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藩政

　絵図

村絵図

（返品村絵図）　退玉村名主曽太衛門・組頭又次郎・長百画面 明和2年酉7月 1鋪・ し024

五兵衛他3名 1803×1800・
彩色

（向八幡村絵図）　名主彦之丞・組頭平左衛門・長百姓新右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し037

門他6名 1778×1805・
破損大・彩色

（中山新田村絵図）　肝煎庄兵衛・組頭清次郎・長百姓高右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し039

門他6名連印→御勘定所 1729×1825・
虫損・彩色

（仁礼村三原村絵図）　名主清蔵・組頭郎右衛門・庄兵衛他8 明和2年酉7月 1鋪・ し040
名連印 1838×1822・

強雨・彩色

（御平川村絵図）　名主傳右衛門・組頭作郎右衛門・助清兵門

ｼ9名連印
明和2年酉7月 1鋪・

P600×1544・

し041，

虫損・彩色

（小松原村絵図）　名主要助・嘉兵衛・組頭市兵助他8名連印 明和2年酉7月 1鋪・ し043

裏貼紙　更級郡里分村絵図三拾二枚 1834×1880・
虫損、破損・彩色

（加賀井村絵図）　肝煎源五左衛門・組頭佐野右衛門・長百姓 明和2年酉7月 1鋪・ し067

七郎右衛門他2名連印 1802×1759・
破損大、取扱い
注意・彩色

（原村絵図）　名主重蔵・組頭吉右衛門・長百姓奥右衛門他4名 明和2年酉7月 1鋪・ し068
連印 1808×1804・

糊付剥れ、要補
修・彩色

（廣田村絵図）　名主新ロ白・組頭平蔵・長百姓伊右衛門他2 明和2年酉7月 1鋪・ し069
名連印 1847×1733・

一町、破損大、要

補修・彩色

（新山村絵図）　名主祖兵衛・組頭兵右衛門・長百姓甚兵衛他 明和2年酉7月 1鋪・ し070
7名連印 1795×1795・

虫損、破損大・彩

色

（上五明村絵図）名主瀬兵衛・組頭市三郎・長百姓甚右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し076
他2名連印 1711×1690・

破損大・彩色

（生萱村絵図）　名主平右衛門・組頭善左衛門・長百姓庄右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し078
門他2名連印 1696×1577・

虫損破損・彩色
貼紙

（桑根井村絵図）　肝煎傳五右衛門・組頭吉右衛門・長百姓若 明和2年酉7月 1鋪・ し084
左衛門他5名連印 1700×1829・

破損大・彩色
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（専納村絵図）　名主弥兵衛・組頭作左衛門・長百姓長次郎他 明和2年酉8月 1鋪・ し089
2名連印 1677×1689・

門門、破損・彩色

（水内村絵図）　肝煎七郎右衛門・組頭甚左衛門・長百姓杢三 明和2年酉7月 1鋪・ し090
郎他9名連印 1692×1872・

門門、破損・彩色

（中條村絵図）　名主与五左衛門・組頭長左衛門・長百姓惣左 明和2年酉7月 1鋪・ し091

画面他2名連印 1681×1876・
破損大・彩色

小布施村吉嶋絵図　名主傳右衛門・組頭千六・長百姓九郎右 明和2年酉7月 1鋪・ し097・02

衛門他2名連印　真田領所と御料所を区別、村絵図の一部 943×581・
西域・彩色、貼紙

北平林村絵図面　名主佐治兵衛・組頭惣左衛門・長百姓土右 明和3年戌3月 1鋪・ し099
衛門他6名連印、立合西和田村・北高田村・三輪村・返目村三 1539×1126・
役等連印 彩色

月名村絵図面　肝煎与右衛門・組頭源右衛門・長百姓文左衛 明和2年酉7月 1鋪・ し104
門他5名連印 1700×1697・

破損大・彩色、裏

書、貼紙

（相野嶋村絵図）　名主弥七・組頭政右衛門・長百姓源右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し120
連印 1820×1760・

虫損・彩色

南堀村絵図面　名主惣左衛門・組頭佐野右衛門・長百姓作左 明和2年酉3月 1鋪・ し1零
衛門他5名連印　小堀村・小嶋村・石渡村・下越村・吉田村村 810×1445・
役人立合印形 虫損・彩色

（和田輝輝須村絵図）肝煎六郎右衛門・組頭万吉・長百姓銀 明和2年酉7月 1鋪・ し126
右衛門他2名連印 1695×1560・

彩色

（高野村絵図） 明和2年酉 1鋪・ し127
1700×2880・
彩色

（久木村絵図）肝煎茂左衛門・組頭寅之丞・長百姓平右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し142
他2名連印 1725×1695・

虫損、破損・彩色

（小市村絵図）　名主勝右衛門・組頭甚左衛門・長百姓五右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し143
田面2名連印 1740×1825・

彩色

里村山村絵図面　名主善右衛門・組頭一郎兵衛・長百姓源六 明和2年己酉3月 1鋪・ し151

他5名連印　境目村の中俣村、布野村々役人立合印形 1100×1020・
継目破損・彩色

（小沼村絵図）　名主幸右衛門・組頭善右衛門・長百姓九郎次 明和2年酉7月 1鋪・ し163
他2名連印 1445×1460・

破損大・彩色

（上布施村絵図）　名主政右衛門・組頭与右衛門・長百姓伴右 明和2年酉7月 1鋪・ し164
画面他2名連印 1790×1830・

破損大・彩色、一

部欠

（山平林村絵図）　肝煎利右衛門・組頭佐次右衛門・長百姓嘉 明和2年酉7月 1鋪・ し171

兵衛他4名連印 1570×1760・
破損・彩色

梅木村絵図　名主掟右衛門・同断与五右衛門・組頭元右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し185

他9名連印 1840×1620・
破損大・彩色
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村絵図

（小森村絵図）　名主彦市・組頭忠左衛門・長百姓清左衛門他

@7名連印

明和2年酉7月 1鋪・

P850×1760・
j損大・彩色

し200

（仙仁村絵図）　名主清右衛門・組頭仙右衛門・長百姓平左衛

@門他4名連印

明和2年酉7月 1鋪・

P730×1770・
j損・彩色

し202

（奈良井村絵図）　肝煎惣兵衛・組頭八市郎・長百姓宇左衛門

ｼ2名連印→勘定所．

明和2年酉7月 1鋪・

P730×1800・
ｶ損・彩色

し204

（小鍋村絵図） （明和2年） 1鋪・

P095×1490・

し208

彩色、貼紙

瀬戸川村絵図面併煎甚左衛門・組頭七兵衛・長百姓清兵衛 明和2年酉7月 1鋪・ し216

他12名連印 1970×1760・
資ｹ・彩色貼紙

（大安寺村絵図） （明和） 1鋪・ し217
1830×1040・
破損大・彩色

■

（越道村絵図）　肝煎名右衛門・組頭儀右衛門・長百姓久兵衛 明和2年酉7月 1鋪・ し218

他8名連印 1660×1740・
資ｹ・彩色

（青木村絵図）　肝煎佐大夫・同断善四郎・組頭弥左衛門他7 明和2年酉7月 1鋪・ し221－01

名連印 1900×1725・
j損大、貼紙外
れ・彩色、貼紙

（上越道村絵図） （明和2年） 1鋪・ し221－02

1435×1370・
彩色

（牧内村絵図）　肝煎喜兵衛・組頭八左衛門・長百姓源八他3 明和2年酉7月 1鋪・ し239

名連印 1720×1835・
虫損・彩色

（柳沢新田村絵図）　肝煎専右衛門・組頭三右衛門・頭立七郎 明和2年酉7月 1鋪・ し244

右衛門他3名連印 1690×1850・
漉｣大・彩色

（小布施村絵図）　名主傳右衛門・組頭千六・長百姓九郎右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し247

門他2名連印 1885×1740・
内店・彩色、貼紙

（南牧村絵図）　名主三右衛門・組頭弥三郎・長百姓勇右衛門 （明和2年） 1鋪・ し250

他7名連印 2030×1420・
虫損牽色貼紙

（下氷鉋村絵図）名主甚左衛門・組頭与七・長百姓勘之丞他 明和2年酉7月 1鋪・ し2与3

5名連印 1740×1680・
彩色

（会村絵図）　名主三野右衛門・組頭久左衛門・長百姓定右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し254

門他9名連印 1840×2020・
彩色

（泉平村絵図） （明和） 1鋪・ し255
1110×1460・
虫損・彩色

小根山村絵図　七郎左衛門・治右衛門・平兵衛他6名連印 明和2年酉7月 1鋪・ し年8．

1760×1890・
剥離大・彩色
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村絵図

（藤牧村絵図）　名主文右衛門・組頭次郎右衛門・長百姓林蔵 明和2年酉7月 1鋪・ し261
他2名連印 1690×1700・

破損・剥離・彩色

（日影村絵図）　名主太郎助・組頭彦右衛門・長左衛門他9名 明和2年酉7月 1鋪・ し263
連印 1790×1760・

破損・彩色・貼紙

山上條村絵図肝煎傳左衛門・組頭彦次郎・長百姓傳兵衛他 明和2年酉7月 1鋪・ し264
3名連印 1700×1860・

破損・彩色・貼紙

（北徳間村絵図）　名主重左衛門・組頭寅右衛門・長百姓孫右 明和2年酉7月 1鋪・ し270
衛門他7名連印 1740×1890・

彩色・一部欠落

（下高田村絵図） 明和2年 1鋪・ し276
1810×2760・
破損大・彩色・貼

紙

（有旅村絵図）　肝煎岳右衛門・組頭善右衛門・長百姓重右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し277
門他8名連印 1820×1720・

破損大・彩色

（布施高田村絵図）　名主銀右衛門・組頭勘次郎・長百姓小左 明和2年酉7月 1鋪・ し280
衛門他5名連印 1810×1840・

破損・彩色

竹房村絵図　肝煎新平・組頭七左衛門・長百姓弥四郎他3名連 明和2年酉7月 1鋪・ し281
印 1780×1860・

破損、剥離・彩色

七里村立屋組絵図　肝煎権兵衛・組頭儀左衛門・同断重右衛 明和2年 1鋪・ し284
門下11名連印 1660×1570・

虫損・彩色

（氷熊村絵図）　肝煎彦四郎・ロロ弥五衛門・長百姓茂右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し285
他3名 1870×1680・

虫損・一部欠損・

彩色

大安寺村絵図　名主専六・組頭岡右衛門・長百姓宇兵衛他1名 明和2年酉7月 1鋪・ し286
連印 1520×1740・

剥離大・彩色

五十里村絵図　名主嘉右衛門・組頭半四郎・長百姓勘兵衛他2 明和2年酉7月 1鋪・ し287
名連印 1820×1660・

剥離大・彩色

高野村絵図　肝煎源之丞・組頭与左衛門・長百姓平蔵他3名連 明和2年酉7月 1鋪・ し290
印 2000×1860・

彩色

（山穂苅村絵図）　肝煎勝右衛門・組頭五左衛門・長百姓平左 明和2年酉7月 1鋪・ し292
衛門他2名連印 1900×1840・

一部欠損・彩色

（内川村絵図）　名主三郎右衛門・組頭伊右衛門・長百姓半右 明和2年酉7月 1鋪・ し293。1

衛門他4名連印 1730×1750・
虫損・彩色

四通村絵図　名主清左衛門・組頭傳右衛門・長百姓次郎兵衛 明和2年酉7月 1鋪・ し296－01

他6名連印 1735×1750・
破損・彩色・貼紙

四通村絵図 年欠 1鋪・ し296－02

1110×1760・
彩色
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村絵図

（大豆嶋村絵図ｼ5名連印）名主櫛門纐茂左衛F弓●長百姓善助 明穐年酉7月 1鋪・

P780×1820・

し30乞

破損・彩色

（若宮村絵図）　名主弥五左衛門・同断千左衛門・長百姓与左 明和2年酉7月 1鋪・ し304
衛門他18名連印 1795×1780・

一部欠損・彩色

（二二寸絵図）肝煎七郎兵楠頭平丞’長百姓茂兵衛他 明和2年 1鋪・

P870×1680・
し310

虫損・彩色

新町村絵図　肝煎清九郎・組頭九左衛門・長百姓七右衛門他2 明和2年酉7月 1鋪・ し316
名連印 1820×1840・

破損・彩色

（吉原村絵図）　肝煎三郎右衛門・組頭吉左衛門・長百姓半左 明和2年酉7月 1鋪・ し319
衛門他4名連印 1810×1760・

虫損・彩色

羽尾村絵図　名主源兵衛・長百姓清兵衛・頭立新治郎他9名連 明和2年酉7月 1鋪・
し32で

印 1670×1700・
虫損・彩色・貼紙

山布施村絵図　山布施村肝煎字左衛門・組頭専兵衛・長百姓 明和2年酉7月 1鋪・ し324
九左衛門他2名、山村山村肝煎善右衛門・組頭助九郎・長百姓 1810×1670・
五右衛門他2名、青池村肝煎市兵衛・組頭三右衛門・長百姓長 脊損・破損・彩色

治郎他2名連印

（大熊村絵図）　名主平兵衛・組頭重右衛門・同断清兵衛他7 明和2年酉7月 1鋪・ し33で

名連印 1770×1580・
虫損・破損大・彩

色・貼紙

（吉久保村絵図） （明和2年）酉7月29日 1鋪・ し334
1070×1520・
彩色・貼紙

（平林村絵図）　肝煎瀬左衛門・組頭長右衛門・長百姓惣左衛 明和2年酉7月 1鋪・ し335
門他3名連印 1790×1780・

破損・彩色

（上野村絵図） （明和2年） 1鋪・ し336
1630×2700・
彩色

（長井村絵図他3名連印）・名主彦右衛門’組頭久左衛F張百姓亀五郎 明和2箱7月 1鋪・

P650×1850・
し339

虫損・破損・彩色

（小田原村絵図） 明和2年酉7月 1鋪・ し340
2580×1830・
彩色

（軽井沢村絵図）肝煎十左衛門・組頭平右衛門・長百姓市右 明和3年戌5月 1鋪・ し343
衛門連印 1650×1830・

破損大・彩色

（三水今泉村絵図）名主平右衛門・組頭惣兵衛・長百姓藤兵 明和2年酉7月 1鋪・ し347
衛他5名連印 1650×1540・

破損・虫損・彩色

田野口村絵図肝煎徳助・組頭三兵衛・長百姓利左衛門他6名 明和2年乙酉7月 1鋪・ し353
連印 1740×1840・

破損・彩色

（和佐尾村絵図）肝煎九兵衛・組頭弥左衛門・長百姓善四郎 明和2年遅7月 1鋪・ し355
他3名連印 1700×1560・

破損・彩色
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（上条村絵図）　肝煎覚右衛門・組頭清五三郎・長百姓勝右衛 明和2年酉7月 1鋪・ し356・

門他1名連印 1720×1660・
破損・彩色

（安庭村絵図）　名主藤右衛門・組頭七太夫・長百姓覚右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し357
他6名連印 1750×1760・

破損・虫下・剥離

・彩色

（当科村絵図）　組頭仁左衛門・同善助・同九郎兵衛他8名連 明和2年酉7月 1鋪・ し362
印 1800×1850・

破損大・彩色・貼

紙

（古山村絵図）　肝煎角左衛門・組頭宇兵衛・長百姓常右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し365
他1名連印 1850×1760・

破損大・剥離大・

彩色・貼紙

粟佐村絵図　肝煎［　　］・組頭［　　］・同断［　　］他連 明和2年酉7月 1鋪・ し369
印 1830×1740・

村役人連名部分
欠損・彩色・貼紙

小鍋村絵図　小鍋村三組名主治郎右衛門・同断長右衛門・同 明和2年酉7月 1鋪・ し378
断松左衛門連印　深沢村・山田中村・下祖山村・平芝村・窪寺 1227×1420・
村・小市村・入山村・廣瀬村・上ヶ屋村・桜村・鐘村・茂菅村々 破損・彩色・張出

役人立合印形『

（幸高村絵図）幸高村勇右衛門　御預所幸高村の内、真田領 明和2年7月 1鋪・ し445
分のみ 533×1010・

彩色

（鹿谷村絵図）　肝煎権兵衛・同断忠由左衛門・組頭市左衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し341

他11名連印 1883×1830・
破損・彩色

（田野口村内境（栄）新田村絵図）　田野口村肝煎傳助・同 明和2年乙酉7月 1鋪・ し387
断三郎兵衛・組頭利左衛門他1名、栄新田村頭立権右衛門・同 1840×1705・
断利右衛門・同断小右衛門他1名連印 剥離大・彩色

（笹平村絵図）　名主喜八・組頭与左衛門・岩左衛門他4名園 明和2年酉7月 1鋪・ し080
印 1732×1735・

破損・彩色

地虫原村絵図　名主茂右衛門・同断重右衛門・組頭清右衛門 明和2年酉7月 1鋪・ し176
他4名連印 1765×1710・

虫損・破損・彩色

（三佐村絵図）　名主傳十郎・組頭嘉惣吉・同断佐右衛門他6 文政8年酉8月 1鋪・ し027
名連印　此度、一村分地絵図面相仕立方角村名寺社堂地其 2360×2000・
外品々名所等取調境筋篤与相懸墨引仕細々書入差出候様被 彩色

仰渡二二付名主・組頭・長百姓頭立明細場所吟味仕絵図面相
極御書上仕候通相違無御座候、以上

（内川村絵図）　名主佐右衛門・組頭佐次右衛門・長百姓繁蔵 文政8年酉8月 1鋪・ し032

他2名連印 2220×1560・
彩色

（小市村絵図）　名主半吉・組頭弥五右衛門・長百姓瀬左衛門 文政8年酉9月 1鋪・ し036

他9名連印 3000×2000・
彩色

（生萱村絵図）　名主喜惣太・組頭吉左衛門・長百姓橘左衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し038

他3名 1600×2005・
彩色・貼紙

（大豆島村絵図）　名主友左衛門・組頭和左衛門・長百姓市郎 文政8年酉8月 1鋪・ し042

兵衛他20名連印 2300×1660・
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彩色

（丁目村絵図）　名主与右衛門・組頭幸七・長百姓幸助他5名連 文政8年乙閏8月 1鋪・ し045
印 1366×888・

彩色

（南堀村絵図）　名主清兵衛・組頭久兵衛・長百姓弥平治他2 文政8年酉9月 1鋪・ し046
名連印 867×1428・

彩色

（上横田村絵図面）　名主佐源治・組頭喜平治・長百姓源左衛 文政8年酉8月 1鋪・ し048
門他2名連印 1479×1441・

虫損・彩色

（御幣川村絵図）　名主茂右衛門・組頭弥八・同断与五兵衛他 文政8年酉8月 1鋪・ し049
5名連印 1685×1840・

彩色

（小布施村絵図面）名主仁兵衛・組頭徳左衛門・長百姓佐兵 文政9年戌 1鋪・ し050
衛他3名連印 1673×1762・

虫損・彩色・貼紙

（上高田村絵図）　名主市左衛門・組頭重三郎・長百姓辰左衛 （文政8年） 1鋪・ し051
門他5名連印 1435×2040・

彩色

（牧田中村絵図）　名主市郎右衛門・組頭嘉蔵作・長百姓林右 文政8年酉9月 1鋪・ し064
衛門他5名連印 2340×3410・

彩色

（北徳間村絵図面）　名主吉右衛門・組頭忠兵衛・長百姓勝右 文政8年酉9月 1鋪・ し066－01・

衛門他13名連印 1320×2202・
彩色

（北徳間村絵図面）　名主占右衛門・組頭忠兵衛・長百姓勝右 文政8年酉9月 1鋪・ し066－02

衛門他13名連印 1319×1837・
虫損・彩色

（小松原村絵図）　名主与惣右衛門・組頭忠兵衛・同断勘左衛 文政8年酉 1鋪・ し079
門他4名連印 1415×2000・

彩色

（大豆島村絵図）　名主友左衛門・組頭和左衛門・長百姓市郎 文政8年酉8月 1鋪・ し083
兵衛他20名連印 2300×1620・

彩色

（山村山村絵図）　名主團蔵・組頭半右衛門・長百姓久作他3 文政8年酉8月 1鋪・ し085－01

名連印 1960×2120・
彩色

（山村山村絵図） 文政8年酉8月 1鋪・ し085－02

2000×2040・
彩色

北堀村絵図　名主七郎治・組頭嘉平左・長百姓伝兵衛他3名連 文政8年酉12月 1鋪・ し086
印 852×1205・

彩色

（橋詰村絵図）　名主市兵衛・同断万吉・組頭伊八郎他7名連r 文政9年戌4月 1鋪・ し088。01
印 1422×2480・

彩色

（橋詰村絵図）　名主市兵衛・同断万吉・組頭伊八郎他7三連 文政9年戌4月 1鋪・ し088－02
印 1430×2410・

彩色

（西和田村絵図）　名主清右衛門・組頭孝左衛門・長百姓茂平 文政8年酉11月 1鋪・ し095
治他6名連印　北高田村・三目村・西尾張部村・東和田村・桐 1974×1711・
原村・中越村と接している 破損大・彩色
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（赤田村絵図）　名主勝五郎・組頭弥平治・長百姓市左衛門他 文政8年酉8月 1鋪・ し096
9名連印 2670×2170・

彩色

（安庭村絵図）　名主儀兵衛・組頭佐五左衛門・長百姓弥兵左 文政8年酉10月 1鋪・ し098
他7名連印 1600×1156・

虫損・彩色

須坂村絵図　名主源之助・長百姓倉之助・吉蔵他5名連印 文政9年戌3月 1鋪・ し100
1947×1674・
虫早大・彩色

（竹房村絵図）　名主伊兵治・組頭岳左衛門・長百姓頭立吉郎 文政8年酉8月 1鋪・ し101

右衛門他10名連印 1592×1692・
破損大・彩色

桐原村絵図面　名主半兵衛・組頭吉右衛門・長百姓多兵衛他 文政8年酉8月 1鋪・ し105
3名連印 1154×1173●

彩色・貼紙

（中俣村絵図）　名主常右衛門・組頭惣左衛門・長百姓三郎兵 文政8年酉8月 1鋪・ し116
衛他5名連印 2600×1240・

彩色

（布施高田村絵図）　名主七左衛門・組頭佐銀治・長百姓嘉左 文政8年酉9月 1鋪・ し117

衛門他蹄連印 1140×1665・

ﾊ色

（粟佐村絵図）　名主傳十郎・組頭嘉惣太・同断作右衛門他6 文政8年酉8月 1鋪・ し121

名連印 2330×2040・
彩色

（牧嶋村絵図）　名主保平・組頭六之丞・長百姓團右衛門他9 文政8年乙酉8月 1鋪・ し128
名連印 1142×1620・

虫損・彩色

（小布施村絵図）　名主仁兵衛・組頭徳左衛門・長百姓作兵衛 文政9年戌 1鋪・ し129
他3名連印 1765×1590・

彩色・貼紙

（北長池村絵図）　北長池村中沢組名主九郎兵衛・組頭肖吉・ 文政8年酉12月 1鋪・ し135
頭立話代金兵衛他1名、同村中組名主治右衛門・組頭重兵衛・ 3040×3400・
頭立野代署左衛門他1名、同村十二組名主幸右衛門・組頭助 彩色

十郎・頭立助之介他1名連印

（東和田村絵図）　名主弥五右衛門・組頭武右衛門・長百姓茂 文政8年酉12月 1鋪・ し137
左衛門他4名請印 1180×1685・

彩色

小柴見村絵図　名主□平・組頭吉左衛門・長百姓徳右衛門連 文政8年酉 1鋪・ し138
印 1165×840・

彩色

青木村絵図　名主九右衛門・同嘉七・組頭吉之丞他2名連印 文政8年酉8月 1鋪・ し140

→御勘定所 2600×2560・
彩色

（岩野村絵図）　名主安右衛門・組頭源太・長百姓重右衛門他 文政8年酉8月 1鋪・ し144

2名連印 1570×2100・
彩色

（新町村絵図）　名主久右衛門・組頭勘左衛門・長百姓彦右衛 （文政8年） 1鋪・ し145

門他8名連印 1885×2432・
彩色

（三二村絵図）　妻科村名主与兵衛・組頭重左衛門・長百姓曽 文政8年酉12月 1鋪・ し148

兵衛他11名、後町村名主二二・頭立重兵衛・長百姓長右衛門 1730×1640・

他2名連印　一村分地絵図 虫損・彩色
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（大熊村絵図）　名主勘之奉・組頭五左衛門・長百姓悦右衛門 文政8年酉8丹 1鋪・ し149
他3名連印 1590×1680・

破損・彩色・貼紙

里村山村絵図　名主五郎左衛門・組頭常右衛門・長百姓廣吉 文政8年酉9月 1鋪・ し152
他2名連印 n45×1590・

虫損・彩色

（境新田村絵図）名主文左衛門・組頭惣三郎・権左衛門他1 文政8年酉8月 1鋪・ し153
名連印 820×1065・

継目剥離・彩色

（山村山村絵図）　名主三蔵・組頭半右衛門・長百姓久治他3 文政8年酉8月 1鋪・彩色 し154
名連印

（謄i闘村絵図）名主与惣左’同久左衛F『’組頭勇之馳 文政8年酉10月 1鋪・

P590×1424・

し155．

破損・彩色

（若宮村絵図他7名連印）名掘右衛門●同断八左衛F『．長百姓半姉 文政8年酉11月 1鋪・

P185×2240・
し157

彩色・貼紙

（上徳間村絵図蜻ｼ7名連印）名主左五兵衛’纐亀三郭．長百姓傳右衛 文政8年酉9月 1鋪・

P185×2240・
し158

彩色

（千本柳村絵図）　名主多兵衛・組頭宇右衛門・．長百姓勝左衛 文政8年酉9月 1鋪・ し159
門他4名連印 1145×2080・

彩色

（原村絵図）　名主九右衛門・組頭平蔵・長百姓忠左衛門他9名 （文政8年目 1鋪・ し162
連印 2240×1440・

虫損・剥離大・彩

F
北上野村絵図　名主銀蔵・組頭吉九郎・長百姓七左衛門他5名 文政8年酉8月 1鋪・ ．し191

連印弐枚之内 1780×1680・
破損・彩色

（中牧村絵図）　名主万吉・頭立・組頭三郎治・同断長百姓政右 文政8年酉8月 1鋪・ し193
衛門他15名連印 1140×3570・

彩色

（北郷村絵図）　名主清左衛門・組頭半左衛門・長百姓重兵衛 文政8年酉8月 1鋪・ し198
他4名 1920×1680・

付箋多し・彩色・

貼紙

（上松村絵図） 文政8年酉8月 1鋪・ し199
2400×2460・
彩色

（八町村絵図）　名主礒右衛門・同断文右衛門・組頭宇右衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し201
他17名連印 1640×3080・

彩色

．

（水内村絵図）　名主五郎左衛門・組頭久七・与惣右衛門他9 文政8年酉8月 1鋪・ し203
翻印 1120×1900・

ﾊ色

（三木今泉村絵図）　名主恒左衛門・組頭伊右衛門・長百姓弥 文政8年酉8月 1鋪・ し205
二右衛門他5名連印 1430×1590・

剥離・彩色

（石渡村絵図）　名主常右衛門・組頭三郎治・長百姓弥三郎他 文政8年酉12月 1鋪・ し220
2名連印 1100×1495・

彩色
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北上野村絵図　弐枚之内　名主銀蔵・組頭吉九郎・長百姓 文政8年酉8月 1鋪・ し223
七左衛門他5名連印 1800×1795・

彩色

（仁禮村絵図）　名主清八郎・組頭勘之丞・同断儀左衛門他28 文政8年酉9月 1鋪・ し238
名連印 1220×2520・

彩色

（生萱村絵図）　名主喜惣太・組頭吉左衛門・長百姓権左衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し241

他3名連印 1685×1990・
破損・彩色・貼紙

（仙仁村絵図）　名主治郎右衛門・組頭音素・長百姓清蔵他4 文政8年酉8月 1鋪・ し242
名連印 1180×2040・

彩色

（下横田村絵図）　名主与惣治・組頭嘉金治・長百姓和平郎他 文政8年乙酉 1鋪・ し256

10名連印 2390×2020・
彩色

五十平村絵図　名主寅兵衛・組頭高五郎・同断利兵衛他1名連 文政8年酉8月 1鋪・ し266

署→御勘定所御役所 1520×1320・
売損・破損・彩色

（羽尾村絵図）　名主太忠治・同断角右衛門・長百姓政右衛門 文政9年戌9月 1鋪・ し279

他10名連印 2720×3200・
彩色

椿峯村の内立屋村絵図　2枚の内（東郷分1枚と揃い） （文政）8年8月 1鋪・ し282
1130×1036・
虫損大・彩色・貼

紙

（椿峯村絵図）　名主彦右衛門・組頭弥五右衛門・同順右衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し283

他6名連署　東郷分　別に同村立屋組の分あり　二枚揃 2200×1225・
彩色

（小田原村絵図）　更級郡小田原村名主権兵衛・組頭祐左衛 文政8年酉8月 1鋪・ し291

門・頭立三左衛門他1名連印 932×880・
彩色

小沼村惣耕地改地引絵図面高井郡小沼村名主冨八・組頭 文政8年酉8月 1鋪・ し294
清左衛門・長百姓半左衛門他4名連印 1900×1450・

虫損・彩色

（北山田村絵図）　名主九兵衛・組頭泰兵衛・長百姓七郎兵衛 文政8年酉12月 1鋪・ し314

他2名連印 1590×1460・
虫損・剥離大・彩

色

里村山村絵図　名主五郎左衛門・組頭常右衛門・長百姓廣吉 文政8年乙酉 1鋪・ し317

他6名連印　絵師山口善右衛門 1055×1490・
呼損大・剥離・彩

色

灰原村絵図　下図　名主吉兵衛・組頭小平治・長齢追越右衛 文政8年酉8月 1鋪・ し328

門門2名連印 1080×820・
破損・剥離彩色

上条村絵図面 1袋 し342・00

上条村絵図 嘉永7年寅11月 1鋪・ し342－01

1080×837・
虫損・彩色・貼
紙・かぶせ絵

（田野口村絵図）　名主常右衛門・組頭勇七・長百姓文右衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し352

他11名連印 1900×3300・
ﾊ色・貼紙
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（桑原村絵図）　名主友蔵・組頭源五郎・同断竹右衛門他19名 文政9年戌9月 1鋪・ し358
連印 2490×3520・

彩色

（会村絵図）　名主喜藤治・組頭弥兵衛・長百姓政七他9名連印 文政8年酉8月 1鋪・ ．し359

1420X1590・
一部剥離・彩色

（下市場村絵図）　名主礒五郎・組頭善五右衛門・長百姓庄兵 文政8年酉8月 1鋪・ し366
衛他1名連印 790×1710・

剥離大・彩色・か

ぶせ絵

笹平村絵図　名主平内・組頭佐右衛門・同断勘左衛門他6名連 文政8年酉12月 1鋪・ し398
印 1460×1590・

破損大・剥離大・

一部欠損・彩色

（軽井沢村絵図） 生欠 1鋪・ し023
1115×1485・
虫損・彩色

山上条村絵図面 年欠 1鋪・ し075
1355×1803・
彩色

（念仏寺村絵図）複製済判型A1，　B1，合成寸法74×167 年欠 1鋪・ し082
計3枚 1480×1540・

彩色

（土口村絵図）　雨宮村・生萱村・清野村・岩野村と接している 年欠 1鋪・ し094
1303×634・
破損・彩色・貼紙

灰原村絵図面　肝煎ロ左衛門・組頭治郎兵衛・長百姓市郎左 （明和2年か） 1534×1738・ し106
衛門 彩色

（氷熊村絵図） 年三 1鋪・ し125
1620×1790・
虫損・付箋多し・

彩色・貼紙

（伊折村絵図） 年並 1鋪・ し172
2110×1900・
彩色・貼紙

（五十里村絵図） 年層 1鋪・ し173
1080×1680・
破損・彩色

（深沢村絵図）　名主平左衛門・組頭茂左衛門・長百姓富左衛 年欠 1鋪・ し174
門他7名連印 1640×1940・

糸斑大・彩色・貼

紙

（鎌村絵図） 年欠 1鋪・ し177
1670×1225・
彩色

（下祖山村絵図）　名主三右衛門・組頭市右衛門・長百姓喜惣 年欠 1鋪・ し186
治他7名連印 1920×2380・

彩色・貼紙

（小鍋村絵図面下書） 年欠 1鋪・ し187
2560×2120・
彩色・貼紙

（久木村絵図） 年欠 1鋪・ し188
2170×1630・
彩色
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村絵図

（岩草村絵図　下図） 年欠 1鋪・ し196
1640XlO20・
破損・彩色

（地京原村絵図　下図） 年欠 1鋪・ し197
2160×1880・
彩色

（桑原村之内大田原村絵図）　二枚の内 年欠 1鋪・ し207
870×1130・
剥離・彩色

（桑原村絵図） 年欠 1590×1830・ し209
剥離大・彩色・貼

紙

（山平林村絵図） 年記 1鋪・ し212
2280×3000・
彩色

（専納村絵図）　名主左平治・組頭六兵衛・同断卯右衛門他5 文政8年酉8月 1鋪・ し213
名連印 1460×2030・

彩色

（幽幽村絵図）　妻科村名主与兵衛・組頭重左衛門・長百姓曽 文政8年酉12月 1鋪・ し214
兵衛他11名、後町村名主堅作・組頭重兵衛・長百姓長右衛門 1625×1730・
他2名連印 彩色

下品道村絵図　名主佐治右衛門・組頭倉之助・長百姓津右衛 文政8年酉8月 1鋪・ し215
門→御勘定所 1230×820・

剥離・彩色

内川村絵図　名主市郎左衛門・組頭新右衛門・長百姓新治郎 安永8年亥3月 1鋪・ し236
他10名連印　向八幡村・千本柳村・上徳間村村役人立合奥印 1585×2295・

虫損・彩色・貼紙

（長井村絵図） 歯欠 1鋪・ し257
2510×1940・
彩色

（小鋸山村絵図） 年欠 1鋪・ し268
1920×2520・
彩色

（蓋置村絵図）　名主源左衛門・組頭惣五郎・長百姓角左衛門 年忌 1鋪・ し271
2330×1380・
彩色・貼紙

（水内村峯組絵図） 年忌 1鋪・ し274
840×1090・
彩色

（鹿谷村絵図） 年欠 1鋪・ し278
1800×1980・
破損大・一部欠
損・彩色

（広瀬村絵図） 年欠 1鋪・ し298
1790×1760・
剥離・虫損・彩色

（日名村絵図） 年欠 1鋪・ し300
1240×3800・
彩色

（山布施村絵図） 即吟 1鋪・ し313
1083×830・
彩色・貼紙・かぶ

せ絵
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村絵図

藤牧村下絵図・弐枚之内 年欠 1鋪・ し315
1370×1390・
破損・一部欠・彩

色

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7i中山川国□村絵図） 年欠 1鋪・ し325
1193×1540・
剥離大・彩色

川北村之図 年欠 1鋪・ し330
1430×1470・
虫損・剥離大・彩

色

（日影村絵図） 年欠 1鋪・ し333
2850×2360・
彩色

（古間村絵図） 年欠 1鋪・ し338
1780×1700・
付箋多し・一部
剥離・彩色・貼紙

（加賀井村絵図） 年欠 1鋪・ し344
730×625・

、

彩色・貼紙

（上条村絵図控）　名主清八・組頭長左衛門・長百姓弥源左他 年欠 1鋪・ し345

3名連印 1085×1110・
破損大・虫損大・

彩色・貼紙

（山田中村絵図） 年欠 1鋪・ し354
1930×2470・
彩色

（竹生村絵図） 年欠 1鋪・ し360
2160×2160・
彩色

相之嶋村絵図　名主瀬兵衛・長百姓宮左衛門 年三 1鋪・ し367
640×1000・
彩色

（牧嶋村絵図） 年三 1335×3400・ し497－01

彩色

（牧嶋村絵図） 年欠 1鋪・ し497・02

1320×3300・
彩色

（夏和村絵図）夏和村名主九右衛門・組頭元右衛門・長百姓弥 年欠 1鋪・ し498

治右衛門他5名 1880×1625・
彩色
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地並図／居宅地番図ほか

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

地並図

［小布施村地並絵図］（本書市村清之輔より借用）　御勘 文政2年5月 1袋・破損大・ し002－00

定所拍 封筒は反故紙
を使用

［小布施村地並絵図　大日堂耕地　拾壱枚之内壱番］ 文政2年5月 1鋪・ し002－01

一硬張の耕地に地番、田畑等納面積とその地主を記した 1139×543・

耕地地番切絵図 虫損・彩色

（小布施村地並絵図　三本木下宿道東耕地　拾壱枚 文政2年5月 1鋪・ し002－02

之内二番） 816×565・
虫損・彩色

（小布施村地並絵図　太子堂・下宿　拾壱枚之内三 文政2年5月 1鋪・ し002－03

番） 1209×747・
虫損・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－04

（小布施村地並絵図　伊勢裏耕地　拾壱枚之内四番） 768×539・
虫押・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－05

（小布施村地並絵図　親木・北畑耕地　拾壱枚之内 1114×812・
五番） 聖遷・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－06

（小布施村地並絵図　林之内北村　拾壱枚之内六番） 1114×811・
虫損・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－07

（小布施村地並絵図　林之内南村・唐澤耕地　拾壱 1157×1085・
瓦之内七番） 虫損・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－08

（悼響簗灘鑑講勢町西側’中町西側●横町北 814×747・
資ｹ・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－09

（小布施村地並絵図　横町南側・上町西側・上原耕地
E一枚之内九番）

1217×743・
資ｹ・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－10

（小布施村地並絵図　上町・中町・伊勢町東側　拾一
∑V内拾番）

1324×276・
資ｹ・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－11

（小布施村地並絵図　裏町耕地　拾壱枚之内拾壱番） 1506×808・
資ｹ・彩色

文政2年5月 1鋪・ し002－12

（小布施村地並絵図　裏町林　拾壱枚番外　林十六
l之図）

1134×817・
資ｹ・彩色

年欠 1鋪・ し060

中条村絵図不詳 2216×2023・
資ｹ、貼紙多し
・彩色・貼紙

文政12年丑 1鋪・ し073－01

北尾二部村絵図　名主磯左衛門・組頭三郎治・長百姓重右衛

@門他8名連印

1431×800・
ﾊ色
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地並図／居宅地番図ほか

文政12年丑 全紙1枚・ し073・02

（北尾尾部村絵図の一部）　名主磯左衛門・組頭三郎治・長 404×290・
百姓重右衛門他8名連印． 虫損、破損大・

彩色

年欠 1鋪・ し167
（松代町絵図）分間1分2間、御用地御家中屋敷、同下屋敷、 2520×1820・
寺社地、町屋敷、河原新田御小作地、土居、堰堀川、通町道、 彩色
村々分地、色分けに記載

年欠 1鋪・ し168
（河原新田地並絵図）松代城下の河原新田地番号入りの絵 2330×1480・

図。御家中屋敷、同添下屋敷、御貸長屋、町屋敷、御用地、河 彩色
原新田、土居、堰川堀、通町道を色分け

意匠 1鋪・ し233
荒安村晶絵図　村内の居屋敷、寺庵番号入りで記入 595×825・

出直・彩色・貼

明治5年壬申6月 1鋪・ し430
（紙屋町書上絵図）　名主伊丹豊作・組頭原大占郎・町内惣代 555×790・
浦野万兵衛他4名連印 彩色・貼紙

年配 1鋪・ し183－01

松代町並の図　壱　馬喰町、新同心丁抱屋敷一件毎に 595×1420・
表口、裏口、西口の間数を記載、それぞれ借人の名前を張紙、 虫歯・彩色・貼
及び家中拝領屋敷を一人別に記載切り絵図（1）馬喰町、新 紙
同心丁

野党 1鋪・ し183－02
松代町並の図　二　紺屋町通　（二）紺屋町通 565×l180・

虫損・彩色

年欠 1鋪・ し183－03
松代町並の図　三　木町、伊勢町、鏡屋町、皇居小路、 1160×1350・

片羽町　（三）木町、伊勢町、鏡屋町、鍛冶町、皇居小路、片 含損・破損・彩
羽町 色・貼紙

年欠 1鋪・ し183－04
松代町並の図　四　中町、鍛冶町、肴町　（四）二中町、 1170×1025・

鍛冶町、肴町 虫損・彩色・貼

年欠 1鋪・ し183－05
松代町並の図　五　荒神町　（五）荒神町 1010×805・

虫歯・彩色・か
ぶせ絵・貼紙

明治4年辛未10月 1鋪・ し405
（水内郡日影村誌無里村居宅地番図面）　仮戸長細野傳之 2030×1860・

丞・同断中村毘左衛門・仮副戸長宮下油壷治山3名連印 彩色

明治4年 1鋪・ し406
水内郡新安村居宅地番図　1番より27番まで 790×550・

虫損・朱書

明治4年辛未9月 1鋪・ し407
水内忌地京原村居宅地番図仮病戸長吉澤与右衛門・組頭 78×1095・

大内憲作・長百姓鎌田徳之助他1名連署　第57区之内　1番 虫損・貼紙

より128番まで
（明治4年） 1鋪・ し408

水内郡上ヶ屋村居宅地番図 775×1100・
虫損・彩色

明治4年 1鋪・ し409

（明治4年）辛未8月

392×558

P鋪・ し410
水内郡上祖山村居宅地番図　仮副戸長鈴木市郎太捺印 790×1070・

第61区之内　1番より100番まで 虫損・彩色
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地並図／居宅地番図ほか

明治4年未8月 1鋪・ し411
水内郡下祖山村居宅地番図　仮副戸長小池作半太捺印 805×1070・

第55区之内　1番より98番まで 虫損・彩色・貼

紙

（明治4年）， 1鋪・ し412
水内郡岩草村居宅地番図面第53区内内　1番より139番 820×760・

まで 虫損・朱書き

（明治4年） 1鋪・ し413
上野村居宅地番図面第1より第89番まで 740×575・

彩色

明治4年辛未9月 1鋪・ し414
（水内郡栃原村横組居宅地番図面）当芸戸長新井辰右衛 1920×990・
門・組頭小林平左衛門・長百姓松澤源兵衛連印　松代町管下 罰盃・朱書

第61区　1番より100番まで
（明治4年） 1鋪・ し415

（水内郡伊折村居宅地番図面）名主伊藤友右衛門・同断北 555×790・
沢兵左衛門・組頭久保田久衛門他3名連印　第57区　1番よ 虫損・

り99番まで
明治4年未 1鋪・ し416

（水内郡中越村居宅地番図面）　名主宮下長蔵・組頭田村孫 544×385・
左衛門・長百姓宮下徳兵衛連印　第33区之内　1番より32 虫損・

番まで
明治4年未9月 1鋪・ し417

（水内郡太田村居宅地番図面）仮副戸長勝田市郎右衛門 385×542
捺印　第30区之内　1番より32番まで

明治4年未8月 1鋪・ し418
（水内郡新町宿之内北東條村居宅地番図面）　仮副戸長 832×780
丸山吉右衛門捺印　第30区之内　1番より126番まで

（明治4年） 1鋪・ し419
（水内郡茂菅村居宅地番図面）二三戸長楢沢吉右衛門・組 1710×1420・
頭梅沢平左衛門・長百姓小林豊治連署　第59区之内　1番よ 虫損・紙質劣化

り42番まで
明治4年未9月 1鋪・ し420

（水内郡檀田村居宅地番図面）仮副戸長萩原彦左衛門・組 396×820・
頭梅沢庄右衛門・長百姓神頭五郎兵衛連印　第33区之内　1
番より43番まで

明治4年率未9月 1鋪・ し421

（水内郡追通村居宅地番図面）仮副戸長竹内傳右衛門・組 870×1420・
頭岡本清左衛門・長百姓林部作郎兵衛連印　第61区之内　1 虫損・彩色

番より79番まで
（明治4年） 1鋪・ し422

（水内郡花尾村居宅地番図面）第49区之内　1番より78 550×775・
番まで 訂正貼紙あり

明治4年辛未8月 1鋪・ し423
（水内螢藺垣村居宅地番図面）第55区之内　1番より65 1340×730・
番まで 虫尽・彩色・貼

紙

明治4年未9月 1鋪・ し424
（水内郡桐原村居宅地番図面）頴田戸長山岸半兵衛・組頭 685×770・
斉藤惣吉・長百姓矢野吉兵衛連印　第33区之内　1番より 彩色

40番まで
（明治4年） 1鋪・ し448－01

（水内郡小根山村居宅地番図）端裏に「小根山村」の付箋あ 735×1560・
り 彩色

明治4年8月 1鋪・ し449－01

（水内郡入山村居宅地番図）仮面戸長竹内庫吉・同断南沢 1120×2148
市郎左衛門・同断羽田清右衛門他3名　第60区之内1番
より180番まで、端裏に「入山村」の付箋あり
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検地／地押

検地／印押

中俣村地押改絵図．名主儀兵衛・組頭喜左衛門・長百姓三郎
@兵衛他8名連印　是迄高免耕地御浸の上、下毛耕地に柚酢見

文化9年申4月『 1鋪・

Q565×1200・

し052コ

@　L
分、猶流下免に詰入見分、分地境目の小嶋村・富竹村・長沼上 彩色

町・里村山村・布野村・福嶋新田丁々役人墨引き立合印形

中俣村絵図　名主喜右衛門・組頭三左兵衛・長百姓藤右衛門 宝暦13年未3舟 ．1鋪・ し074
連印、村山村・小嶋村・布野村・北長池村・福嶋村・福島村長内 1547×865，
新田村・富竹村・長沼之内上町　村三役連印 彩色

北尾張部窒息地押改絵図面　名主曽右衛門・組頭沖右衛 天明6年午4月 1鋪・ し077
門・長百姓五右衛門他6名連印　立合北長池村・西尾張部村・ 1003×1436・
東和田村・石綿村・小島村三役等連印 破損・彩色・貼

紙

岩野村地押絵図面　肝煎吉兵丈・組頭高兵衛・三十衛門他2 宝暦3年酉4月 1鋪・ し081

名連印、立合小森村・東福寺村・土口村・下横田村・会村三役 1440×1530・
他連印　裏書改原伊兵衛・佐藤軍治・片岡藤蔵・宮澤嘉平・斉 破損・彩色・裏

藤善九郎 書

小松原村酉地押回絵図面　名主兵右衛門・源左衛門・組頭 寛政1年酉4月 1鋪・ し087
甚左衛門他20名連印、立合小市村・四ッ屋村・今里村・今井 1893×1143・
村・岡田村・山村山村三役連印 破損大・彩色

中越村絵図　名主孫左衛門・組頭幸七・長百姓藤七他4名　相 明和4年丁亥3月 1鋪・ し115
原村・吉田村・東和田村・西和田村の名主・組頭・長百姓立合 1550×1300・

虫損・彩色

深澤村絵図面　名主常右衛門・組頭長蔵・長百姓八右衛門他8 明和4年丁亥4月 1鋪・ し132
名連印　吉久保村・小市村・小鍋村・山田中村々役人立合連印 1580×1155・

破損・彩色

有旅村地押絵図　名主勇吉・組頭重左衛門・長百姓屯蔵他14 天保3年辰4月 1鋪・ し133
名連印　境目村の青池村・氷熊村・山平林村・中山新田村・石 1720×3680・
川村・布施五明村・柳澤新田村・山布施村々役人立合印形 彩色

中御所村絵図　堀組名主佐兵衛・組頭名右衛門・長百姓彦右 安永4年未4月 1鋪・ し139
衛門、岡田組名主金左衛門・組頭重右衛門・長百姓源左衛門、 1785×890・
九反組名主茂右衛門・組頭吉右衛門・長百姓喜兵衛他御案内 虫垂・彩色

4名連印　功科村・市村・丹波島村・久保寺村・小柴見村境目
村々役人立合印形

御幣川村御地押改絵図　御案内名主与右衛門・組頭卯八・弥 文化4年卯4月 1鋪・ し156
八・長百姓治兵衛他8名連印　境目小森村・下横田村・松平之 1400×2106・
秋助御在所篠野井村・ニツ柳村・布施高田村・会追々役人立 彩色
合連印

五十平村絵図面　名主嘉七・組頭治郎兵衛・長百姓四郎右衛 明和4年丁亥3月 1鋪・ し272
門他8名連印　検地請のため、前もって村方より字名明細書 1580×1175・
き入れた村絵図を提出したものか。古間村・橋詰村・黒沢 彩色、
村・三夏村・瀬脇村々役人立合印形

小柴見村絵図面　名主文左衛門・組頭源八・長百姓半右衛門 明和3年丙戌3月 1鋪・ し293－2

他6名連印　検地請の際、前もって提出した村絵図か。妻科 1300×1000・
村・中之御所村・久保寺村・善光寺御領平柴村々役人立合印 虫損・彩色

形

五明村地並絵図面耕地∵筆毎の地番号入絵図 文政5年 1鋪・ し295
2760×2800・
破損・彩色・貼
紙
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検地／二二

矢代村地押絵図 年欠 3100×2290・ し553
彩色・貼紙

中條村子地押改絵図　名主与五右衛門・組頭弥治兵衛・同断 寛政4年壬子4月 1鋪・ し231

平治郎他16名連印　地縛御改願出について、同村絵図を作 2020×1960・
成、村境目毎に隣村の長野村・山上条村・青木村・専納村・地 彩色

京原村々役人の立合を得村内字名を一筆毎に記入して提出
したもの

山布施村之内　山村山村寅地押改絵図面三役人常右衛 文化3年寅4月 1鋪・ し234
門・茂左衛門・喜傳極圏15名連印　隣郷村の小松原村・笹平 1940×1980・
村・瀬脇村・宮野尾村・山布施村々役人立合奥印 虫損大・破損

大・彩色

山平林村地押絵図　名主善右衛門・組頭孫左衛門・長百姓平 天保6年未4月 1鋪・ し249
左衛門他11名連印　境目村の水内村・安座村・安座村真藤 2890×3200・
寺・大安寺村・山布施村・中山新田村・入有旅村・氷熊村・三水 剥離・彩色

三々役人立合印形、地押改を願出るに際して、村方から提出
したもの

柳沢新田村地押改絵図　新田村名主源左衛門・組頭儀左衛 文政3年辰4月 1鋪・ し363
門・頭立御案内武左衛門他5名連印　ニツ柳村・石川村・有旅 1710×1600・
三々役人立合印形 破損・剥離大・

彩色

（御料所・御領分真田領相之嶋村有地併地割絵図）　相 天明6年午11月 1鋪・ し012
野嶋村忠助・喜市・作左衛門他1名、御料所相野嶋村出作二代 2040×870・
数右衛門・角兵衛・勘兵衛、御料所村山出作惣代喜平次・三左 彩色

衛門・平右衛門連印→三輪六十郎様　松代領相野嶋村百姓4
名・御料所相野嶋村出作惣代3名・村山村3名廉印

御料所・御領分真田領相之嶋村有地併地割絵図相野嶋 天明6年11月 1鋪・ し440
村忠助・喜市・作左衛門他1名、御料所相野嶋出作惣代数右衛 1980×800・
門・角兵衛・勘兵衛、御料所思山村出作惣代喜平次・三左衛 二三・破損大・

門・平右衛門→三輪六十郎　洪水罹災後、相之嶋村無難の有 彩色・貼紙

地を田地人別切に地境を改め、併せて、川翌翌地の場所の割
地を行った際のもの

牧内村有地鼠絵図　名主久左衛門・組頭友作・長百姓頭立嘉 文政13年寅10月 1鋪・ し044
右衛門他6名連印　当村有地御改預出隣村々立合の下に御 2580×1580・
見分墨引御輿の絵図、境目村の西条村・荒町村・幸根井村・関 彩色
屋村・平林村・弊村村役人立合印形、天保2卯年6月保科村・東

条照々役人立合印形

須坂村有地改絵図面　名主源六・長百姓若右衛門・惣助他7 文政2年己卯3月 1鋪・ し097－01

名連印、立合羽尾村・八幡村・向八幡村・千本柳村三役等連印 1361×1545・
虫損・彩色

（青池村有地畔絵図面）　名主八郎右衛門・組頭徳右衛門・長 文政7年申10月 1鋪・ し305
百姓吉右衛門他連署　隣村の有旅村・山布施村・中山新田 2070×2800・
村々役人立合連署 彩色

下高田村有地切絵図　名主常右衛門・組頭甚右衛門・長百姓 文政3年辰3月 1鋪・ し364
久右衛門他12名連印　上高田村・風間村・西尾張網村・南長 2005×2375・
池村・北高田村・千田村地続早々役人立合印形 剥離・一部欠

損・彩色・かぶ
せ絵

加賀井村御竹林絵図面　道橋方右受取 天保2年 1袋・包紙 し375－00

加賀井村御竹林絵図　道橋方右受取 天保2年卯7月 1鋪・ し375－01

410×585・
朱書

和佐尾村覆之場所割地絵図面 文政元年寅10月 1袋・破損 し130－00

和佐尾村覆場所割地絵図面　名主清左衛門・組頭小左衛 文政元年寅7月 1鋪・ し130－01

門・長百姓市左衛門他10名　当村覆ノ場所従先年違作仕 1510×1800・
来御座候電動人別之内地所取失候者茂有之混雑仕候付御 虫損・彩色

割地奉願所候寛文年中御書上水十二而人別持高相訳兼候
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検地／地押

堀付持地明細立札御門之上覆二月田田割合被成下」絵図
面拝見、名主・組頭・長百姓・重立・小前襟代24人意代請印
形

［検地　北長池村絵図面］北長池村名主藤左衛門・組頭嘉 明和2年酉9月 1鋪・ し026
右衛門・長頭伊右衛門他5名　立会南長池村・西尾張部村・北 1746×1713・
尾張部村・風間村・大豆嶋村・土屋坊村・綿内村・福嶋新田村・中 虫損・彩色
俣村・布野村・小嶋村三役連印

検地　南長池村絵図面　名主治右衛門・組頭惣左衛門・長百 明和2年乙酉2月 1鋪・ し210
姓五左衛門他5名連印　北長池村・西尾張部村・下高田村・風 1490×1410・
間村々役人立合捺印 彩色

検地　八町村絵図面　八町村肝煎与惣左衛門・肝煎忠兵 宝暦11年巳11月 1鋪・ し031
衛・組頭与左衛門他8名　立会仁礼村肝煎清蔵・組頭市郎右 1443×1965・
衛門・長百姓市郎左衛門、仙仁村名主七兵衛・組頭六左衛門・ 破損・彩色・貼
長百姓与右衛門、須坂領掌内村名主長四郎・同彦兵衛・同久 紙
四郎、須坂領村石村名主傳兵衛・組頭清右衛門、野三三名主
伊兵衛・組頭儀左衛門連印

検地　上高田村絵図　肝煎甚三郎・組頭久左衛門・長百姓喜 宝暦13年未3月 1鋪・ し093
右衛門連印、立合北高田村・下高田村・千田村・南俣村・七瀬 1308×1721・
村三役連印 曲直・破損・彩

色・貼紙

検地　下高田村図　肝煎重助・組頭市右衛門・長百姓喜次郎 宝暦6年子 1鋪・ し219
他9名連印　南長池村・西尾張部村・北高田村・上高田村・千 1160×1970・
田村・風間引々役人立合奥印 彩色・貼紙

検地　北高田村絵図面　水内熟読高田村肝煎半兵衛・組頭 宝暦8年寅10月 1鋪・ し552
定右衛門・長百姓重左衛門他8名連印　立合上高田村・七瀬 2290×2350・
村・権堂：村・三輪村・北平林村・西和田村・西尾張部村・下高田 彩色
村・千田村・南俣云々役人奥印

検地　北堀村絵図　名主蔵左衛門・組頭吉左衛門・長百姓六 明和3年戌3月 1鋪・ し124
右衛門他7名連印　南堀村・小嶋村々役人立合印形 1605×1145・

彩色

検地　西和田村絵図　名主新五郎・組頭仁兵衛・長百姓作右 天明3年卯4月 1鋪・ し112
衛門他2名連印　当村検地に際して提出した村絵図、境目の 1600×2040・
西尾張部村・北高田村・北平林村・返目村・桐原村・中越村・東 彩色
和田村々役人立合印形

検地　夏草村絵図　竹生型置内国和村肝煎元右衛門・組頭 宝暦4年戌4月 1鋪・ し146
弥右衛門・長百姓惣右衛門　竹生村の内夏和村検地請の節、 1470×1110・
地境改絵図、竹生村・奈良井村・久木村・竹生村之内花尾村 岳麓・彩色
境目村々役人立合印形

検地　南牧村絵図　検地請の前提として村から提出した村 宝暦2年申 1鋪・ し232
絵図、境目村の山和田村・吐唄村・宮平村々役人立合印形 1180×1460・

彩色

検地　小嶋村絵図面肝煎甚五兵衛・組頭清兵衛・長百姓祖　右衛門他7名連署　布野村・北長池村・北尾張部村・石渡村・

宝暦4年申 1鋪・

P580×1145・
し265

南堀村・北堀村・中俣並々役人立合印形 破損・彩色・貼
紙

検地　小嶋村絵図肝煎甚五兵衛・組頭清兵衛・長百姓祖右　衛門他7名連印　石渡村・南堀村・北堀村・中俣村・布野村・北

宝暦4年申3月27日 1鋪6

P500×1160・
し122

長池村・北尾四部轟々役人立合印形 彩色・貼紙

検地　千本柳村絵図　肝煎文治郎・組頭勝右衛門・長百姓八　郎右衛門他8名連印　上徳間村・下戸倉村・若宮村・須坂村・

宝暦10年庚辰4月 1鋪・

P730×1080・
し288

向八幡村・内川些々役人立合印形 彩色・貼紙

雨宮村検地絵図面（雨宮三五力村の本田御改並びに新　田御改め直し他検分につき）　雨宮村名主兵左衛門・組

寛政11年未10月 1鋪・

Q386×1700・
し056

虫損・彩色・貼
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検地／地押／地・村・山境

検地　雨宮村改絵図面　雨宮村本町組名主善右衛門・組頭 寛政11年未10月’ 1鋪・ し189
八郎治・長百姓勝衛門他7名ζ同村新町組名主喜惣治・組頭庄 1620×2560・
左衛門・長百姓忠左衛門他9名、森村名主伊七・同断八左衛 彩色

門・組頭惣兵衛他5名、倉科村名主儀七・同断善兵衛・組頭伊
三郎他7名、三三村名主友弥・組頭助左衛門・長百姓喜惣治他
2名、土口村名主友左衛門・組頭富左衛門・長百姓瀬左衛門他
5名請印　隣村の生酢村・森村・土口村・上横田村・下横田村・

矢代村々役人境目立合印形

検地　須坂村絵図　肝煎彦七・長百姓幸助・同断幸右衛門他 宝暦9年巳卯7月 1鋪・彩色 し118
4名連印　検地の節、村方より提出、境目村の八幡村・向八幡

村・千本柳村・若宮村々役人立合印形

検地　黒沼村絵図面　名主利兵衛・組頭清兵衛・長百姓平左 明和2年乙酉9月’ 1鋪・ し224
衛門他5名、坪根村肝煎傳［　　］連印　瀬脇村・五十平村・ 1620×1145・
橋詰村・下曽山村肝役人立合奥印 彩色．

検地　西尾張部村絵図面　名主儀左衛門、組頭傳左衛門、 明和2年酉3月 1鋪・ し229
長百姓吉右衛門他7名連印　隣郷村の西和田村・東和田村・ 1080×2130・
北尾恥部村・北長池村・南長池村・下高田村々役人立合奥印 彩色

大豆嶋村改絵図面　名主八十八・組頭勘助・長百姓善八他14 寛政11年未11月 1鋪・ し240
名連印　境目の綱村・川合村・川合新田村・松岡新田村・千田 2380×2760・
村・風間村・北長池村々役人立合印形 彩色

検地絵図　石渡村　肝煎三良右衛門・組頭甚左衛門・長百姓 宝暦13年辰4月 1鋪・ し267　一

又右衛門連印　高請地面1ヶ所毎に貼紙して地目、間数、面 785×1060・
積、分米と名請人を記入、境目村の小嶋村・北尾張部村・東和 彩色・貼紙・付

田村・下越村・南堀村々役人立合印形 札

大宝村牧嶋村境改絵図（御検地の際古川敷筏道の詮議 宝暦6年丙子6月②3日 1鋪・ し054

につき）大宝村肝煎八郎兵衛・組頭長兵衛・佐五右衛門他6 1453×1156・
名連印　牧嶋村肝煎三左衛門・組頭伊右衛門・長百姓嘉右衛 虫損・彩色

門他2名連印

地・村・山境

竹生村三組絵図　肝煎嘉兵衛・組頭八郎右衛門・長百姓清四 宝暦4年甲戌3年 1鋪・ し111

郎他8名連印　竹生草分組境界墨引絵図　久木村・裁乃村・ 1500×1140・
竹生駒之内日和組・上野村 糊付けのため

開かない・彩色

牛島・大豆島・綿内村分境図 年欠 1鋪・ し222－01

800×1120・
虫損・彩色

牛島・大豆島・綿内村分境面 年欠 1鋪・ し222－02

1095×820・
彩色

【

久保寺村絵図　肝煎八左衛門・組頭彦右衛門・長百姓伴右衛 宝暦6年丙子 1鋪・ し230

門連印　隣郷村善光寺領平柴村・小柴見村・小鍋村・小市村・

O波嶋村々役人立合奥印

2080×2400・
ﾊ色

大豆嶋村福嶋村地境図面　大豆嶋村名主与五兵衛・組頭兵 文化3年寅6月 1鋪・ し306

六・長百姓与惣治他2名、福嶋村名主名右衛門・組頭勘左衛 1090×765・

門・同断宇右衛門他3名連印 彩色・かぶせ絵

（伊折村地境絵図） 年三 1鋪・ し494

2520×3180・
彩色・貼紙

（虫倉山入会村地境絵図） 年三 1鋪・

P240×2100一・

し495
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