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形見村辰蔵金銭借用証文［借用申金子之事］　形見 文久元年12月 竪紙・1通 931－2－4
村借用人辰蔵、栃本村受人久蔵→根本栄三郎

栃本村岩之助金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 安政5年12月 竪紙・1通 931－2－5
（栃本）村借主岩之助、受人惣蔵→根本

万吉金銭借用証文［借用申金子之事］　借主人万吉、 安政5年12月 竪紙・1通 931－2－6
受人皆蔵→根本栄三郎

根田村金蔵金銭借用証文［御拝借申金子之事］　根 万延元年12月 竪紙・1通 931－2－7
田村御拝借人金蔵、同村請人金八→栃本村根本栄三郎

栃本村新蔵金銭借用証文［拝借仕金子之事］　栃本 文久元年12月 竪紙・1通 931－2－8
組同村借用人新蔵、同村受人初太郎→村根本栄三郎

簗森村貞左衛門金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 慶応2年12月 竪紙・1通 931－2－9
宮村組簗森村拝借人貞左衛門、庄屋緑川佐和右衛門→
栃本組大庄屋所

東田村広瀬藤十郎金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 慶応2年12月 竪紙・1通 931－2－10
借用人川東田村広瀬藤十郎、堀之内村加判人穂積長左
衛門→栃本村根本

千田村深谷雄三金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 文久3年12月 竪紙・1通 931－2－11

千田村拝借人深谷雄三、加判人深仁井田村深谷弥左衛
門→栃本村根本栄三郎

千田村村役人金銭借用証文［拝借仕金子之事］　栃 慶応2年11月 竪紙・1通 931－2－12
本組千田村組頭拝借人午之丞、同粂蔵、庄屋同深谷雄
三→根本

千田村村役人金銭借用証文［拝借仕金子之事］　栃 慶応元年12月 竪紙・1通 931－2－13
本組千田村拝借人組頭粂蔵、同午之丞、庄屋深谷雄三
→大庄屋所

七ヶ村惣代金銭借用証文［拝借仕金子之事］（白河
　宿助郷7ヶ村入用として）　七ヶ村惣代下野出嶋村

明治2年7月 竪紙・1通 931－3－1

庄屋遠藤徳之助、同深仁井田村庄屋深谷金次郎、同釜
子村庄屋有賀猶次郎→根本

覚（白河宿助郷入用拝借金受取） （明治2年ヵ）7月28日 小切紙・1通 931－3－2

坊武音寺差出一札［約定一札之事］（虚無僧修行留 天保6年8月 竪紙・1通 931－4－1
場仕切料二付）　坊武音寺→栃本村御役元衆

河東田村村役人届書控［差上申一札之事］（河東田
　村飛地下羽原村と替地二付取扱願書写届書）

明治3年5月 竪継紙・1通 931－4－2

（河東田村）組頭蔦蔵、同忠三郎、庄屋藤重郎、御用番
大庄屋根本栄三郎→民政御役所

釜子組大庄屋鈴木専助願書写［口上之覚］（猟師鉄
　砲許可願）　使釜子組大庄屋鈴木専助→御奉行所

寛政4年10月 竪紙・1通 931－4－3

釜子組大庄屋鈴木専助願書写［口上之覚］（猟師鉄
　砲許可願下書）　使釜子組大庄屋鈴木専助→御奉行

寛政4年10月 横折紙・1通 931－4－4

所、御代官所

深渡戸村惣百姓差出一札［差上申一札之事］（組頭
　役両人和合二付）　釜子組深渡戸村勝次他22名、長

慶応元年12月 竪継紙・1通 931－4－5

百姓1名、組頭2名、庄屋兼帯1名→大庄屋所

上野出嶋村村役人百姓請書［差上申御請書之事］
　（村中廻り宿ならびにあんだ駕籠継立人足勤方之
　儀二付）　栃本組上野出嶋村板倉坪伝右衛門他14名、

安政2年9月 竪継紙・1通 931－4－6

組頭3名、庄屋1名、後見1名→大庄屋所

上新城村庄屋源之助受取書［覚］（高掛上納金返納
　分受取）　上新城村庄屋源之助→栃本組大庄屋所

巳年5月4日 小切紙・1通 931－5
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栃本組八ヶ村惣代米借用証文［拝借仕米之事］（栃 慶応元年4月 竪継紙・1通 931－6

本組8ヶ村極難渋人夫食として）　村々惣代形見村
庄屋大沼徳三郎、同深仁井田村深谷弥左衛門→大庄屋
所

栃本組大庄屋ほか金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 明治2年12月 竪紙・1通 931－7

栃本組大庄屋根本栄三郎、分家浜尾組大庄屋山川門十
郎→小川忠太郎、伊崎喜三、根岸岩之助

分家浜尾村山川門十郎ほか金銭借用証文［拝借仕金 明治4年12月 竪紙・1通 931－8
子之事］　分家浜尾村拝借人山川門＋郎、宮村同市川
覚八、栃本村加判人→釜子御役所

栃本組大庄屋ほか金銭借用証文［拝借仕金子之事］
　（日光法会道中詰人足二付）　栃本組大庄屋根本栄

慶応元年4月 竪紙・1通 931－9

三郎、宮村組大庄屋市川覚左衛門→御領方御役所

栃本組大庄屋金銭借用証文［拝借仕金子之事］（硝 慶応元年9月 竪紙・1通 931－10

石製造諸品代として）　栃本組大庄屋根本栄三郎→
御領方御役所

亀蔵好見定右衛門ほか金銭借用証文［拝借仕金子之
事］（硝石製造諸品代として）　亀蔵好身組合兼請

慶応元年12月 竪継紙・1通 931－11

人定右衛門、利右衛門同喜右衛門、専之助同直蔵他、
下野出嶋村組頭3名、吉岡村組頭2名、右両村庄屋関根
永作→大庄屋所

根本栄三郎ほか金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 元治元年12月 竪紙・1通 931－12

拝借人根本栄三郎、同市川覚左衛門、加判人遠藤卯野
右衛門→杉村、高嶋

金銭借用証文案文［借用仕金子之事］　栃本村借用 万延元年5月 竪紙・1通 931－13－1

人→根本栄三郎

金銭借用証文案文［拝借仕金子之事］　塩田村拝借 万延元年12月 竪紙・1通 931－13－2

人、請人→栃本村根本栄三郎

金銭借用証文案文［借用申金子之事］　借用人、受 万延元年閏3月 竪紙・1通 931－13－3

人→栃本村根本栄三郎

金銭借用証文案文［借用申金子之事］　蕪内村借用 文久元年3月 竪紙・1通 931－13－4

人、同、加判人→根本栄三郎

金銭借用証文案文［借用申金子之事］　借用人、受 万延元年閏3月 竪紙・1通 931－13－4

人→栃本村根本栄三郎

金銭借用証文案文［借用申金子之事］　蕪内村借用 文久元年ll月 竪紙・1通 931－14

人定左衛門、同村徳蔵、加判人作右衛門、栃本村口入
万吉→根本栄三郎

栃本村銀蔵金銭借用証文［借用仕金子之事］　（栃 万延元年5月 竪紙・1通 931－15

本）村借用人銀蔵→根本栄三郎

（未年賦米拝夫喰米御返納御手形入袋一括）　　（栃本組 文化8年ll月 袋入・1入 2394
大庄屋所）

（金銭借用証文ほか一括） 包紙入、こより一 2495
括・35通

栃盤轄野麟輻翻論銭鯉懸麟 嘉永2年12月～文久3年
12月

竪紙、竪継紙・9
通

2495－1～9

本八左衛門；根本栄三郎→乾甚左衛門殿、伊崎逸平殿、
前山孫九郎殿；御金方御役所；御領方御役所；ほか

栃醒襲鞘輔離糊騨鱗羅舗 文久3年12月 竪紙、竪継紙・1
通

2495－10

村深谷弥左衛門→子育御掛乾甚左衛門殿、伊崎喜三殿、
山田半右衛門殿
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根本八左衛門金銭借用証文［借用申金子之事］　根 文化10年5月～天保13 竪紙、竪継紙・4 2495－11～14
本八左衛門→千田村庄屋七左衛門殿；小坂所右衛門殿 年12 通

根本利右衛門金銭借用証文［拝借仕金子之事］　根 天保4年12月～天保8月 竪紙、竪継紙・5 2495－15～19
本利右衛門→金子卯左衛門様 12日 通

大竹村利左衛門ほか金銭借用証文［借用仕金子之
　事；拝借仕金子之事］　大竹村長百姓利左衛門、組

文政8年12月晦日～天
保13月2日

竪紙、竪継紙・7
通

2495－20～26

頭次右衛門；形見村佐代吉；その他→大庄屋所；栃本
村根本八左衛門様；根本利右衛門様

大竹村惣重ほか金銭借用証文［借用仕金子之事；拝
　借仕金子之事］　大竹村惣重ほか3名、庄屋兼帯根本

文政8年12月～天保6月
3日

竪紙、竪継紙・4
通

2495－27～30

八左衛門奥印；栃本村惣代平重、平吉、組頭源蔵ほか1
名；その他→中野村菊池儀兵衛殿；深渡戸村忠蔵殿；
その他

大竹村次右衛門ほか金銭借用証文［拝借仕金子之事］ 天保6年5月～天保10月 竪紙・3通 2495－31～33
大竹村組頭次右衛門、根本利右衛門奥印；その他 7日

栃本村佐平治金銭借用証文［借用仕金子之事］　栃 文政11年11月 竪紙・1通 2495－34
本村佐平治→同村をさと殿

栃懇嬬鯖鰭翻鮎牌酵薪］霧灘 戌年10月25日 竪紙・1通 2495－35

形見村常右衛門請人多十→栃本村根本八左衛門殿

栃本組番沢村村方三役届書［以書付御届申上候事］

鮒暮年講鰭編囎灘憲日誼鍛詔認
文化10年酉6月8日 竪紙・1通 1372

内、同次右衛門、庄屋兼帯下野出嶋村庄屋遠藤勇蔵、同
深仁井田村庄屋深谷唯八→大庄屋所

去酉暮拝借金貸付人別帳　栃本組下羽原村［百姓代清右 文化11年9月 横長美・1冊 717
衛門、組頭忠蔵、同常右衛門、庄屋緑川仁右衛門］

口上之覚（落籔無尽金不相渡侯二付引渡願書）　大竹 文政4年10月 横長美・1冊 2098
村願主沢重→当村御役人衆中

栃評千騰群晶繕灘驚製謙犠燵 文政7年申正月 竪紙・1通 1804

屋小林七右衛門加判→大庄屋所

栃本組吉岡村庄屋天倉留三郎書上［覚］（当酉娠取金
　年賦済口相調べ書上げ）　→大庄屋所

文政8年酉11月 横折紙（包紙入）

・1通
3094

根本八左衛門金銭借用証文［拝借仕金子之事］（伊勢
　講中預金の内15両借用につき）　拝借人根本八左衛門

文政9亥年閏6月 竪紙・1通 1962

→金子卯左衛門様

栃本組大竹村藤吉他三名連印願書［以書付奉願上候事］
　（中野村菊池義兵衛殿御口入金返済月延願）　栃本

文政9年7月 竪継紙・1通 841

組大竹村借用人藤吉、源四郎、惣十、利左衛門、（奥書）
組頭次右衛門→大庄屋所

（大竹村）村役人預り証文［預り一札之事］（藤吉源四
郎去酉上納金差詰り御口入願のところ此度相滞につ

　き杉山一ケ所私共預り）　（大竹村〉長百姓利左衛門、

文政9年12月24日 竪紙・1通 842

組頭次右衛門→大庄屋所

覚（栃本組各村嫁取婿取拝借金済口調べ書上綴り） 文政10年11月 仮綴・1綴 3002－1
栃本組吉岡村庄屋ほか→大庄屋所

栃本組吉岡村村役人借米覚控［覚］（御皆済の節借米
　のこと）　栃本組吉岡村組頭喜十郎、林蔵、庄屋天倉藤

天保5年2月26日 横折紙・1通 1909

五郎、後見深谷弥左衛門、大庄屋根本八左衛門、根本利
右衛門

栃本組深仁井田村ほか四か村村役人一札［指上申一札 天保8年酉3月 竪継紙・1通 1527
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之事］（種籾拝借願いお聞き届けにつき差上げ一札）
栃本組深仁井田村長百姓儀十郎、組頭善兵衛、同源二右
衛門、庄屋深谷八郎左衛門、ほか形見村、吉岡村、下野
出島村、大竹村庄屋組頭長百姓15人→大庄屋所

栃謙認実難雑僻編轍辮蕪瀟1天保8年8月 竪紙・1通 839

同林蔵、庄屋小平藤右衛門→大庄屋所

栃本組各村村役人請書［差上申御請書之事］（子6月御
　積立金配分仰せ渡しにつき請書）　栃本組形見村ほ

弘化2年午2月 竪継紙・1通 1538

か8か村庄屋組頭長百姓連印→大庄屋所；（奥書）大庄屋
根本八左衛門→御奉行所

大庄屋根本八左衛門金銭借用証文［拝借仕銭之事］ 嘉永元年申12月24日 竪紙・1通 2497－8

大庄屋根本八左衛門→御金方御役所

栃薦謄辮脇礁慰鞭集騒縫辮翻 嘉永6年丑4月 竪継紙・1通 1609

栃本組同村拝借人祐之助、組頭庄七、同久右衛門、庄屋
兼帯根本八左衛門

乍恐以口上書奉御伺候（用水堰普請積金講発起之儀二 嘉永7年9月 横長美・1冊 2185
付）　栃本組深仁井田村庄屋深谷弥左衛門

（村益積金請書綴）　　（宮村組、栃本組村々）→（年番触 嘉永7年12月 仮綴・1綴 2072
元大庄屋所）

宮村組大庄屋市川覚左衛門他金子借用証文下書［御預
　り申〈借用仕＞金子之事］　宮村組大庄屋預人市川覚

安政4年12月 竪紙・1通 860

左衛門、借用人鈴木亥次郎、加判人鈴木金兵衛→桜井新
助様、栃本組大庄屋所　　（奥書）市川覚左衛門

中宿無尽貸付井利足取立覚 亥年～丑年 横長美・1冊 740－1

岩瀬郡中宿村無尽掛金取立帳　栃本組九ヶ村 安政5年10月 横長美・1冊 740－2

村益備金書類入　栃本組同村 安政5年ll月 袋・1枚 991－1

村益備金帳　栃本組同村 安政5年11月 横長美・1冊 991－2

村益備金証文之事　栃本組同村惣次郎他29名→大庄屋所 安政5年11月 継紙・1通 992

覚（関山頼母子本籔当たり二付）　金主鈴木啓三良他3安政5年11月 継紙・1通 993
名→栃本御村衆中

寺西鉄蔵寺西四方衛金銭借用証文［借用申金子之事］
　（子育積金のうち）　寺西鉄蔵、寺西四方衛→根本八左

安政5年12月 竪紙・1通 2497－7

衛門様

宮楚響灘副繋鵬灘黙蒔灘編』 文久元年12月 竪継紙・1通 861

拝借人宮村組大庄屋市川覚左衛門、加判市川源兵衛→乾
甚右衛門殿、仙崎喜三殿、山田半右衛門殿

覚（無尽貸付金勘定書）　山川茂＋郎→根本八左衛門 （文久2年ヵ）4月14日 横折紙・1通 2243－2

中宿村無尽貸附金利足差立帳 文久2年11月 横長美・1冊 2173

覚（貸付金勘定書） （文久2年ヵ） 横折紙・1通 2243－1

中宿村益頼母子講　中宿村組頭善八、同久左衛門、同重 （文久2年ヵ） 横折紙・1通 2243－3

蔵、庄屋矢吹重右衛門、中宿村取締役山川文之助、大庄
屋遠藤真之助

形見村辰蔵金子借用証文［拝借仕金子之事］　形見村 文久3年亥10月 竪紙・1通 1624
辰蔵→栃本村根本様御内

鈴木亥次郎金子借用証文［拝借仕金子之事］　鈴木亥 文久3年亥10月 竪紙・1通 1630
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2．栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財政関係事務／3．積立、貸借

次郎→根本様

吉岡村関根永作金子借用証文［拝借仕金子之事］　吉 文久3年亥10月 竪紙・1通 1632
岡村関根永作→栃本根本様

下攣曝桝離翻翻駿礫野文離億霧 文久3年亥12月 竪紙・1通 1629

組頭遠藤幸左衛門→根本栄三郎殿

中野作難渋者共米借之分年賦拝借御願可申上分取調帳 元治元年4月日 横長美・1冊 2088
栃本組上野出嶋村

（岩瀬郡中宿村川岸無尽関係文書等一括） （文久年間ヵ） こより一括・17通 1668～1684

遠藤真之助書状（拙者組下中宿村川岸一条につき） 7月20日 横切継紙（包紙入） 1668
遠藤真之助→市川覚左衛門様、根本八左衛門様 ・1通

惣儲雰豪灘辮譜，謙隷麟孚轟講藷
　入用）　惣代深谷千鹿之助、穂積勝助、塩田鹿猪助、

子年8月朔日～9月8日 横切紙仮綴（包紙
入）・1綴（3通）

1669

関根四郎次→触元御役所

山川寛次郎書状（中宿川岸場無尽の件）　→［栃本］ 2月17日 横切継紙（包紙入） 1670
根本八左衛門様 ・1通

山川寛次郎金銭勘定書［覚］（無尽掛金）　→根本 5月9日 横切継紙・1通 1671
栄三郎様

山川寛次郎書状（中宿村益無尽の件）　→根本八左 2月18日 横切継紙・1通 1672
衛門様

触離獣騎害併］蝿警癒蟹灘編齢懸 子年7月21日 横折紙・1通 1673

濱尾組］右組々大庄屋所

覚（品代勘定書写し） 横折紙・1通 1674

山川寛次郎金銭勘定書［覚］（貸付金元利覚）　→ 閏8月20日 横切紙・1通 1675
根本永（栄）三郎

根本八左衛門金銭受取書［覚］（中宿村無尽貸付金） 戌年4月15日 小切紙・1通 1676
→山川寛次郎様

覚（文久2戌年8月取立村々出方分等算用覚書綴） （文久2年）戌8月 仮綴・1綴（3通） 1677
（根本栄三郎か）

覚（7月中御蔵米拝借差引覚） 子年8月20日 横折紙・1通 1678

触元役所用状（拝借米ならびに御扶持方貸揚侯分割
　合）　→宮村組、栃本組、前田川組、分家濱尾組右

子年10月27日 横折紙・1通 1679

組々大庄屋所

根本栄三郎覚書下書［覚］（元利書き分け）　→山 戌年閏8月20日 横折紙・1通 1680
川寛次郎様

［岩瀬郡中宿川岸会所］山川寛次郎金銭勘定書［覚］
　（利金差弓1）　→根本栄三郎様

6月20日 小切紙・1通 1681

［岩瀬郡］中宿会所金銭勘定書［覚］（下野出島村本
圃中り）

午年12月16日 小切紙・1通 1682

根本栄三郎覚書［覚］（利金差引書き分け〉　根本 戌年8月20日 横折紙・1通 1683
栄三郎→山川寛次郎様

書付（中小藩役員多寡により石高不足の件） （明治3年）午10月 横切継紙（包紙入） 1684
（貼紙）「十月十七日大庄屋へ被仰渡」 ・1通

籏礫購鵜輪礁羅観馨鶴謡翻 慶応元年5月 竪継紙（1～3共包
紙入）・1通

1615－1
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2．栃本組大庄屋所／3。貢租諸役・財政関係事務／3．積立、貸借

積金拝借のこと）　籏宿村拝借人甲賀早之丞、米村加
判人兼子七太郎→栃本村根本栄三郎様　　（包紙上書）「証
書　弐通　梁森村緑川御所右衛門、貞左衛門」

栃醒雑野藩禮鵬籠騨羅蝶唇華饒 慶応元年5月 竪継紙（1～3共包
紙入）・1通

1615－2

失につき子育御積金拝借のこと）　栃本組同村拝借
人大庄屋根本栄三郎、宮村組同村加判人大庄屋市川覚左
衛門→子育御掛乾甚左衛門殿、伊崎喜三殿、山田半右衛
門殿

形得雛麗勧騨務建欝輪巖螺誘星 慶応元年12月 竪紙（1～3共包紙

入）・1通
1615－3

と）　　［栃本組形見村］組頭粂吉、同佐藤忠次、庄屋大
沼徳三郎→大庄屋所

栃鉾大離畿蘇諺縷肇鷺鼎灘仕金子之 慶応元年丑12月 竪紙（包紙入）・
1通

1617

下野出島村徳之助金子借用証文［拝借仕金子之事］ 慶応元年丑12月 竪紙・1通 1621
下野出島村徳之助→根本栄三郎殿

栃灘轟撚編借鷺霜騰絃莚課 慶応元年子12月 竪紙・1通 1635

分家濱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卯野右衛門→触元大庄屋山川門
之助殿、同根本栄三郎殿

釜櫻驕鰹蝋鷹罐糊証望繍犠藷罷 慶応2年寅正月 竪紙・1通 1623

大庄屋所

釜鯉野灘職糊籍辞羅灘雛萬露 慶応2年寅9月 竪継紙・1通 1602

両無利息拝借）　釜子組同村水車稼茂八、同直吉、茂
八好身惣代、直吉好身惣代、組頭作右衛門他3名、庄屋兼
帯鈴木亥次郎、庄屋有賀猶次郎→大庄屋所　　（端裏貼紙）
「慶慮二年無利息証文」

釜子組大庄屋根本八左衛門金子借用証文［拝借仕金子

認翻、讐渋環灘糞袋編癖講灘
慶応2年寅9月 竪紙・1通 1618

御役所

形見村大沼徳三郎金子借用証文［拝借仕金子之事］ 慶応2年寅12月 竪紙・1通 1619
形見村大沼徳三郎→栃本村根本栄三郎殿

宮鞭響村讐膿顯欝編蟹鶏栃離珪霞 慶応2年寅12月 竪紙・1通 1620

所

下野出島村徳之助金子借用証文［拝借仕金子之事］ 慶応2年寅12月 竪紙・1通 1636
下野出島村徳之助→根本栄三郎殿

栃嵩瀦翻纏講鰍蕎言騒讐舗認 慶応3年卯5月13日 竪紙・1通 1626

（形見村〉庄屋大沼徳三郎、栃本組千田村組頭午之丞、同
祭蔵、庄屋深谷唯三→大庄屋所

卯暮貸附金控帳　栃本組同村 慶応3年12月 横長美・1冊 730－1

卯暮れ御上納貸附帳　栃本組同村 慶応3年12月 横長美・1冊 730－2

有賀権次郎金子借用証文［拝借仕金子之事］　有賀権 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1622
次郎→大庄屋所

（襲蜘）庄麟羅簾藷謹羅驚本難欝子 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1625
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2．栃本組大庄屋所／3．貢租諸役・財政関係事務／3．積立、貸借

穂積長左衛門金子借用証文［拝借仕金子之事］　穂積 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1627
長左衛門→栃本組大庄屋所

釜子村善左衛門金子借用証文［拝借仕金子之事］　釜 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1628
子村善左衛門→根本栄三郎様

小貫村村役人金子借用証文［拝借仕金子之事］　小貰 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1631
村組頭菊蔵、庄屋庄左衛門→栃本村根本栄三郎様

栃本組下野出島村伊惣次ほか4名金子借用証文［拝借 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1633
仕金子之事］　栃本組下野出島村伊惣次ほか4名→大庄
屋所

栃本組下野出島村金之丞ほか32名金子借用証文［拝借 慶応3年卯12月 竪紙・1通 1634
仕金子之事］　栃本組下野出島村金之丞ほか32名→大庄
屋所

永続積金取立帳 慶応4年2月 横長美・1冊 729

組頭清七村方6預り金仕訳帳　釜子組深渡戸村 慶応4年2月 横長美・1冊 741

（悪金引替拾五ヶ年賦拝借証文写綴）　白川郡三組、岩 明治2年12月 仮綴・4冊 708
瀬郡三組

拝借仕金子之事（悪金引替御国札15年賦にて）　栃 明治2年12月 竪美・1冊 708－1

本組大庄屋根本栄三郎→小川忠太郎、伊崎喜三、根岸
岩之助

拝借仕金子之事（悪金引替御国札15年賦にて）　栃 明治2年12月 竪美・1冊 708－2
本組大庄屋根本栄三郎→触元御役所

拝借仕金子之事（悪金引替御国札15年賦にて）　釜 明治2年12月 竪美・1冊 708－3
子組大庄屋根本八平→触元御役所

拝借仕金子之事（悪金引替御国札15年賦にて）　宮 明治2年12月 竪美・1冊 708－4
村組大庄屋市川覚八→触元御庁

（悪金引替拾五ヶ年賦拝借証文写入袋）　白川郡三組、 明治2年12月 袋・1枚 708－5
岩瀬郡三組

覚（年賦金取立調書下書）　大庄屋根本栄三郎 明治3年3月28日 竪紙・1通 2367

御陣屋御普請諸入用取計方二付拝借被仰付証文入　白 明治3年6月 袋入・2通 864
川組、岩瀬組

宮村組他五組惣代連印金子借用証文［拝借仕金子之 明治3年6月 竪継紙・1通 864－1
事］（御陣屋御普請諸入用取計方につき金子拝借
のこと）　宮村組惣代中野村甚内他1名、釜子組惣代
堀之内村長平他1名、栃本組惣代千田村雄三他1名、前
田川組惣代市野関村与市ほか2名、分家浜尾組惣代和田
村儀惣次他1名、浜尾組惣代中宿村弥七郎→山川門十郎
殿、根本九十郎殿、根本栄三郎殿、市川覚八殿、遠藤
一郎殿

釜子組他五組惣代連印金子借用証文［拝借仕金子之
事］（支那米御払下げ損金取計方につき金子拝借
のこと）　釜子組惣代堀之内村長平他1名、宮村組惣

明治3年6月 竪継紙・1通 864－2

代中野村甚内他1名、栃本組惣代千田村雄三他1名、前
田川組惣代市野関村與市ほか2名、分家浜尾組惣代和田
村儀惣次他1名、浜尾組惣代中宿村弥七郎→山川門十郎
殿、根本九十郎殿、根本栄三郎殿、市川覚八殿、遠藤
一郎殿

（拝借金証文ならびに願書綴） 仮綴・1綴（12点） 707

拝借仕金子之事　栃本組形見村拝借人儀蔵他4名［儀蔵明治3年H月 竪美・1冊 707－1－1
好身惣代金次、同人五人組惣代久三郎他好身惣代4名、
五人組惣代4名、組頭2名、庄屋1名］→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／3．積立、貸借

拝借仕金子之事　栃本組上野出嶋村拝借人弥吉［好身 明治3年11月23日 竪美・1冊 707－1－2
惣代利平、五人組惣代幸太郎他組頭3名、庄屋1名］→
大庄屋所

拝借仕金子之事　栃本組吉岡村拝借人清吉、同甚右衛 明治3年H月 竪美・1冊 707－1－3
門［清吉好身惣代直蔵、同人五人組惣代弥三郎、甚右
衛門好身惣代栄太、同人五人組惣代源次郎他組頭2名、
庄屋1名］→大庄屋所

拝借仕金子之事　栃本組下野出嶋村拝借人万次郎他4名明治3年11月22日 竪美・1冊 707－1－4
［万次郎好身惣代嘉吉、五人組惣代啓蔵他好身惣代4名、
五人組惣代4名、組頭3名、庄屋1名］→大庄屋所

拝借仕金子之事　栃本組千田村拝借人寅次、同栄吉 明治3年ll月 竪美・1冊 707－1－5
［寅次好身惣代清吉、五人組惣代鉄平他好身惣代1名、
五人組惣代1名、組頭2名、庄屋1名］→大庄屋所

拝借仕金子之事　栃本組深仁井田村拝借人熊吉、同蔵 明治3年11月 竪美・1冊 707－1－6
吉［熊吉好身惣代鶴松、同人五人組惣代亀吉他好身惣
代1名、五人組惣代1名、組頭2名、庄屋1名］→大庄屋
所

栃本村村役人願書［以書付奉願上候］（内縁取極二 （明治3年ヵ） 竪折紙・1通 707－2－1
付金子拝借願書）　（栃本村村役人）→大庄屋所

栃本組形見村村役人願書［乍恐以書付奉願上候］ 明治3年11月 竪美・1冊 707－2－2
（内縁取極二付金子拝借願書）　　（栃本組形見村）
組頭金蔵、同早蔵、庄屋徳三郎→大庄屋所

栃本組千田村村役人願書［以書付奉願上候］（内縁 明治3年閏10月 竪折紙・1通 707－2－3
取極二付金子拝借願書）　　（栃本組千田村）組頭佐
吉、同栄吉、庄屋雄三、大庄屋根本栄三郎→民政御役
所

栃本組深仁井田村村役人願書［以書付奉願上候］
　（内縁取極二付金子拝借願書）　　（栃本組深仁井田

明治3年閏10月 竪折紙・1通 707－2－4

村）組頭万吉、同勇吉、庄屋金次郎→大庄屋所

（内縁取極二付金子拝借願書）　　（栃本組吉岡村）与 明治3年閏10月～同年 竪美・1冊 707－2－5
頭三代吉、同林蔵、庄屋永作；（栃本組上野出嶋村） ll月

組頭林作他組頭2名、庄屋権太郎

栃灘麗幽控戦纈曉手糊灘蔀繍1 明治3年閏10月 竪折紙・1通 707－2－6

村）組頭惣七他組頭2名、庄屋彦四郎、大庄屋根本栄三
郎→民政御役所

覚（直払講金取調届書）　（栃本組上野出嶋村）組頭善 子年4月 横長美・1冊 2302
兵衛、同次郎右衛門、同奥蔵、庄屋兼帯大庄屋根本栄三
郎→御領方御役所

覚（五ヵ年賦之分当子分勘定） 子年 横長美・1冊 2286

覚（御預金差引勘定調書下書）　根本八左衛門 丑年8月4日 横長美・1冊 2284

覚（渡部様御預金差引勘定調書）　根本八左衛門→渡部 丑年8月 横長美・1冊 2283
大旦那

覚（渡部様御預金差引勘定調書）　根本八左衛門 丑年8月 横長美・1冊 2341

覚（積立金勘定二付） 丑年9月3日 横折紙・1通 2028

踏繍雛鶉輪携難鰐控謙慈鐘醐 寅年9月 横折紙・1通 1611

村庄屋深谷弥左衛門→御手代中様

（栃本組各村拝借金等覚） 寅3年12月～卯6月 横切継紙・1通 1184

覚（根本栄三郎差出金・根本八左衛門山川返納元利 卯年12月ll日 横折紙・1通 1424
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會羅禦講宿下舞崖駅賢薩製斎萱罫

卯暮御積金勘定入用井品々割合帳　栃本組、釜子組［両 卯年12月23日 横長美・1冊 2398
組惣代深谷雄三］→大庄屋所

卯子育金済口 卯年 横長美・1冊 2255

（子育金御通等） 包紙入・7通 2499

栃本組子育金去辰年暮返納之分請取之通　子育役所 巳年6月 横折紙・ 2499－4

→根本栄三郎殿

覚（子育金拝借年賦上納金受取書）　子育役所；御 巳年6月11日～8月25日 竪紙・4通 2499－2～5
金方役所→根本栄三郎殿；釜子組根本八左衛門殿；根
本八左衛門殿；釜子組廣瀬藤十郎殿

覚（上納金勘定） 横折紙、小切紙・ 2499－6～7
2通

栃本組上野出嶋村村役人届書［覚］（御拝借金返済方 巳年7月 横折紙・1通 2248
取調届け）　　（栃本組上野出嶋村）組頭八鶴善兵衛、同
治右衛門、同鈴木奥蔵、庄屋兼帯大庄屋根本栄三郎→御
領方御役所

上野出嶋村官吾書出（文政3辰暮より当巳年まで勤役 巳年11月15日 横折紙（包紙入） 1329
中大竹村へ口入貸付金ならびに引替金書出し）　上 ・1通

野出嶋村（鈴木）官吾→御兼帯所　　（包紙表書）「上
元庄屋官吾大竹村へ口入金書出入」

口上之覚（栃本組吉岡村堰論入用金子育御積金之内よ 巳年12月 横長美・1冊 2124－1

り拝借願書）　栃本組庄屋兼帯大沼徳左衛門、大庄屋根
本八左衛門→御手代中

覚（子育御積金拝借分勘定書）　栃本組吉岡村組頭喜＋ 巳年12月 横長美・1冊 2124－2

郎、同惣兵衛、庄屋兼帯大沼徳左衛門

覚（子育御積金拝借分勘定書）　栃本組吉岡村庄屋兼帯 巳年12月 横長美・1冊 2124－3

大沼徳左衛門

以口上書申上候（夫食米稗拝借願書）　　（栃本組形見 午年2月 横長美・1冊 2157
村）庄屋大沼有兵衛→大庄屋所

覚（子育御積立金拝借方調書）　栃本組大庄屋根本栄三 午年6月 横長美・1冊 2257
郎、釜子組大庄屋根本九十郎→子育方御役所

栃本組同村兵次郎ほか22名連判金子借用証文（当午八 午年8月 横長美・1冊 1903
朔金）　栃本組同村兵次郎ほか22名、組頭庄右衛門、同
吉左衛門→大庄屋所

栃本組吉岡村庄屋願書控［口上之覚］（栃本組吉岡村 未年12月 横折紙・1通 2122
出入一件入用金子育御積金之内より拝借願書）　栃
本組吉岡村庄屋兼帯大沼徳左衛門、大庄屋根本八左衛門
→御領方御役所

唯八金子受取書［覚］（元利金請取）　唯八→渡部清右 酉年12月16日 小切紙・1通 1410
衛門様

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書控［口上之覚］（義 戌年3月29日 横長美・1冊 2330
倉稗一件届書）　→御手代中

大庄屋根本八左衛門金銭借用証文［覚］（御時借とし 亥11月17日 竪紙・1通 1965
て五両弐朱拝借につき）　→御金方御役所

大離縫簸辮設灘蕊吉黙製撫黍聾 亥年12月 竪折紙・1通 1616

借願い）　大庄屋根本栄三郎

渡部源右衛門書状（大借につき助成願いたきにつき） 8月7日 横切継紙（2、3共 1968－1
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渡部源右衛門重恒→根本八左衛門様 包紙入）・1通

根本八左衛門口上［乍恐口上］（無尽金勘定利足間違 8月7日 横切継紙・1通 1968－2
ある件）　根本八左衛門→渡大旦那様

源右衛門書状（触元無尽御救御慈悲の貸付けと間違い 横切紙・1通 1968－3
の件御助勢願いたきにつき）　源右衛門→八左衛門様

関根永作書状（別紙の通りお聞き済み下されたく） 12月29日 小切紙（包紙入） 1802
［釜子より］関根永作→［大庄屋所］根本様 ・1通

覚（拝借金年賦等勘定）　　（関根）永作→根本様 12月29日 横折紙・1通 1803

大竹連判証文（文政9年大竹村藤吉他3名連印願書　ほ 包紙入一括・19点 841～859
か）→大竹村関係以外の文書も含まれるので1点ずつ分割 （20通）

掲載とする。

（栃本組千田村当春御貸付米ならびに組内村々前々御 小切紙・1通 1056
用捨引据置きの旨仰付け覚）

某（根本氏か）願書下書［口上之覚］（私組下中宿村 横折紙・1通 1340
円福寺殿堂大破につき普請料手当のため白川領須賀
川町の者共願い出の頼母子無尽興行ご許可願い）
（栃本組大庄屋根本氏か）

記喫簾薪幾1’7両’歩絵寅年中加助郷諸入 横折紙・1通 1425

某口上願書下書［口上之覚］（村益御積立金拝借なら 横折紙・1通 1427
びに吉岡村堰論にて出府入用拝借金返済延期願い）
（紙背）根本八左衛門書状控（吉岡村一件拝借金につき返
済延期願の件）　11月26日　山川門之助様宛

某口上願書下書［口上之覚］（村益積金拝借願い） 横折紙・1通 1430

〔覚〕（御役所銭相場につき） 小切紙・1通 1706

岩瀬郡中宿村無尽掛金割合帳入　栃本組 袋のみ・1枚 1951－1

覚（栃本組・釜子組金銀勘定帳） 横長美・1冊 2193

覚（領中組々元金利金勘定帳） 横折紙・1通 2194

（樽貸付他） 横長美・1冊 2214

覚（子育御積立金拝借方調書） 横長美・1冊 2258

覚（渡部様御預金差引勘定調書下書） 横長美・1冊 2282

覚（返済金元利勘定） 横長美・1冊 2287

覚（貸金差引勘定書） 横長美・1冊 2294

（貸金差引勘定綴） 仮綴・1冊 2301

（松之助分年賦金差引覚） 横切紙・1通 2304

（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2305

（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2306

（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2307

（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2308

（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2309

（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2310
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（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2311

覚（上野出嶋村分講金取調勘定帳） 横長美・1冊 2312

直返済金子書抜之覚 横長美・1冊 2313

戌暮諸拝借年賦上納済口之覚（栃本組分下書） 横折紙・1通 2380

覚（子育上納金等勘定） 小切紙・1通 2500

某金子拝借証文下書［拝借仕金子之事］（当村難渋御 小切紙・1通 2926
百姓為取続金として年賦拝借）

（御用状付け札） 小札・10枚 3002－2

（断簡・断片一括） 仮1括 3002－3

覚（釜子組栃本組宮村組年賦拝借金返納明細取調覚下 横折紙・1通 3091
書）

2．3．4．夫人足・伝馬御用

（触書写）（奥州道中白坂白川両宿助郷只今通り相勤め （寛保2年〉戌7月 横切継紙・1通 2907
人馬差出すべき旨）

白川郡三森村ほか3か村村役人願書控（白坂宿助郷人 延享4年卯5月 竪継紙（前欠）・ 1806
馬減免につき）　白川郡三森村組頭義左衛門ほか1名、 1通

庄屋市右衛門、ほか下羽原村、河東田村、千田村庄屋組
頭、釜子組支配大庄屋四郎兵衛、栃本組支配大庄屋八左
衛門加判

村々百姓村役人大庄屋願書写（助郷人馬役難儀につき 寛延元年閏10月 横切継紙・1通 2909
御手当願い）

覚（栃本村池御普請人足書上）　栃本組同村組頭儀左衛 宝暦12年閏4月 横長美・1冊 2125
門、同金右衛門→大庄屋根本八左衛門

栃本組大庄屋根本八左衛門断り書控［以書付御断申上 明和8年卯2月 竪継紙・1通 1523
候事］（栃本村百姓、大庄屋御用多く難儀につき、
組中諸御用人足免除のこと）　栃本組大庄屋根本八左
衛門→郡方御役所

川除御普請人足相調書上帳　栃本組赤羽村［栃本組赤羽 寛政7年9月 横長美・1冊 2146
村組頭五三郎、同佐太郎、同伊左衛門］

用水堰御普請人足夫帳　栃本組深仁井田村［深仁井田村 文化7年4月 横長美・1冊 537
組頭名左衛門、同茂兵衛、庄屋深谷唯八］→大庄屋所

御普請人足夫相調書上帳　栃本組下羽原村、川東田村、 文化10年酉4月 横長美・1冊 546
堀之内村

堰御普請人足夫相調書上帳　栃本組三森村、下羽原村 文化13年3月 横長美・1冊 538
［栃本組三森村組頭惣兵衛、同忠八、庄屋源之丞、同組下
羽原村組頭常右衛門、庄屋緑川角右衛門］

釜子宿問屋約定証文［差上申一札之事］（白川様所替 文政6未年9月3日 竪紙（包紙入）・ 1740
御家中通行中問屋場馬差上の件は村廻りに勤める一 1通

件につき）　組外釜子宿問屋有賀与市右衛門、同鈴木治
右衛門、（取次奥書）庄屋鈴木幸左衛門→釜子村取締役
根本八左衛門殿

深雛輕欝縷盤漿鳳（鰹鶏腹暑囎 文政6未年10月朔日 竪紙・1通 1958

村長百姓源右衛門、組頭勝右衛門、同藤助、庄屋深谷弥
左衛門→大庄屋所

細餅階魏蝶鵬輻鵡騰讐野願為塔 文政7年10月 横切継紙・1通 2029
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村役人、仁井田村同、上野出嶋村同、下野出嶋村同、大
竹村同→（「釜子御役所」抹消）御奉行所

吉岡村村役人願書下書［乍恐以書付奉願上候事］（日 文政7年10月 横切継紙・1通 2034
光社参中畑・川原田村詰助郷免除願書下書）　吉岡
村役人→釜子御役所

某村役人願書下書［乍恐以書付奉願上候事］（日光社 文政7年10月 横切継紙・1通 2035
参白川宿詰助郷免除願書下書）　→御奉行所

細欝憎編欝響鷺議鰹撮縷醤願矯 文政7年 横切継紙・1通 2030

仁井、上ノ出、下ノ出、大竹→釜子御役所

吉岡村村役人願書下書（日光社参中畑・川原田村詰助 （文政7年ヵ） 横切継紙・1通 2031
郷免除願書下書）　吉岡村

細倉村他4か村村役人願書下書（日光社参釜子村詰助 文政7年 横切継紙・1通 2032
郷免除願書下書）　細倉村役人、仁井田村同、上野出
嶋村同、下野出嶋村同、大竹村同→釜子御役所

（日光社参助郷釜子村・川原田村・中畑村詰村名覚） （文政7年ヵ） 小切紙・1通 2033

用水堰御普請所江出人足調書上帳　栃本組深仁井田村 文政8年3月 横長美・1冊 539
［栃本組深仁井田村組頭勝右衛門、同藤助、庄屋深谷弥左
衛門］→大庄屋所

川除御普請所江出人足相調書上帳　栃本組深仁井田村 文政11年4月 横長美・1冊 540
［栃本組深仁井田村組頭名左衛門、同藤助、庄屋深谷弥左
衛門］→大庄屋所

覚（深仁井田村用水御普請所組内村々出人足届書） 天保6年4月 横長美・1冊 2191
栃本組深仁井田村組頭善兵衛、同源之右衛門、庄屋深谷
弥左衛門→大庄屋所

簾野礫鱗織繍罐羅粥翻鷲圭 天保7年申12月 竪継紙・1通 1371

翻曜即糧姫薙鯉羅辮協藁灘
屋根本利右衛門、宮村組大庄屋市川覚左衛門→御奉行所

覚（白川宿助郷のうち附人馬頼み置き村々、附金出金 天保12年12月 竪継紙・1通 852
高約定のこと）　細倉庄屋兼帯深仁井田村庄屋深谷唯
助、栃本村大竹村兼帯根本八左衛門、釜子村庄屋兼帯鈴
木藤左衛門

用水堰御普請所江出人足相調書上帳　宮村組小貫村［宮 嘉永3年4月 横長美・1冊 541－1

村組小貰村組頭源七、同重次郎、庄屋吉田達之助］→栃
本組大庄屋所

用水堰御普請所出人足相調書上帳　栃本組深仁井田村 嘉永3年4月 横長美・1冊 541－3
［栃本組深仁井田村組頭源之右衛門、同善左衛門、庄屋深
谷弥左衛門］→大庄屋所

川除御普請所出人足相調書上帳　栃本組細倉村［栃本組 嘉永3年9月 横長美・1冊 541－2
細倉村組頭金四郎、庄屋兼帯深谷弥左衛門］→大庄屋所

差鋸簾聾到激鯉翻麟灘灘瀦福 安政2年 ※931－4

14名、組頭3名、庄屋1名、後見1名→大庄屋所

九月十九日廿日両日出人足遅不参相調書上帳　栃本組 （安政6年）未9月 袋入・1通1冊 2071
吉岡村

覚（9月19日吉岡村出人足ならびに不参之者調書）（安政6年）9月 横折紙・1通 2071－1

（栃本組吉岡村）組頭代直蔵、組頭平兵衛、庄屋兼帯大
沼徳左衛門

覚（9月20日吉岡村出人足ならびに不参之者調書）安政6年9月 横長美・1冊 2071－2
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（栃本組吉岡村）組頭代直蔵、組頭平兵衛、庄屋兼帯大
沼徳左衛門→大庄屋所

（卯年俵〆人足割）　　（栃本組大庄屋所） （慶応3年） 横折紙・1通 616－2

卯年俵〆人足本途米　　（釜子組大庄屋所） （慶応3年） 横折紙・1通 621－2

上（人足勤高勘定帳） 横長美・1冊 2048

覚（栃本組各村夫人番組） 横長美・1冊 2207

三森下羽原惣代（詰方日割） 横切継紙・1通 2401

（官軍人馬徴発等二付小前難渋之旨、大庄屋取扱方二 明治2年11月 横長美・1冊 2149
付組内村内混乱之旨口上覚）　三栃本組大庄屋根本栄
郎→民政御役所

用水堰御普請所出人足相調書上帳　栃本組仁井田村［栃 明治3年9月 横長美・1冊 542
本組仁井田村与頭万吉他2名］→大庄屋所

川除御普請所出人足相調書上帳　二番組吉岡村→大庄屋 明治4年未ll月 竪半・1綴（1冊2 1946
所　　（附）覚（仁井田村用水堰井川除御普請所出人足書上 通）

ほか）　2通

矢口治兵衛人足割賦書［覚］（三森村下羽根村喬木村 子年3月21日 横切紙・1通 2885
立会御普請所）　→栃本村御庄屋中

大野伊助人足割賦書［覚］（仁井田村堰御普請）　→ 子年4月15日 横切継紙・1通 2939
栃本組大庄屋所

（非常詰合人足関係文書一括） 折込み一括・21通 2245

（村々人足割合覚書） 小切紙・1通 2245－1

（夫百人割賦方通知二付書状）　市川源之丞→根本栄 子年10月8日 横切紙・1通 2245－2

三郎様

覚（詰人足日割通知） 小切紙・1通 2245－3

覚（栃本組・宮村組夫人足百人割）　市川源之丞→ 子年10月8日 横折紙・1通 2245－4

根本栄三郎様

（夫人足分担覚書） 横切紙・1通 2245－5

（夫人足交代覚書） 横折紙・1通 2245－6

（宮村組番沢村御固所詰猟師日割通知廻状）　釜子 子年ll月2日 横折紙・1通 2245－7

御用先6根本栄三郎→（千田村、形見村、栃本村、仁
井田村、吉岡村、上野出嶋村、下野出嶋村、大竹村）
右村々庄屋中

覚（詰人足名前書） 横切紙・1通 2245－8

覚（人足詰方届書）　根本栄三郎→市川源之丞様 子年11月5日 横折紙・1通 2245－9

覚（詰人足名前書）　御領中惣代触元詰合根本栄三郎 子年11月 横折紙・1通 2245－10
→御手代中様

（宮村組番沢村御固所詰猟師日割通知廻状）　釜子 子年10月27日 横折紙・1通 2245－11
御用先6根本栄三郎→（前田川組、分家浜尾組）右
組々大庄屋所

覚（宮村組・栃本組詰人足割） 横折紙・1通 2245－12

宮村組番沢村御固所へ詰人足割　釜子御用先にて根本 子年11月2日 横折紙・1通 2245－13
栄三郎→宮村組大庄屋所

郷御足軽詰合二付給仕人足割　触元役所→（栃本組、 子年10月27日 横折紙・1通 2245－14
宮村組、前田川組、分家浜尾組）右御組々大庄屋所
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覚（栃本組人足割） 横切紙・1通 2245．15

覚（栃本組・宮村組詰人足割二付）　栃本組大庄屋 子年10月27日 横折紙・1通 2245－16
所→宮村組大庄屋所

覚（人足詰方届書）　根本栄三郎→市川源之丞様 子年11月5日 横折紙・1通 2245－17

釜子詰非常御手当人足割　釜子御用先根本栄三郎→宮 子年11月3日 横折紙・1通 2245－18
村組大庄屋所

（非常之節取締方二付覚書） 横切紙・1通 2245－19

覚（非常之節取締方二付覚書） 横折紙・1通 2245－20

栃本組千田村村役人口上書［口上之覚］（極難渋之 酉年11月 横折紙・1通 2245－21
村方二付御助精願書）　栃本組千田村長百姓吉太郎、
組ガシラ午之丞、同粂蔵、庄屋深谷雄三→大庄屋所

釜子御蔵納庄屋人足割賦書　→栃本組大庄屋所 子年10月24日 小切紙（包紙入） 3080
・1通

大庄屋所人足割賦書［御役掃除人足之割］　→［形見 子年ll月7日 小切紙（包紙入） 3095
村千田村］右村々庄屋中 ・1通

大野伊助人足割賦書［覚］（番沢村御普請所）　→栃 丑年3月2日 小切紙・1通 2886
本組大庄屋所

矢口治兵衛人足割賦書［覚］（中寺村御普請）　→栃 丑年3月23日 横切紙・1通 2949
本組大庄屋所

大野伊助人足割賦書［覚］（関場村御普請所）　→栃 丑年8月20日 横切継紙・1通 2918
本組大庄屋所

大野伊助人足割賦書［覚］（形見村池普請御普請所） 寅年2月20日 横切継紙・1通 2921
→栃本組大庄屋所

乍恐以書付奉願上侯（人足扶持米割返割合之儀二付） 寅年11月 横長美・1冊 2182
庄屋関根永作→大庄屋所

（形見村継立人馬二付白坂宿間屋方6廻状之写屈書） 卯年3月ll日 横長美・1冊 2163
栃本組大庄屋根本八左衛門→御奉行所

覚（白川様御所替二付奥筋勤人馬賃銭受取）　宮村組 卯年5月9日 横折紙・1冊 2295
大庄屋代役下羽原村庄屋緑川覚之丞→栃本組大庄屋所

覚（野扶持御置手形内訳） 卯年11月17日 横切紙・1通 2226－1

卯三月廿日6廿八日迄釜子村御普請所へ出人足村別卯年 横長美・1冊 2226－2
（栃本組分勘定帳）

栃本組ほか四組大庄屋人足割書上［覚］（当年御普請 辰2月 横折紙・1通 1124
人足割合取決め書上写）　栃本組大庄屋根本佐吉、滑
津組大庄屋野木平右衛門、金山組大庄屋石井又左衛門、
浅川組大庄阿芳賀官蔵、石川組大庄屋才判人鈴木茂七→
郡方御役所

滑津組大庄屋野木平右衛門人足扶持米送手形［覚］ 辰年4月23日 横折紙（包紙入） 2976
（其御組下村々人足扶持米）　→栃本組大庄屋根本左 ・1通
吉殿

根本栄三郎覚書［覚］（人足賃銭残り19両、一両日中 辰ll月晦日 竪紙・1通 1772
にお渡しにつき）　根本栄三郎→遠藤卯野右衛門殿、
山川寛次郎殿

山寿欝鱗寸羅、！臆欝入鋒灘撫魏 巳年5月7日 横切継紙（包紙入）

・1通
2513

甫右衛門→栃本組大庄屋根本八左衛門様
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釜子御蔵納庄屋人足割賦書［覚］（釜子御蔵俵〆人足 巳年7月4日 小切紙（包紙入） 2515
割賦のこと）　釜子御蔵納庄屋→栃本組大庄屋所 ・1通

年醒礎蘇穰禦i　l鷹i！鯉騰醐眼青

謁纏蝶癬欝甜甥跡穐翻黙盟

巳年7月 横折紙・1通 1384

根本栄三郎同山川寛次郎→御領方御役所

栃本組大庄屋根本栄三郎釜子組大庄屋根本八左衛門届 巳年7月 横折紙・1通 1385
書控［覚］（釜子組釜子村栃本組栃本村他2か村にお
いて去辰5月朔日より当巳4月晦日まで無賃ならびに
御跡払い御用状御用向御継立等これ無き旨申し上
げ）　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

宮村組大庄屋市川源之丞届書控［口上之覚］（三森村 巳年7月 横折紙・1通 1386
下羽原村において去辰5月朔日より当巳4月晦日まで
無賃ならびに御跡払い御用状御用向御継立等これ無
き旨申し上げ）　宮村組大庄屋市川源之丞→御領方御
役所

大庄屋所用状（其村々人馬白川詰人馬不参多く以ての 巳年9月11日 小切紙・1通（別 1391
外につき不参無きよう申し入れのこと）　大庄屋所 紙共2枚）

→釜子村、上野出嶋村、大竹村、下野出嶋村、右村々御
庄屋中

金山組社仁井田村庄屋七右衛門書上［覚］（当春堰川 巳年10月 横折紙（包紙入） 3006
除御普請人足堀之内他3か村分書上）　→栃本組大庄 ・1通
屋所

白川御伝馬所廻状（上野山様御通行につき人足割り） 巳年11月18日 横切紙（包紙入） 1493
白川御伝馬所二而七ケ村惣代→細倉村初メ村々［細倉村、 ・1通
深仁井田村、栃本村］

栃本組大庄屋根本八左衛門栄三郎口上書下書［口上之

論鰭灘駅鷲耕犠窟難諾瓢篶
巳年12月 横切紙・1通 1491

門・栄三郎→民政御役所

釜子御蔵納庄屋人足割賦書［覚］（釜子御蔵俵〆人足 午年2月1日 小切紙・1通 2440
栃本組釜子組分）　→御用番大庄屋所

釜子御伝馬所請取書［覚］（白川県御用状壱封請取） 午年閏10月22日 小切紙・1通 1404
釜子御伝馬所

納庄屋人足割賦書［覚］（釜子御蔵俵〆人足）　→栃 午年11月23日 小切紙・1通 898
本組大庄屋所

御蔵俵〆人足之割　大庄屋所→（深仁井田村、吉岡村、 酉年正月26日 横切紙・1通 2108
上野出嶋村、下野出嶋村）右村々庄屋中

御蔵作子人足割　大庄屋所→（形見村、千田村、栃本村） 酉年2月16日 横切継紙・1通 2106
右村々庄屋中

藤吉人足割賦書［覚］（釜子御蔵俵〆人足60人割賦） 酉10月22日 小切紙（包紙入） 1768
釜子御蔵納庄屋藤吉→栃本組大庄屋所 ・1通

栃本組中寺村庄屋組頭人足書上［覚］（寄人足居村人 戌年11月 横折紙・1通 2920
足加人足書上）　→大庄屋所

大庄屋所人足割賦書（釜子御蔵人足）　→［形見村、 亥年3月6日 横切紙（包紙入） 3023
栃本村、千田村］右村々庄屋中 ・1通

大野伊助人足割賦書［覚］（喬木村立会堰御普請） 亥年4月5日 横切継紙・1通 2932
→栃本組大庄屋所

釜子御蔵納庄屋人足割賦書［覚］（釜子御蔵俵〆人足 亥11月15日 小切紙・1通 1771－1

割賦）　釜子御蔵納庄屋→栃本組大庄屋所
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中野郷蔵納庄屋人足割賦書綴 2日 こより一括・7通 1163～1169

中野郷蔵納庄屋菊地弥市右衛門人足割賦御触出書
　［覚］（中野郷蔵俵〆人足割賦御触出）　中野郷蔵

閏正月2日 横切紙（包紙入）

・1通
1163

納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

中野郷蔵納庄屋菊地弥市右衛門人足割賦御触出書 正月26日 横切紙（包紙入） 1164
［覚］（中野郷蔵俵〆人足割賦御触出）　中野郷蔵 ・1通
納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

中舗鷲羅雛讃鷲翻論鋼賦懲懸 12月27日 横切紙（包紙入）

・1通
1165

納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

中野郷蔵納庄屋菊地弥市右衛門人足割賦御触出書
　［覚］（中野郷蔵俵〆人足割賦御触出）　中野郷蔵

12月11日 横切紙（包紙入）

・1通
1166

納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

中野郷蔵納庄屋菊地弥市右衛門人足割賦御触出書
　［覚］（中野郷蔵俵〆人足割賦御触出）　中野郷蔵

正月10日 横切紙（包紙入）

・1通
1167

納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

中野郷蔵納庄屋菊地弥市右衛門人足割賦御触出書 閏正月28日 横切紙（包紙入） 1168
［覚］（中野郷蔵俵〆人足割賦御触出）　中野郷蔵 ・1通
納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

中野郷蔵納庄屋菊地弥市右衛門人足割賦御触出書 正月12日 横切紙（包紙入） 1169
［覚］（中野郷蔵俵〆人足割賦御触出）　中野郷蔵 ・1通
納庄屋菊地弥市右衛門→栃本組大庄屋所

下羽原村問屋緑川覚右衛門人馬割賦書［松平周防守様
　御家中御下り二付下羽原村え雇人馬割］　→［千田

正月20日 横切紙（包紙入）

・1通
2449

村、形見村、栃本村］右村々庄屋衆中

釜子御蔵納庄屋人足割賦書［覚］（釜子御蔵俵人足80 閏2月14日 横切継紙（包紙入） 1322
人割賦のこと）　釜子御蔵納庄屋→栃本組大庄屋所 ・1通

内山角兵衛人足割賦書［覚］（番沢村池御普請）　→ 3月2日 横切継紙・1通 2938
栃本組大庄屋所

内山角兵衛用状［覚］（仁井田村にて普請あるにつき 3月27日 横切継紙（包紙入） 1752
人足日割りの通り差し出すべき旨）　内山角兵衛 ・1通
（印）→栃本組大庄屋所

触元役所用状［覚］（御陣屋御普請手伝人足30人未明 4月6日 小切紙（包紙入） 1733
より罷り出申し付けにつき）　触元役所 ・1通

内山角兵衛人足割賦書［覚］（高木村三森村下羽原村 4月7日 横切紙・1通 2913
立会御普請人足）　→栃本組大庄屋所

内山角兵衛人足割賦書［覚］（中寺村御普請）　→栃 4月12日 横切紙・1通 2925
本組大庄屋所

内山角兵衛人足割賦書［覚］（関場村宮村川除御普請 4月13日 横切紙・1通 2880
人足）　→栃本組大庄屋所

内山角兵衛人足割賦書［覚］（宮村御普請）　→栃本 4月14日 横切継紙・1通 2946
組大庄屋所

御普請方人足催促書［覚］（人足10人不参につき） 5月14日 横切紙・1通 2881
→栃本組大庄屋所

瀧野清助人足割付状［覚］（金山村池普請人足）　瀧 8月5日 横切紙・1通 1276
野清助→栃本組大庄屋処

御普請方用状［覚］（人足申付）　御普請方→栃本組大 8月20日 小切紙・1通 1718
庄屋所
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某書状（棚倉様御所替えにつき御通行人馬かき銭御取 8月25日 横切紙・1通 1988
合せの件）

関根永作口上書［口上］（下野出島村積替人足、上野 8月27日 横切継紙・1通 1966
出島より出すにつき御割賦の節差し引きされたきに
つき）　関根永作→大庄屋所

鈴木勇次郎書状（棚倉様御所替えにつき人馬継立手配 9月15日 横切継紙・1通 1988
の件）　→関根永作様

鈴木武八書状（去戌年糸取代急ぎ遣わされたき願書） 11月25日 小切紙・1通 1771－2

鈴木武八→根本八左衛門様

山手代兼帯緑川重兵衛人足割賦書［覚］（釜子村御林 22日 横切紙（包紙入） ※2994
御用木山取人足）　　［浅川陣屋より］山手代兼帯緑川 ・1通

重兵衛→栃本組大庄屋根本佐吉殿

覚（釜子より日光まで御武器運送馬差出し人書上げ覚） 横折紙・1通 1115

（栃本組村々人足数書出） 横折紙・1通 1347

（包紙）　釜子組三森村間屋、下羽原村問屋→上 包紙のみ・1枚 1370

付箋（人足壱人木銭拾六文、馬壱人三拾文） 付箋・1枚 4738

申三月御普請吉岡村へ出人足覚 横長美・1冊 2126

覚（村々人足勤高・職人勤高二付） 横長美・1冊 2128

（下羽原村詰・三森村詰人馬差引覚） 横長美・1冊 2164

［（破損）］向覚帳（白河宿問屋場寄人馬二付） 横長美・1冊 2195

（栃本組白河宿寄人馬勘定帳） 横長美・1冊 2197

覚（詰合人足明細覚書） 横折紙・1通 2244－1

覚（簗森村・下羽原村詰人足明細書） 横長美・1冊 2244－2

（詰合村役人日割覚書） 横折紙・1通 2244－3

記（栃本組村々人足割合勘定帳） 横折紙・1通 2355

口上之覚（棚倉御所替継立方二付願書下書） 横折紙・1通 2402

2．4．戸口関係事務

2．4．1．宗門改、家数人数、五人組

増減帳（村人別増減二付） 延享元年4月 横半半・1冊 779

人数増減御改帳　栃本組中野村、内松村［組頭八右衛門、 宝暦12年11月 横長美・1冊 196
同利平治、同喜左衛門、庄屋南池弥市右衛門］→大庄屋
所

五人組御改帳　栃本組深渡戸村［組頭与五右衛門、庄屋喜 文化3年11月 竪美・1冊 204
左衛門］

五人組御改帳　栃本組小松村［栃本組小松村組頭長治右衛 文化13年11月 竪美・1冊 977
門、同太四郎、庄屋河野長右衛門、大庄屋根本八左衛門］
→御代官所

陸奥国白川郡栃本組下羽原村宗門人別御改帳弐冊之内 文化13年ll月 竪美・1冊 983
曹洞宗御改帳　栃本組下羽原村惣百姓、組頭常右衛門、
庄屋緑川角右衛門、大庄屋根本八左衛門

（諸帳面入）［惣人数寄帳井増減差引書入・威鉄砲拝借 慶応2年12月 袋入・10点 216～225

一137一



2栃本組大庄屋所／4。戸口関係事務／1．宗門改、家数人数、五人組

帳入・五人組御改帳入・人数増減帳入・御皆済御請合
一札・代僧願書］　栃本組九ヶ村

（惣人数寄帳等綴） 仮綴・1綴（1冊9 216
通）

惣人数寄帳　栃本組九ヶ村［栃本組大庄屋根本栄三郎］ 慶応2年12月9日 竪美・1冊 216－1
→御代官所

覚（釜子組中惣人数・戸数増減） 慶応2年 横折紙・1通 216－2

覚（栃本組中惣人数増減）　大庄屋根本栄三郎→御代 慶応2年12月9日 横折紙・1通 216－3
官所

覚（栃本組中惣人数増減理由別明細）　栃本組大庄 慶応2年12月9日 横折紙・1通 216－4
屋根本栄三郎→御代官所

惣人数寄（栃本組九ヶ村分） 横折紙・1通 216－5

出生（栃本組九ヶ村分人数覚） 横折紙・1通 216－6

縁付入（栃本組九ヶ村分入籍人数覚） 横折紙・1通 216－7

縁付出（栃本組九ヶ村分離籍人数覚） 横折紙・1通 216－8

死失（栃本組九ヶ村分人数覚） 横折紙・1通 216－9

覚（栃本組中戸数増減）　大庄屋根本栄三郎→御代官 （慶応2年）12月9日 横折紙・1通 216－10
所

（惣人数寄帳等綴） 仮綴・1綴（1冊8 217
通）

惣人数寄帳　栃本組九ヶ村［栃本組大庄屋根本栄三郎］ 慶応3年12月22日 竪美・1冊 217－1
→御代官所

卯年家数寄（栃本組九ヶ村分） （慶応3年） 横折紙・1通 217－2

覚（栃本組中惣人数増減）　大庄屋根本栄三郎→御代 慶応3年12月22日 横折紙・1通 217－3
官所

覚（栃本組中惣人数増減理由別明細）　大庄屋根本 慶応3年12月22日 横折紙・1通 217－4
栄三郎→御代官所

出生（栃本組九ヶ村分人数覚） 横折紙・1通 217－5

縁付入（栃本組九ヶ村分入籍人数覚） 横折紙・1通 217－6

縁付出（栃本組九ヶ村分離籍人数覚） 横折紙・1通 217－7

死失（栃本組九ヶ村分人数覚） 横折紙・1通 217－8

覚（栃本組中戸数増減）　大庄屋根本栄三郎→御代官 慶応3年12月22日 横折紙・1通 217－9
所

（惣人数寄帳等綴） 仮綴・1綴（1冊4 218
通）

惣人数寄帳　栃本組九ヶ村［栃本組大庄屋根本栄三郎］ 明治元年12月28日 竪美・1冊 218－1

→御代官所

死失覚（栃本組九ヶ村分人数覚） 横折紙・1通 218－2

出生（栃本組九ヶ村分人数覚） 横折紙・1通 218－3

覚（栃本組中惣人数増減理由別明細）　大庄屋根本 明治元年12月28日 横折紙・1通 218－4
栄三郎→御代官所

覚（栃本組中惣人数増減）　栃本組九ヶ村［栃本組大 明治元年12月28日 横折紙・1通 218－5
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庄屋根本栄三郎］→御代官所

（惣人数寄帳等綴） 1綴（1冊3通） 219

惣人数寄帳　栃本組九ヶ村［御用番大庄屋根本栄三郎］ 明治2年11月 竪美・1冊 219－1

→民政御役所

覚（栃本組中惣人数増減）　御用番大庄屋根本栄三郎 明治2年11月 横折紙・1通 219－2
→民政御役所

（出生・縁付・死失による人数増減村別書上） （明治2年） 横折紙・1通 219－3

覚（栃本組中惣人数増減理由別明細）　御用番大庄 明治2年11月 横折紙・1通 219－4
屋根本栄三郎→民政御役所

（惣人数寄帳等綴） 1綴（1冊5通） 220

惣人数寄帳　栃本組九ヶ村［大庄屋根本栄三郎］→民政 明治3年12月 竪美・1冊 220－1

御役所

出生（栃本組九ヶ村分人数覚） （明治3年） 横折紙・1通 220－2

（縁付出入栃本組九ヶ村分人数覚） （明治3年） 横折紙・1通 220－3

死失（栃本組九ヶ村分人数覚） （明治3年） 横折紙・1通 220－4

覚（栃本組中惣人数増減）　大庄屋根本栄三郎→民政 明治3年11月 横折紙・1通 220－5
御役所

覚（栃本組中惣人数増減理由別明細）　大庄屋根本 明治3年11月 横折紙・i通 220－6
栄三郎→民政御役所

（惣人数寄帳等綴） 1綴（1冊6通〉 221

組中惣人数寄帳　釜子組六ヶ村［釜子組大庄屋根本八 慶応元年11月 竪美・1冊 221－1

左衛門］→御代官所

覚（釜子組中惣人数増減）　大庄屋根本八左衛門→御 慶応元年11月 横折紙・1通 221－2
代官所

覚（釜子組中惣人数増減理由別明細）　大庄屋根本 慶応元年11月 横折紙・1通 221－3
八左衛門→御代官所

（釜子組六ヶ村分死失・縁付出人数覚） （慶応元年） 横折紙・1通 221－4

（釜子組六ヶ村分出生・縁付人数覚） （慶応元年） 横折紙・1通 221－5

覚（釜子組中惣家数増減）　大庄屋根本八左衛門→御 慶応元年11月19日 横折紙・1通 221－6
代官所

覚（出席寺院書上）　釜子組庄屋共 丑年11月19日 横折紙・1通 221－7

（惣人数寄帳等綴） 1綴（1冊5通） 222

組中惣人数寄帳　釜子組六ヶ村［釜子組大庄屋根本八 慶応3年11月 竪美・1冊 222－1

左衛門］→御代官所

覚（釜子組中惣人数増減理由別明細）　大庄屋根本 慶応3年11月23日 横折紙・1通 222－2
八左衛門→御代官所

覚（釜子組中惣人数増減）　大庄屋根本八左衛門→御 慶応3年ll月 横折紙・1通 222－3
代官所

（釜子組六ヶ村分出生・縁付入・死失・縁付出人数 （慶応3）11月 横折紙・1通 222－4
覚）

覚（釜子組中惣家数増減）　大庄屋根本八左衛門→御 慶応3年11月23日 横折紙・1通 222－5
代官所
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覚（出席寺院書上）　釜子組庄屋共 卯年11月23日 横折紙・1通 222－6

（惣人数寄帳等綴） 1綴（1冊3通） 223

組中惣人数寄帳　釜子組六ヶ村［釜子組大庄屋根本八 明治元年11月 竪美・1冊 223－1

左衛門］→御代官所

覚（釜子組中惣人数増減）　釜子組大庄屋根本八左衛 明治元年ll月 横折紙・1通 223－2
門→御代官所

覚（釜子組中惣人数増減理由別明細）　釜子組大庄 明治元年11月 横折紙・1通 223－3
屋根本八左衛門

覚（釜子組六ヶ村分出生・死失人数覚） （明治元年） 横折紙・1通 223－4

組中惣人数寄帳　釜子組六ヶ村［御用番大庄屋根本栄 明治2年ll月 竪美・1冊 224
三郎］

威鉄砲拝借帳　白川郡栃本組［栃本組八ヶ村組頭、庄屋、 明治2年11月 竪美・1冊 225
大庄屋］→民政御役所

寺内人別御改帳入　白川郡栃本組大庄屋所 袋入・2冊 205～206

栃奢糠翻鰍幣鞠灘蕩御改帳［陸奥国 慶応2年12月 竪美・1冊 205

栃翻鮒u鰍幣羅建欝押改帳［陸奥国 慶応2年12月 竪美・1冊 206

釜子組寺内人別御改帳［陸奥国白川郡拍］　　（釜子組 慶応2年12月 袋入・2冊 207～208
大庄屋所）

釜子組寺人別御改帳弐冊之内曹洞宗御改帳［陸奥国 慶応2年12月 竪美・1冊 207
白川郡］　→（栃本組大庄屋所）

釜舌　　r　　組寺人別御改帳弐冊之内真言宗御改帳［陸奥国
　　川郡］　→（栃本組大庄屋所）

慶応2年12月 竪美・1冊 208

威鉄砲拝借帳　白川郡栃本組［栃本組八ヶ村組頭、庄屋、
慶応2年12月 竪美・1冊 227

大庄屋］→御代官所

威鉄砲拝借帳　白川郡栃本組［栃本組八ヶ村組頭、庄屋、 慶応3年11月 竪美・1冊 226
大庄屋］→御代官所

五人組御改帳　栃本組形見村［組頭粂吉、同佐藤忠次、庄 明治2年11月 竪美・1冊 228
屋大沼徳三郎］

五人組御改帳　栃本組上野出嶋村［組頭八嶋善平、同平吉、 明治2年11月 竪美・1冊 229
同鈴木奥蔵、庄屋兼帯大庄屋根本栄三郎］

五人組御改帳　宮村組中野村［組頭清七、同粂重、庄屋菊 明治2年11月 竪美・1冊 230
池甚内、大庄屋市川覚八］→民政御役所

（惣人数寄帳等綴） 1綴（1冊3通） 233

組中惣人数寄帳　宮村組八ヶ村［御用番天庄屋根本栄 明治2年11月 竪美・1冊 233－1

三郎］．→民政御役所

覚（宮村組中総人数増減）　御用番大庄屋根本栄三郎
明治2年11月 横折紙・1通 233－2

→民政御役所

覚（宮村組八ヶ村分出生・死失・縁付人数覚）　御 明治2年11月 横折紙・1通 233－3
用番大庄屋根本栄三郎→民政御役所

増人之覚（宮村組八ヶ村分人数増加覚） （明治2年） 横折紙・1通 233－4

人数増減相調書上帳　宮村組中野村［組頭清七、同粂重、 明治2年11月 横長美・1冊 774
庄屋菊池甚内］→大庄屋所
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