
Z栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財政関係事務／2勘定、納入ハ3．その他

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（当7月納分）戌年7月22日 小切紙・1通 2681
→栃本村御庄屋中

日光御神領板橋宿福生寺金銭受取書（不動尊奉納料） 亥年9月7日 竪切紙・1通 2682
→御役所根本八左衛門様

諸役銭取立吟昧所金銭受取書［覚］（諸役銭）　→ 亥年12月15日 小切紙・1通 2683
栃本村御庄屋中

御金方金銭受取書［覚］（継銭上納）　→栃本組中 丑年2月27日 小切紙・1通 2684

［棚倉］新町大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 12月9日 小切紙・1通 2685
→栃本根本八左衛門様

駿州富士山大別当大鏡坊壬役長田弘平金銭受取書 安政2年10月7日 竪切紙・1通 2686
［覚］（金100疋）　→白川郡栃本組大庄屋御役人衆中
様

八木金銭受取書［覚］（弘化2巳年中預金元利）　→ 安政2年12月20日 横切継紙・1通 2687
根本八左衛門様

備中国後月郡八幡村八幡宮出役人金銭受取書［覚］ 戌年5月27日 小切紙・1通 2688
（吉田殿御免勧化神納）　→栃本村御役人衆中

御賄方金銭受取書［覚］（年賦金）　→栃本組中 申年12月20日 小切紙・1通 2689

上野出嶋村逢之助金銭受取書［覚］（塩7俵代金） 4月29日 小切紙・1通 2690
→根本様御使衆中

満願寺納所金銭受取書［覚］　→栃本村根本八左衛門
　様

12月21日 横切紙・1通 2691

触元勇治金銭受取書［覚］（触元入用）　→根本様 寅年12月28日 小切紙・1通 2692

［釜子駅］岩瀬屋万之助金銭受取書［覚］（大神宮様
　御初尾）　→栃本村御役元様

4月1日 小切紙・1通 2693

触元役所金銭受取書［覚］（高掛り御礼銭）　→栃 丑年正月9日 小切紙・1通 2694
本組大庄屋所

触元勇治金銭受取書［覚］（触元割年番給ほか） 丑年12月27日 小切紙・1通 2695
→根本旦那様

白川郡塙武音寺金銭受取書［覚］（当辰留場料） 天保15年2月24日 小切紙・1通 2696
→栃本村御役所

釜子組大庄屋金銭受取書［覚］（御陣屋御武具庫御 辰年8月13日 小切紙・1通 2697
建替賃割賦）　→栃本組大庄屋所

常盤彦之助金銭受取書［覚］　→栃本村御役人中 辰年2月朔日 小切紙・1通 2698

松林寺方丈金銭受取書［覚］（青銅400文、大般若経
　1巻寄附料）　→栃本村根本八左衛門様御取次中

酉年極月19日 横切継紙・1通 2699

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 丑年11月29日 小切紙・1通 2700
→根本八左衛門様

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（諸役銭）　→ 辰年7月10日 小切紙・1通 2701
栃本村御庄屋中

触元役所金銭受取書［覚］（高掛り御礼銭）　→栃 巳年正月9日 小切紙・1通 2702
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） 辰年12月16日 小切紙・1通 2703
→栃本組同村御庄屋中

御蔵納庄屋代金銭受取書［覚］（辰円座代）　→栃 巳年2月14日 横切紙・1通 2704
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

釜子御蔵納庄屋金銭勘定書［覚］（縄持代円座代差 酉年12月9日 小切紙・1通 2705
引過金渡し）　→根本八左衛門様

関根永作金銭上納覚［覚］（上野出嶋村千田村分上 未年12月25日 横切継紙・1通 2706
納金）　→大庄屋所

［白川本町］亀屋平三郎金銭受取書［覚］（御初尾） 3月10日 小切紙・1通 2707
→栃本村根本八左衛門様

［棚倉新町］大和屋儀助金銭受取書［覚］　→根本 午年4月23日 小切紙・1通 2708
八左衛門様

釜子源内代金受取書［覚］（釘代銭）　→上 12月27日 小切紙・1通 2709

諸役銭取立吟昧所金銭受取書［覚］（当7月納役銭） 9月23日 小切紙・1通 2710
→栃本村御役人衆中

塙武音寺役僧金銭受取書［覚］（子年分留場料） 子年12月15日 小切紙・1通 2711
→栃本村御役元衆

市川覚左衛門金銭受取書［覚］（当丑7月納分役銭） 丑年7月29日 小切紙・1通 2712
→栃本村御役人衆中

紀州熊野本宮出役星田某金銭受取書［覚］（御組 子年12月21日 小切紙・1通 2713
村々御寄附料）　→大庄屋根本八左衛門様

諸難樺玲鷺繰…辮青右闇御鴇癬暮納諸 寅年2月12日 小切紙・1通 2714

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（諸役銭）　→ 寅年12月12日 小切紙・1通 2715
栃本村御庄屋中

雄助永作金銭受取書［覚］（大竹村栃本村分白川惣 丑年3月12日 小切紙・1通 2716
代入用）　→栃本様

触元役所金銭受取書［覚］（御引替金）　→栃本組大 卯年閏9月8日 小切紙・1通 2717
庄屋所

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（卯諸役銭） 卯年12月15日 小切紙・1通 2718
→栃本村御庄屋中

縄竹奉行金銭受取書［覚］（蕨縄代）　→栃本組中 辰年2月5日 小切紙・1通 2719

吉岡村染屋惣七金銭受取書［覚］　→栃本村根本様 卯年3月14日 小切紙・1通 2720

覚（触元割等差引勘定） 横切継紙・1通 2721

吉岡村染屋惣七金銭勘定書［覚］　→栃本村根本様 寅年極月 横切紙・1通 2722

覚（かみたて、か・みゑ、まくら、その他品物目録） 横切継紙・1通 2723

鯉屋太郎吉品代勘定書［覚］　→根本様 寅年12月 小切紙・1通 2724

鈴木屋金銭受取書［覚］　→根本利右衛門様 小切紙・1通 2725

触元役所金銭受取書［覚］（春割ならびに御歩行御 卯年5月16日 小切紙・1通 2726
往来賃）　→栃本組大庄屋所

常盤彦之助金銭受取書［覚］（当午雇金）　→栃本 午年2月9日 横切継紙・1通 2727
村御役人中

津島山田喜内金銭受取書［覚］　津島（御師）山田喜 申年11月9日 小切紙・1通 2728
内→栃本村御役元様

稲葉屋兵右衛門代金受取書［覚］（酒代金）　→根 申年正月21日 小切紙・1通 2729
本様

触元役所金銭受取書［覚］（高掛り御礼銭）　→栃 申年正月9日 小切紙・1通 2730
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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

本組大庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（触元春割）　→栃本組大 申年4月17日 横切継紙・1通 2731
庄屋所

金子代金受取書［覚］（衣類代）　金子→徳左衛門殿 申年3月5日 小切紙・1通 2732

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（未年円座代） 未年12月27日 小切紙・1通 2733
→栃本組大庄屋所

触元吉田卯之治金銭受取書［覚］　→栃本組大庄屋 未年12月19日 小切紙・1通 2734
所

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（去午年円座代） 未年3月13日 小切紙・1通 2735
→栃本村御役人衆中

常盤彦之助金銭受取書［覚］（未年人馬雇賃）　→ 未年2月7日 小切紙・1通 2736
栃本村御役人中

（触元吉田）卯之次金銭受取書［覚］（暮割焼割等） 午年12月27日 横切継紙・1通 2737
→根本様

触元役所金銭受取書［覚］（高掛り御礼銭）　→栃 未年正月9日 小切紙・1通 2738
本組大庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（去巳年御廻米平均割入 未年2月3日 小切紙・1通 2739
用）　→栃本組大庄屋所

塙武音寺修僧金銭受取書［覚］　→栃本村御役元 午年12月18日 竪切紙・1通 2740

常盤彦之助金銭受取書［覚］（秋元様水野様御所替 5月16日 小切紙・1通 2741
助人馬賃）　→栃本村御役人中

［白川本町］亀屋平三郎金銭受取書［覚］（御初穂） 申年正月2日 小切紙・1通 2742
→栃本村根本八左衛門様

［白川］十軒棚かしわや（柏屋）金銭受取書［覚］（御 午年2月28日 小切紙・1通 2743
初尾）　→栃本村

触礁穫継磐鷺難欝囎郷継銭上納受 子年2月2日；2月6日 小切紙・3通（こ
より一括）

2744

［白川田町］福嶋屋勇助金銭受取書［覚］（津嶋天王 7月5日 小切紙・1通 2745
様へ御届金）　→栃本村御役元

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（当丑年円座代） 丑年12月26日 小切紙・1通 2746
→栃本組大庄屋所

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 丑年4月19日 小切紙・1通 2747
→根本八左衛門様

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 11月29日 小切紙・1通 2748
→根本八左衛門様

紀1蝋鷺鵯鵜押蟻繍繍猿纏］卯年10月 横切紙・1通 2749

［白川天神町］湯本屋孫左衛門金銭受取書［覚］（熊 9月6日 小切紙・1通 2750
野御初尾）　→とち本村御役元様

触元鈴木亥次郎金銭受取書［覚］（触元割）　→根 卯年12月14日 横切継紙・1通 2751
本様

触元役所金銭受取書［覚］（年賦上納）　→栃本村御 丑年12月14日 小切紙・1通 2752
庄屋中

駒付所金銭受取書［覚］（代金拝借年賦上納当卯暮 卯年12月18日 小切紙・1通 2753
済口）　→栃本村御庄屋中
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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

市川覚左衛門金銭受取書［覚］（牢屋御普請黒鍬者
　御雇賃銭ほか）　→栃本組大庄屋所

寅年8月ll日 小切紙・1通 2754

吟味所金銭受取書［覚］（諸役銭）　→千田村御庄屋
　中

申年12月19日 小切紙・1通 2755

酒屋幸之助代金受取書［覚］（酒代）　→市川様、根 辰年12月26日 小切紙・1通 2756
本様

触元鈴木亥次郎金銭受取書［覚］（賄料触元割） 辰年12月28日 小切紙・1通 2757
→根本八左衛門様

領灘麟潔欝書胤霜難鮮見村弥右衛門 巳年2月20日 竪紙・1通 2758

触群木轍騰離書［覚］（触元春害呼御歩行 巳年5月4日 横切紙・1通 2759

宮村組釜子村庄屋有賀権次郎金銭受取書［覚］（当
　辰10月中秤御改入用追割）　→栃本組大庄屋所

辰年12月朔日 小切紙・1通 2760

白川宿常盤彦之助代竹蔵金銭受取書［覚］（雇金余
　荷金）　→栃本村御役人衆中

巳年2月4日 小切紙・1通 2761

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（諸役銭）　→ 申年12月20日 小切紙・1通 2762
栃本村御庄屋中

御金方金銭受取書［覚］（継銭上納）　→栃本組中 酉年3月2日 小切紙・1通 2763

蕪内橋本金銭受取書［覚］（平十郎年賦金）　→栃 戌年12月25日 小切紙・1通 2764
本根本様

［釜子駅］岩瀬屋大吉代金受取書［覚］（品代）　一今
　上

12月28日 小切紙・1通 2765

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代ほか） 11月24日 小切紙・1通 2766
→根本八左衛門様

触元役所金銭受取書［覚］（蕨縄代）　→栃本組大庄 巳年正月29日 小切紙・1通 2767
屋所

触元役所金銭受取書［覚］（蕨縄代）　→栃本組大庄 卯年正月29日 小切紙・1通 2768
屋所

触元役所金銭受取書［覚］（蕨縄代）　→栃本組大庄 酉年2月7日 小切紙・1通 2769
屋所

触元役所金銭受取書［覚］（御門先道普請諸入用） 3月28日 小切紙・1通 2770
→栃本組大庄屋所

吉騎饒触郵購議欝］（たてこなわ・黒 卯年12月28日 横切継紙・1通 2771

触元役所金銭受取書［覚］（当戌春割蕨縄代）　→ 戌年2月29日 小切紙・1通 2772
栃本組大庄屋所

ゐつ・や（井筒屋）元吉代金受取書［覚］（すき油、 巳年4月19日 横切継紙・1通 2773
曲物代）　→与左衛門様

松林寺受取書［請取書］（勧化帳案文）　→水月寺大 霜月22日 横切紙・1通 2774
方丈前

白川常盤彦之助金銭受取書［覚］（雇金残金）　→ 辰年2月25日 小切紙・1通 2775
栃本村御役人衆中

武音寺現住武行金銭受取書［覚］（寺堂再建前借金） 嘉永4年亥5月9日 竪切紙・1通 2776
→栃本村御役人中

御金方金銭受取書［覚］（丑年継銭）　→栃本組中 卯年2月23日 小切紙・1通 2777
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触元役所金銭受取書［覚］（御改方様御往来人足賃 戌年5月8日 小切紙・1通 2778
銭酉10月割出分）　→栃本組大庄屋所

御金方金銭受取書［覚］（引替金）　→栃本組中 申年3月29日 小切紙・1通 2779

鈴木蕨縄受取書［覚］　→根本様 寅年5月11日 小切紙・1通 2780

駒付所金銭受取書（駒付代金年賦金）　→忠太郎殿 亥年4月7日 小切紙・2通 2781
ほか

塙武音寺役僧金銭受取書［覚］（留場料）　→栃本 天保（13）年寅3月16日 小切紙・1通 2782
村御役人様

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（当亥役銭） 亥年12月10日 小切紙・1通 2783
→栃本村御役人中

駒付所金銭受取書［覚］（忠太郎ほか2名去暮れの年 戌年閏4月6日 小切紙・1通 2784
賦）　→栃本村御庄屋中

塙武音寺金銭受取書［覚］（留場料）　→栃本村御役 2月6日 小切紙・1通 2785
元衆

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（当申7月上納諸
　役銭）　→栃本村御役人衆中

申年7月25日 小切紙・1通 2786

釜子御蔵納庄屋金銭受取書［覚］（亥年分円座代） 子年3月3日 小切紙・1通 2787
→栃本組大庄屋所

覚（栃本村根本八左衛門分金銭書上） 小切紙・1通 2788

諸役銭取立吟昧所金銭受取書［覚］（当7月納諸役銭） 子年9月24日 小切紙・1通 2789
→大竹村兼帯御庄屋中

取翻盤難響維押継書’受囎ならびに御 午未酉戌年分 小切紙（包紙入）
・11通

2790

栃本組大庄屋根本八左衛門子育上納金通ならびに子
　育方上納金受取書［覚］　栃本組大庄屋根本八左衛

酉年12月：戌正月晦日 横折紙、小切紙
（包紙入）・3通

2791

門：子育方→御金方御役所；栃本組中　　（包紙上書）
「酉子育金上納通」

渡部官左衛門渡部源右衛門金銭借用書［覚］（金3分） 寅年9月7日 竪紙（包紙入）・ 2792
→根本八左衛門殿　　（包紙上書）「手形入」 1通

触元役所金銭受取書［覚］（積立金御礼割御駕籠割 巳年6月28日 横切継紙・1通 2793
その他）　→栃本組大庄屋所

駒付所金銭受取書［覚］（当亥蕨縄代銭）　→栃本 亥年正月晦日 小切紙・1通 2794
組大庄屋所

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（役銭）　→栃 戌年極月30日 小切紙・1通 2795
本平十郎様

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 戌年4月11日 小切紙・1通 2796
→栃本村根本八左衛門様

触元役所金銭受取書［覚］（触元畳諸入用割御歩行
　賃銭）　→栃本組大庄屋所

寅年4月4日 横切継紙・1通 2797

釜編屏鯨翻卸饒欝書［覚］（大神宮様御 正月28日 小切紙・1通 2798

吉田卯之次金銭受取書［覚］（御賄料）　→根本様 申年12月21日 小切紙・1通 2799

［棚倉新町］大和屋儀助代金受取書［覚］（肴代） 4月14日 小切紙・1通 2800
→根本八左衛門様

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（猟師ならびに 午年12月12日 小切紙・1通 2801
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諸御役銭）　→栃本組同村大竹村右御庄屋中

触元役所金銭受取書［覚］（触元春割）　→栃本組大 亥年正月10日 小切紙・1通 2802
庄屋所

釜子御蔵納庄屋銭受取書［覚］（当卯年円座代） 卯年12月26日 小切紙・1通 2803
→根本八左衛門様

釜子御蔵納庄屋銭受取書［覚］（当寅年円座代） 寅年12月23日 小切紙・1通 2804
→根本八左衛門様

白川常盤彦之助金銭受取書［覚］（酉年人馬御雇金） 酉年2月4日 小切紙・1通 2805
→栃本村御役人衆中

釜子御蔵納庄屋銭受取書［覚］（当戌年円座代） 戌年12月21日 小切紙（包紙入） 2806
→根本八左衛門様 ・1通

宮村組大庄屋所金銭受取書［覚］（当6月中雨乞諸入 丑年9月14日 横切紙・1通 2807
用金）　→栃本組大庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（当丑年蕨縄代銭）　→ 2月13日 小切紙・1通 2808
栃本組大庄屋所

触元役所金銭受取書［覚］（触元春割ほか）　→栃 子年正月11日 小切紙・1通 2809
本組大庄屋所

諸役銭取立吟味所金銭受取書［覚］（当未年7月納分 7月18日 小切紙・1通 2810
諸役銭）　→栃本組大庄屋所

宮鵜李羅瀞辮脇1覚］≦灘鍵！欝卜1 申年7月9日 小切紙・1通 2811

鈴木幸左衛門金銭受取書［覚］　→根本八左衛門様 酉年4月19日 小切紙・1通 2812

塙武音寺役僧金銭受取書［覚］（留場料）　→栃本 巳年3月15日 小切紙・1通 2813
村御役元衆中

沢井村会主金銭受渡書［覚］（丑9月会10月会圃取分 寅年10月晦日 横切継紙・1通 2814
根本氏へ相渡し候旨）　→仁井田村雄助殿

御金方金銭受取書［覚］（去々酉年継銭）　→栃本 亥年2月27日 小切紙・1通 2815
組

鈴木幸左衛門金銭受取書［覚］（九條殿割）　→栃 亥年12月26日 小切紙・1通 2816
本組大庄屋所

［白川本町］亀屋平三郎金銭受取書［覚］（石尊様御 9月20日 小切紙・1通 2817
初尾）　→栃本村根本様

御改諸入用書付入 嘉永5年4月 袋入・1括 2387

［縢1翠］幕驕離獣羅欝課糞蒐轡翻
　に相成り候につき御届けのこと）　　［栃本組］大庄

嘉永5年酉11月3日 横折紙・1通 1394

屋根本八左衛門→御奉行所

嘉永六丑年十一月廿三日御改二付諸品買物覚　根本八 （嘉永6年）11月21日 横長美・1冊 2066－1

左衛門→柏屋織次

辰三月廿日寺社御改諸入用覚 辰年 横折紙・1通 2066－2

丑四月御改入用覚 丑年 横折紙・1通 2066－3

覚（諸品買物入用覚） 丑年7月26日 横折紙・1通 2066－4

覚（諸品買物入用覚） 横長美・1冊 2066－5

覚（諸品買物入用覚） 辰年7月27日 横折紙・1通 2066－6
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覚（諸品買物入用覚） 横長美・1冊 2066－7

覚（御改入用二付諸品買物覚） 寅年4月5日 横長美・1冊 2066－8

覚（諸品買物入用覚） 寅年7月26日 横折紙・1通 2066－9

寅十一月御改入用覚 （寅年） 横長美・1冊 2066－10

（御改諸入用書付入袋一括） 安政2年4月7日 袋入・1括 2399

栃本組諸役銭取立吟味役根本八栄三郎ほか1名金子請 安政2年卯12月 竪紙・1通 1421
取書控［請取申金子之事］（当卯年筆墨紙代下し置
かれ受取りのこと）　栃本組諸役銭取立吟味役根本八
栄三郎、宮村組諸役銭取立吟味役市川源之丞

御改諸入用書付入（賄献立覚、賄入用覚、諸品代金勘 安政3年辰4月ほか 袋入・5綴2通 1840
定書ならびに受取書綴りなど）　→大庄屋根本八左衛
門ほか

御役人様御逗留中諸入用書付入（代金勘定書受取書等） 安政4年巳2月 袋入・1綴 658

組下村々正納積藁干草割元（帳）栃本（組）大庄（屋所） 安政4年5月 横長美・1冊 627

御取締御役人様御止宿中諸入用書付入（代金勘定書受 安政4年巳11月4日 袋入・1綴 659
取書等）

桜井様仕方書入 安政4年巳12月ヨリ 袋のみ・1枚 2492

栃奢欝難駆軽野麟酵鞠欝子雛 安政4年12月 竪紙・1通 2497－6

組諸役銭取立吟味役根本栄三郎、宮村組諸役銭取立吟味
役市川源之丞

御取締御役人様御止宿中御賄諸入用書付入（代金勘定 安政5年午12月 袋入・1綴 660
書受取書等）

御取締御役人様御賄入用調書入（代金勘定書受取書等） 安政6年未12月14日 袋入・1綴 662
栃本組

御讐鐸潔騨中諸入用書付入（代金勘定書受取 安政6年未12月 袋入・1綴 661

御改諸入用書付入（代金勘定書受取書等） 万延元年申4月 袋入・1綴 656

栃本組深仁井田村村役人願書［以書付奉願上候事］ 万延元年申4月 竪紙・1通 2497－5

（深仁井田村忠七畳刺職分相止めにつき御役銭御免
願い）　深仁井田村組頭安吉ほか1名、庄屋深谷弥左衛
門→諸役銭取立御吟味所

御取締御役人様方御昼御泊御賄諸入用書入（代金勘定 文久元年酉3月 袋入・1綴 663
書受取書等）　栃本組

浪人者御取締之節諸入用調帳（御取締御役人様御昼泊 文久元年酉6月 横長美・1冊 505
り諸入用書出し）　栃本組同村［組頭庄七、同久右衛
門］

御改諸入用書附入（代金勘定書受取書等） 文久2年戌4月 袋入・1綴 655

垣見取米相調書上帳　栃本組大竹村［組頭佐久間栄蔵、 文久3年9月 横長美・1冊 517
庄屋兼帯深谷弥左衛門］→大庄屋所

御上洛井浮浪一件両度御取締御役人様御昼泊諸入用割 元治元年12月 横長美・1冊 2143
合帳栃本組九ヶ村

御改入用諸書付入（代金勘定書受取書等） 慶応元年丑11月 袋入・1綴 657

（村方諸色取越物留帳等綴） 1綴（2冊5通） 625

村方諸色取越物留帳　栃本組同村 明治2年3月 横長美・1冊 625－1
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村方諸色取越物留帳　栃本組同村 慶応2年正月吉日 横長美・1冊 625－2

午入米請取覚 （明治3年ヵ） 横折紙・1通 625－3

覚（引捨残米勘定） 横折紙・1通 625－4

覚（年貢米津出手形）　釜子組堀之内村→大庄屋所 （明治2年ヵ）12月28日 小切紙・1通 625－5

覚（年貢米津出手形）　堀之内村→大庄屋所 （明治2年ヵ）12月28日 小切紙・1通 625－6

覚（栃本村人馬勤高賃銭勘定書） 小切紙・1通 625－7

諸品肴之通　肴屋栄蔵→栃本村根本栄三郎様御役人衆中様 慶応2年正月吉日 横半半・1冊 823

覚（上菓子代金勘定二付） 慶応2年12月 小切紙・1通 2079

（栃本組・釜子組銭方割勘定書）　　（栃本組、釜子組大 （慶応2年） 横長美・1冊 615－2
庄屋所）

（栃本組・釜子組諸出銭勘定帳） （慶応2年ヵ） 横長美・1冊 2093

覚（釜子組・栃本組去寅御年貢米納石高書上）　栃本 慶応3年11月 竪紙・1通 2064－1

組大庄屋根本栄三郎、釜子組大庄屋根本八左衛門→触元
御役所

覚（宮村組去寅御年貢米納石高書上）　宮村組大庄屋 （慶応3年）ll月 竪紙・1通 2064－2

所→触元御役所

御上使様落文御取締御進発割合帳　白川郡釜子組 慶応3年12月 横長美・1冊 2141

御上使様落文御取締御進発割合帳　白川郡釜子組 慶応3年12月 横長美・1冊 2142

御上使様落文御取締御進発相調書出帳　白川郡三ヶ組 慶応3年12月 横長美・1冊 2144
［釜子組惣代穂積長左衛門、栃本組惣代深谷雄三、宮村組
惣代緑川佐和右衛門］→釜子組、栃本組、宮村組大庄屋
所

（囁撹謝分●卯年貢請取帳●慶応三卯年＋一月諸 （慶応3年） 横長美・1冊 1902

（栃本組・釜子組諸出銭勘定帳） （慶応3年ヵ） 横長美・1冊 2094

（品代受取書等一括） こより一括 1788

中島丈右衛門書状（市右衛門一件自分の口入置にい 10月7日 小切紙・1通 1788－1

たしたきにつき）　中島丈右衛門→根本八左衛門様

平屋品代受取［覚］（酒他）　平屋→八十八様 10月7日 小切紙・1通 1788－2

安藤品代受取［覚］（粉糖）　安藤→栃本村清吉殿 午9月23日 小切紙・1通 1788－3

利右衛門諸品見積覚・［覚］（品々上物につき値段随 9月20日 横切継紙・1通 1788－4

分吟味いたし候につき）　利右衛門→清右衛門様

惣右衛門諸品代書上［覚］（椀代他）　惣右衛門→清 午12月28日 小切紙・1通 1788－5－1

右衛門様

せき屋治之助品代受取状（椀代）　せき屋治之助→ 12月8日 横切継紙・1通 1788－5－2

惣右衛門様

諸品書上［覚］（食材他） 横切継紙・1通 1788－5－3

渡辺清吉依頼状［覚］（朱紋大椀などお世話頼入に 11月13日 横切継紙・1通 1788－5－4
つき）　渡辺清吉→江戸川藤井惣右衛門様

富八金銭書上［覚］（御受取くださるべく候につき） 11月6日 横切継紙・1通 1788－6

富八→渡部清右衛門様
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山城屋治右衛門代金受取状［覚］（油他）　山しろ 8月9日 横切継紙・1通 1788－7－1

屋治右衛門

午次郎代金受取状［覚］（高丈六状他）　本行亀屋午 8月ll日 小切紙・1通 1788－7－2
次郎

いせ屋代金書上［おほへ］（酒代他）　いセ屋→渡部 小切紙・1通 1788－7－3
清右衛門様

清光寺廻状受取状［覚］（関川村よりの廻状他） 11月24日 小切紙・1通 1788－8

田嶋村清光寺→栃本村水月寺知事

岩田屋忠治品物書上［覚］（反物他）　岩田屋忠治→ 6月24日 小切紙・1通 1788－9

渡部清右衛門様

（栃本組組合村入用帳） 横長美・1冊 2216－1

（釜子組組合村入用帳） 横長美・1冊 2216－2

（先納金関係勘定書・受取書・書簡綴） 仮綴・1綴 2321

辰年御改諸入用取立帳　　（栃本組、宮村組、釜子組） 明治2年巳6月 横長美・1冊 547

栃響薇朧否栄議獄譲離栄野申米代之 明治2年巳7月 竪紙・1通 2497－9

御判証文入　栃本組、釜子組 明治2年巳9月 袋入・21通1綴 1925

桑灘嚇懸難懸鱒羅
明治2年巳9月 竪紙・18通 1925－1～18

川合治郎右衛門、元〆所奥印→前田助作殿；栃本組
中；釜子組中

御米方米受取書［覚］（拝借年賦米上納）　御米方 （明治2年）巳10月 竪紙・2通 1925－19～20
→栃本組根本栄三郎殿；栃本組根本八左衛門殿

御金方金銭受取書［覚］（年賦上納金）　御金方→栃 （明治2年）巳10月 竪紙・1通 1925－21
本組根本栄三郎殿

（諸入用勘定覚ならびに諸品代勘定書受取書綴） 仮綴・1綴（8通） 1925－22
→栃本組大庄屋所ほか

諸上納金銭仕訳帳栃本組、釜子組 明治2年9月 横半半・1冊 2395

栃本組大庄屋所御年貢米大豆上納書等控綴［覚］（御 明治2年巳9月 仮綴・1綴（4通、 2477
預米ならびに諸年賦米上納書、去辰御年貢大豆上納
書、去辰御年貢米上納書ほか）　大庄屋根本栄三郎→

仮1冊）

釜子御蔵

栃本組大庄屋所御年貢米大豆上納書等下書ならびに控 明治2年巳9月 仮綴・1綴（6通） 2478
綴［覚］（御預米ならびに諸年賦米上納書、去辰御
年貢大豆上納書、去辰御年貢米上納書ほか）　大庄
屋根本栄三郎→釜子御蔵

御蔵突合諸類入　栃本組釜子組 明治2年巳9月 袋のみ・1枚 2493

栃贈里欝醒醤犠鴛翻難繍難霧
　願書）　→大庄屋所

明治2年11月11日 横長美・1冊 2264

諸運上井諸職人役銭上納添書　白川郡栃本組、釜子組、 明治2年12月 横長美・1冊 724－1
宮村組［諸役銭取立吟味役当番根本栄三郎］→民政御役
所

覚（諸役銭請取）　民政役所→諸役銭取立吟味役根本栄 （明治2年）12月晦日 竪紙・1通 724－2
三郎

巳御年貢米金納元勘定帳　栃本組、釜子組、宮村組 明治2年12月 横長美・1冊 433
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御蔵突合諸類入（御用番大庄屋根本栄三郎年賦米取立 明治2年巳12月 袋入・2綴 1941
上納覚その他綴））　栃本組釜子組宮村組（御用番大庄
屋根本栄三郎ほか）→釜子御蔵ほか

御用番大庄屋御年貢縄菰上納書等控綴［覚］（宮村組 明治2年巳12月 仮綴・1綴（5通） 2479
釜子組栃本組当巳御年貢縄菰納元書上、栃本組当巳
御年貢大豆上納書上ほか）　御用番大庄屋根本栄三郎
→釜子御蔵

辰御年貢四半税米金御拝借村別控　栃本組、釜子組 明治2年 横半半・1冊 916

年中村方諸色取越物留帳　栃本組同村 明治3年正月吉日 横長美・1冊 626－1

万御下ヶ銭渡方差引帳　白川郡三組村々 明治3年正月 横長美・1冊 725

覚（夫喰米拝借入用割ほか勘定書）　上野出嶋村彦四 （明治3年）午7月5日 横切紙（袋入）・ 1956
郎→大庄麗所　　（袋表書）「明治三午年七月上野出嶋出張 附共2通

中諸用書類入　根本氏」

（栃本組諸納物高ならびに郷）村高帳　栃本組九ヶ村 明治3年閏10月 竪美・1冊 588
［形見村、千田村、大竹村、細倉村、深仁井田村、吉岡村、
上野出嶋村、下野出嶋村、栃本村組頭、庄屋、大庄屋根
本栄三郎］→民政御役所

元治元子年・慶応三卯年本米欠米点検帳　栃本組、釜 明治3年11月 横長美・1冊 810
子組

御建黙鱗傭躍欝鷲難難魏糀痴痔 明治3年午ll月 仮綴（袋入）・1綴
1通

2954

栃本組［大庄屋根本八左衛門栄三郎］→［釜子御蔵、民
政御役所ほか］

覚（諸納物口々明細書上帳写）　根本栄三郎→触元御役 （明治4年）正月27日 竪美・1冊 587－2

所

記（去午暮上納不足分上納調書）　栃本組大庄屋根本栄 明治4年5月 竪紙・1通 2366
三郎→会計御役所

会計所金銭受取書［記］（作午年金附奉公人給ならび 明治4年未5月 竪紙・1通 2480
に出入奉公人給）　会計所→栃本組中

栃本組大庄屋根本栄三郎書上下書［記］（余内ならび （明治4年）辛未5月 竪紙・1通 2485
に金附奉公人給上納）　→会計方御役所

諸証文突合井御蔵突合書類入　弐番組 明治4年辛未11月 袋のみ・1枚 2491

覚（諸納物口々明細書上帳作成手引書） （明治4年ヵ） 竪美・1冊 587－1

覚（宮村組・釜子組・栃本組往来賃銭割合勘定帳） （明治初年） 横長半・1冊 2057

触元役所通達書［覚］（稗御通・金1両預かり、栃本大子正月28日 横切継紙・1通 1017
庄屋所へ届けのこと）　触元役所→小町村庄屋中

大畷蠣響囎讐塚欝皆購灘禦聾鰭 子年11月3日 横切紙（包紙入）

・1通
1723

村庄屋遠藤勇蔵殿へ

子四月二日御改入用　大庄屋所→組内庄屋中 子年11月13日 横長美・1冊 2299－1

御賄之覚　触元弥次兵衛→栃本大庄屋所 子年ll月 横長美・1冊 2299－2

魚屋栄蔵代金受取書［覚］（魚代金）　→根本 子年12月13日 横切継紙・1通 2074

大庄屋所用状（御金上御用につき組頭出頭のこと）） 丑年3月18日 小切紙・1通 2937
→中野村庄屋中

（寺社御改入用帳）　触元弥次兵衛→栃本組大庄屋所 丑年11月 横長美・1冊 2388
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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

（丑三四五月先納・御借居金・才覚金済口勘定書） （丑年力） 横長美・1冊 2246

外鶴醤蠕鋪麟麟鵡叢鰐数塁鯉醗 寅年3月18日 横折紙・1通 1196

と）　外槙村庄屋小松友右衛門→大庄屋所

覚（高状弐拾代代金受取）　有賀猶次郎→根本 寅年7月21日 横切継紙・1通 2077

覚（杉枝代金勘定二付） 寅年12月5日 小切紙・1通 2076

領鶏離重瀞報編鵯罐麟難桑馨 寅年12月28日 竪紙・1通 1868

三郎殿

栃本組吉岡村村役人差出一札［差上申御請合一札之事］

贈塘鵯編黙灘辮蜜らゑ認難
寅年12月29日 竪紙・1通 856

頭喜左衛門、庄屋小林藤右衛門→大庄屋所

山奉行所金子受取書［覚］（当寅年石工役銭御金方役
所へ上納）　山奉行所→諸役銭取立吟味役根本栄三郎殿

（寅年）12月 竪紙・1通 1869

御普請方金子受取書［覚］（当寅年御領中諸役人役銭） 寅年12月 竪紙・1通 1870
御普請方→根本栄三郎殿

寅十二月御改諸入用（勘定覚） （寅年力） 横折紙・1通 2075

岩田屋忠次代金受取書［覚］（小納戸、絹）　→根元 卯年2月朔日 小切紙・1通 2967
八左衛門様、御内様

卯年内用買物請取井［（破損）］請取　　（袋裏書）r奉公 袋入・14点 で199～1211
人調帳　栃本組下ノ出嶋（村）」

白川本町亀屋代金請取書［覚］（茶代・袋代等） 卯年9月13日 小切紙・1通 1199
［白川］本町亀屋→栃本（渡部力）清右衛門様

金醤糟灘猴緻鶴鵬，、欝餅取勘 3月10日 小切紙・1通 1200

白木屋喜左衛門代金受取書［覚］（瀬仏わん弐人前） 正月29日 小切紙・1通 1201
［会津若松上七日町白木屋喜左衛門］

白川喜多村屋長右衛門蔵米請取書［覚］（高田蔵米
　20俵4斗入）　白川年貢町喜多村屋長右衛門→根本八

卯年2月5日 小切紙・1通 1202

左衛門様

奈良屋願八染地請取書［覚］（紬・論子・絹・絹ち
　ぢみ染物注文につき）　奈良屋願八→根本八左衛門

2月22日 竪紙・1通 1203

様、清右衛門様

大庄屋所用状下書（其村百姓共去暮よりの願いの儀 卯年6月13日 小切紙・1通 1204
につき栃本組河東田村庄屋ほかの者派遣につき百
姓共他出止めのこと）　大庄屋→外槙村庄屋中

喜多むら屋長右衛門代金請取差引勘定書［おほへ］
　（すすき1本、たなご七つ、いなた三つなど）　喜

6月16日 横切継紙・1通 1205

多むら屋長右衛門→根本様、渡部様

山本屋ほか代金受取書綴［覚］（酒代、野菜代ほか） 6月16日 小切紙綴・1綴（4 1206
山本屋ほか→本町喜多村様ほか 通）

山くろ屋治右衛門代金受取書［覚］（久1本、六丁物
　3丁ほか）　山くろ屋治右衛門→御夫様

6月16日 小切紙・1通 1207

かしわ屋利兵衛代金受取書［覚］（御薬種）　　［白 卯6月16日 小切紙・1通 1208
川中町］かしわ［柏］屋利兵衛→栃本様

栃本代金支払勘定書［覚］（久印油1本ほか）　栃本 卯6月16日 小切紙・1通 1209
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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

卯四月御改之節調物仕切 こより一括・1冊1 1210
綴

諸用覚 卯年3月 横半半・1冊 1210－1

龍崎彦兵衛ほか代金受取書綴［覚］（鱒2本ほか） 3月28日ほか 横切紙・小切紙綴 1210－2

龍崎彦兵衛；柏屋平兵衛；［白川中町］八百屋小右衛 ・1綴（9通）

門；白川山本屋；その他→栃本渡部清右衛門様；栃本
村御役之衆；その他

紙屋伝右衛門ほか代金受取書綴［覚］（延紙代ほか） 10月12日ほか 横切紙・竪紙綴・ 1211
紙屋伝右衛門；長右衛門；出雲屋左源太→根本氏御代 1綴（3通）

衆中様；栃本村用；喜多村長右衛門殿

白川内池屋義兵衛他一名米代金差引勘定書［覚］（高 卯年2月15日 竪紙・1通 858
田米1500俵代金上納差引相済みのこと）　白川内池
屋義兵衛、矢嶋屋久右衛門→菊池弥市右衛門

有賀猶次郎金子受取書［覚］（岩瀬郡請負人へ御渡金） 卯年4月22日 竪紙・1通 1607
有賀猶次郎→釜子栃本両組大庄屋中

大庄屋所割賦書（御陣屋御普請御入用萱之割）　大庄 卯年9月7日 横切紙（包紙入） ※1640
屋所→［上新城村より町屋村まで4か村］村々庄屋中 ・1通

大庄屋所廻状［当卯御年貢米之内（破損）上納割］ 卯年10月27日 横折紙・1通 2374
大庄屋所→下新城村、中新城村、上新城村、町屋村右
村々庄屋中

大庄屋所廻状［宗門人別御改御宿掛諸品之割］　大庄 卯年10月27日 横折紙・1通 2384
屋所→（下新城村、中新城村、上新城村、町屋村）右
村々庄屋中

緊黙難欝唄鱒辮霧羅儲膿磐禦 卯年12月29日 横長美・1冊 2231

三→右（釜子組、栃本組）大庄屋所

下灘魏驚趨翻鮭膿鰻潜燈奪畠 卯年12月29日 横折紙・1通 2997

出嶋村］組頭益蔵ほか2名、庄屋兼帯関根永作→大庄屋所

口入金指引之覚（余内金夏成金八朔金〆16両2朱余の 卯年12月 横折紙・1通 1136
差引き勘定）

大庄屋共願書写［口上之覚］（当年御上納日限ならび 卯年12月 横折紙・1通 1139
に皆済目録差上日限延期願書写）　大庄屋共→御代
官所

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

（寺社御改諸入用勘定綴） 卯年 仮綴・1綴 2102

諸役銭取立役受取書［覚］（卯年諸役銭受取りにつき） 辰年正月10日 横切紙・1通 1707
諸役銭取立役仁井田村庄屋作八→堀田村庄屋長左衛門
殿；栃本村組頭中

外歎嘱雑繍鱒囎人瓢繍喩鐘難
　半分金9両分之利・寅御年貢米付出割上納のこと）

辰年3月18日 横切継紙・1通 1195

外槙村庄屋小松友右衛門→大庄屋所

大庄屋所廻状［覚］（青交早納年貢米二付達書）　大 辰年9月27日 横折紙・1通 2324
庄屋所→形見村、千田村、川東田村、深渡戸村右村々庄
屋中

釜子御蔵納庄屋祐太郎書上［覚］（辰巳両年分下モ方
　助精米銭書き上げのこと）　釜子御蔵納庄屋祐太郎→

巳年6月27日 横折紙・1通 1392

三組大庄屋所
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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

触元役所用状［覚］（陣屋普請入用藁村々割賦分明日 巳7月5日 横切紙（包紙入） 1969
中持参の旨御作事方より仰せ付けにつき）　触元役 ・1通

所→栃本組大庄屋所

（卯年余内金ならびに金附奉公人給受取書等一括）（包 巳年9月（包紙表書は 袋入・2点（内1点 1926
紙表書「御取締役人様御賄入用書付入」とは無関係） 文久2戌年） は包紙入3通）

大島左助、伊崎喜三、乾甚左衛門；栃本組大庄屋根本栄
三郎、釜子組大庄屋根本八左衛門→栃本組中；釜子組
中；御金方御役所

巳年御年貢米過不足差引廻石之覚　　（栃本組大庄屋所） 巳年 横長美・1冊 438

巳金方押切帳不足村々書抜之覚 （巳年力） 横長美・1冊 2119

覚（納米金出入帳） （巳年力） 横長美・1冊 2269

御陣屋御普請御入用藁之割　触元役所→浜尾組大庄屋所 午年3月16日 横折紙・1通 2099－3

覚（米方差引勘定書）　組頭→上 午年4月17日 横折紙・1冊 2261

金銭勘定書〔覚〕（栃本村雇金等につき）　板橋組郷夫 午年4月24日 横切紙・1通 1726
文七→栃本村八左衛門殿

大庄屋所達書（籾の縄菰遣わさるべき旨）　→中寺村、 午年閏4月26日 横切紙・1通 2882
小松村

巳御金方井諸割物其外辰十月中諸年賦納口差引帳　宮 午年9月 横長美・1冊 2150
村組、釜子組

栃本組大庄屋根本八左衛門書上下書［口上之覚］（栃 午年10月 横長美・仮1冊（2 1280

翻雛輿薯轡響1鰯囎匙齢難難雷 丁）

→御手代中様

金穀方金子受取書［覚］（人足御下銭預り）　金穀方 午年11月7日 竪紙・1通 1871
→触元大庄屋根本栄三郎殿

中野村菊地儀兵衛金銭勘定書［覚〕（御用達金等元利 午年12月22日 横切継紙（包紙入） 1213
差引勘定ならびに精算請求書）　中野村菊地儀兵衛→ ・1通
栃本村根本様

笠屋忠治金銭受取書［覚］　→渡部清右衛門様 未年正月5日 小切紙・1通 3025

藤田次郎兵衛金銭受取書［覚］（粕3俵）　→根本佐吉
　様

未年3月17日 小切紙・1通 3027

唯八金銭受取書［覚］（川魚代引きかえ分）　→大庄 未年3月24日 小切紙・1通 3028
屋所

大庄屋所夜着ふとん受取書ならびに栃本村祓川山城守 未年3月26日ほか 仮綴・9通 3036
差出一札綴　→下羽村ほか各村庄屋中ほか

大庄屋所夜着ふとん受取書［覚］　→堀之内村庄屋中； 未年4月13日ほか 仮綴・9通 3032
ほか各村庄屋中

覚（釜子組去辰年上納金残高引合願書下書）　根本栄 未年4月 横折紙・1通 2369
三郎

庄屋天倉留三郎金銭受取書［覚］（御厩薪木附馬御酒 未年9月晦日 小切紙・1通 2960
代）　→大庄屋所

釜子村金銭受取書［覚］（御厩薪木附馬御酒代）　→ 未年9月晦日 小切紙・1通 2961
大庄屋所

上野出嶋村庄屋関根永作金銭受取書［覚］（御厩所運 未年9月晦日 小切紙・1通 2962
送御酒代）　→大庄屋所

下野出嶋村庄屋遠藤勇蔵ほか組頭3名金銭受取書［受 未年10月朔日 小切紙・1通 2963
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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

取申銭之事］（御厩所運送御酒代）　→大庄屋所

（栃本組村々引高・年賦高・免相など達書）　　（原三 未年ll月8日～9日 横長美・1冊 2224
郎兵衛）

覚（当未御金方小物成金銭皆済届書）　栃本組大庄屋 未年ll月28日 横長美・1冊 2297
根本利右衛門→御金方御役所

倉庫方年賦米受取書写［記］（未年賦米）　→栃本村 未年12月7日 横折紙・1通 2489

諸蜷誓壌激騨（難襯難辮離袈蘇 未年12月13日 横切継紙（包紙入）

・附共2通
1849

（附）（大庄屋添状）　内松村ほか5か村右御庄屋中

諸品代勘定書受取書綴［覚］　松坂屋五郎右衛門；白川 未年12月23日ほか 仮綴・5通 2959
本町灘波屋ほか→栃本組大庄屋所根本八左衛門様ほか

形見村金銭差引勘定書［覚］ 申年3月22日 小切紙・1通 2883

［白川］本町長右衛門金銭受取書［覚］　→根本徳弥様 申年4月29日 横切継紙・1通 2952

御厩御入用飼葉之割　大庄屋所→（深仁井田村、細倉村、 酉年正月27日 横折紙・1通 2117
吉岡村、上野出嶋村、下野出嶋村、大竹村）右村々庄屋
中

大庄屋所御用竹篠割賦書［御陣屋御普請御入用竹之割、 酉年2月2日 横切継紙・1通 2452
右同断篠割、釜子御蔵御普請御入用篠之割］　→
［栃本組栃本村ほか8か村］右村々庄屋中

（栃本組不納村別之覚ならびに取立金之覚等下書綴） 酉年4月13日ほか 仮綴・1綴（4丁） 1836
栃本組大庄屋代役仁井田村庄屋深谷唯八、同上野出嶋村
庄屋鈴木官吾→御奉行所

大庄屋用状（御蔵突合御用延引につき）　大庄屋所→ 酉閏11月16日 小切紙・1通 1769
小貫村庄屋中

大庄屋用状（7か村へ御要用金割賦）　大庄屋所→（深酉12月3日 横切継紙（包紙入） 1770
仁井田村他）右村々庄屋中 ・1通

戌上納萱過不足調帳　栃本組大庄屋所→御陣屋御普請所 戌年3月23日 横長美・1冊 2137

藤屋伝助諸品勘定・受取書綴［覚］　→問屋軍蔵様他 戌年4月26日ほか 仮綴・1綴（6通） 1730

品代受取書綴［覚］（釘；生さけ等）　肴屋藤八；柏屋 戌年8月27日ほか 仮綴・1綴（4通） 3013
茂平ほか→渡辺清右衛門様

亀屋平三郎他諸品勘定・受取書綴［覚］ 戌年9月7日他 仮綴・1綴（4通） 1731－1

［白川洲本町］岩田屋忠治諸品勘定・受取書綴［覚］ 7月2日他 仮綴・1綴（3通） 1731－2

→渡部清右衛門様他

板屋茂平品物送状　→渡部清右衛門様 8月4日 横切継紙・1通 1731－3

肴屋藤八代金受取書［覚］（生鯛他につき）　→渡辺 9月17日 小切紙・1通 1731－4

清右衛門様

岩田屋忠治品物送状［覚］（三臓円差上につき）　→ 9月17日 小切紙・1通 1731－5

渡辺清右衛門様

水月寺書状［口上］（鳥目おかしあるべくこの節払屋 9月16日 横切紙・1通 1731－6

願い上げの件等につき）　→清右衛門様

［白川］小西長蔵代金受取書［覚］（ちりかみ3帖ほか） 戌年10月15日 横切継紙・1通 3087
→根本左吉様

肴屋藤八代金勘定書［覚］（上塩引ほか）　→渡辺清右 戌年12月10日 横切紙・1通 3086
衛門様

屋祢屋鉄蔵ほか1名金銭受取書［覚］（屋祢代）　→根亥年2月28日 小切紙・1通 877
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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

本様

大庄屋所金銭受取書［覚］（余内金）　→外槙村庄屋中 亥年3月21日 小切紙・1通 2906

大籍懸縦野鳳辮臨ならびに触元春害U亥年3月24日 小切紙・1通 2898

稗小手形之写　栃本組大庄屋根本八左衛門 亥年3月28日 横折紙・1通 2203－1

覚（稗渡方御通帳）　栃本組大庄屋根本八左衛門→釜子 亥年3月28日 横長美・1冊 2203－2

御蔵

浅川町年寄芳賀直八金銭受取書［覚］（ゑんさ代） 亥年4月5日 小切紙・1通 2951
→栃本組大庄屋根本根本八左衛門様

河原田村金銭上納書［覚］（夏成残金ほか）　→大庄 亥年6月10日 小切紙・1通 2891
屋所

遊佐庄右衛門金銭受取書［覚］（戌10月より亥6月まで亥年7月4日 小切紙・1通 2912
水夫給）　→根本八左衛門様

栃本組大庄屋根本八左衛門届書控ならびに同人書状下 亥年8月5日 横長美・仮1冊（4 1058
書（組外番沢村惣百姓より、同村御上納不納分栃本 丁）

組大庄屋にて引受上納願出一件）　栃本組大庄屋根
本八左衛門→御手代中様；市川角八様

吉田文左衛門金銭受取書（水夫給金）　→根本八左衛 亥年9月17日 小切紙・1通 2933
門様

栃本組大庄屋願書控［覚］（栃本組村々御居高其外米 亥年10月 横長美・1冊 2329
金拝借願い）　栃本組大庄屋根本八左衛門→御手代中

三右衛門諸書類送状［覚］（御下銭請合証文他） 亥11月6日 小切紙・1通 1758

大庄屋所廻状［覚］（上納金年割二被仰付候二付） 亥年11月6日 横折紙・1通 2136
大庄屋所→上野出嶋村、大竹村、下野出嶋村、吉岡村、
深仁井田村、細倉村、栃本村、形見村、千田村右村々庄
屋中

深仁井田村庄屋深谷弥左衛門書上［覚1（組中川欠帳 亥年11月18日 横切紙・1通 2466
上げ賃その他諸入用書上）　→大庄屋所

栃本組大庄屋所飼葉割賦書［御厩飼葉之割］　栃本組 亥年11月晦日 横折紙・1通 875
大庄屋所→御厩

本町亀屋平吉代金勘定書［覚］（黒下猪壱つ） 亥年12月18日 小切紙・1通 3085

松坂屋五郎右衛門口上書［口上］（白縮緬受取）　→ 正月5日 横切紙・1通 3005
根本八左衛門様

大庄屋所勘定書［覚］（稗納元年賦稗等勘定覚）　大 1月7日 横折紙・1通 3045
庄屋所→代役仁井田村庄屋唯八殿

某書状（御収納米皆済仰せ付けられ侯件） 正月21日 横切紙・1通 2443

領奉行所達書写（去戌年納稗金山村鈴木傳左衛門方へ 正月28日 横切継紙・1通 2919
渡すべき旨）

手袋器講農難農翻醗擬暫件義評 2月朔日 横切紙・1通 1994

［白川中町］山城屋次兵衛代金受取書［覚］（名印、す 2月3日 横切継紙・1通 3024
き、四丁物）

大沢清左衛門請書〔覚〕（上納稗・籾・縄こもの件） 2月6日 横切紙・1通 17燦6
大沢清左衛門→根本八左衛門様

縄菰役所用状（縄菰皆済催促）　→根本栄三郎様 2月11日 横切紙・1通 895
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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

縄菰役所用状（縄菰皆済催促）　→根本栄三郎様 2月13日 横切紙・1通 2006

いな葉やみせ代金勘定書［覚］（御花代、上酒代など） 2月13日 横切紙・1通 2441
→上

加藤貞蔵書状（金納にて御遣わし下されたき旨） 2月17日 横切継紙・1通 897
［仁井田より］加藤貞蔵→［釜子御出勤先］深谷雄三様

御作事（方）受取書（萱、篠、葭）　御作事→形見村 2月20日 小切紙・1通 2927

品代勘定書ならびに受取書綴［覚］　喜多村屋ほか→ 2月20日ほか 仮綴・1綴（5通） 3063
渡部清右衛門様ほか

かしわ屋利右衛門金銭受取書［覚］（木瓜、唐木香な 2月25日 小切紙・1通 3017
ど）　→渡辺清右衛門様

覚（栃本組御廻米附出馬割賦書ならびに稗上納分縄菰 3月5日ほか こより一括・10通 2448
調べ差引書ほか）　触元役所ほか→栃本組大庄屋所ほ
か

留主居金銭受取書［覚］　→根本左吉様 3月9日 小切紙・1通 3096

浅鵬報翫鰐葛蟻謝籾謝離奪鵜縷 3月18日 横折紙（包紙入）

・1通
1751

子組、外槙村右大庄や庄や中

［白川中町］八百屋小右衛門代金受取書［覚］ 3月21日 横切紙・1通 3020

栃蘭　　　右衛門ならびに栃本組大庄屋中組金銭勘定書
　　　　→肴屋藤八様、村平吉殿

3月21日 横切継紙・1通 3021

藤井惣右衛門金銭勘定書［覚］　→渡辺清右衛門様 3月21日 横切継紙・1通 3022

触元役所萱割賦書［覚］（中野御蔵御普請御入用につ 3月24日 横切紙・1通 3088
き）　→［金山組、釜子組、栃本組］右組々大庄屋所

廣福山世話人金銭受取書［覚］　→根本八左衛門様 3月27日 小切紙・1通 3034

肴屋藤八代金受取書［覚］　→渡辺清右衛門様 3月31日 小切紙・1通 3011

［棚倉荒町］問屋草蔵代金勘定書［覚］（たはこ、生た 4月2日 横折紙・1通 3077
い、ほか）　→渡辺清右衛門様

献立書上［四月九日寺社御改御賄献立］ 4月9日～10日朝 横切継紙・1通 1978

栃本組大庄屋受取書［覚］（夜着、ふとん）　→仁井 4月20日 小切紙・1通 2897
田村庄屋中

大庄屋所受取書［覚］（ふとん二つ）　→形見村庄屋中 4月24日 小切紙・1通 2893

大庄屋所受取書［覚］（夜着、ふとん）　→仁井田村庄 4月24日 小切紙・1通 2894
屋中

大庄屋所受取書［覚］（夜着、ふとん）　→川東田村庄 4月24日 小切紙・1通 2895
屋中

三春屋吉兵衛代金受取書［覚］（魚代金）　→根本様御 4月27日 小切紙・1通 2080
内

品代受取書［覚］　　［白川］小西長蔵；山城屋治右衛 5月13日ほか 小切紙・8通（仮 3062
門；［棚倉新町］藤田次郎兵衛ほか→渡辺清右衛門様ほ 一括）

か

神木庄蔵矢口清兵衛金銭受取書写［覚］　→根本八左 6月朔日ほか 小切紙・3通 2935
衛門殿；高木村庄屋八兵衛殿；半右衛門殿

深谷唯八書状（余内金年賦金上納の件ならびに番沢村 6月8日 竪折紙・1通 1327
不納金の件などにつき）　深谷唯八→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

大庄屋所夏成金受取下書［覚］　→河東田村庄屋中 6月10日 小切紙・1通 2372

大庄屋所夏成金受取書［覚］　→堀之内組頭中 6月10日 小切紙・1通 2892

藤屋専助代金受取書〔覚〕（岡島焼筆一対および色紙 7月10日 小切紙・1通 1749
につき）　→栃本御使

［白川洲本町］岩田屋忠治諸品勘定・受取書綴〔覚〕 7月11日ほか 仮綴・1綴（5通） 1750
→渡部清右衛門様他

［白川年貢町］北村屋金銭受取書［覚］ 7月13日 小切紙・1通 3033

大庄屋所金子請取書［覚］（八朔金5両）　大庄屋所→8月17日 小切紙・1通 1350
形見村庄屋中

［棚倉］藤屋専助品代受取書〔覚〕（紙筆代につき） 8月22日 横切継紙・1通 1746
→間屋軍蔵殿

某十蔵覚書［覚］（さけ魚の義につき）　→渡辺公様 8月22日 横切紙・1通 1747

吉田文左衛門金銭受取書（水夫給金）　→根元八左衛 8月29日 小切紙・1通 2934
門様

山崎屋次右衛門代金勘定書［おぼえ］（ほんくわほか） 9月朔日 小切紙・1通 3098

岩田屋忠治ほか代金受取書［覚］（のへ紙代ほか） 9月5日ほか 仮綴・1綴（6通） 3081
岩田屋忠治；山田屋二十郎；小西長蔵ほか→清右衛門様
ほか

かしわ屋茂平口上書［口上］（龍のう代金の件）　→ 9月8日 横切継紙・1通 3075
渡辺清右衛門様

［白川］柏屋茂平金銭受取書［覚］　→渡辺清右衛門様 9月27日 小切紙・1通 3042

原謹楚鼎寄構蕩勘螺纏叡謬新田59月 横折紙・1通 2941

肴屋藤八金銭受取書［覚］（生さけ代ほか）　→渡辺 10月3日 小切紙・1通 3044
清右衛門様

［白川］釜屋藤平代金受取書［覚］（塩ほか）　→栃本 10月5日 小切紙・1通 3041
清右衛門様

水車善兵衛金銭受取書［覚］（ぬかモノ代ほか） 10月5日 小切紙・1通 3043

岩瀬屋源右衛門代金受取書［おぼえ］→上 11月2日 小切紙・1通 2078

下棚倉左門軍蔵諸品勘定・受取書綴［覚］　→栃本村 11月3日他 仮綴・1綴（5通） 1732
二而渡辺清右衛門様貴下他

中野問屋馬割賦書［亥御廻米附馬割］　→［堀之内村 11月5日 横切継紙・1通 2904
ほか9か村］右村々御庄屋中

大嶋屋藤右衛門品代勘定書［覚］（六束かく、上延か 11月8日 横切継紙・1通 2511
く、高丈、はも、生麩）　　［白川横町］大嶋屋藤右衛
門→栃本村根本八左衛門様

肴屋藤兵衛代金受取書［覚］（金2朱也）　　［奥州白川 ll月8日 小切紙・1通 2512
関谷］肴屋藤兵衛→根本八左衛門様

大庄屋所廻状（領奉行所金子上納達書伝達のこと） 11月9日 横切継紙（前欠） 2916
→千田村ほか14か村右村々庄屋中 ・1通

金銭受取書ならびに勘定書綴［覚］　　［白川中町］山 11月21日ほか 仮綴・1綴（9通） 3031
城屋；［白川年貢町］北村屋；（藤井）惣右衛門；［白
川本町］亀屋ほか→栃本渡辺清右衛門様ほか

浅川町彦七金銭受取書［覚］（雨や代金の内）　→栃 11月23日 小切紙・1通 2884
本組大庄屋根本八左衛門様
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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

黒羽下町かぎや兵助代金勘定書［覚］（塩代差引勘定） 11月25日 横切紙・1通 2930
→栃本八平様

諸品代金受取書綴［覚］　肴屋栄蔵；荒物屋勘蔵；中井 12月27日ほか 仮綴・1綴（10通） 2956
屋茂兵衛；［白川薬種屋］小西平蔵ほか→根本八左衛門
様ほか

柏屋織治代金勘定書［覚］　→あたこ町要助様 12月 小切紙・1通 2964

（諸入用代金勘定書受取書綴） 仮綴・1綴 654

（御改入用二付諸品代金勘定覚） 仮綴・1綴 824

（御改入用二付魚介類注文覚） 仮綴・1綴 825

覚（諸品代金・注文勘定覚） 横長半・1冊 826

慶応二寅年四月御改入用酒ちやぐわし拍へ等綴 仮綴・1綴（2通） 873

（代金勘定書受取書等綴） 仮綴・1綴 892

（品代差引勘定覚） 小切紙・1通 1049

覚（栃本村ほか8か村にて金割り覚） 横折紙・1通 1054

覚（栃本組上野出嶋村長百姓等名前ほか） 横切紙・1通 1059

（縄菰上納申付け覚） 小切紙・1通 1063

覚（栃本組ならびに御領中米稗種籾願高書上写） 横折紙・1通 1123

（栃本組米高ならびに代金覚） 横折紙（竪半切） 1130
・1枚

丑ノ御年貢米金井小物成金銭御皆済目録（下書） 横折紙・1通 1135

大庄屋所達書（引替金明14日早朝相納め候こと） 横切継紙・1通 1149
［栃本組］大庄屋所→上野出嶋村大竹村右村々庄屋中

覚（上納金五組割賦高のこと） 横折紙・1通 1183

（宮村ほか6か村三番金村割・餅米・余内・八朔・夏成 横折紙・1通 1279
定法書上）

覚（御賄上納元差引、御金方不納等書出し下書） 横折紙・1通 1380

御賄御拍写（上納分覚） 小切紙・1通 1381

（金方・余内金ならびに小物成金書上下書） 仮綴・1綴（3通） 1400

石川組ほか五組大庄屋口上願書下書［口上之覚］（御
　蔵下村々難渋につき御廻米付出高割のうち御蔵下上
　納石高分のほか御上持ちに成し下されたき旨）　石

横切紙・1通 ※1476

川組大庄屋鈴木彦吉、釜子組大庄屋鈴木源十郎、山白石
組大庄屋松浦勇右衛門、栃本組大庄屋根本八左衛門、金
山組大庄屋兼帯鈴木伝左衛門、浅川組大庄屋矢吹孫三郎
→御手代中様

覚（八重蔵ほか金銭差引覚） 横折紙・1通 1497

（栃本組分御肴料書上） 横折紙・3枚（こ 1499
より一括）

包紙　中野御蔵納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所 包紙のみ・1枚 1719

覚（栃本組各村小物成納高不足高勘定） 竪半・1冊 1863
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乞栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財政関係事務／2．勘定、納入／13．その他

覚廟灘誌籍声ほか米売払代金ならびに御金方 横長半・仮1冊（3
丁）

1866

巳年御年貢金納御通之写し（栃本組、宮村組、釜子組
　分）

横長美・仮1冊 1907

酉四月御改入用覚ほか綴 仮綴・1綴（3通） 1933

覚（焼まんちう・上菓子・羊糞代金勘定二付） 小切紙・1通 2081

子春諸割物取立覚　　（栃本組大庄屋所） 横長美・1冊 2091

覚（栃本組諸出銭勘定二付） 横折紙・1通 2092

（栃本組コンニャク玉代勘定覚） 小切紙・1通 2096

（御改諸入用勘定覚綴） 仮綴・1綴 2103

（魚代金等受取綴） 仮綴・1綴 2105

御通之写し（栃本組村々納米餅米御通） 横長美・1冊 2223

諸上納金銭差引宮村へ申遣候分調 横長美・1冊 2250

（免相達書）　栃本組大庄屋所 横長美・1冊 2252

覚（村入用差引勘定帳） 横長美・1冊 2260

覚（免割帳） 横長美・1冊 2263

覚（釜子・栃本・宮村組村々納米銭書上帳） 横長美・1冊 2268

（宮村組村々納金勘定帳） 横長美・1冊 2271

覚（御年貢米方割合帳） 横長美・1冊 2320

子御年貢米請取通（栃本組小貫村分） 横折紙・1通 2322

覚（栃本組村々穀物代銀書立） 横折紙・1通 2328－1

覚（釜子組村々穀物代銀書立） 横折紙・1通 2328－2

覚（宮村組村々穀物代銀書立） 横折紙・1通 2328－3

（御取付〆高書上覚） 横長美・1冊 2342

覚（栃本組村々出金二付） 横折紙・1通 2356

（米高覚） 小切紙・1通 2357

（組中年貢米勘定覚） 横折紙・1通 2358

（縄菰御手形入包紙） 包紙のみ・1枚 2377

（御蔵証文包紙） 包紙のみ・1枚 2378

（栃本組午春証文納籾之覚・正納御手形之覚下書） 横長美・1冊 2390

坂本屋藤吉金銭勘定覚［覚］　→根元様 小切紙・1通 2437

栃本組（大庄屋）根本八左衛門書上控［覚］（栃本組各
　村大豆御手形写し書上）　→釜子御蔵

横折紙・1通 2483

（栃本組大庄屋所留守居渡辺清右衛門用状等一括） 2818～2832
→2．7．を見よ

根耐左衛門金銭受取書［覚］（又左衛P弓殿口入金の 小切紙・1通 2936
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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

（栃本組村々銘々蔵納俵数覚） 横長半（仮綴）・ 2957
1冊

覚（山畑売立、平かき役、暮割金額） 小切紙・1通 3029

卯年納縄調へ覚（栃本組分大縄中縄細縄） 横切紙・附共2通 3046
（附）覚（新屋敷村分割賦縄）

覚（栃本組村々縄菰納覚） 小切紙、横切紙・ 3048
2通

覚（栃本組米大豆稗年賦稗等勘定覚） 横切紙、小切紙・ 3049
3通

（栃本組村々年賦米稗金上納高覚） 横切継紙・3通（1 3078
畳み）

某代金勘定書［覚］ 横切紙・1通 3083

肴屋久右衛門代金受取書［覚］（みかん、なしほか） 小切紙・1通 3084

（栃本組各村上納米金年賦願につき申渡写） 横切継紙・1通 3097

2．3．3．積立、貸借

根翻鱒轄幕燦盛囎輸矯盈傑1宝暦10年辰12月 竪紙・1通（1358－
1の包紙に同封）

1358－3

高田領栃本村借主根本八左衛門→棚倉御城下佐川弥助殿

佐川弥助金子請取書（去暮中御用立金30両ならびに利 （宝暦11年）巳11月晦 小切紙・1通（13581358－2

金6両）　佐川弥助→根本八左衛門様 日 4の包紙に同封）

根本八左衛門借金証文［借用申金子之事］（組下村々 明和3戌年6月13日 竪紙・1通 1717
夏成金として金68両2分借用につき）　根本八左衛門
→取次中寺村八右衛門殿へ

栃査舗翻縢甥親笑螺辮舗事］縁 天明5年正月 竪継紙・1通 834

組三森村組頭惣兵衛、庄屋甚兵衛→大庄屋所

栃書程羅脳纏鵡鍛讐翁響漸驚
爵愛禽購猫讐繰理禦欝渡瑠掛瓢

寛政2年戌10月8日 竪継紙、竪紙・2
通

1823

村組頭林右衛門、庄屋長右衛門、同組深渡戸村組頭与右
衛門、庄屋四郎右衛門→大庄屋所

（拝借金証文等一括） 仮綴・38通 931

下野出嶋伝吾ほか金銭借用証文［拝借仕金子之事］
　（極難渋人為御救御預金拝借）　栃本組下野出嶋村

慶応元年12月27日 竪継紙・1通 931－1－1

拝借人伝吾他10名、伝吾好身惣代請人伝太郎他好身請
人10名、庄屋兼帯関根永作、組頭遠藤幸右衛門他組頭2
名→大庄屋所

下野出嶋村役人金銭借用証文［拝借仕金子之事］
　（極難渋人為御救御預金拝借）　下野出嶋村拝借人

慶応元年12月 竪紙・1通 931－1－2

組頭遠藤幸右衛門、庄屋兼帯関根永作→大庄屋所

根田村吉右衛門金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 文久2年11月 竪紙・1通 931－2－1

根田村借主吉右衛門、請人金蔵→栃本村根本栄三郎

大竹村伊平金銭借用証文［拝借仕金子之事］　大竹 文久元年12月 竪紙・1通 931－2－2

村借主伊平、同請人柳蔵→栃本村根本旦那様

栃本村新蔵金銭借用証文［拝借仕金子之事］　　（栃 安政5年12月 竪紙・1通 931－2－3

本）村借主新蔵、受人初太郎→根本
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