
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

御用番大庄屋根本栄三郎書上下書［覚］（釜子組中惣 明治2年巳11月 横折紙・1通 2486
人数辰巳増減書上）　→民政御役所

御用番大庄屋根本栄三郎書上下書［覚］（釜子組出生 明治2年巳11月 横折紙・1通 2487
縁付死失等人数辰巳増減書上）　→民政御役所

庄屋市川柳之助ほか2名宗門帳受取書［受取申一札之 明治3年午正月25日 竪紙・1通 893
事］（堀之内村ほか3か村4冊）　組頭猶蔵、庄屋穂積
七平、庄屋市川柳之助→大庄屋所

釜子組川原田村庄屋廣瀬藤重郎宗門帳受取書［覚］ 明治3年午正月25日 竪紙・1通 1000
→大庄屋所

覚（遠藤啓作ほか家内人数持高取調べ書上控）　大庄 戌年8月 仮綴・1綴（2通） 2958
屋根本栄三郎→御手代中様

（宗門改め二付廻状）　　（栃本組大庄屋所）→（形見村、 亥年 横長美・1冊 2187
千田村、川東田村、深渡戸村庄屋中）

万延（元年）文久元（年）年々人（数増減帳） 2月 横長美・1冊 2234

関根永作書状［口上］（七年廻り人別御改めにつき） 7月3日 横切紙・1通 865
→根本旦那様

（大竹村上野出嶋働人数ならびに家数書上下書） 横折紙・1通 1051

（堀之内川原田等各村出生縁付入死失縁付出人数書上 横折紙・1通 2488
下書）

御百姓持高拝働人数書上帳（2．4．1．宗門改、家数人数、五人組のうち）

御百姓持高相調書上帳　栃本組深仁井田村、細倉村［細 嘉永5年2月 竪美・1冊 550
倉村長百姓林蔵、組頭金四郎、深仁井田村長百姓文五、
組頭源之右衛門、同善左衛門、庄屋深谷弥左衛門］→大
庄屋所

子御百姓持高井働人数相調書上帳　栃本組千田村［組頭 嘉永5年2月 竪美・1冊 555
与右衛門、同七郎次、庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門］→
御代官所

子御百姓持高井銘々働人別相改書上帳　栃本組上野出嶋 嘉永5年2月 竪美・1冊 561
村［長百姓治郎右衛門、組頭猶右衛門、同八嶋庄左衛門、
同屋代治郎右衛門、庄屋関根永作、後見遠藤啓作］→大
庄屋所

御百姓持高井働人数書上牒　栃本組形見村［長百姓徳蔵、 嘉永5年閏2月 竪美・1冊 564
組頭忠次、同弥惣右衛門、庄屋大沼徳左衛門］

丑御百姓持高井働人数相調書上帳　栃本組千田村［組頭 嘉永6年2月 竪美・1冊 556
与右衛門、同七郎次、庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門］→
御代官所

御百姓持高相調書上帳　栃本組深仁井田村、細倉村［栃 嘉永6年3月 竪美・1冊 551
本組細倉村長百姓武八、組頭松右衛門、同組深仁井田村
長百姓忠作、組頭源之右衛門、同善左衛門、庄屋深谷弥
左衛門］→大庄屋所

丑御百姓持高井銘々働人別相改書上帳　栃本組上野出嶋 嘉永6年3月 竪美・1冊 552
村［長百姓次郎右衛門、組頭猶右衛門、同八嶋庄左衛門、
同屋代次左衛門、庄屋関根永作、後見遠藤啓作］→大庄
屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組下野出嶋村［長百姓 嘉永6年3月 竪美・1冊 566
幸三郎、組頭要右衛門、同幸右衛門、同彦右衛門、庄屋
遠藤啓作］→大庄屋所

辰御百姓持高井働人数相調書上帳　栃本組千田村［組頭 安政3年2月 竪美・1冊 557
与右衛門、同七郎次、庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門］→
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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

御代官所

辰御百姓持高丼銘々働人別相改書上帳　栃本組上野出嶋 安政3年2月 竪美・1冊 560
村［長百姓治郎右衛門、組頭初右衛門、同八嶋庄左衛門、
同屋代治郎右衛門、庄屋関根永作、後見遠藤啓作］→大
庄屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組下野出嶋村［長百姓 安政3年2月 竪美・1冊 563
幸三郎、組頭要右衛門、同幸右衛門、庄屋遠藤啓作］→
大庄屋所

御百姓持高相調書上帳　栃本組深仁井田村、細倉村［細 安政3年3月 竪美・1冊 553
倉村長百姓武八、組頭松右衛門、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

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組形見村［長百姓岩吉、 安政3年3月 竪美・1冊 565
組頭惣七、同忠次、庄屋大沼徳左衛門出府二付代停大沼
徳三郎］→大庄屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組吉岡村［長百姓弥蔵、 安政3年3月 竪美・1冊 568
組頭喜十郎、同惣兵衛、兼帯庄屋大沼徳左衛門出府二付
代俸大沼徳三郎］→大庄屋所

御百姓持高相調書上帳　栃本組深仁井田村、細倉村［細 万延2年2月 竪美・1冊 554
倉村長百姓武八、組頭松右衛門、深仁井田村長百姓万吉、
組頭儀作、同安吉、庄屋深谷弥左衛門］→大庄屋所

御百姓持高井働人数相調書上帳　栃本組千田村［組頭午 万延2年2月 竪美・1冊 558
之丞、同粂蔵、庄屋深谷雄三］→大庄屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組上野出嶋村［長百姓 万延2年2月 竪美・1冊 559
広蔵、組頭善兵衛、同次郎右衛門、同奥蔵、庄屋兼帯鈴
木源内］→大庄屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組下野出嶋村［長百姓 万延2年2月 竪美・1冊 562
角三郎、組頭正三郎、同要右衛門、同幸右衛門、庄屋遠
藤啓作］→大庄屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組形見村［長百姓銀蔵、 万延2年3月 竪美・1冊 567
組頭粂吉、同忠次、庄屋大沼徳左衛門］→大庄屋所

御百姓持高井働人数書上帳　栃本組吉岡村［長百姓伊左 万延2年3月 竪美・1冊 569
衛門、組頭源次郎、同平兵衛、庄屋関根永作］→大庄屋
所

2、4．2．人別異動、奉公人

栃本組郷渡村役人書上（人別増減改め）　栃本組郷渡 宝暦8年寅10月晦日 横折紙（部分か） 2924
村組頭太平次、同孫左衛門、庄屋義左衛門、大庄屋根本 ・1通
八左衛門→川口友左衛門様

栃鶴f灘騙翻襲欝腰騨櫻灘辮歳 宝暦12年午正月 竪継紙・1通 2497－1

い）　栃本組上番沢村組頭甚八ほか1名、下番沢村組頭庄
右衛門ほか1名、庄屋佐次右衛門、金兵衛→大庄屋所

栃本組関場村組頭伊左衛門ほか1名願書［乍恐以書付 宝暦12年午12月 竪紙・1通 2497－2

奉願上侯事］（百姓8軒禿願い）　栃本組関場村組頭伊
左衛門、同文蔵

栃本組小松村庄屋組頭名願書［乍恐以書付奉願上候事］ 宝暦12年午12月 竪紙・1通 2497－3

（百姓10軒禿願い）　栃本組小松村組頭清七ほか1名、
庄屋宗吉

浅懸織灘難難羅篇
安永6年10月 竪紙（包紙入〉・

1通
1244

庄屋清内殿
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2．栃本組大庄屋所／4．戸ロ関係事務／2．人別異動、奉公人

栃本組同村半治郎願書［乍恐以書付奉願上候事］（風 天明3年卯2月 竪紙・1通 1133
与出者半治郎帰村願）　栃本組同村半治郎、好見八平、
五人組徳右衛門ほか5人、（奥書印形）組頭庄右衛門、吉
左衛門→大庄屋所

深仁井田村庄屋唯八人別請手形［一札之事］（栃本村 天明3年12月 竪紙（包紙入）・ 1171

畳驚縣雅騰臨論手璃に囎鶏麓讐 1通

唯八→栃本村組頭太左衛門殿、同庄右衛門殿　　（包紙表
書）「請手形入　深仁井田村より」

千驕鰭羅薯嵩騒謝寸廉環羅ホ！鰍 天明5年 横切紙（包紙入）

・1通
※2990

に書上のこと）　→栃本組同村組頭庄右衛門殿、同太
左衛門殿

春禿者調帳　栃本組村々 天明7年未正月 袋のみ・1枚 1955

高田領栃本村庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門人別払一札 寛政4年子閏2月9日 小切紙・1通 2971
控［払一札之事］（長吉ならびに同人母、其御村藤
八方へ貰われ候につき当村人別払いのこと）　→棚
倉御領堤村庄屋次右衛門殿

白矯離鯵齢鞭黙痴警尋F！臨麓雰 寛政4年子3月 横切紙（包紙入）

・1通
2970

帳面に増人のこと）　→高田領栃本村御役人中

身売出奉公人相調書上帳　栃本組河東田村［組頭源五右 享和3年2月 横長美・1冊 788
衛門、同銀右衛門、庄屋善左衛門］

他所出奉公人奉願上帳　栃本組外槙村［栃本組外槙村組 享和3年2月 竪美・1冊 2083－1

頭友吉、同倉之助、同幸八、庄屋大沼徳左衛門］

他所身売奉公人相調書上帳　栃本組河東田村［組頭源五 享和3年2月 竪美・1冊 2083－2

右衛門、同銀右衛門、庄屋善左衛門］

他所出奉公人奉願帳　栃本組小貫村［組頭常吉、同忠蔵、 文化7年7月 竪美・1冊 2083－3

庄屋吉田市五郎］

形見村庄屋大沼清左衛門人別送り状［一札之事］（形 文化10年酉11月 横切紙・1通 1765
見村ふじ縁付につき）　庄屋大沼清左衛門→栃本組同
村庄屋御兼帯所

千駅器網纏七鞭羅羅妻裂飾務妻1文化13年子10月 横切紙（包紙入）

・1通
1722

（千田村）庄屋小林七左衛門→栃本組大庄屋根本八左衛門
様

栃否雛獺翻難騰蕩1籔糖鶴2鷲 文政3年5月 横折紙・1通 1055

百姓申し出の旨届けのこと）　　［栃本組深渡戸村］長
百姓市右衛門、組頭傳兵衛、庄屋瀧田又右衛門

白川領泉崎村庄屋小山田吉左衛門人別払一札［一札之 文政4年巳3月 横切紙（包紙入） 1376
事］（泉崎村善八娘さき栃本村安右衛門女房に縁付 ・1通
きにつき当宗門人別帳面より相除き候旨）　白川領
泉崎村庄屋小山田吉左衛門→高田御領栃本村庄屋兼帯根
本八左衛門様

釜子村庄屋鈴木武八人頭受一札［一札之事］（釜子村 文政4年10月 小切紙（包紙入） 1026
平七娠はる、其御村長七郎方より縁付きにつき） ・1通
釜子村庄屋鈴木武八→栃本組同村庄屋兼帯大庄屋根本八
左衛門殿

白川領蕪内村庄屋兼帯橋本久次右衛門人別払一札［一 文政4年巳10月 横切紙（包紙入） 1375
札之事］（蕪内村十兵衛女房りえ離別いたし栃本村 ・1通
太左衛門方へ相戻り候につき当宗門人別帳面より相
除き侯旨）　白川領蕪内村庄屋兼帯橋本久次右衛門→高
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2栃本組大庄屋所／4．戸口関係事務／2．人別異動、奉公人

田御領栃本村庄屋兼帯根本八左衛門様

浅川支配所赤羽村庄屋江尻又兵衛人別請一札［一札之

妻豪醗潴鍔縦勢繍轡翻瀟
文政4年巳10月 横切継紙（包紙入）

・1通
1379

浅川支配所赤羽村庄屋江尻又兵衛→高田御領上野出嶋村
庄屋兼帯根本八左衛門様

白川領藍内村庄屋兼帯橋本久次右衛門人別請一札［一

傑！、騨燧劃騰繍騰郎縮義
文政4年巳ll月 横切継紙（包紙入）

・1通
1373

蕪内村庄屋兼帯橋本久次右衛門→高田御領栃本村庄屋御
兼帯根本八左衛門様

深仁井田村庄屋深谷弥左衛門人別払一札［払一札之事］ 文政4年巳11月 横切紙（包紙入） 1374
（栃本組深仁井田村源蔵弟平吉栃本村太左衛門方へ ・1通
縁付につき当宗門人別帳面より相除き候旨）　　［栃
本組深仁井田村］庄屋深谷弥左衛門→栃本村庄屋兼帯根
本八左衛門様

栃藝簿縣懸難総撫擁勢 文政4年巳11月 横切継紙（包紙入）

・1通
1377

帳面に引き請け一札）　　［栃本組深仁井田村］庄屋深
谷弥左衛門→栃本村庄屋兼帯根本八左衛門様

根本八左衛門請書控ならびに八傳五先触控［差上申一 文政6年未ll月；11月 横切継紙・1通 1363

撃翻醗翻題蝿犠塵霧轄楚モ宙 18日

しのこと）　根本八左衛門；八傳五→宗門御奉行所、御
代官所；栃本まで釜子へ右村々庄屋

大竹村吉蔵差上一札　　［差上申一札之事］（伯父清十 文政9年12月24日 竪紙・1通 843
昨23日吉岡村へ奉公口聞罷越、帰宅仕らず候につき、
尋仰せ付けられ、承知のこと）　尋人大竹村吉蔵、
（奥書）長百姓利左衛門、組頭次右衛門→大庄屋所

上野出嶋村もよ井善九郎養子一件書入　大庄屋所 万延元年申5月 袋入・5通2冊 1927

上野出嶋村鶴次願書控［乍恐以書付奉願上候事］ 万延元年申4月28日 竪継紙・1通 1927－1

上野出嶋村鶴次、親類秀之助、上野出嶋村村役人、大
庄屋根本八左衛門取次奥書→御領方御役所

栃鉾上謙翻賄欝善蠣解最醗離蒲 万延元年申5月 竪継紙・1通 1927－2

合惣代奥蔵、もよ、同家平蔵、もよ組合惣代平三郎、
扱人、組頭4名、兼帯庄屋遠藤啓作→大庄屋所

栃本組上野出嶋村善九郎ほか取極連印一札［以書付 万延元年申5月 竪継紙・1通 1927－3

奉願上侯事］　栃本組上野出嶋村善九郎、好身次郎
右衛門、組合惣代奥蔵、もよ、同家平蔵、もよ組合惣
代平三郎、扱人、組頭4名、兼帯庄屋遠藤啓作→大庄屋
所

栃本組上野出嶋村村役人ならびに大庄屋根本八左衛 竪継紙・1通 1927－4

門奥書（奥書部分のみ）　→御領方御役所

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書控［口上之覚］ （万延元年）申5月 横折紙・1通 1927－5

栃本組大庄屋根本八左衛門→御手代中様

栃本組上野出嶋村村役人ならびに大庄屋根本八左衛 （万延元年）申5月 横長半・1冊 1927－6

門口上書控［以口上書を奉申上候］　　［栃本組上
野出嶋村組頭初右衛門ほか2名、庄屋兼帯遠藤啓作、大
庄屋根本八左衛門→御手代中様

上野出嶋村もよ養子一件鶴次願二付形合手拍へ 万延元年申4月 横半半・1冊 1927－7

大庄屋根本栄三郎差上一札下書［差上申一札之事］ 元治元年子12月 竪紙・1通 2482
（栃本組下野出嶋村作蔵養女いち改寺改宗願い御聞
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2．栃本組大庄屋所／4．戸口関係事務／2。人別異動、奉公人

き届けにつき一札）　→宗門御奉行所

（栃本組大庄屋差出改宗願書控等綴） 1綴（6通〉 232

大庄屋根本八午改宗改寺願書控［差上申一札之事］ 明治2年11月 竪紙・1通 232－1

（釜子村新松婿兼吉他6名）　大庄屋根本八午→社寺
御役所、民政御役所

大辮鵯韓鞭麟魏群難隷宏隅 明治2年11月 竪紙・1通 232－2

寺御役所、民政御役所

大庄屋根本栄三郎改宗改寺願書控［差上申一札之事］ 明治2年11月 竪紙・1通 232－3

（栃本村忠治郎娘きさ）　大庄屋根本栄三郎→民政
御役所

大騨皇野徊騰麟諜購袈避以難禦 明治2年11月 竪紙・1通 232－4

市川覚八、同根本栄三郎→民政御役所、社寺御役所

大庄屋根本栄三郎神祇道改宗願書控［差上申一札之 明治2年11月 竪紙・1通 232－5

事］（栃本村神主山城女房）　大庄屋根本栄三郎→
社寺御役所

大庄屋根本栄三郎神祇道改宗願書控［差上申一札之 明治2年ll月 竪紙・1通 232－6

事］（上野出嶋村神主和泉他4名）　大庄屋根本栄
三郎→民政御役所

以横折御歎願申上侯（出奔人釜子組川東田村百姓門蔵 卯年5月24日 横長美・1冊 2227
帰村願書）　　（釜子組川東田村）組頭蔦蔵、同忠三郎、
庄屋広瀬藤七郎→大庄屋所

覚（組内出生子届書）　栃本組大庄屋根本八左衛門→御 卯年11月 横長美・1冊 2226－3

奉行所

栃本組同村村役人願書控［覚］（困窮百姓禿願い） 横折紙・1通 507
栃本組同村組頭庄右衛門、太左衛門

（吉岡村より棚倉町へ縁付女一件等につき奉行所にて 小切紙・1通 1053
仰渡しの旨伝達覚）

覚覇轟騒皇1撚轟認麟謙番測跨 竪切紙・1通 1147

栃本村村役人届書下書［以書付御届奉申上候］（栃本
村高橋永太郎旧釜子御庁より尋ね方仰せ付けられ候

小切紙・1通 1422

えども、行方知らずにつき届けのこと）　栃本村長
百姓根本忠一郎、組頭渡辺銀蔵、庄屋根本栄三郎→福島
県須賀川御出張御役所

2．5．争論訴訟関係事務

2．5．1．金銭論

2．5．1．1．大竹村清十質物金返金滞り一件

大竹村吉蔵口上書［以口上書奉申上候］（大竹村清十 文政9年戌年7月 竪紙・1通 1976
質物返金に差し詰まり奉公に罷り出たまま帰らず私
方にて弁金仰せ付けの件につき）　大竹村願主吉蔵

栃醒麟難辮騰壌認蕪辮脚鞭甥 文政9年戌8月16日 竪継紙・1通 888

願人吉蔵、［大竹村］長百姓組頭奥書→大庄屋所

鈴木幸左衛門書状（仰せ下されの通り受人名前認め差 酉12月12日 横切継紙・1通 1974
し上げ申す件につき）　鈴木幸左衛門→根本八左衛門
様
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2栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／1．金銭論／1．大竹村清十質物金返金滞り一件

鈴木幸左衛門書状（大竹村への私方貸金清十取り立て
　廻ると聞こえ侯件につき）　鈴木幸左衛門→根本八左

酉12月17日 横切継紙・1通 1982

衛門様

鈴木幸左衛門書状（大竹村清十質物金滞一件につき） 3月8日 横切継紙（包紙入） 1972
鈴木幸左衛門→根本八左衛門様 ・1通

大鵜綴鋤鐘轄溝響書耀騨購態美奈 3月12日 竪継紙（2とも包
紙入〉・1通

1979－1

公人清重、請人吉蔵、組頭治右衛門奥書奥印→大庄屋所
（包紙上書）「根本八左衛門様　鈴木幸左衛門」

根本八左衛門書状（清十返金一件につき）　根本八左 4月1日 横切紙・1通 1979－2

衛門→鈴木幸左衛門様

鈴木幸左衛門書状（大竹村清十質物金滞一件につき） 3月14日 横切継紙・1通 1957
鈴木幸左衛門→根本八左衛門様

根本八左衛門書状控（大竹村清十質物金返金滞り一件
　につき）　→鈴木幸左衛門様

3月14日 横切継紙・1通 1990

根本八左衛門書状下書（大竹村清十質物金返金滞り一
　件）　→鈴木幸左衛門様

5月4日 横切継紙・1通 874

鈴木幸左衛門書状（大竹村質物金滞一件につき）　鈴 5月28日 横切継紙（包紙入） 1981
木幸左衛門→根本八左衛門様 ・1通

根本八左衛門口上書控［口上］（大竹質物一件につき） 5月28日 横切紙・1通 1850
→鈴木幸左衛門様

鈴木幸左衛門書状（大竹村清十質物金返金滞り一件に
　つき）　→根本八左衛門様

7月21日 横切継紙（包紙入）

・1通
1833

根本八左衛門書状（大竹村清十返金の儀につき）　根 7月21日 横切紙・1通 1985
本八左衛門→鈴木幸左衛門様

官左衛門書状（質物金滞ならびに大竹口入一件につき） 7月28日 横切紙・1通 1963
→根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（清十質物金返金滞り一件につ 8月17日 横切継紙・1通 887
き）　→鈴木幸左衛門様

鈴木幸左衛門書状（清十質物金滞一件につき）　鈴木 8月晦日 横切継紙・1通 1975
幸左衛門→根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（清十質物金返金滞り一件につ
　き）　→鈴木幸左衛門様

9月29日 横折紙・1通 890

鈴木幸左衛門書状（大竹村清十質物金滞一件につき） 10月13日 横切継紙（2とも 1983－1

［釜子より］鈴木幸左衛門→［栃本にて］根本八左衛門様 包紙入）・1通

幸左衛門書状［極内々二申上候］（一件につき） 13日 横切紙・1通 1983－2

［釜子より鈴木］幸左衛門→［栃本にて］根本八左衛門様

鈴木幸左衛門書状（質物返金滞り一件につき）　　［釜 10月16日 横切継紙（包紙入） 1843
子より］鈴木幸左衛門→［栃本にて］根本八左衛門様 ・1通

鈴木幸左衛門書状（清十質物金滞りの件その他） 極月22日 横切継紙・1通 ※2462
［釜子より］鈴木幸左衛門→［栃本にて］根本八左衛門様

鈴木幸左衛門書状（清十質物返金滞り一件につき） 12月23日 横切継紙・1通 1904
→根本八左衛門様

根本八左衛門書状下書（大竹村清十質物金返金滞り一 極月26日 横折紙・1通 1829
件につき）　→鈴木幸左衛門様

鈴木幸左衛門書状（大竹村清十質物金返金滞り一件） 極月27日 横切継紙・1通（2 1992
→根本八左衛門様 枚〉
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2．栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／1．金銭論／1．大竹村清十質物金返金滞り一件

鈴木幸左衛門書状（清十の儀につき）　孝（幸）左衛門 23日 横切継紙（包紙入） 1973
→根本様 ・1通

覚（清十質物金勘定覚下書） 横切継紙・1通 889

請書下書［差上申御請書之事］（大竹村清十質物金返 横切継紙・1通 1995
金滞り一件）

2．5．1、2、田嶋村常右衛門質物返金滞り一件

栃本組大庄屋根本八左衛門願書口上書下書ならびに控 天保11年5月～天保12 竪継紙、竪紙・5 2496－10～14

籔槽渡斯騙篠領；礪鱗馨離醐握 年正月9日 通

滞り一件）　栃本組同村大庄屋根本八左衛門→御奉行所

白川領田嶋村常右衛門金子借用証文［借用申金子之事］ 天保12年正月 竪継紙・控とも2 840
（質物返金残金七か年賦返済取り決め）　白川領田嶋 通

村借用人常右衛門、親類安右衛門、組合権六→高田御領
栃本村根本八左衛門殿　　（奥書印形）田嶋村庄屋中ノ目
萬之丞

栃本組大庄屋根本八左衛門届書控［口上之覚］（白川 天保12年丑閏正月16日 横切継紙・1通 2521

潔難騙鯉響返駐鞭農灘瀟議茎
御奉行所

根本八左衛門書状控（田嶋村常右衛門質物返金一条、 子年4月12日 横切継紙・1通 喋273
受人多十郎不博につき心得方申し付けお願いのこ
と）　栃本より根本八左衛門→形見にて大沼徳左衛門様

栃本組大庄屋根本八左衛門願書下書［口上之覚］（白 子年8月26日 小切紙・1通 1223
川領田嶋村常右衛門質物返金の儀につき御掛合願
い）　栃本組同村願人大庄屋根本八左衛門→御手代中様

根本八左衛門口上書下書［口上之覚］（白川御領田嶋 子年10月15日 横切継紙・1通 1235
村常右衛門より差し上げ候質物返金願書甚だ不博の
申し立てにつき白川御役所へ御引き合い願い）　根
本八左衛門→御手代中様

栃本組大庄屋根本八左衛門口上願書控［口上之覚］ 子年10月21日 横折紙（細紙帯付 1267
（白川領田嶋村常右衛門質物返金滞りの件につき白 き）・1通
川御役所へ御引合願い）　栃本組大庄屋根本八左衛門
→御手代中様

根本八左衛門書状下書（常右衛門質物返金滞り一件に 卯年4月27日 横切継紙・1通 1919
つき）　→中ノ目萬之丞様

栃本組大庄屋根本八左衛門願書下書［口上之覚1（白 酉年6月17日 横折紙・1通 1230
川領田嶋村常右衛門質物返金ならびに同御領久田野
村きせ同返金の儀につき御掛合願い）　栃本組同村
願人大庄屋根本八左衛門→御手代中様

根本八左衛門書状下書（其御村常右衛門質物返金の件 正月27日 横切継紙・1通 1234
当金済ならびに年賦返済御請けにつきお取計らい願
い）　根本八左衛門→中ノ目萬之丞様

根本八左衛門書状下書（其御村常右衛門質物返金の儀 2月26日 横切紙・1通 1224
如何様に御座侯やお知らせ下されたき旨）　根本八
左衛門→［田嶋村］中野目万之助様

根本八左衛門書状下書（常右衛門質物返金の儀如何の 3月3日 横切紙・1通 1225
向きに候やお知らせ下されたき旨）　根本八左衛門
→［田嶋村］中野目万之助様

壁雅歎耕灘禦蝶蠣鵯傑喬舗83月18日 横長美・1冊（3丁） 1252

下されたき旨）　根本八左衛門→中ノ目萬之丞様
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2．栃本組大庄屋所／5・争論訴訟関係事務／1．金銭論／2．田嶋村常右衛門質物返金滞り一件

根本八左衛門書状控（［田嶋村］常右衛門返金如何相 4月2日 小切紙・1通 2523
成り侯やお尋ね）　根本八左衛門→中ノ目万之丞様

田嶋村中ノ目萬之丞書状（常右衛門一件、只今御返納 4月5日 横切継紙（包紙入） 2524
は難儀の旨常右衛門申し出のこと）　田嶋村中ノ目 ・1通
萬之丞→栃本村根本八左衛門様

根本八左衛門書状控（常右衛門返金滞り一件、この上 4月5日 横切継紙・1通 2525
は上訴に及び候ほかこれなき旨のこと）　根本八左
衛門→中ノ目萬之丞様

中ノ目萬之丞書状（常右衛門年賦金返済方申しつけの 5月8日 横折紙（包紙入） 1977
件）　　［田嶋村］中ノ目萬之丞→［栃本村］根本八左衛 ・1通
門様

根本八左衛門書状下書（其御村常右衛門質物返金滞り 9月22日 横切紙（こより紐 1215
の儀につき御下役派遣の件）　根本八左衛門→中ノ目 括り）・1通（別
萬之丞様 啓共2枚）

根本八左衛門書状下書（常右衛門質物返金滞りの件進 10月13日 竪折紙・1通 1218
展無きにつき又々御引合願い候旨）　根本八左衛門
→中ノ目万之丞様

根繊繋舗禦糠鰍翻籔廃 10月15日 横切継紙・1通（別
紙とも2枚〉

1266

寺様

栃本村根本八左衛門書状下書（田嶋村常右衛門質物返 10月16日 横長美・横切継紙 1226
金掛け合いの件）　栃本村根本八左衛門→［田嶋村］ （包紙入）　1通

清光寺方丈様 （追啓、別紙とも2
枚・1綴）

栃奎驚訟舌欝潴講蕩蠣襲編義騨 10月17日 横切継紙・1通 1236

すべきや承知仕りたき旨）　栃本根本八左衛門→田嶋
清光寺

清光寺書状（形見村多十郎方へ弁金の御引合仕り候儀 10月19日 横切継紙（包紙入） 1219
につき当役所へ御内意伺いの件）　田嶋村清光寺→ ・1通
根本八左衛門様

覚（久田野村きせ、田嶋村常右衛門へ貸金元利勘定か） 小切紙・1通 1248

（田嶋村常右衛門質物返金滞り一件書状写） 横長美・1冊 1953

願書下書［以書付奉願上候事］（田嶋村常右衛門質物 仮綴・仮1冊 1954
返金滞り一件）

2．5．1．3．下野出嶋村亡幸三郎跡借財一件

覚（下野出嶋村幸三郎後家借財貸人共より用捨の分相 文久2年戌3月 横折紙・1通 870
調べ書上）　取扱人関根永作、同熊谷大吉→荒井文左衛
門様、仁豊野大介様

下野出嶋村亡幸三郎跡借財一件書類入 文久2年戌7月 袋入・1冊1綴14通 1947

下野出嶋村村役人口上書［口上之覚］　組頭惣左衛 寅年4月 横長美・1冊 1947－1

門ほか2名、庄屋兼帯関根永作→大庄屋所

膝響響讐離翻騒織犠職黙講 文久2年辰ll月17日ほ
か

綴・1綴（18通） 1947－2

組頭惣代遠藤幸右衛門、庄屋兼帯関根永作；ほか→大
庄崖所

栃響港嬰禦響騒翫犠職蝿講 文久2年辰9月7日ほか 竪紙・9通 1947－3～11
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2．栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／1．金銭論／3．下野出嶋村亡幸三郎跡借財一件

組頭惣代遠藤幸右衛門、庄屋兼帯関根永作、大庄屋根
本栄三郎；ほか→御奉行所；御代官所

下衡轡駈瞥誰嚢臨講難鶉㍊ 文久2年戌8月6日 竪紙・1通 1947－12

につき村預けのこと）　下野出嶋村治三郎好身組合
熊吉、村役人惣代組頭要右衛門、同遠藤幸右衛門→大
庄屋所

竪紙、横折紙・4 ≦947－13～16
（下野出嶋村村役人届書ほか下書） 通

関根永作・熊谷大吉願書［乍恐以書付奉嘆願侯］（栃 文久3年3月 横長美・1冊 2293
本組下野出嶋村亡幸三郎跡相続方・貸金一一件二付願
書写屈書）　→大庄屋所

栃本組大庄屋根本栄三郎申上書控［乍恐以書付奉願上 亥年11月11日 横折紙・1通 869
候事］（下野出嶋亡幸三郎借財一条）　→御領方御役
所

下野出嶋村儀平俸常吉口書（姉婿亡幸三郎借財一件御
　取調中逃出しのことにつき）

横折紙・1通（2枚） 1851

2．5、1．4．その他

栃本組千田五右衛門・同村作右衛門口書［御尋二付申 文政13年寅4月12日 横切継紙・1通 1520

携房灘舞緬右簾辮欝舗鴇禽馨
右衛門、（奥書）右両人好身組合惣代清右衛門、頭源右衛
門、同与五右衛門、庄屋小林七右衛門→大庄屋所

栃本組吉岡村光右衛門他2名願書［指上申一札之事］ 天保13年6月 竪継紙・1通 853
（滑津村門屋和助殿よりの借用金返済方取り決めに
つき仲介依頼のこと）　　［栃本組吉岡村］光右衛門、
弟亀蔵、同多重→居村御役元　　（奥書連印）［吉岡村］組
頭喜左衛門、同林蔵、庄屋小林藤右衛門→大庄屋所宛

（滑津村油屋猶吉6吉岡村小平藤右衛門借用金返済滞 天保13年10月 袋入・3通 2008
一件）　栃本組吉岡村　　（袋表書）r滑津村油屋猶吉6
吉岡村小平藤右衛門借用金返済滞御尊判被附候壱巻入」

以書付御届申上候事（借用金滞二付被訴候旨）　栃 天保13年10月 竪継紙・1通 2008－1

本組吉岡村長百姓庄右衛門、組頭喜左衛門、同林蔵、
庄屋小平藤右衛門→大庄屋所

（借用金滞出入訴状写）　栃本組吉岡村組頭喜左衛門、 天保13年10月 竪継紙・1通 2008－2

同林蔵、庄屋小平藤右衛門→大庄屋所

（借用金滞出入返答書可差出旨請書写）　栃本組吉岡 天保13年10月 竪継紙・1通 2008－3

村組頭喜左衛門、同林蔵、庄屋小平藤右衛門→大庄屋
所

栃本組吉岡村弥八郎ほか4名請書［差上申御請書之事］嘉永元年申3月 竪継紙・1通 1547
（赤羽村源蔵方よりの借用金滞りにつき返済方取り
決めのこと）　栃本組吉岡村借用人弥八郎ほか4人、取
扱人覚右衛門ほか1人、組頭長七ほか1人、庄屋兼帯深仁
井田村庄屋深谷弥左衛門→大庄屋所

口上之覚（米穀売掛金滞り二付済方願書）　願人岩瀬 午年6月 横長美・1冊 2189
屋伝三

栃本組吉岡村徳十ほか1名受書［差上申御受書之事］ 午年12月23日 竪紙・1通 1548
（吉岡村光蔵、小作田関根沢右衛門殿よりの借用の
口入金滞りにつき、私ども返済仰せつけられ承知の
こと）　栃本組吉岡村光蔵好身徳十、同弥蔵、（奥書）
吉岡村組頭喜左衛門→大庄屋

深谷唯八覚書［覚］（親類又左衛門方より合力金返済 5月21日 横長美・仮1冊（3 1227
の件等につき不実の訴えあるにつき反訴のこと） 枚）
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2．栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／1．金銭論／4。その他

深谷唯八

某願書下書［以書付奉願上侯事］（千田村市右衛門白 横折紙・1通 1406
川領関和久村兵蔵方質物一件ならびに同村利右衛門

箔雛謙講薩協鮮付けら燃こつき泊

栃翻鰐憐糀螺雛篶＋齪講謬霧奢 竪紙・1通 1518

（濱尾組小作田村関根沢右衛門よりの借金返済滞り
につき好身として返済申しつけられ承知のこと）
栃本組吉岡村病気覚右衛門好身多十、他行庄右衛門好身
庄十、同又左衛門

某口上書下書［口上之覚］（大竹村源右衛門と吉岡村 横折紙・1通（2枚） 1915
源三郎と金銭出入りにつき）　　（紙背）栃本組同村水
月寺ほか4か寺口上書控（不取締の訴状出一件）　年不詳
栃本組大庄屋根本八左衛門・宮村組大庄屋市川覚左衛門
奥印→御手代中

2．5．2．山論、地論、堰論

2．5．2．1．新畑新堀切開き出入一件

栃鞭羅蹴顯醐徽耀騨 文化10年酉9月 竪継紙・1通 1556

返答）　大竹村百姓惣代伊平、組頭久米七、庄屋八代久
次平、上野出島村百姓惣代利左衛門、組頭猶右衛門ほか2
名、庄屋鈴木官吾

栃本組大竹村上野出島村村役人惣百姓代願書控［以書 文化ll年戌3月 竪継紙・1通 1552

欝麟辮露欝蕪繍羅購
左衛門、組頭久米七、庄屋八代久治兵衛、同組上野出島
村惣百姓代利左衛門、組頭猶右衛門ほか2名、庄屋鈴木官
吾、（奥書）大庄屋根本八左衛門→御奉行所

栃本組大竹村上野出島村村役人惣百姓代願書控［以書 文化11年戌3月 竪継紙・1通 1553
付奉申上候事］（当両村地内へ御預所若栗新田村に
て新畑ならびに新堀切り開き出入り一件につき御取
扱い願い）　栃本組大竹村惣百姓代伊兵衛、組頭久米七、
庄屋八代久次平、同組上野出島村惣百姓代利左衛門、組
頭伊七ほか2名、庄屋鈴木官吾→（釜子村）鈴木源内殿、
（双里村）岡部藤左衛門殿

栃本組大竹村上野出島村村役人願書控［乍恐以書付奉 文化13年子6月 竪継紙・1通 1557
願上候事］（当両村地内へ御預所若栗新田村にて新
畑ならびに新堀切り開き出入り一件、若栗新田より
内済破談再訴につき、御預御役所へ引合い願い）
栃本組上野出島村百姓代利左衛門、組頭猶右衛門ほか2名、
同組大竹村百姓代伊兵衛、組頭久米七、庄屋兼帯上野出
島村庄屋鈴木官吾、（奥書）大庄屋根本八左衛門→釜子御
役所

2．5．2．2．大竹村若栗新田村地論

大竹村若栗新田地論一件書 包紙入、こより一 1601
括・3点

若栗新田庄屋坂本定右衛門書状ならびに大竹村兼帯 （天保6年）未2月26日 仮綴・1綴（4通） 1601－1

講難翻鱒翻麟謡灘覆警 ～3月10日

状）　若栗新田庄屋坂本定右衛門；大竹村兼帯栃本村
庄屋根本利右衛門→大竹村兼帯栃本村庄屋根本八左衛
門様；若栗新田御庄屋坂本定右衛門様
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2．栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／2．山論、地論、堰論／2．大竹村若栗新田村地論

栃本組大竹村久五郎次右衛門届書下書ほか綴（若栗 天保7年申2月21日 仮綴・1綴（3通） 1601－2

新田と地論一件内済につき）　栃本組大竹村久五郎、
次右衛門、根本利右衛門（ただし棒線にて抹消）→御
奉行所、郡方御役所

（論所略絵図） 1鋪 1601－3

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書下書［口上之覚］ 子年6月 横折紙、横切紙・ 1233

蜥娯識額綴嬬鞭騙隷鞭1捜鴨 2通（別紙とも）

栃本組大庄屋根本八左衛門→郡方御役所　　（別紙）（上野
出嶋大竹村）村役人願書下書［乍恐以書付奉願上候事］
（上野出嶋大竹両村地内当村野手所の内における若栗新田
村の新畑新堀企て禁止願い）　大庄屋根本八左衛門奥書、
郡方御役所宛

栃本組大竹村上野出嶋村庄屋口上書［口上之覚］（若 亥年11月 横折紙（包紙入） 1998
栗新田より掛合い両村地所一件につき）　栃本組大 ・1通

竹村庄屋八代伝左衛門、同組上野出嶋村庄屋鈴木官蔵、
大庄屋根本八左衛門取次奥書→郡方御役所

2．5．2．3．吉岡村と赤羽新屋敷川原田3か村堰論一件

栃本組吉岡村村役人願書下書［以書付奉願上候事］ 嘉永7年寅8月16日 竪紙・1通 1229
（塙御支配所赤羽新屋敷川原田3か村へ相懸り堰論一
件出訴につき江戸御留守居様への御添翰下付願い）
栃本組吉岡村長百姓弥蔵、組頭弥市郎、庄屋兼帯大沼徳
左衛門、奥書大庄屋根本八左衛門→御奉行所

吉岡村堰論一件二付手拍へ　根本氏 嘉永7年8月 横半半・1冊 819

（吉岡村堰論一件書類綴） 嘉永7年8月 仮綴・1綴 820

乍恐以書付御歎願奉申上候（赤羽村・新屋敷村両村用 嘉永7年8月 竪美・1冊 2065
水堰之儀二付、川原田村川原境二付）　御名領分奥
州白川郡吉岡村百姓代弥蔵、組頭喜十郎、庄屋徳左衛門
→寺社御奉行所

栃本組大庄屋根本八左衛門ならびに栃本組吉岡村庄屋 木綿紐一括・5通 1257～1261
萎難顯薪翻鱗擁騨鱒状藷（吉岡ヰ寸

大沼徳左衛門書状（飛脚賃1里156文の割合にてお頼 8月29日 横切継紙（包紙入） 1257
み申し候旨）　　（栃本組吉岡村庄屋兼帯形見村庄屋） ・1通
大沼徳左衛門→根本八左衛門様

踏蕪騨韻編甦驕簿魏羅墾鍛 9月3日 横切継紙・1通 1258

りの出入書類残らず送付の件など）　根本八左衛
門→（栃本組吉岡村庄屋兼帯形見村庄屋）大沼徳左衛
門様

根本八左衛門書状下童（堰論一件につき堰所変更の
　ほかこれなき旨御擾所にて内談のこと、ならびに

9月2日 横切継紙・1通 1259

川原田赤羽新屋敷3か村出府のこと、その他につ
き）　根本八左衛門→（栃本組吉岡村庄屋兼帯形見村
庄屋）大沼徳左衛門様

大沼徳左衛門金銭勘定書［覚］（賃銭金3分2朱588文 9月2日 小切紙・1通 喋260
渡方覚）　　（栃本組吉岡村庄屋兼帯形見村庄屋）大沼
徳左衛門→多吉殿

多吉金銭受取書［覚］（金3分2朱588文）　多吉→上 9月2日 竪切紙・1通 1261

覚（吉岡村堰論一件諸入用拝借返納金減額願書下書） （安政5年ヵ） 横長美・1冊 2273

根本八左衛門書状下書（寺社御奉行所へ取扱いお呼び 10月2日 横切継紙・1通（別1253
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2・栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／2．山論、地論、堰論／3．吉岡村と赤羽新屋敷川原田3か村堰論一件

出しの件、その他につき。吉岡村より赤羽新屋敷川 紙とも2枚）

原田3か村へ相懸り堰論江戸出訴一件か）　根本八
左衛門→大沼徳左衛門様　　（端裏書）「十月三日深谷弥蔵
へ渡ス　江戸へ登セ候」

訴状写（用水堰場出入二付）　吉岡村［榊原式部大輔領 嘉永7年8月 竪美・1冊 2347
分奥州白川郡吉岡村小前村役人惣代訴訟人庄屋徳左衛門、
同組頭喜十郎］→寺社御奉行所様

栃本組吉岡村庄屋兼帯大沼徳左衛門・大庄屋根本八左 安政5年12月 横折紙・1通 2272
衛門口上書控［口上之覚］（吉岡村堰論一件諸入用
拝借返納金減額願書）　→御領方御役所

栃本組吉岡村庄屋兼帯形見村庄屋大沼徳左衛門願書控 嘉永7年寅8月 竪紙・1通 1265
［以書付奉願上侯事］（塙支配所赤羽新屋敷川原田3
か村へ相懸り堰論一件につき江戸表へ出訴したく出
府仰せ付け願い）　栃本組吉岡村庄屋兼帯形見村庄屋
大沼徳左衛門、大庄屋根本八左衛門奥書→御奉行所

栃本組吉岡村村役人願書［口上之覚］（吉岡村出入一 卯年6月 横折紙・1通 3000
件につき出府の節江戸御屋敷にて拝借仕り候金子上
納につき御登せ願い）　栃本組吉岡村組頭喜十郎、同
惣兵衛、兼帯庄屋大沼徳左衛門→大庄屋所

［哲翻繍翻！鍛響難醗燥羅）（形鴨柔 子年ll月28日 横折紙・1通 1268

組形見村］庄屋大沼徳三郎→大庄屋所

吉岡村堰一件手控 安政2年4月 横半半・1冊 818

大鵜雑鮮畿織朧暴翻一穫轟搬 子年11月 横折紙・1通 1269

三郎→御領方御役所

2．5．2．4．仁井田村蕪内村用水堰出入

根本八左衛門書状控（蕪内村より仁井田村への畑地出 正月16日 横切継紙・1通 1591
入りの件につき用水堰故障の儀は筋違いの旨申し入
れのこと）　　［浅川旅宿より］根本八左衛門→橋本久之
右衛門様

橋本久之右衛門書状（蕪内村より仁井田村への畑地出 正月16日 横切継紙・1通 1592
入りの件につき用水堰故障筋違いの儀承知のこと）
橋本久之右衛門→根本八左衛門様

駒井忠兵衛他2名連名書状写（御領分仁井田村より当 正月20日 横切継紙・1通 1593
領分蕪内村への用水一件につき蕪内村へ熟談申し付
けのこと）　駒井忠兵衛、新貝源八、岡本作郎右衛門

（讐鑛調建雛繋辮轍燃盟麟葎 2月9日 横長美・1冊 2296

門→三浦嘉右衛門

2．5．2．5．その他

寛保2年戌10月15日 竪紙・1通 1589

栃本組中寺村村役人願書［乍恐以書付奉願候事］（当 寛延3年午4月 竪継紙・1通 1596
村苅敷山へ堀之内村の者共理不尽立入りの件ならび
に堀之内村入会山に不法建札の件ご吟味願い）　栃
本組中寺村組頭吉右衛門、庄屋杢之助→大庄屋所

幣盤出櫻融鷺職羅驕撫緩晶灘 宝暦6年子6月 竪継紙・1通 1599
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2．栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／2。山論、地論、堰論／5．その他

委細申上候事］（当村地内曲田と申す地所につき地
論水論一件）　栃本組金山村惣百姓代善蔵他1名、組頭
甚助他2名、庄屋十右衛門

高里鰻餅樵雑鰭螺萬隷峯孝出驚篇 文政9年10月28日 竪紙・1通 2497－4

細倉村惣代茂市右衛門、同金四郎、組頭茂兵衛、庄屋兼
帯深仁井田村深谷弥左衛門→白川御領蕪内村庄屋組頭衆
中、惣百姓中

（千田村山論一件）　　（包紙）r千田村山論留右衛門請書 袋入・2通 2009
也」

栃醗潟臨鮪御灘組橘耀縣聾課 嘉永7年12月20日 竪継紙・1通 2009－1

蔵、組頭与右衛門、同七郎治→大庄屋所

栃本組千田村小前惣代村役人口上書［以口上書奉申 嘉永7年12月20日 竪継紙・1通 2009－2

上候］（千田村山論二付）　栃本組千田村小前惣代
佐吉、長百姓清十、組頭与右衛門、同七郎治→大庄屋
所

河東田村村役人差出一札写［差出申一札之事］（元当 明治3年午5月 竪継紙・1通 1597
村地所字「とふめき」につき下羽原村と深渡戸村と
の田地繰合に故障なき旨一札写し差し上げのこと）
［河東田村］組頭蔦蔵、同忠三郎、庄屋藤十郎→御用番大
庄屋所　　（本文差出宛名）河東田村惣代和蔵、角蔵、長
百姓六郎、組頭蔦蔵、同忠三郎、庄屋藤重郎→御取扱梁
森村四郎殿、番沢村稲太郎殿：取扱人稲太郎、四郎→下
羽原村

深渡戸村下羽原村庄屋済ロー札写［差出申済ロー札之 明治3年午5月 竪継紙・1通 1598
事］（下羽原村地内字「とふめき」所属につき深渡
戸村と出入り内済につき済口証文写し差し出しのこ
と）　深渡戸村庄屋兼帯長平、下羽原村庄屋六郎、御用
番大庄屋根本栄三郎→民政御役所　　（本文差出宛名）下
羽原村惣代清三郎、豊治、長百姓徳治、組頭伝七、庄屋
六郎、深渡戸村惣代幸八郎ほか2名、長百姓瀧蔵、組頭与
五郎、庄屋兼帯長平→御取扱梁森村四郎殿、番沢村稲太
郎殿、

若栗新田御百姓次右衛門ほか9人願書写［乍恐以書付 卯年2月 横折紙・1通 1255
奉願上侯事］（小貫村の者共、若栗新田村次右衛門
畑廻りの植松残らず伐採につき吟味願い）　若栗新
田御百姓次右衛門ほか9人、組頭利兵衛、庄屋源内、滑津
組大庄屋野木伊右衛門奥書　　（1551参照）

中寺村組頭吉兵衛庄屋源右衛門願書控［乍恐以書付奉 申年8月 竪継紙・1通 1594

雛乱繍勢峯1蹴劉罰へ宮瀬本翻碍
村組頭吉兵衛庄屋源右衛門→［上］

某器訂書［口上之覚］（細倉村と帥i領蕪内村地 6月19日 横切紙・1通 886

覚（大竹村地境につき天正以来由緒書上のこと） 横切継紙・1通 1283

口上覚（若栗村飛地大竹村境論二付内分済願書写） 横長美・1冊 2097

（山論絵図下書） 継紙・1鋪 2343

2．5．3．その他の争論

栃本組深渡戸村清十方へ白川御役所より御添簡写井先 天保5年8月 横切継紙、竪継紙 2496－5

方より願書返答書御拍［非常備米買請け出入一件］ （包紙入、こより

冨須儀太夫、梅村角兵衛；横町願人義兵衛；栃本組深渡
戸村清十→吉田林右衛門様；町御役所；釜子御役所

一括）・3通
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2．栃本組大庄屋所／5．争論訴訟関係事務／3．その他の争論

深渡戸村惣百姓差出一札［差上申一札之事］（組頭役 慶応元年12月 竪継紙・1通 ※931－4－5

両人和合二付）　釜子組深渡戸村勝次他22名、長百姓1
名、組頭2名、庄屋兼帯1名→大庄屋所

白坂宿助郷差縫一件熟談議定書其外書類入　三組大庄 慶応3年卯8月 袋入・3通1冊 1939
屋所

白坂宿検断問屋年寄御公領惣代小田新田村庄屋その 慶応3年卯8月 竪継紙・1通 1939－1

他連印議定書写［議定一札之事］　白坂宿検断間
屋市之助、同年寄新左衛門ほか3名、御公領惣代小田新
田村庄屋覚三郎、同金山村庄屋庄蔵、高田領梁森村庄
屋佐和右衛門ほか6名、宮村組番沢村庄屋穂積義三郎ほ
か3名添書→三組大庄屋所

白坂宿検断問屋ほか差出一札写［差出申一札之事］ 慶応3年卯8月 竪継紙・1通 1939－2

小名浜支配所白坂宿検断問屋市之助、同小田若新田村
庄屋七蔵ほか1名→助郷三拾四ヶ村御惣代中、宮村組番
沢村庄屋穂積義三郎ほか3名添書→三組大庄屋所

白坂宿検断間屋年寄御公領惣代小田新田村庄屋その 慶応3年卯8月 竪継紙・1通 1939－3

他連印示談一札写［示談一札之事］　白坂宿検断
問屋市之助、同年寄新左衛門ほか3名、御公領惣代小田
新田村庄屋覚三郎、同金山村庄屋庄蔵、高田領梁森村
庄屋佐和右衛門ほか6名、宮村組番沢村庄屋穂積義三郎
ほか3名添書→三組大庄屋所

亥三月より当卯二月迄打銭買揚賃三分割戌十一月よ 慶応3年卯8月 横長美・1冊 1939－4

り卯二月御割増銭井加助賃割合差引帳　助郷三拾
四ヶ村之内高田領拾四ヶ村

三整講鵜糀声磯鐸耀蕎騨 明治6年酉1月31日 袋入・1綴2冊1包 1940

（栃本村字「寺か入」村中持地付山払木一件関係文書） こより一括・5冊 1685～1689

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書下書［口上之覚］ 亥年2月 横長半・1冊 1685
→御手代中様

栃本組大庄屋根本八左衛門口上書控［以口上書払木 亥年2月 横長半・1冊 1686
一条双方意味左二奉申上候］

源蔵口書下書［御糺二付差上申口書之事］　［栃本 子年3月8日 横長半・1冊 1687
組同村組頭］源蔵、栃本村組頭辰三郎、立会同組深仁
井田村庄屋深谷唯助奥書→大庄屋所；大庄屋根本八左
衛門→御奉行所

とみ口書ならびに林蔵口書下書［御糺二付差上申口 横長半・1冊 1688
書之事］　［栃本組同村佐吉後家］とみ、栃本組同村
組頭代俸忠次、栃本村組頭辰三郎、立会同組深仁井田
村庄屋深谷唯助奥書→大庄屋所／大庄屋根本八左衛門
→御奉行所；林蔵

栃本組同村組頭辰三郎口書下書［御尋二付差上申口 亥年3月8日 横折紙・1通 1689
書之事］　栃本組同村組頭辰三郎、立会同組深仁井田
村庄屋深谷唯助奥書→大庄屋所／大庄屋根本八左衛門
→御奉行所

大庄屋根本八左衛門口上書下書［口上之覚］（上野出 巳10月23日 横折紙・1通 1034
島村小前出入の始末につき）　大庄屋根本八左衛門→
御手代中様

稲太郎ほか1名口上書［乍恐口上］（下羽原・深渡戸・ 5月ll日 竪継紙・1通 1805
川東田三か村出入り一件内済の件）　→根本栄三郎
様

（下野出島一件につき奉行所にて仰渡しの旨伝達覚） 小切紙・1通 1052
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／1．村況、村役人、村議定

2．6．その他の組行政事務

2．6．1。村況、村役人、村議定

（村中誓約神文ならびに血判書）　年寄又右衛門他年寄2 延事5年4月21日 竪継紙・1通 951
名、年寄次1名、長百姓金平他長百姓4名、頭百姓儀曽右
衛門他頭百姓9名、小前浅右衛門他36名

御好書品々書上帳拍（古城古戦場猪鹿狩場等相調べ書 寛延2年12月 横長美・1冊 990
上綴り）　白川郡栃本組

覚（栃本組中寺院・庵・行屋明細届書）　栃本組大庄 宝暦8年12月 横長美・1冊 2315
屋根本八左衛門→御奉行所

初寄合其他諸事申渡用領覚　大庄屋所根本八左衛門 天明6年～文化14年 竪美・1冊 903

村高人別相調書上帳　栃本組河東田村［組頭銀右衛門他 寛政3年4月 横長半・1冊 351
組頭1名、庄屋茂左衛門、大庄屋根本左吉］

覚（栃本組赤羽村源太郎分酒造株高・酒造高調書） 享和3年2月 横折紙・2通 2362
組頭五三郎、同伊左衛門、同佐太郎、庄屋源太郎、庄屋
後見江尻市郎右衛門

覚（栃本組外槙村地境・山境調書）　栃本組外槙村組 享和3年2月 横折紙・1通 2363
頭友吉、倉之助、同幸八、庄屋大沼徳左衛門

覚（組頭役任命願書）　簗森村庄屋吉左衛門 文化13年10月 横折紙・1通 2316

覚（栃本組同村・大竹村明細書上帳）　栃本組同村組 （天保2年）9月 横長美・1冊 2204
頭金之助、同義八、同組大竹村組頭治右衛門、両村庄屋
兼帯大庄屋根本八左衛門

覚（天保3辰年分栃本組同村・大竹村村明細調書）（天保3年）9月 横長美・1冊 2298
栃本組同村組頭金之助、同義八、同組大竹村組頭治右衛
門、両組庄屋兼帯大庄屋根本八左衛門

栃灘髭購艦碍脇麟蜥舳轄贋 天保3年10月13日 竪紙・1通 1521

栃本組形見村組頭幸左衛門、庄屋大沼宇兵衛→大庄屋所

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

諸書上御拍覚（栃本組細倉村深仁井田村大竹村にて御 慶応4年8月 横長美・1冊 1412
陣屋預り品これ無き旨書上、同3か村預かり米書上、
御林書上、用水堰書上、15歳以上60歳以下人別書上）
大竹村組頭佐久間栄蔵、細倉村組頭松右衛門、深仁井田
村組頭熊吉、同勇之助、庄屋深谷金次郎→（大庄屋所）

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

差上申一札之事（威鉄砲拝借願書）　宮村組小松村組 明治2年11月 竪美・1冊 235
頭栄次郎、同清四郎、庄屋須釜嘉作、同組同村組頭佐十
郎、同八曽吉→民政御役所

（牛馬調之儀二付太政官布達廻状）　大庄屋所→形見村、 辛未年5月3日 横長美・1冊 2277
千田村、上野出嶋村、大竹村、下野出嶋村、吉岡村、深
仁井田村、細倉村右村々庄屋中

陛欝填麟羅臨会雛辮艇鮮下書ならび 子年11月 横折紙・2通 1916

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
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2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／1．村況、村役人、村議定

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

栃本組千田村ならびに釜子村小貫村届書［覚］（預り 辰年8月 横折紙・2通 1413
御蔵米有り米取り調べ書上）　　［栃本組千田村］組頭
平之丞、同久米蔵、庄屋深谷雄三、根本栄三郎；　［釜
子組小貫村］組頭権蔵、同辰蔵、同庄左衛門、取計役瓦
吹重次郎、庄屋兼帯有賀権次郎→釜子御役所；大庄屋所

（苗字帯刀御免・農業出精人届書） 巳年9月 横長美・1冊 2276

申年月番之覚 未年12月 横切紙・1通 2235

酉月番之覚 酉年正月 横切紙・1通 2240

戌月番覚 戌年正月 横切紙・1通 2239

覚（栃本組同村・同組大竹村明細書上帳）　大竹村組 戌年9月 横長美・1冊 2326
頭次右衛門、栃本村組頭義左衛門、同義八、両村庄屋兼
帯大庄屋根本八左衛門

（籏宿元組・板橋元組・釜子組より浅川まで里数覚） 横長美・1冊 2229

丑月番覚 横切紙・1通 2236

子月番覚 横切紙・1通 2237

亥月番覚 横切紙・1通 2238

覚（触元大庄屋・大庄屋・大庄屋俸・駒付・権断・帯 横長美・1冊 2292
刀庄屋等人名書立）

村役人（2．6．1．村況、村役人、村議定のうち）

我妻半右衛門他15名起請文（栃本組下村々庄屋諸御用 寛保2年6月 竪継紙・1通 937
賄方二付）

覚（御代役勤書上）　新屋敷村庄屋武吉→御仲郎様方 （文化5年）11月11日 横切紙・1通 742－2－1

覚（御代役勤書上）　下新城村庄屋 （文化5年）11月11日 小切紙・1通 742－2－2

覚（御代役勤書上）　深渡戸村庄屋喜左衛門 （文化5年）11月11日 横切紙・1通 742－2－3

（御代役勤書上）　形見村庄屋大沼清左衛門；河東田村庄 （文化5年）11月11日 横切紙・1通 742－2－4
屋善左衛門

覚（御代役勤書上）　深谷唯八 （文化5年）11月11日 横切紙・1通 742－2－5

覚（組頭役候補者として栃本組河東田村百姓源五右衛 文政4年2月 横折紙・1通 1032
門名前書上）　　［栃本組河東田村］庄屋廣瀬百次郎、後
見深谷弥左衛門

千羅蔚擁鯵顯非］霧舗轍臨鎌凝 文政4年巳3月27日 横折紙（包紙入）

・1通
1243

右衛門→大庄屋所（包紙表書は下野出嶋村遠藤勇蔵様宛）

河東田村廣瀬百次郎書状［覚］（栃本組河東田村村役 文政4年巳3月 横折紙（包紙入） 1242
人寺院替り有無につき届書のこと）　河東田村組頭 ・1通
源五右衛門、同儀兵衛、庄屋廣瀬百次郎、後見具茅弥次
右衛門→下野出嶋村遠藤勇蔵様

（寺院村役人替りの者有無につき届書等）　→下野出嶋 こより一括・11通 1036～1046
村遠藤勇蔵

形見村大沼清左衛門書状［覚］（寺ならびに村役人 8月14日 横切継紙・1通 1036
替りにつき届けのこと）　形見村大沼清左衛門→下
野出嶋村遠藤勇蔵様
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栃雑歓噺慰舗醐璽劃霧繍奪餉 申年3月27日 横折紙（包紙入）

・1通
1037

庄屋小林七右衛門→大庄屋所（包紙は「下野出嶋村遠
藤勇蔵様」宛）

清左衛門書状［覚］（寺ならびに村役人替りにつき 3月28日 横切継紙・1通 1038
届けのこと）　　（形見村）清左衛門→（下野出嶋村
遠藤）勇蔵様

天倉留三郎書状（伊惣次後役、当村材蔵へ仰せ付け 3月26日 横切継紙・1通 1039
の旨届けのこと）　天倉留三郎→下のてじま遠藤勇
蔵様

根本八左衛門書状［覚］（栃本組同村村役人替りに 4月2日 横切継紙・1通 1040
つき届けのこと）　根本八左衛門→遠藤勇蔵様

関根永作書状［口上］（泉守申出一件につき、出勤 3月21日 横折紙・1通 1041
の節、注連（七五三）頭の御書付持参依頼のこと）
関根永作→栃本旦那様

栃本組大庄屋所届書［覚］（栃本組同村組頭ほか名 8月14日 横切継紙・1通 1042
前屈けのこと）　　［栃本組］大庄屋所→下野出嶋村
庄屋中

驚繰贈膿籍緬塑脚［霧矯奪餉 文政6年8月14日 横折紙（包紙入）

・1通
1043

庄屋小林七右衛門→大庄屋所（包紙は「下野出嶋村庄
屋遠藤勇蔵様」宛）

（深仁井田村庄屋）深谷弥左衛門届書［覚］（仁井田 8月14日 小切紙・1通 1044
細倉両村寺院村役人替り無き旨届けのこと〉
（深仁井田村庄屋）深谷弥左衛門→遠藤勇蔵様

上野出嶋村組頭中届書［覚］（上野出嶋村寺院村役 8月14日 小切紙・1通 1045
人替り無き旨届けのこと）　　［上野出嶋村］組頭中
→遠藤勇蔵様

天倉留右衛門届書［覚］（寺院村役人替り無き旨届 8月14日 小切紙・1通 1046
けのこと）　　（吉岡村）天倉留右衛門→遠藤勇蔵様

（宮村組同村組頭役交替書類綴）　御用番大庄屋根本栄 （明治3年） 仮綴・1綴 2196
三郎

大庄屋呼出状（明朝六ッ半頃お越しくだされたきにつ 子10月22日 横切紙・1通 1766
き）　大庄屋→千田村庄屋中

（高木村菊次郎庄屋役儀相続願い関係書類） こより一括・3通 1262～1264

根本八左衛門先触［覚］（継馬壱匹中寺村まで） 子年11月22日 横切継紙（包紙入） 1262
根本八左衛門→千田村中寺村右村々庄屋中 ・1通

大庄屋根本八左衛門差紙［覚］（栃本組高木村五人 子年11月22日 横折紙・1通 1263
組頭ほか明日中寺村庄屋まで召喚のこと）　大庄
屋根本八左衛門→中寺村庄屋六郎兵衛殿

六郎兵衛口上書［口上］（高木村菊次郎殿庄屋御役 10月24日 横切継紙・1通 1264
儀相続願いの件につき召喚日延べの御礼）　　（中
寺村庄屋）六郎兵衛→根本八左衛門様

栃本組吉岡村庄屋関根永作願書［口上之覚］（下野出 辰年2月 横折紙・1通 1389
嶋村庄屋兼帯御免願い）　栃本組吉岡村庄屋関根永作
→大庄屋所

［栃本組深仁井田村］深谷金次郎書上控［覚］（天保2 巳年7月 横折紙・1通 1383

籔骸灘籍蠣懸灘暫び麟雛勤深谷

叩羅巌黙儀瀟謬1鮭藤鴇幽礫高羅巳年8月 横折紙・1通 1387
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2．栃本組大庄屋所／6。その他の組行政事務／1．村況、村役人、村議定

下野出嶋村遠藤徳之助庄屋役仰せ付けにつき書上）
［栃本組］大庄屋根本栄三郎→社寺御役所

鰭麗難藷馴糀嫉螺人盤講鴇笛 3月26日 横折紙・1通 1241

又右衛門→下野出嶋村遠藤勇蔵様

辰年御給米井物書扶持米受取 小切紙・1通 1033

某（大庄屋力）届書下書［以書付御届申上候］（釜子
　組堀之内村組頭清兵衛、同組深渡戸村組頭清七病気

竪紙・1通 1417

のため当四月御改め欠席につき快気次第御役所へ召
し連れ証文印形のこと）

2．6．2．諸願書、届書

二月6六月迄諸願拍 明和7年7月 仮綴・1綴 923

（栃本組諸届書・諸願書綴）　　（栃本組村々、大庄屋所） 明和7年 仮綴・1綴 2073

釜子組大庄屋鈴木専助願書控［口上之覚］（猟師鉄砲 寛政4年10月 竪紙・1通 ※931－4－3

許可願い）　→御奉行所

釜癬鑛難檀躍購丁灘甜之覚］（猟師鉄 寛政4年10月 横折紙・1通 ※931－4－4

（栃本組大庄屋）願書下書［乍恐以書付奉願上候事］
（宮村番沢村両村を栃本組に再組入れ願）

（文政5年ヵ） 横折紙・1通 1014

栃本組下野出嶋村源次ほか1名指上一札［指上申一札 文政13年9月 竪紙・1通 2496－8

之事］（受酒願い御聞済につき）　栃本組下野出嶋村
源次、同組吉岡村藤兵衛、庄屋遠藤吉兵衛ほか奥印→大
庄屋所

河東田村村役人届書控［差上申一札之事］（河東田村 明治3年5月 竪継紙・1通 ※931－4－2

飛地下羽原村と替地二付取扱願書写届書）　（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

栃篠封驚騒繋螺齢以難螺膣旙！ 明治4年未9月 竪紙・1通 2471

組頭鈴木林作ほか2名、庄屋関根雄太郎→大庄屋所

（宮村組内松村）庄屋沼田定衛門・大庄屋市川覚左衛 子年9月 横長美・1冊 2291

蝦離壌膵鷲鯉備轡哩雛灘
御代官所

栃鐸麗蝶鵜構i殿臨毅去暴辮再 子年ll月 横長美・1冊 2118

栃本組同村水月寺、大庄屋根本八左衛門→御領方御役所

大庄屋所用状下書（其村百姓共去暮よりの願いの儀に 卯年6月13日 小切紙・1通 ※1204
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

儀三郎願書［口上］（売掛品不渡二付取計願書）　村 午年3月 竪紙・1通 2176
儀三郎、口合人中ノ作坪兵五郎→村根本

諸願届達類綴 仮綴・1綴 959

覚（下番沢村金右衛門ほか不将者等につき届出その他 横切継紙・1通 1057
のこと）

［上野出嶋村］組頭庄屋願書下書［以書付奉願上御事］ 小切紙・1通 1335
（上野出嶋村林平農間油商売願い）　　［上野出嶋村］

「組頭庄屋
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2栃本組大庄屋所／6。その他の組行政事務／2．諸願書、届書

（諸届書綴）　→（大庄屋所） 仮綴・1綴 2021

某蹴鞍謝繍響寸藷職鮮借御救金言者帳 横折紙・1通 2379

（諸願書返答書等一括）→それぞれの項目に分割掲載 包紙入、こより一 2496
括（21点）

（諸願書証文等一括）→それぞれの項目に分割掲載 包紙入、こより一 2497
括（9点）

2．6．3．御救、褒賞

覚（栃本村兵四郎孫彦助儀孝行報告二付）　栃本組大 宝暦9年2月 横長美・1冊 979－1

庄屋根本八左衛門→御手代所

栃醸難麓粟顯勤青取麟蔽盛翻藍 宝暦9年3月 竪紙・1通 979－2

儀左衛門、大庄屋根本八左衛門→浅川御蔵

質物金井農具夫喰代書上帳　栃本組深渡戸村［栃本組深 天明2年11月 横長美・1冊 716
渡戸村組頭与五右衛門、庄屋四郎右衛門］

覚（農具代・夫喰代拝借人別書上帳）　栃本組赤羽村 天明2年11月 横長美・1冊 722
組頭佐太郎他組頭2名、庄屋江尻又兵衛

黒禿半禿願書上帳　栃本組釜子村［栃本組釜子村組頭孫 天明7年3月 横長美・1冊 718
三郎他3名、庄屋鈴木源十郎、大庄屋根本左吉］

酉春困窮百姓夫喰拝借積り帳　栃本組河東田村［栃本組 天明9年2月 横長美・1冊 713
川東田村組頭銀右衛門、同六右衛門、庄屋茂左衛門］→
大庄屋所

禿者共相調書上帳　栃本組堀之内村［組頭庄左衛門、同 寛政13年正月 横長美・1冊 719
杢左衛門、庄屋穂積勇吉］

奉願農具夫喰米金麦奉公人引戻し金小前帳　栃本組新 享和3年閏正月 横長美・1冊 709－1

屋敷村［栃本組新屋敷村組頭幸吉、同勝右衛門、庄屋武
吉］→大庄屋所

覚（栃本組新屋敷村村高・家数・人数書上）　栃本組 享和3年閏正月 横折紙・1通 709－2
新屋敷村組頭幸吉、同勝右衛門、庄屋武吉→大庄屋所

栃本組同村村役人願書下書［乍恐以書付奉願上侯事］ 享和3年閏正月 竪紙・1通 2364
（夫食拝借願い）　組頭惣右衛門、同平左衛門、赤羽仁
井田両庄屋代役→御奉行所

出生子御救米稗覚（栃本組分）　栃本組大庄屋根本八左 文化9年11月22日 横長美・1冊 715－1
衛門

受取申御救米稗之事（栃本組分）　栃本組大庄屋根本八 弘化4年ll月 横長美・1冊 715－2
左衛門→御奉行所

栃本組大庄屋根本八左衛門請書下書ならびに栃本組形 文政4年巳10月4日 横折紙・1通 1334

灘蝋鰍聾　購翻犠1
屋根本八左衛門；栃本組形見村西倉村千田村長百姓組頭
庄屋→御奉行所

栃穆辮膠親鴎雛雛貴巖、1轡騨之認 文政4年巳10月 小切紙・1通 2518

組細倉村長百姓、組頭、庄屋、大庄屋→釜子御蔵

難渋者小前相調書上帳　栃本組深仁井田村［長百姓清＋ 文政8年10月 横長美・1冊 710
郎、組頭勝右衛門、同藤助、庄屋深谷弥左衛門］

難渋者夫喰拝借願書入　栃本組形見村 文政9年正月 袋入・1冊1通 3001
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賞褒2．栃本組大庄屋所／6．その他の組行政事務／3．御救

難渋之者相調夫喰拝借願書帳　栃本組形見村［庄屋大 文政9年正月 横長美・1冊 3001－1

沢清左衛門ほか組頭長百姓3名］

栃本組形見村村役人願書控［乍恐以書付奉願上候事］ 文政9年正月 竪継紙・1通 3001－2

栃本組形見村庄屋大沢清左衛門ほか組頭長百姓3名

受取申米稗之事（出生子御救米稗下付二付）　栃本組 嘉永2年H月 横長美・1冊 2265
大庄屋根本八左衛門

戌年御救稗（書上帳）　大沼徳左衛門→大庄屋所 嘉永4年2月 横長美・1冊 2202

人足御救銭井諸品々正納物御下銭調帳　白河郡栃本組、 慶応3年11月 横長美・1冊 2156
釜子組

覚（夫食米拝借二付請書）　釜子組同村村役人、中寺村 慶応4年閏4月 横長美・1冊 2318
村役人、堀之内村村役人、川東田村村役人、深渡戸村村
役人、小貫村村役人→大庄屋所

困窮者調書上帳（下番沢村友右衛門分下書）
σ

横折紙・1通 2365

夫喰米拝借年賦帳　栃本組九ヶ村［組惣代吉岡村庄屋永 明治3年4月 横長美・1冊 720
作］→大庄屋所

千田村庄屋深谷雄三ほか書上［記、覚］（当未御救頂 明治4年10月～ll月 仮綴・1綴（8通） 2476
戴出生子調べ書上）　二番組千田村庄屋深谷雄三；栃
本組形見村庄屋大沼徳三郎ほか組頭2名；二番組下野出嶋
村庄屋遠藤彦四郎ほか組頭3名；二番組深仁井田村庄屋深
谷金次郎；ほか2か村村役人→大庄屋所

（出生子御扱米稗金子請取帳下書）　弐番組大庄屋根本 明治4年未11月 横長半・1冊 1932
栄三郎→釜子御役所

大庄屋根本栄三郎口上願書［口上之覚］（当未年出生 明治4年未11月 竪紙・1通 2473
子御救金追加頂戴願い）　峠釜子御役所

大庄屋根本栄三郎金銭受取書控［受取申金子之事］ 明治4年未ll月 竪紙・1通 2474
（去午年出生子御救金追加受け取り）　→釜子御役所

栃本組形見村庄屋大沼徳三郎書上ならびに大庄屋根本 明治4年未ll月 仮綴・1綴（2通） 2475
栄三郎願書下書（巳年出生子調べ落とし分書上なら
びに御救金追加頂戴願い）　栃本組形見村庄屋大沼徳
三郎；大庄屋根本栄三郎→大庄屋所；釜子御役所

（宮村組小松村）庄屋須釜嘉作口上書［口上之覚］（宮 子年12月 横折紙・1通 932
村組小松村百姓二人二付出精之旨上申）　→大庄屋
所

栃本組外槙村庄屋兼帯大沼徳左衛門書上［覚］（平蔵 卯年2月 横折紙・1通 ※1462
ほか3名御百姓出精につき書き上げのこと）　　（栃
本組外槙村）庄屋兼帯大沼徳左衛門

（小松村甚兵衛女房表彰取調之写） 卯年12月 横切紙・1通 981

御役所申渡書写（難渋の者へ賦食貸渡しのこと） 辰年2月25日 竪紙・1通 859

栃本組下野出嶋村村方三役願書［乍恐以口上書奉願上 辰年2月 横折紙・1通 1351

搭爾渋者穰麟繍紬鮨榛杢1鵬鍵
右衛門、同治右衛門、同半内、庄屋遠藤勇蔵

栃本組大庄屋根本栄三郎口上願書［口上之覚］（親類 巳年6月 横折紙・1通 1142
白川町大竹安之助飯米として米20俵出穀許可願い）
栃本組同村願人大庄屋根本栄三郎→御領方御役所

栃本組下野出嶋村庄屋兼帯同様心得根本利右衛門願書 午年4月 横長美（包紙入） 1117
［以口上書御願申上候］（老衰盲目の者5人へ飢夫食 ・仮綴1冊（2丁）

米拝借願）　栃本組下野出嶋村庄屋兼帯同様心得根本利
右衛門；［栃本組］大庄屋根本八左衛門奥書印形→御手
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