳三郎、千田村庄屋深谷雄三、細倉村組頭松右衛門、
大竹村組頭佐久問栄蔵、深仁井田村庄屋深谷弥左衛門、
上野出嶋村組頭善兵衛、下野出嶋村組頭遠藤幸右衛門、
吉岡村庄屋関根永作］

組下村々諸上納金銭取立帳　釜子組六ヶ村 慶応3年11月吉日 横長美・1冊 359

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組九ヶ村 慶応3年11月吉日 横長美・1冊 366

組下村々諸上納金銭取立帳　釜子組六ヶ村 明治2年3月吉日 横長美・1冊 360

組下村々諸上納金銭取立帳　栃本組大庄屋所 明治2年3月吉日 横長美・1冊 373－2

2．3．2．6．諸上納金銭請取帳、諸品春割請取帳

諸上納金銭請取之帳　栃本組大庄屋所 安永5年正月吉日 横長美・1冊 374

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 弘化3年3月吉日 横長美・1冊 375

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 弘化3年11月吉日 横長美・1冊 376
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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／6・諸上納金銭請取帳、諸品春割請取帳

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 弘化4年3月吉日 横長美・1冊 377

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 弘化4年11月吉日 横長美・1冊 378

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 嘉永元年3月吉日 横長美・1冊 379

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 嘉永元年11月吉日 横長美・1冊 380

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 嘉永2年3月吉日 横長美・1冊 381

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 嘉永2年11月吉日 横長美・1冊 382

組下村々諸上納金銭請取（帳）栃本（組大庄屋所） 嘉永2年11月吉日 横長美・1冊 384

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 嘉永3年3月吉日 横長美・1冊 383

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 文久2年3月吉日 横長美・1冊 385

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 文久3年3月吉日 横長美・1冊 386

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 文久3年11月吉日 横長美・1冊 387

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 元治元年3月吉日 横長美・1冊 388

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 元治元年ll月吉日 横長美・1冊 389

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 元治2年3月吉日 横長美・1冊 390

組下村々諸上納金銭受取帳　釜子組大庄屋所 慶応元年8月吉日 横長美・1冊 398

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 慶応元年ll月吉日 横長美・1冊 391

組下村々諸上納金銭請取帳　釜子組大庄屋所 慶応元年11月吉日 横長美・1冊 399

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 慶応2年3月吉日 横長美・1冊 392

組下村々諸上納金銭受取帳　釜子組大庄屋所 慶応2年3月吉日 横長美・1冊 400

組下村々諸品春割請取帳　栃本組釜子組大庄屋所 慶応2年3月吉日 横長美・1冊 406

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 慶応2年12月 横長美・1冊 393

組下村々諸上納金銭請取帳　釜子組大庄屋所 慶応2年12月 横長美・1冊 401

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 慶応3年3月吉日 横長美・1冊 394

組下村々諸上納金銭請取帳　釜子組大庄屋所 慶応3年3月吉日 横長美・1冊 402

組下村々諸品春割請取帳　栃本組、釜子組大庄屋所 慶応3年3月吉日 横長美・1冊 407

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 慶応3年12月 横長美・1冊 395

組下村々諸上納金銭請取帳　釜子組大庄屋所 慶応3年12月 横長美・1冊 403

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組大庄屋所 慶応4年3月吉日 横長美・1冊 396

組下村々諸上納金銭請取帳　釜子組大庄屋所 慶応4年3月吉日 横長美・1冊 404

組下村々諸品春割請取帳　栃本組、釜子組大庄屋所 慶応4年3月吉日 横長美・1冊 408

組下村々諸上納金銭受取帳　栃本組大庄屋所 明治2年7月吉日 横長美・1冊 397

組下村々諸上納金銭請取帳　釜子組大庄屋所 明治2年7月吉日 横長美・1冊 405

組下村々諸上納金銭請取帳　栃本組、釜子組、宮村組御 明治3年3月吉日 横長美・1冊 409
用番大庄屋所
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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／7．村々納物諸色割元帳

2．3．2、7．村々納物諸色割元帳

組下村々納物諸色割元帳　栃本組九ヶ村 文久4年正月吉日 横長美・1冊 614

組下村々納物諸色割元帳　栃本組九ヶ村 慶応2年正月吉日 横長美・1冊 615－1

組下村々納物諸色割元帳　釜子組六ヶ村 慶応2年正月吉日 横長美・1冊 620

組下村々納物諸色割元帳　栃本組九ヶ村 慶応3年正月吉日 横長美・1冊 616－1

組下村々納物諸色割元帳　釜子組六ヶ村 慶応3年正月吉日 横長美・1冊 621－1

組下村々納物諸色割元帳　栃本組大庄屋所 明治2年3月日 横長美・1冊 617

組下村々納物諸色割元帳　釜子組六ヶ村 明治2年3月 横長美・1冊 622

組下村々巳春諸品割請取帳　栃本組、釜子組大庄屋所 明治2年7月吉日 横長美・1冊 624

組下村々納物諸色割元帳　栃本組、釜子組、宮村組大庄 明治3年正月 横長美・1冊 618
屋所

組下村々納物諸色割元帳　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 623

組下村々諸色納物割元帳　栃本組九ヶ村 明治4年正月吉日～明 横長美・1冊 619
治5年5月

2．3．2．8．万雑入用書上帳

卯万雑書上帳下書　栃本組同村惣百姓杢左衛門ほか36名、 天明4年辰2月 仮綴（横長半）・ 1839
組頭庄右衛門ほか1名 1冊

戌年万雑割明細相調書上帳　栃本組同村［栃本組同村惣 享和3年2月 横長美・1冊 2152
百姓源五郎他35名、組頭2名］

寅年万雑入用割書上帳　栃本組同村［栃本組同村惣百姓 文政2年3月 横長美・1冊 526
伝六他26名、組頭2名、大庄屋根本八左衛門］→御奉行所

未年万雑書上帳　栃本組河東田村［栃本組河東田村惣百姓 文政7年2月 横長美・1冊 532
新蔵他10名、長百姓1名、組頭2名、庄屋広瀬角十郎］

未万雑入目相調書上帳　栃本組下野出嶋村［栃本組下野 文政7年2月 横長美・1冊 533
出嶋村惣百姓半四郎他63名、組頭3名、庄屋遠藤勇蔵］→
大庄屋所

去未年万雑相調書上帳　栃本組深渡戸村［伝蔵他11名、 文政7年2月 横長美・1冊 534
組頭2名、庄屋瀧田又右衛門］

未年万雑相調書上帳　栃本組深仁井田村、細倉村［深仁 文政7年3月 横長美・1冊 530
井田村惣百姓儀蔵他30名、細倉村惣百姓茂一右衛門他5名、
組頭1名、深仁井田村組頭2名、庄屋深谷弥左衛門］

未年万雑入目割書上帳　栃本組上野出嶋村［平吉他43名、 文政7年3月 横長美・1冊 531
組頭2名、庄屋関根永作］→大庄屋所

寅万雑割相調書上帳　栃本組同村、大竹村［栃本組同村 天保2年2月 横長美・1冊 527
惣百姓平右衛門他28名、組頭2名、同組大竹村惣百姓伊七
他11名、組頭次右衛門、弐ヶ村庄屋兼帯大庄屋根本八左
衛門］→御奉行所

卯万雑割相調書上帳　栃本組同村、大竹村［栃本組同村 天保3年2月 横長美・1冊 528
惣百姓平右衛門他28名、組頭2名、同組大竹村惣百姓伊七
他11名、組頭次右衛門、両村庄屋兼帯大庄屋根本八左衛
門］→御奉行所

辰万雑割相調書上帳　栃本組同村、大竹村［栃本組同村 天保4年2月 横長美・1冊 2148
惣百姓源太他28名、組頭2名、同組大竹村惣百姓伊七他12
名、組頭1名、両村庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門］→御奉
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行所

酉年万雑入用書上帳　栃本組同村［栄太郎他32名、組頭2 文久3年2月 横長美・1冊 529
名、大庄屋根本栄三郎］→御奉行所

去戌年万雑諸入用割書上帳　栃本組吉岡村［惣百姓林之 文久3年3月 横長美・1冊 535
助他33名、長百姓1名、組頭2名、庄屋関根永作］

万雑割帳（雛形） 横長美・1冊 1901

2．3．2．9．元〆所奥印受取書

白石武左衛門・佐久間喜兵衛金子受取書［請取申麦之
事］（戌年賦麦）　白石武左衛門、佐久間喜兵衛、元〆

享和2年戌8月28日 竪紙・1通 1896

所奥印→栃本組中

渡部喜賀治・大嶋左介縄受取書［請取申縄之事］（戌 享和3年亥2月 竪紙・1通 1867
年納縄）　渡部喜賀治、大嶋左介、元〆所奥印、永治右、
山止吉裏印→栃本組中

高橋幾四郎・柳原五右衛門縄受取証文［受取申縄之事］ 文化3年寅12月8日 竪紙・1通 1378
（丑上納蕨縄、大縄、中縄、細縄）　高橋幾四郎、柳
原五右衛門、元〆所奥印、三嘉右（三浦嘉右衛門）裏印
→栃本組中

渡欝綿審型蜥衡齢撫潔鯉塗職繋 文化11年戌4月28日 竪紙・1通 1876

渡部猪助、金子卯左衛門、岡本吉右衛門、元〆所奥印→
栃本組中

渡灘臨婁潔貯懲澱慧鯉雛繍鍵 文化11年戌4月28日 竪紙・1通 1877

納）　渡部猪助、金子卯左衛門、岡本吉右衛門、元〆所
奥印→栃本組中

篠鵠欝懇轍鰹購難鯉驕麟締 文化12年亥4月 竪紙・1通 1878

小坂良助、金子卯左衛門、岡本吉右衛門、元〆所奥印→
栃本組中

小翻臨欝亀欝膿蔽慧頚鶴傘繍顯 文化12年亥4月 竪紙・1通 1879

上納）　小坂良助、金子卯左衛門、岡本吉右衛門、元〆
所奥印→栃本組中

渡部英之助・金子卯左衛門縄受取書［請取申縄之事］ 文政11年子正月27日 竪紙・1通 1874
（亥年納縄）　渡部英之助、金子卯左衛門、元〆所奥印、
吉茂右（吉田茂右衛門）裏印→栃本組中

渡部英之助・金子卯左衛門縄受取書［請取申縄之事］ 文政ll年子正月27日 竪紙・1通 1875
（亥年納縄不足につき不時縄）　渡部英之助、金子卯
左衛門、元〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

前山孫九郎他金子請取書［請取申金子之事］（去亥年 文政11年4月22日 竪紙・1通 835
出人奉公人給三分一五割増上納）　前山孫九郎、高
橋与兵衛、金子卯左衛門、元〆所奥印→栃本組中

前山孫九郎他金子請取書［請取申金子之事］（去亥年 文政11年4月22日 竪紙・1通 836
金附奉公人給三分一願金納）　前山孫九郎、高橋与兵
衛、金子卯左衛門、元〆所奥印→栃本組中

渡欝稗糀諏梓囎離副馨雑編1天保5年2月27日 竪紙・1通 846

元〆所奥印、吉林右裏印→栃本組中

前山孫九郎他二名連印金子請取書［請取申金子之事］ 天保5年8月22日 竪紙・1通 837
（去巳年金附奉公人三分一願金納）　前山孫九郎、高
橋与兵衛、金子卯左衛門、元〆所奥印→栃本組中
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前山孫九郎他二名連印金子請取書［請取申金子之事］ 天保5年8月22日 竪紙・1通 838
（去巳年出人奉公人給三分一五割増上納）　前山孫
九郎、高橋与兵衛、金子卯左衛門、元〆所奥印→栃本組
中

渡部官左衛門・金子卯左衛門縄受取書［請取申縄之事］ 天保8年酉正月27日 竪紙・1通 1872
（御陣屋普請につき不時縄）　渡部官左衛門、金子卯
左衛門、元〆所奥印、吉林右（吉田林右衛門）裏印→栃
本組中

渡部官左衛門・金子卯左衛門縄受取書［請取申縄之事］
　（申年納縄）　渡部官左衛門、金子卯左衛門、元〆所奥

天保8年酉2月7日 竪紙・1通 1873

印、吉林右裏印→栃本組中

前臓礁捜勤糟犀雛霧鯉簗縫辮 天保8年酉12月12日 竪紙・1通 1881

前山孫九郎、高橋与兵衛、金子卯左衛門、元〆所奥印→
栃本組中

渡部官左衛門・金子卯左衛門縄受取書［請取申縄之事］ 天保9年戌正月27日 竪紙・1通 1889
（酉年納縄）　渡部官左衛門、金子卯左衛門、元〆所奥
印、吉林右裏印→栃本組中

小坂直右衛門・前山孫九郎・高橋与兵衛金子受取書 天保9年戌12月6日 竪紙・1通 1887
［請取申金子之事］（酉年金附奉公人三分一願金納）
小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所奥印→
栃本組中

小坂直右衛門・前山孫九郎・高橋与兵衛金子受取書 天保9年戌12月6日 竪紙・1通 1888
［請取申金子之事］（酉年出人奉公人三分一五割増）
小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所奥印→
栃本組中

小坂直右衛門・渡部官左衛門縄受取書［請取申縄之事］
　（御陣屋釜子御蔵牢屋御普請用縄）　小坂直右衛門、

天保10年亥正月22日 竪紙・1通 1885

渡部官左衛門、元〆所奥印、吉林右裏印→栃本組中

小坂直右衛門・渡部官左衛門縄受取書［請取申縄之事］
　（戌年納縄）　小坂直右衛門、渡部官左衛門、元〆所奥

天保10年亥正月22日 竪紙・1通 1886

印、吉林右裏印→栃本組中

小坂直右衛門・前山孫九郎・高橋与兵衛金子受取書
　［請取申金子之事］（戌年出人奉公人三分一五割給増

天保10年亥11月10日 竪紙・1通 1883

上納）　小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆
所奥印→栃本組中

小鶴綿嬉謝愁軽罐衰穫麟醒鑛 天保10年亥11月10日 竪紙・1通 1884

小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所奥印→
栃本組中

小坂直右衛門・渡部官左衛門縄受取書［請取申縄之事］
　（亥年御陣屋釜子御蔵牢屋御普請用縄）　小坂直右衛

天保ll年子正月27日 竪紙・1通 1882

門、渡部官左衛門、元〆所奥印、吉林右裏印→栃本組中

小鶴綿嬉レ珊讐軽罐衰越犠謹顯 天保11年子10月22日 竪紙・1通 1892

小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所奥印→
栃本組中

小坂直右衛門・前山孫九郎・高橋与兵衛金子受取書
　［請取申金子之事］（亥年出人奉公人三分一五割増上
　納）　小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所

天保11年子10月22日 竪紙・1通 1893

奥印→栃本組中

小坂直右衛門・渡部官左衛門縄受取書［請取申縄之事］
　（子年納縄）　小坂直右衛門、渡部官左衛門、元〆所奥

天保12年丑閏正月2日 竪紙・1通 1894

印、吉林右裏印→栃本組中
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小坂直右衛門・渡部官左衛門縄受取書［請取申縄之事］ 天保12年丑閏正月2日 竪紙・1通 1895
（子年御陣屋＃釜子御蔵御普請不時納縄）　小坂直右
衛門、渡部官左衛門、元〆所奥印、吉林右裏印→栃本組
中

小鶴綿麟輝縣馨釜融豪穫犠議鞠鳶 天保12年丑9月17日 竪紙・1通 1890

小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所奥印→
栃本組中

小鶴翻麟轟望私瓢麟諺撃繍鍵 天保12年丑9月17日 竪紙・1通 1891

納）　小坂直右衛門、前山孫九郎、高橋与兵衛、元〆所
奥印→栃本組中

小坂直右衛門・渡部官左衛門縄受取書［請取申縄之事］ 天保13年寅正月22日 竪紙・1通 1880
（丑年納縄）　小坂直右衛門、渡部官左衛門、元〆所奥
印、吉林右裏印→栃本組中

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［請取申 慶応2年寅6月22日 竪紙・1通 1562
金子之事］（去丑年金附奉公人給三分一五割増上納）
大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印→栃本組
中

大讐惣矛履解繍拶難鰐騨颪灘 慶応2年寅6月22日 竪紙・1通 1563

大鳩佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印→釜子組
中

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［受取申 慶応2年寅6月22日 竪紙・1通 1564
金子之事］（去丑年出入奉公人給三分一五割増上納）
大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印→釜子組
中

緑縫舗鐸罐鰭野［灘鼎纈養義擢 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1571

〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

緑灘解醗懸薪繕黙書叢押繍轟暫 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1572

坂良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

緑川弥作・小坂良蔵大豆受取書［受取申大豆之事］ 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1573
（去卯御年貢大豆釜子御蔵へ請取）　緑川弥作、小坂
良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

緑川弥作・小坂良蔵米受取書［受取申米之事］（去卯 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1574
御年貢米釜子御蔵へ請取）　緑川弥作、小坂良蔵、元
〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

緑鵬編給騒警薔謙取1受鷲鱗偲 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1575

良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

緑鵬編給簾警羅鷺勅受鵯雛飛援 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1576

良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→栃本組中

緑川弥作・小坂良蔵米受取書［受取申米之事］（去卯 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1577
御年貢米釜子御蔵へ請取）　緑川弥作、小坂良蔵、元
〆所奥印、吉茂右裏印→釜子組中

緑醤編嶺婆鰹鱗謙勅受鷲鱗飛晟 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1578

良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→釜子組中

緑鵬編鞍発辮蕎譲翻請鷲凝鰍 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1579
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良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→釜子組中

緑騰解齪驚轟議黙勝申繍轟源 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1580

坂良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→釜子組中

緑川弥作・小坂良蔵稗受取書［受取申稗之事］（去卯 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1581
御年貢稗釜子御蔵へ請取）　緑川弥作、小坂良蔵、元
〆所奥印、吉茂右裏印→釜子組中

緑鵬編籍簾警蕎譲翻受鷲雛偲 慶応4年辰2月27日 竪紙・1通 1582

良蔵、元〆所奥印、吉茂右裏印→釜子組中

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［受取申 慶応4年辰4月7日 竪紙・1通 1565
金子之事］（去卯年小物成金銭釜子組より上納）
大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印、吉茂右
裏印→梶川猪三郎殿

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［受取申
　金子之事］（去卯年御年貢金銭釜子組より上納）

慶応4年辰4月7日 竪紙・1通 1566

大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印、吉茂右
裏印→梶川猪三郎殿

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［請取申
　金子之事］（去寅年余内延納金釜子組より上納）

慶応4年辰4月7日 竪紙・1通 1567

大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印、吉茂右
裏印→梶川猪三郎殿

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［請取申
　金子之事］（去寅年余内延納金栃本組より上納）

慶応4年辰4月7日 竪紙・1通 1568

大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印、吉茂右
裏印→梶川猪三郎殿

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［受取申
　金子之事］（去卯年小物成金銭栃本組より上納）

慶応4年辰4月7日 竪紙・1通 1569

大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印、吉茂右
裏印→梶川猪三郎殿

大嶋佐助・伊崎喜三・乾甚左衛門金子受取書［請取申
　金子之事］（去卯年御年貢金銭栃本組より上納）

慶応4年辰4月7日 竪紙・1通 1570

大嶋佐助、伊崎喜三、乾甚左衛門、元〆所奥印、吉茂右
裏印→梶川猪三郎殿

桑妻難舗繋灘i雛聾灘鱗明治2年巳9月 竪紙・18通 ※1925

合治郎右衛門、元〆所奥印→前田助作殿；栃本組中；釜
子組中

巳禦騒埜逡蟹轡驚塗繭雛甥雛魑謝 明治3年午3月ほか 竪紙、小切紙（袋

入）・7通
1815

入沢源二、伊崎喜三、元〆所奥印；御金方；その他→栃
本組中；釜子組中、宮村組中；栃本組釜子組中

根岸巌ほか2名金銭受取書［覚］（古御貸付嫁取金年賦
　上納）　根岸巌、伊崎喜蔵、小川忠太郎、元〆所奥印→

（明治3年）午4月4日 竪紙・3通 2481

釜子組中；栃本組中；宮村組中

2．3．2．10．御用金、才覚金

領褻薩欝盤瑠糖諮騨鰭蝋講鷲 （天明4年）閏正月29日 横切継紙（包紙入）

・1通
1162

組大庄屋中

宮朧轍報聾轟離中轟漏騰議調 慶応2年寅2月 竪継紙・1通 1853

宮村組大庄屋市川源之丞、栃本組大庄屋根本栄三郎、分
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Z栃本組大庄屋所／3・貢租諸役・財政関係事務／2．勘定、納入／10・御用金、才覚金

家濱尾組大庄屋山川門之助、釜子組大庄屋根本八左衛門、
前田川組大庄屋遠藤卯野右衛門→御奉行所

献金上納致候者共へ御酒代被下置割合相渡候書類入 慶応3年6月 袋のみ・1枚 2043
栃本組、釜子組

覚（栃本組村々献金人惣代名前取調帳） 横折紙・1通 2061－1

覚（釜子組村々献金人惣代名前取調帳） 横折紙・1通 2061－2

覚（御用金割合勘定帳）　宮村組大庄屋所→釜子組大庄 丑年9月 横長美・1冊 2270
屋所

領奉行申渡（江戸大地震にて江戸屋敷大破二付献納金 卯年12月23日 横長美・1冊 2183
之旨）　領奉行・→組々大庄屋共

覚（門十郎、栄三郎ほか上納金書訳写）　御国益方共 午年2月 横折紙・1通 1842

（御上洛御先登御用金二付達書）　大庄屋所 亥年 横長美・1冊 2217

（日光社参二付領中用金申付之旨達書） 閏8月 横切紙・1通 2036－1

（日光社参二付御用金御領中江可為申聞旨達書） 閏8月 横切紙（包紙入） 2036－2

・1通

2．3．2．11．触元入用

触元永作書状（御厩薪附馬御酒代受取りにつき丁銭3 （文政7年）3月8日 横切継紙・1通 1270
貰600文差上げのこと）　触元（関根）永作→根本旦
那様

触麟繍纏犠纏饒器籠難嘉」翻 卯2月晦日 横切継紙・1通 1031

触元弥次（兵）衛→根本八左衛門様

触元役所通達書［覚］（組合割入用雑用金割賦のこと） 卯年12月 横切紙・1通 ※1177
触元役所→栃本組大庄屋所（奥書）触元内新右衛門→根
本佐吉様宛　12月2日

触元内弥次兵衛金子請取書［覚］（巳正月中指引残り、 巳年11月11日 横切紙・1通 1361
はさみ代、とうふ代など）　触元内弥次兵衛→根本八
左衛門様

触元役所金子受取書［覚］（五月中関山雨乞御祈祷初 巳年11月11日 横切紙・1通 1362
尾割ほか）　触元役所→栃本組大庄屋所

触元圭役弥次兵衛賄料勘定圭ならびに受取書［覚］
　（閉1月中よら午正月まで衙賄料）　触元書役弥次兵

午年閏正月 横切紙、小切紙・
2通

1238

衛→根本八左衛門様

永作金銭勘定書（御厩薪附馬御酒代3貫600文差上げの 3月8日 横切紙・1通 1271
こと）　　（触元関根）永作

2．3．2．12．組合入用

卯十一月十五日6辰十一月十一日迄組中諸入目割賦帳 文化5年11月ll日 横長美・1冊 742－1

栃本組［赤羽村庄屋大沼徳左衛門他新屋敷村、形見村、
仁井田村、堀之内村、河東田村、深渡戸村、下新城村、
中新城村、上新城村、町屋村庄屋各1名、栃本村組頭2名］
→大庄屋所

未十一月6申十一月迄組合入用割賦牒　栃本組九ヶ村 嘉永元年11月22日 横長美・1冊 743
［遠藤啓作、深谷弥左衛門、大沼徳左衛門、関根永（作）］

亥十一月6子十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 嘉永5年11月23日 横長美・1冊 744
［関根永作、遠藤啓作、大沼徳左衛門、深谷弥左衛門］
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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／12．組合入用

子十一月6丑十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 嘉永6年11月24日 横長美・1冊 745－2

［関根永作、遠藤啓作、大沼徳左衛門、深谷弥左衛門］

丑十一月6寅十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 嘉永7年11月22日 横長美・1冊 745－1

［深谷弥左衛門、大沼徳左衛門、関根永作、遠藤啓作］

寅十一月6卯十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 安政2年11月23日 横長美・1冊 747
［深谷弥左衛門、大沼徳左衛門、遠藤啓作、関根永作］

卯十一月6辰十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ケ村 安政3年11月23日 横長美・1冊 746
［深谷弥左衛門、大沼徳左衛門、遠藤啓作、関根永作］

辰十一月6巳十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 安政4年11月22日 横長美・1冊 751

［深谷弥左衛門、大沼徳左衛門、遠藤啓作、深谷雄三］→
大庄屋所

申三月廿二日昼6廿三日朝迄御取締御役人様御泊諸入 安政6年3月28日 横長美・1冊 2100－1

用　深谷弥左衛門、遠藤啓作→栃本組大庄屋所

午十一月6未十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 安政6年11月22日 横長美・1冊 748
［深谷弥左衛門、大沼徳左衛門、遠藤啓作、深谷雄三］→
大庄屋所

御取締御役人御泊諸入用割合帳　組惣代関根永作→大庄 安政6年12月12日 横長美・1冊 2100－2

屋所

組合割取落之分割賦帳　栃本組［組惣代遠藤啓作、同深 安政6年12月 横長美・1冊 753
谷弥左衛門］→大庄屋所

申十一月6酉十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 文久元年11月21日 横長美・1冊 750
［関根永作、深谷雄三、遠藤啓作、大沼徳左衛門、深谷弥
左衛門］→大庄屋所

雨乞御祈祷中諸入用相調帳　宮村組惣代芳賀岡右衛門、 文久3年5月 横長美・1冊 829
栃本組惣代大沼徳三郎→栃本組大庄屋所

戌十一月6亥十一月迄組合入用割賦帳　栃本組九ヶ村 文久3年11月23日 横長美・1冊 752
［関根永作、深谷雄三、大沼徳左衛門、深谷弥左衛門］→
大庄屋所

覚（栃本組中割取立帳） 文久3年 横長美・1冊 2389

御年始歳暮諸伺入用帳　根本氏 明治2年1月 横半半・1冊 754

辰十二月6巳十一月迄組合諸入用割賦帳　釜子組六ヶ 明治2年12月20日 横長美・1冊 749
村［組惣代穂積長平］→大庄屋所

組惣代穂積長平割賦書断片　組惣代穂積長平→大庄屋所 明治2年巳12月20日 横切紙・1通 1490

（御役人廻村宿泊入用覚） 小切紙・1通 1498

2．3．2．13．その他

戌駒上金井下金人別帳　栃本村（栃本村組頭儀左衛門、同 寛保3年2月 横長半・1冊 2158
金右衛門）

（宝暦七年先納金才覚金勘定書類綴） 宝暦7年 仮綴・3冊2通 2319

宝暦七年丑年月々先納金御利勘定 （宝暦7年） 横折紙・1通 23194

宝暦七丑年四月才覚金受取帳 （宝暦7年） 横長美・1冊 2319－2

宝暦七年丑五月先納金請取覚帳 （宝暦7年） 横長美・1冊 2319－3

宝暦七年丑先納金受取六月出元納分 （宝暦7年） 横折紙・1通 2319－4

宝暦七丑六月才覚金・七月才覚金二口〆村別 （宝暦7年） 横長美・1冊 2319－5

一91一



2栃本組大庄屋所／3。貢租諸役・財政関係事務／2．勘定、納入／13．その他

卯年屋敷年貢帳　栃本村 宝暦8年8月 横長美・1冊 989

宝暦十一巳年　諸方より之書付入（代金勘定書受取書
　等）

袋入・1括 2833～2878

水戸大門村治十金銭勘定書［覚］（駄賃ならびに樫
　木棒代銭）　→高田御領栃本村根本八左衛門様

巳年2月14日 横折紙・1通 2833

某品代勘定書［覚］（白もめん切ほか） 5月6日 横切継紙・1通 2834

某品代勘定書［覚］（地たけほか） 5月6日 横切継紙・1通 2835

末白書状（用事につき宇都宮へ罷越侯件、高提灯読
　えの件など）　→八左衛門様

横折紙・1通 2836

佐藤徳左衛門書状（こやし代金受取）　→根本八左 12月18日 横切紙・附共2通 2837
衛門様　　（附）伊勢屋又兵衛代金受取書［覚］　根本
八左衛門様宛　巳12月18日

某品代勘定書［覚］（かさのを、白もめん切ほか） 5月3日 横切継紙・1通 2838

釜子村久次郎代金勘定書［覚］（釘代ほか）　→根 巳年10月20日～10月29 小切紙・1通 2839
本八左衛門様 日

半六代金受取書［覚］（干鰯代）　→新六殿 午年4月10日 小切紙・1通 2840

触元役所金銭受取書［覚］（午春触元役所入用割） 午年閏4月3日 小切紙・1通 2841
→栃本組大庄屋所

吉左衛門代金勘定書（皮足袋ほか）　→おば様 正月12日 小切紙・1通 2842

［白河中町］伊勢屋又兵衛代金受取書［覚］（もへき 巳年ll月7日 横切継紙・1通 2843
絹、同縮緬ほか）　→根本八左衛門様

藤田源十郎書状（酒代仕切の件）　→根本八左衛門 12月18日 横切継紙・1通 2844
様

釜子村久次郎代金受取書［覚］（釘代ほか）　→根 霜月26日 横切継紙・1通 2845
本八左衛門様

［白川］小西長蔵代金受取書［覚］（品代）　→根元 12月18日 小切紙・1通 2846
八左衛門様

［白川］小西長蔵代金受取書（中弐本、木綿糸、楊
枝）　→根本八左衛門様

2月4日 小切紙（前欠）・
1通

2847

（白川）年貢町長兵衛代金受取書［覚］（塩鱒ほか） 3月4日 小切紙・1通 2848
→根元八左衛門様

中町大嶋屋善兵衛代金受取書［覚］（黒ちりめん、 巳年7月 横切継紙・1通 2849
青茶男帯地ほか）　→根本八左衛門様

［白川］小西長蔵代金受取書（もへき絹、うこん絹 3月17日 横切継紙・1通 2850
ほか）　→根本八左衛門様

某代金支払書［覚］（塩、豆腐） 4月4日 小切紙・1通 2851

［白川］小西長蔵代金受取書（足袋ほか）　→根本 4月24日 横切継紙・1通 2852
八左衛門様

（上州元総社村釈迦尊寺金子預一件文書）　　（包紙 包紙入・3通 2853
表書）「請文　壱通」

根本八左衛門金子預り証文［預申金子之事］（合金 宝暦10年庚辰3月 竪紙・1通 2853－1

十両也御出世として）　奥州白川郡栃本村預り人根
本八左衛門→上州本総社村釈伽尊寺御弟子俊量様

大心口上書［口上之覚］（目録の通り御請取候間請 正月10日 横切継紙・1通 2853－2
文御返しのこと）　大心→根本八左衛門様
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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／13．その他

観峰隠居書状（大心金子預り御世話御礼のこと） 2月27日 横切継紙（包紙入） 2853－3

［上州元総社村釈迦尊寺内より］隠居観峰→［奥州浅川 ・1通
領栃本村大庄屋］根本八左衛門様

［白川中町］伊勢屋又兵衛代金受取書［覚］（黒さや 巳年10月11日 小切紙・1通 2854
ほか）　→根本八左衛門様

［白川］小西長蔵代金受取書［覚］　→根本八左衛門
　様

10月6日 横切継紙・1通 2855

［白川］年貢町肴屋甚兵衛代金受取書［覚］（塩鯛ほ 8月9日 横切継紙・1通 2856
か）　→根本八左衛門様

［白川］小西長蔵代金受取書［覚］　→根本八左衛門 2月14日～11月13日 小切紙、横切継紙 2857
様 ・7通（仮一括）

［白川］小西長蔵代金勘定書［覚］（万庭油、唐白蝋 正月5日 横切継紙・1通 2858
ほか）　→根本八左衛門様

［白川本町］升屋恒吉代金受取書［覚］（述紙、木綿、 正月29日～5月26日 小切紙、横切紙・ 2859
帯地ほか）　→根本八左衛門様 3通（仮一括）

某金銭勘定書［覚之事］（弐年分ほか） 6月12日 小切紙・1通 2860

ときや孫七代金受取書［覚］（鞘かき入、柄かき入、 3月15日 横切継紙・1通 2861
柄まきほか）　→根本八左衛門様

［白川天神町］某米受取書［覚］ 12月18日 横折紙・1通 2862

水車金右衛門代金受取書［覚］（こぬか弐俵）　→ 3月17日 小切紙・1通 2863
八左衛門様

新六代金受取書［覚］（干鰯）　→根本久吉郎様 午年8月26日 小切紙・1通 2864

一本屋太兵衛書状（御遣衆へ酒御入用の件）　→栃 2月14日 小切紙・1通 2865
本根本八左衛門様

志郎右衛門金銭差引勘定書［覚］　→根本八左衛門
　様

4月5日 小切紙・1通 2866

吉五郎金銭受取書［覚］（掛金、預金元利ほか） 巳年12月朔日 小切紙・1通 2867
→弥平様

［白川］年貢町米屋半左衛門米代勘定書［覚］　→ 10月6日、10月11日 小切紙・2通 2868
栃本久吉様

釜子村久次郎代金受取書［覚］（釘代）　→根本八左 6月4日 小切紙・1通 2869
衛門様

［白川天神町］一本屋太兵衛代金受取書［覚］（手樽 2月14日 小切紙・1通 2870
三つ）　→根本八左衛門様

［白川］肴屋甚兵衛代金受取書［覚］（塩鯛ほか） 11月6日 横切紙・1通 2871
→根本八左衛門様

［白川］小西屋長蔵代金受取書［覚］（男足袋ほか） 2月3日～11月7日 横切継紙・3通（仮2872
→根本八左衛門様 一括）

根本八左衛門書状［覚］（うすべり、塩たいなど調 10月24日 横切継紙・1通 2873
達願い）　→ゑび屋半七様

某代金勘定書［覚］（昧噌代、醤油代ほか） 小切紙・1通 2874

白川中町木星屋福岡幸内書状（佐助方へ御目録金弐 11月3日 横折紙（包紙入） 2875
百疋御礼）　→根本八左衛門様 ・1通

佐藤徳左衛門書状（金弐疋請取の件など）　→栃本 横折紙（包紙入） 2876
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八左衛門様 ・1通

末白金銭受取書［覚］（木綿代等）　→弥兵衛様 2月28日 小切紙・1通 2877

中町かみ屋与兵衛書付（うるし代金） 小切紙・1通 2878

御年貢米金銭勘定帳　栃本組同村［栃本村惣百姓代八右 安永元年12月 横長美・1冊 432
衛門、同太治右衛門、同弥市郎、組頭源右衛門、同惣吉］

栃本組番沢村御林守金銭受取書［請取申金子之事］
　（御林守給金）　栃本組番沢村御林守林蔵、同紋右衛門、

安永2年巳12月 竪紙・1通 2996

庄屋長次右衛門、大庄屋根本八左衛門→中嶋丈右衛門殿

来酉年余内先納金申暮帳　栃本組 安永5年12月 横長美・1冊 434

来酉年余内先納金申暮上納割合帳　（栃本組大庄屋所） 安永5年12月 横長美・1冊 435

（年貢米稗ならびに上納縄菰等書付一括） 包紙入・1括 1789

栃本村御蔵入米穀書上［覚」（中野御蔵・浅川御蔵） 竪紙・1通 1789－1－1

年賦稗書上［酉年賦稗］ 横折紙・1通 1789－1－2

稗高書上［御証文写シ］ 横折紙・1通 1789－1－3

栃本組夏梨子村願書⊂乍恐以書付奉願上候］（上納 安永7年戌正月 竪紙・1通 1789－1－4
稗など金納仕りたきにつき）　栃本組夏梨子村庄屋
彦左衛門→大庄屋所

栃本村他稗高書上［御廻表］ 横折紙・1通 1789－1－5

包紙 包紙・1枚 1789－2

浅川御蔵渡状（稗相渡すにつき）　浅川御蔵→栃本 2月28日 小切紙・1通 1789－3

組

包紙　（宮村） 包紙・1枚 1789－4

栃本組高木村庄屋伊左衛門上納覚［縄菰上納之覚］ 戌正月晦日 横折紙・1通 1789－5－1

（高木村）庄屋伊左衛門

年貢受取目録写［浅川御蔵酉御年貢稗受取通］ 横折紙・1通 1789－5－2－1

関場村用状［覚］（縄菰納めらるべきにつき）　関 正月29日 小切紙・1通 1789－5－2－2

場村庄屋八右衛門

大庄屋根本利左衛門年貢目録写［酉御年貢稗目録］ 安永7年戌2月 竪継紙・1通 1789－6－1

栃本組大庄屋根本利左衛門→浅川御蔵

根本利左衛門縄菰目録写［酉稗縄菰目録］　根本利 安永7年戌2月 竪紙・1通 1789－6－2

左衛門→浅川御蔵

形見村年貢請取目録写［酉御年貢稗請取通］　　（形 安永7年戌正月28日 横折紙・1通 1789－7－1

見村）庄屋八郎兵衛

高木村年貢請取目録写［酉御年貢稗請取通］　　（高 （安永7年）戌正月27日 横折紙・1通 1789－7－2
木村）

宮村年貢請取目録写［酉御年貢稗請取通；覚］　宮 （安永7年）戌正月27日 横折紙・1通 1789－7－3

村庄屋覚左衛門→大庄屋所

上番沢村年貢請取目録写［酉御年貢稗御通之写］ 安永7年戌正月 横折紙・1通 1789－7－4

上番沢村庄屋長次右衛門；上番沢村庄屋長次右衛門

郷渡村年貢請取目録写［酉御年貢稗請取通］ （安永7年）正月29日 横折紙・1通 1789－7－5

中野村内村年貢通写［酉御年貢稗御通之写］　庄屋 （安永7年）戌正月28日 横折紙・1通 1789－8－1

菊池弥市右衛門→大庄屋所

一94一



2．栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財政関係事務／2．勘定、納入／13．その他

金山村年貢通写［覚］（酉年貢稗・縄菰御通）　庄 （安永7年）戌正月27日 横折紙・1通 1789－8－2

屋石井文左衛門→大庄屋所

浅川御蔵請取書［縄菰請取］（宮村分）　浅川御蔵 （安永7年ヵ）正月29日 小切紙・1通 1789－9

中寺村年貢通写［酉御年貢稗御通］　中寺村庄屋六 （安永7年）戌正月 横折紙・1通 1789－10

郎兵衛

（中野御蔵御普請所萱藁篠竹請取書等一括） こより一括 1289～1297

小松村庄屋幸左衛門上納萱縄篠竹書上ならびに御普 亥年2月20日～9月2日 横折紙、小切紙・ 1289
請方請取書［覚］　　［小松村］庄屋幸左衛門；御普 6通

請方（中野御蔵御普請所）→大庄屋所；小松村

小松村庄屋幸左衛門口上書［口上］（御野持木銭手
　形・萱縄篠竹等納手形その他書上）　小松村庄屋

亥年11月13日 小切紙・1通 1290

幸左衛門→一

中野御蔵御普請所萱藁篠竹等請取書［覚］　中野御 亥年4月9日～9月14日 小切紙・3通 1291

蔵御普請所→宮村

中野御蔵御普請所萱藁篠竹等請取書［覚］　中野御 亥年8月晦日～9月10日 小切紙・2通 1292
蔵御普請所→中寺村

中野御蔵御普請所萱藁篠竹等請取書［覚］　中野御 亥年9月2日～9月11日 小切紙・3通 1293
蔵御普請所→内松村、中野村

綿屋市郎右衛門代金受取書［覚］（蔵半紙四束） 亥年11月17日 小切紙・1通 1294
綿屋市郎右衛門→根本八左衛門様

栃本組大庄屋根本八左衛門扶持米請取書控［請取申 安永7年戌11月 竪紙・1通 1295
御扶持米之事］　栃本組大庄屋根本八左衛門→中野
御蔵

（金子袋）（表書にr三拾五匁安永八亥年十月入　金千 安永8年亥10月 小袋（包紙入）・ 1296
両親金」とあり） 4点か

（反故紙・白紙） 8枚 1297

子年免相之事　岡縫殿右衛門、森山五郎、原三郎兵衛→外 安永9年10月15日 竪継紙・1通 948
槙村庄屋、百姓中

丑御年貢稗目録雛形ならびに下書　栃本組大庄屋代役同 天明2年2月 竪紙、竪継紙（包 3009
組千田村庄屋市郎右衛門、同断同組宮村庄屋覚左衛門→ 紙入）・2通

浅川御蔵

小物成諸式調書上帳　栃本組川東田村［栃本組川東田村 天明2年5月 横長美・1冊 442
組頭六右衛門、同喜左衛門、庄屋平左衛門］

栃本組大庄屋根本八左衛門金子借用証文案紙［借用申
　金子之事］　栃本組大庄屋根本八左衛門→外槙村庄屋小

天明3年6月 竪紙・1通 1161－2

松友右衛門殿

卯年諸入用割万差引帳　白川郡栃本組［仁井田村庄屋唯 天明3年12月25日 横長美・1冊 536
八他、吉岡村庄屋、赤羽村庄屋、新屋敷村庄屋、外輪村
庄屋、釜子村庄屋、堀之内村庄屋、川東田村庄屋、深渡
戸村庄屋、三森村庄屋、栃本村組頭、下羽原村庄屋］→
大庄屋所

小松友右衛門書状（貴組下夏成金御用立てにつき当村
　借用余内金ならびに夏成金相殺願い）　　（外槙村庄

（天明4年）閏正月8日 横切継紙（包紙入、

こより結）・1通

1161－1

屋）小松友右衛門→栃本組大庄屋根本佐吉様

覚（去卯年納縄代納上納勘定書）　栃本組大庄屋根本左 天明4年辰2月 横切紙・1通 3047
吉→御金方御役所

諸御用書入　諸納物請取手形入 天明6年午正月 袋入（半分欠損） 2977～2994
・18通

4
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金山組大庄屋稗手形受取書［覚］（午暮済口年賦稗
　御蔵よりの手形）　→栃本組大庄屋

午年2月8日 小切紙・1通 2977

山奉行所松茸受取書［覚］（御林出生松茸）　→栃 午年8月25日～9月4日 仮綴（小切紙）・ 2978
本村御庄屋中 5通

午かや願覚 小切横折紙・1通 2979

深谷唯八書状（御金方上納の件につきお願いのこと） 10月1日 横折紙・1通 2980
→［栃本］渡辺清右衛門様

清光寺文書受取書［覚］（関川寺御回状ほか）　→ 午年5月22日 小切紙・1通 2981
栃本村水月寺知事

中野御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（去午年円座代） 未年正月16日 小切紙・1通 2982
→栃本組大庄屋所

中野間屋賃銭受取書［覚］（巳御廻米附馬追割賃銭） 午年閏10月4日 小切紙・1通 2983
→栃本組大庄屋所

触元内善六金銭受取書［覚］　→栃本村御庄屋所二而 未年正月6日 小切紙・1通 2984
御隠居様

佐久間金平人足割賦書［覚］（四か村立会堰御普請） 7月24日 横切継紙（包紙入） 2985
→栃本組大庄屋所 ・1通

深谷唯八書状（職人役銭請取覚ほか）　→渡辺清右 午年8月8日 横切紙・1通 2986
衛門様

触礁齢縮聚灘騙嚇献壌騰鰭盒 午年10月17日 横切紙・1通 2987

所

触元役所金銭受取書［覚］（未高掛り御礼銭ならび 正月4日 横切継紙・1通 2988
に庄屋中御礼銭）　→栃本組大庄屋所

納庄屋受取書［覚］（栃本村分狩太、莚） 午年10月27日 小切紙・1通 2989

千鵬罐離弊勤網騰型縁鴇1螺善霧
　増人に書上のこと）　→栃本組同村組頭庄右衛門殿、

天明5年巳10月 横切紙（包紙入）

・1通
2990

同太左衛門殿

触元内善六金銭勘定書［覚］（触元割等納金差引勘
　定）　→栃本組大庄屋根本左吉様

5月3日 横切継紙・1通 2991

触元内膳六金銭受取書［覚］（午年分御雑用金の内
　借用金）　→栃本組大庄屋根本佐吉様

8月29日 横切継紙・1通 2992

根本左吉書状（金子受け取りの件ほか）　→御隠居 8月28日 横切継紙・1通 2993
様

山森鯖籍朕翻人鴇鴇騰臨欝 7月22日 横切紙（包紙入）

・1通
2994

緑川重兵衛→栃本組大庄屋根本佐吉殿

覚（栃本組赤羽村米金銭皆済之者書上帳）　栃本組赤 天明7年11月 横長美・1冊 2392
羽村組頭伊左衛門、同佐太郎、同五三郎、庄屋江尻又兵
衛

組中定囲　栃本組拾ヶ村 寛政3年亥4月 横美半・1冊 1944

覚（栃本組村々中野御蔵・浅川御蔵納大豆代米・稗代
　米調書）　栃本組大庄屋根本左吉→御触元役所

寛政3年8月 横折紙・1通 2325

子御年貢米数割帳　栃本組［栃本組大庄屋根本八左衛門］ 寛政4年9月 横長美・1冊 436

栃本組赤羽村皆済請合一札［指上申御皆済（以下記載
　無し）］　栃本組番沢村惣百姓常右衛門ほか36名、組頭五

寛政7年卯11月 竪継紙・1通 1561
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三郎ほか2名、庄屋源太郎、後見小松友右衛門→大庄屋所

申御金方屋敷年貢小物成金銭割合取立帳　栃本組同村 寛政12年11月吉日 横長美・1冊 514
［惣代儀一右衛門、帳付帳右衛門、組頭惣右衛門、同太左
衛門］→大庄屋所

文化九申年御野扶持手形之写 （文化9年力） 横長美・1冊 2174

栃螺鰹蘇黙灘融撚，製善替不鱗 文化10年酉5月朔日 横折紙・1通 1325

組番沢村組頭庄吉、兼五郎、勇蔵、次右衛門→大庄屋所

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書下書［口上之覚］ （文化10年）酉5月 横折紙・1通 1326
（栃本組番沢村当春御上納金不納につき金子才覚出
来候まで私方へ拝借願い）　栃本組大庄屋根本八左衛
門→御手代中様

栃本組番沢村皆済請合一札［指上申御皆済御請合一札 文化10年酉閏11月8日 竪継紙・1通 1558
之事］　栃本組番沢村惣百姓吉兵衛ほか57名、組頭又吉
ほか3名、庄屋兼帯深仁井田村庄屋深谷誰八（唯八か）、
同下野出島村庄屋遠藤勇蔵、大庄屋根本八左衛門→御代
官所

（組外番沢村庄屋退転二付諸上納金滞納分取扱方一件 （文化12年） 横長美・1冊 2095
留）

寅御金方小物成屋敷年貢取立覚帳　栃本組同村 文政元年11月吉日 横長美・1冊 515

栃本組同村乙吉差出一札下書［一札之事］（松木一本 文政2年卯3月 横切継紙・1通 1382
代金上納のこと）　栃本組同村願人乙吉、組頭義八、
庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門→大沼徳左衛門殿

新田見取米書上帳　栃本組深仁井田村［組頭名左衛門、 文政3年8月 横長美・1冊 512
庄屋深谷弥左衛門］→大庄屋所

（年貢米金勘定帳）　大庄屋所→栃本村勘定人中 文政3年10月 横長美・1冊 2192

栃糊羅票鑛講難ゐ覚］賑羅認篠奢 文政4年巳10月 横折紙・1通 1352

姓傳五右衛門、組頭幸左衛門、同常三郎、庄屋大沼清左
衛門

申御年貢米金銭小物成金銭村勘定帳［栃本組同村］ 文政7年10月吉日 横長美・1冊 511
大庄屋所→栃本村組頭中、惣百姓代、勘定人中

大竹村村役人預り証文　　［預り一札之事］（御金方不 文政9年12月 竪紙・1通 844
納人より質取り米籾私宅へ預りのこと）　大竹村組
頭次右衛門→栃本組大庄屋所

栃本組吉岡村喜与松ほか8名口書［差上申口書之事］ 天保3年8月23日 竪継紙・1通 1526
（八朔金滞りの件お尋ねにつき）　栃本組吉岡村八朔
金滞人喜与松ほか8名→村御役人中；組頭喜十郎、同林蔵、
庄屋天倉藤五郎、後見深谷弥左衛門→大庄屋所

（大竹村）組頭次右衛門願書［乍恐書付を以奉願上侯 天保4年12月 竪紙・1通 845－1
事］（源右衛門他2名、去暮出方端銭不納につき、日
限延期ならびに呼出勘弁願）　　（大竹村）組頭次右衛
門→大庄屋所

覚（源四郎分辰上納残り勘定覚） 小切紙・1通 845－2

栃本組大庄屋根本利右衛門銭請取書控［請取申銭之事］ 天保5年午11月 竪紙・1通 壕543
（御蔵御普請御用摺糖（糠か）167俵代）　栃本組大庄
屋根本利右衛門→白石武左衛門殿、佐久間拓右衛門殿

戌御年貢米金銭井大豆稗小役品々御皆済目録　栃本組 天保9年12月 横長美・1冊 439－1

大庄屋根本八左衛門→御代官所

亥御年貢米金銭井大豆稗小役品々御皆済目録　栃本組 天保10年ll月 横長美・1冊 439－2
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2．栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財敷関係事務／2．勘定、納入／13，その他

大庄屋根本八左衛門→御代官所

栃離燭出鵬灘輪繍南論翻薄灘灘男翻 天保15年寅ll月 竪継紙・1通 1505

せ付けのこと）　栃本組上野出嶋村、千田村、吉岡村、
形見村、細倉村、深仁井田村、下野出島村、大竹村、栃
本村長百姓、組頭、庄屋計30名→大庄屋所

栃灘嚥縁紬喉碑糀藷舞算騨欝 弘化元年辰12月 竪継紙・1通 1544

に一部免除仰せ渡され承知のこと）　栃本組形見村
長百姓徳蔵、組頭弥市郎、同弥惣右衛門、庄屋大沼徳左
衛門、ほか8か村庄屋組頭長百姓、大庄屋根本八左衛門

御改諸入用書付入（諸品代金勘定書受取書等綴） 弘化4年未4月 袋入・3綴1通 1942

栃本組各村村役人請書［差上申御請書之事］（御年貢 弘化4年未10月 竪継紙・1通 1541
稗、代米にて上納仰せ付けられ承知のこと）　栃本
組栃本村組頭庄七、同久右衛門ほか8か村庄屋組頭→大庄
屋所

御改諸入用書付入 嘉永3年4月 袋入・3綴 652

（御改入用二付諸品代金勘定書綴） （嘉永3年ヵ） 仮綴・1綴 652－1

（御改入用二付諸品代金勘定書綴） （嘉永3年ヵ） 仮綴・1綴 652－2

（御改入用二付諸品代金勘定書綴） （嘉永3年ヵ） 綴仮・1綴 652－3

御酒頂戴諸色調帳　栃本組九ヶ村［深仁井田村庄屋深谷 嘉永4年正月20日 横長美・1冊 2151
弥左衛門］→大庄屋所

御改諸入用書類入 嘉永4年4月 袋入・3綴 653

（御改入用二付諸品代金勘定書綴） （嘉永4年ヵ） 仮綴・1綴 653－1

（御改入用二付諸品代金勘定書綴） （嘉永4年ヵ） 仮綴・1綴 653－2

（御改入用二付諸品代金勘定書綴） （嘉永4年ヵ） 仮綴・1綴 653－3

天保七申年二月より諸受取入（諸役銭等受取書、品代 包紙入、こより結 2625～2817
受取書、その他書状等一括）　根本氏 ・1包

包紙ならびにこより紐（2625～2817の全体を包んでい 包紙2枚、こより 2625
たもの） 紐1本

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（酉年円座代） 戌年7月11日 小切紙・1通 2626
→栃本組大庄屋

諸穫鐵魎講謙鄭覚］（去戌年12月納分所 亥年3月15日 小切紙・1通 2627

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（諸役銭上納） 酉年12月11日 小切紙・1通 2628
→栃本村御庄屋中

石裂山湯野儀太夫内橋本敬司金銭受取書［覚］（金 卯年11月23日 小切紙・1通 2629
二朱神納）　→栃本村御役元様

御賄方金銭受取書［覚］（年賦金）　→栃本組大庄屋
　中

未年12月24日 小切紙・1通 2630

たかた屋四郎兵衛金銭受取書［覚］（銭371文金2朱） 3月8日 小切紙・1通 2631

吟昧所金銭受取書［覚］（諸役銭）　→［大竹村栃本 戌年12月14日 小切紙・1通 2632
村］両村御庄屋中

触元役所金銭受取書［覚］（辰年納蕨縄代銭）　→ 辰年2月朔日 小切紙・1通 2633
栃本組大庄屋所
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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／13．その他

田嶋村法光寺金銭受取書［覚］（御公用触達帳一冊） 10月朔日 小切紙（包紙入） 2634
→栃本村役人中 ・1通

吟味所金銭受取書［覚］（去戌年役銭）　→栃本村御 亥年4月18日 小切紙・1通 2635
庄屋中

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 卯年4月10日 小切紙・1通 2636
→根本八左衛門様

触元役所金銭受取書［覚］（触元役所春割ほか） 卯年4月18日 小切紙・1通 2637
→栃本組大庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（当卯年高掛御礼銭） 卯年正月9日 小切紙・1通 2638
→栃本組大庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（当辰諸入用春割）　→ 辰年3月28日 小切紙・1通 2639
栃本組大庄屋所

御金方金銭受取書［覚］（寅年分継銭上納）　→栃 辰年2月2日 小切紙・1通 2640
本組中

触元役所金銭受取書［覚］（当辰春割諸入用）　→ 辰年3月28日 横切紙・1通 2641
栃本組大庄屋所

根田村佐藤金八金銭受取書［覚］（高湯山観金） 子年正月13日 小切紙・1通 2642
→栃本村根本八左衛門様

［白川郡釜子駅］岩瀬屋萬之助金銭受取書［覚］（大 3月6日 小切紙・1通 2643
神宮様之御初尾）　→栃本村御役元様

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（辰年円座代） 辰年12月25日 小切紙・1通 2644
→栃本村大庄屋所

酒屋究之助代金受取書［覚］（酒代）　→根本様 辰年12月24日 小切紙・1通 2645

触元役所金銭受取書［覚］（来巳御年始調諸入用割） 辰年12月晦日 小切紙・1通 2646
→栃本組大庄屋所

水月寺方丈金銭受取書［覚］（金1分2朱と銭60文） 申年12月25日 小切紙・1通 2647
→根本様

常盤彦之助金銭受取書［覚］（巳年雇金余荷金） 巳年2月10日 小切紙・1通 2648
→栃本村御役人中

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代鱒1 辰年12月5日 小切紙・1通 2649
本）　→栃本村根本八左衛門様

白河十軒店柏屋源兵衛金銭受取書［覚］（御初穂） 辰年2月25日 小切紙・1通 2650

［白川田町］福嶋屋勇助金銭受取書［覚］（津嶋天王 閏7月6日 小切紙・1通 2651
御初尾）　→栃本村根本八左衛門様

［白川田町］福嶋屋勇助金銭受取書［覚］（津嶋天王 酉年11月3日 小切紙・1通 2652
御初尾）　→栃本村御役衆中様

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（鰹1本） 9月3日 小切紙・1通 2653
→根本八左衛門様

［白川田町］福嶋屋勇助金銭受取書［覚］（津嶋御初 5月5日ほか 小切紙・5通 2654
穂）　→栃本村御役元；根本八左衛門様

千田村深谷雄三金銭受取書［覚］（宗門帳3冊村控へ、 安政4年巳10月 竪紙・1通 2655
御下札12本）　→大庄屋所

吉田卯之次金銭受取書［覚］（春割御歩引共）　→ 午年4月24日 小切紙・1通 2656
栃本組大庄屋所

諸穫鍵尉噸繍隷濯詳］（当10月半数諸 巳年7月12日 小切紙・1通 2657
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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／13。その他

常盤彦之助金銭受取書［覚］（寅春人馬雇金、当巳
　年雇金）　→栃本村御役人中

寅年2月2日；巳年2月
26日

仮綴（小切紙）・
1綴（2通）

2658

触元役所金銭受取書［覚］（納蕨縄代）　→栃本組大 午年正月27日 小切紙・1通 2659
庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（当辰年高掛り御礼銭） 辰年正月9日 小切紙・1通 2660
→栃本組大庄屋所

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（諸職人御役銭） 巳年12月13日 小切紙・1通 2661
→栃本組同村御庄屋中

津嶋御師名代山田喜内金銭受取書［覚］（御初尾） 4月25日 小切紙・1通 2662　1

→栃本村御役元様

某代金受取書［覚］（とごふん、わうとう、いせの
　り半枚代金）

8月13日 小切紙・1通 2663

覚（拝借御積立金勘定覚） 小切紙・1通 2664

触元金銭受取書［覚］（暮割）　→栃（ママ）本様 巳年12月15日 小切紙・1通 2665

吉田卯之次金銭受取書［覚］（触元暮割ならびに雑
　用）　→栃本組大庄屋所

午年12月18日 小切紙・1通 2666

御賄方金銭受取書［覚］（年賦金）　→栃本組大庄屋
　中

12月25日 小切紙・1通 2667

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（他所諸職御役
　銭）　→栃本組同村御庄屋中

未年7月29日 小切紙・1通 2668

触元役所金銭受取書［覚］（高掛御礼銭）　→栃本 巳年12月28日 小切紙・1通 2669
組大庄屋所

大沼徳左衛門金銭受取書［覚］（出訴拝借金）　→ 2月23日 小切紙・1通 2670
大庄屋所

諸麟慰蟻漏灘騨栃瓢聾辮瓶薩
　中

子年12月5日 小切紙・2通 2671

（触元深谷）雄蔵金銭受取書［覚］（戌春割触元入用） 4月9日 小切紙・1通 2672
→根本様

触元（深谷）雄蔵金銭受取書［覚］（当酉御差引被下 酉年12月28日 小切紙・1通 2673
方）　→根本様

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 寅年4月18日 小切紙・1通 2674
→根本八左衛門様

［白川本町］亀屋宗三郎代金受取書［覚］（熊紙半〆） 3月29日 小切紙・1通 2675
→栃本村利右衛門様

［饗剛、囎暫難雛蕩［麹謙 7月3日 小切紙・1通 2676

根本様

型蕪麟籍繍灘覚］≦簾盤羅鱗之者 寅年10月11日 小切紙・1通 2677

御賄所金銭受取書［覚］（代金上納）　→栃本村御庄 寅年12月12日 小切紙・1通 2678
屋衆中

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（申年円座代） 酉年3月14日 小切紙・1通 2679
→根本八左衛門様

釜甜獣繍金讐i編実盤鼎郷一件につき寅年8月20日 小切紙・1通 2680

一100一


