
地・村・四境

彩色

（御料所小布施村境目絵図面）　小布施村　名主茂兵衛他 安永6年9月 1鋪・ し005

3名　佐藤勝三郎・宮澤義兵衛・山内清四郎
，

1156×812・
虫損・彩色・貼
紙

（吉三三絵図面）吉窪村名主喜兵衛・組頭平左衛門・長百姓 明和4年三三4月 1鋪・ し011

太右衛門他8名、立合小市村・深沢村・山田中村・宮野尾村・ 1590×1134・
名主組頭長百姓連印， 破損・彩色

上五明村飛地山広地絵図上五明村・上平村・網掛村墨引 文政5年午 1鋪・ し113
印形 1252×1235・

彩色

（会村と小森村等六ヶ村境立絵図）　会村名主金兵衛・組 天保3年辰3月 1鋪ピ し160
頭勝五郎・長百姓政七他13名連印　布施高田村・小森村・岩 1800×1560・
野村・下横田村・御平川村6ヶ村々役人立合印形 彩色

（岡田村青地村秣場境墨引絵図） 年欠 1鋪・ し251

1490×1375・
虫損大・彩色・

貼紙

（糖雰声惣灘鰹轟r．侵錨雛簾瓢購簾 安永3年午5月 1鋪・

P960×2220・
し323

他11名連印、志川村名主・長百姓・案内佐兵衛他9名、郡村名 彩色

主徳右衛門・長百姓利七他14名及び大英時役僧　神宮寺役
人久保八郎右衛門・松田大門蔵役人坪井玄右衛門、大英寺僧
侶、境目筋の向八幡村・坂村・羽尾村・桑原村々役人立合印形、

八幡・志川郡3ヶ村、八幡社領、大英寺領を色分

花尾村飛地改絵図　名所田尻沖 年欠 1鋪・ し395

587×407
彩色

小網山内新田村絵図（面面村新地村絵図面酉之方ヲ含） 年欠 1鋪・ ．し065

1970×1434・
虫損・彩色
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開発／高請／除地ほか

（上横田村新田絵図面） 天保5年午11月 1袋・破損 し015－01

（上横田村新田絵図面）　上横田村名主長兵衛・組頭嘉 天保5年午11月 1鋪・ し015－02

平治・長百姓源左衛門他4名 814×1460・
彩色

清野村新田地続改直絵図面　改町田源左衛門・中村幸太 天保7年申3月 1袋 し119・00

夫・半田藤作、立合板西三郎

（清野村新田地続改直絵図）　清野村名主判右衛門・組 天保7年申3月 1鋪・ し119－01

頭惣兵衛・同嘉一郎他5名連印　西條村・岩野村・東福寺 875×1600・
村・中沢村の名主・組頭・長百姓立合印形 虫損・彩色

（耕地絵図）村名不詳 年欠 1鋪・ し486－01

1178×1440・

（耕地絵図）村名不詳 年欠 1鋪・ し486－02

1080×1420・

（須坂村無高反別之内高請絵図面）　須坂村肝煎嘉七・長 宝暦9年卯10月 1鋪・ し014

百姓幸助・幸右衛門他5名 899×534・
虫損・破損・彩
色・貼紙

（丹波嶋村廣土地之内二二二二下方井高請伺書）御郡 4月 1袋・破損・反故 し017－01

方 紙使用

（丹波嶋村廣土地之内御添高被下方井高請伺書添絵 4月 1鋪・ し017・02

図）御山方 576×1564・
虫損・彩色

東寺尾村　西寺尾村　古川敷改絵図面　高請之節御勘 明和7年寅 1鋪・ し053

定所拍　千曲川周辺高請改め 1875×1064・
貼紙多し、取扱
い注意・彩色・

貼紙

幸高村絵図（松代御分地高境目など）　幸高村勇右衛門 文政8年酉8月 1鋪・ し058
941×1658・
彩色

倉科村御高請預之場所已改絵図面　名主若兵衛・吉郎治・ 天明5年巳6月 1鋪・ し108

組頭源惣治以下12名連印→宮沢義兵衛・関田源之丞、立合 600×1035・

小林参太夫 虫損・彩色

上横田村下横田村高請預場所絵図　改菊地伊惣治・宮沢 安永5年申10月 1鋪・ し109

義兵衛、立合伊藤右平治　上横田村名主忠左衛門・組頭三左
q門・長百姓武右衛門他1名、下横田村名主三左衛門・組頭

683×658・
脂氈E彩色

五右衛門・長百姓清十郎他7名請印、雨宮村あ組名主兵蔵・
組頭傳左衛門・長百姓林蔵他3名立合印形

（清野村古川敷御高請絵図）清野村名主喜右衛門・組頭市 明和8年卯5月 1鋪・ し119－02

郎右衛門・同断惣三郎他1名→山崎弥藤太・大嶋粂助・松本金

E衛門

760×1680・
資ｹ・彩色

（北郷村　御引高並起高明細書上絵図）肝煎半左衛門・ 安永3年午7月 1鋪・ し269

組頭四兵衛・長百姓平右衛門連印→御勘定所 835×630・
ﾊ色・貼紙

八町村上組芝野開発寺請預絵図　八町村両組肝煎重左衛 明和8年卯5月 1鋪・ し262

門・同断富兵衛・組頭奉右衛門他11名連印 1100×760・
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破損大・一部
欠・紙が弱い・
彩色・貼紙

聖澤村西高請改絵図面　名主塁壁・組頭弥吉　「小田原村・ 嘉永2年己酉4月 1鋪・ し318

中牧村分地の内陣澤村江新開被仰付、引渡候場所御墨引之 1435×1600・
通境目相違無御座候、以上」小田原村、名主重兵衛・組頭権兵 虫損大・彩色

衛・頭立十代弥左衛門、島牧村源五右衛門・組頭久右衛門・長

百姓藤左衛門他3名連印

（関屋村御林之内吾妻銀右衛門取斗地細高請訓改絵図） 天保6年未8月 1鋪・ し403

吾妻銀右衛門印・関屋村名主團蔵・組頭奥右衛門・長百姓嘉 1205×1720・
治郎他3名請印→御勝手元〆・御郡奉行宛　御勘定役小林三 虫垂・彩色・裏

左衛門・草川吉右衛門、御徒目付中村三一郎の立合を以って 書

見分改の旨道橋方元〆寺澤松三郎印、裏書道橋奉行2名（藤
井喜内、馬場介作）ヨリ御勝手元締、御郡奉行宛

（水内諸書組御引高要地書上絵図）　名主喜兵衛・組頭茂 寛政5年丑7月 1鋪・ し396

右衛門・長百姓作五右衛門連名→御璽御奉行所 1090×1070・
破損大・剥離・

彩色・付札

（大豆嶋村湿地引願絵図） 年欠 1鋪・ し479
885×1900・
かぶせ図

（鷹小屋平開発場所改絵図面） 年欠 1鋪・ し022
804×554・
彩色・貼紙

中牧村之内字芦出入開発願之場所絵図面並冥加籾上納 嘉永元年申9月 1袋 し192－00

方量

中牧村之内字芦焦眉開発願之場所絵図面　中牧村名 嘉永元年申9月 1鋪・ し192－01

主祭五右衛門・組頭市郎左衛門・長百姓中村良左衛門他16 1030×1130・
名連印　中牧村日方組の内字芦年月古荒地芝野の分新開 虫損・彩色

発願出、地主一同明細御案内仕り、墨引及び開発出来次第
届出べき旨の請書付

（矢代村荒地鍬入願図） 天保4年巳10月 1鋪・ し382
542×1120・
虫損・彩色

（湯田中村前河原新田開発願関係綴　安永10年）　M 4通1綴 し450

450－01～M450－04は綴られている

（湯田中村前河原町発願絵図）佐野村七右衛門→御勘 安永10年 1鋪・ し450－01

定所元〆 560×790

佐細論纏叡感縣撫繍謬1候縣！ 安永1b年丑1月 1通・半切継紙 し450－02

七右衛門　御勘定所元〆御役所　端書右上に0とあり、
安永10年2月差し出しの佐野村七右衛門願書［乍恐以口
上書奉願上盤御事］（切起し高請けの為湯田中村前河原横
道下屋敷拾軒前など拝借願）の下げ札あり

佐竃甘轟額謙認識踏継矯慧駁槻魏 安永10年丑4月 1通・竪切紙 し450－03

につき差上書）　佐野村七右衛門→御勘定所元〆御役
所端書右上にOとあり

佐野村七右衛門願書［群群以口上書奉願上候御事］ 安永10年丑4月 1通・竪切紙 し450－04

（湯田中村新田開発地の内宮地有無御尋ねへの返
答につき宮地開発願）　佐野村酒右衛門→御勘定所元
〆御役所　端書右上にOとあり、七右衛門願書（願いの通
り宮地を含め湯田中村新田開発につき申上書）の下げ札
あり

天明2年壬寅2月 1鋪・ し206
（佐野村七右衛門前河原開発　御請場所墨引絵図）　開 1720×800・
発願人七右衛門、佐野村名主文蔵・組頭惣右衛門他2名連印 剥離大・彩色・
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→今井政吉・長岡佐平太・菊地伊惣次　改長岡佐平太・菊地 裏書
伊惣次、立合今井政吉三名裏書、し450参照

明和8年卯4月 1鋪・ し225
（新町村芝野開発御高請場所書上絵図面）　新町村名主 326×476・
六左衛門・組頭九左衛門・長百姓源八他3名連印 虫損・彩色

年欠 1鋪・ し226
（小鍋村草山開発高請場所書上絵図面）　小鍋村千木俳名 322×470・
主茂右衛門・頭立源右衛門・同断門衛連印　名所屏風岩前草 虫損・彩色

山開発改　反別2畝23歩、分米1斗6升3合
弘化3年午5月 1鋪・ し228

（中御所村廣土開発場所書上絵図面）　名主十兵衛・組頭 920×530・
宇平・長百姓重右衛門他1名 破損・彩色

年欠 1鋪・ し397
（開発場見取絵図）村名不詳、新規開発場・古開発場・三木 715×365・
伐払の上開発目論見地、道・水を色分け 彩色

明治4年未4月 1鋪・ し471
（上平村胡桃澤併小調河原当時開作場絵図）上平村名主 280×920・

久保半左衛門・組頭小林与五兵衛・長百姓東川佐治右衛門 彩色貼紙
村相

1鋪・ し523
東福寺・岩野・清野・沢4ヶ村　開発場改図面　川敷の開 467×374

発か、4ヶ村の地代金及び上納籾高を見積り伺を提出した
もの

小沼村居屋鋪地割預絵図　但預人別坪数書上帳面類添 寛保2年戌1月 1鋪・ し227－01

685×1570・
破損・彩色・貼
紙

屋敷犀角測候人別坪数帳　小沼村肝煎市左衛門・組頭重 寛保2年戌1月 横長美1冊 し227－02

左衛門・同断小左衛門・他1名→御代官所

小沼熱願之場所人別御高島御高御書上帳　大熊村肝 寛保2年戌3月 横長美1冊 し227－03

煎七之助・組頭源助・同断九郎兵衛他1名

古来右屋敷間数高付帳　小沼村肝煎市左衛門・組頭重左 寛保2年戌3月 横長美1冊 し227－04

衛門・長百姓九郎右衛門→御代官所　表紙の年代は「寛保
弐年戌之二年」とある

他村住所之者井欠落者人別帳　小沼村肝煎市左衛門・組 寛保2年戌1月 横長美1冊 し227－05
頭重左衛門・同断小左衛門他1名→御代官所

（若宮村八幡宮社領除地再御酒裏書絵図）　さらしな神 天明2年寅3月 1鋪・ し259
社八幡宮別当八幡寺鑑司潮音及び同断神主松田織部・名主 1190×1630・
緋右衛門・同断与右衛門・長百姓新左衛門他5名請印形　片 破損・剥離・彩
岡嘉金治・関田源丞、立合竹内善内　同村八幡社領除地の儀、 色・裏書

正徳年中に御改請の後、年来の事故混雑に付村方より再主
を願出たので、此度再改の上同地安堵並社領山も新改を行
い、永除地申付の旨、天明2年5月祢津要左衛門、小多次両人
（職奉行力）裏書

（下横田村籐右衛門御下高之場所改絵図面）　関田慶左 嘉永元年申6月 1袋・虫損 し013－00

衛門・水井忠治、立合竹花左太郎

q翻幅罐灘聴姦盆御嶽高等御引分之 嘉永元年申11月 横切紙1枚・

P55×332・

し013－01

灰色宿紙

（下横田村籐右衛門御母高之場所改絵図面）改関田 嘉永元年申6月1日 1鋪・ し013－02

慶左衛門・水井忠治、立合竹花門太郎　下横田村名主佐平 788×842・
太・組頭半兵衛・長百姓・傳右衛門他1名連印 虫損

（千本柳村伊勢免・寺地反別書上絵図面）肝煎文治郎・組 宝暦10年庚辰4月 1枚・ し373
頭勝右衛門・長百姓八郎右衛門連印　「今度寺地差除相三三 282×385・
高請奉願」の旨奥書 彩色・貼紙

十村和田与惣右衛門御除地改絵図　→御十方　立合小林 天保5年午11月 1袋 し322－00
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三左衛門・中村義一郎

迎謁和田与惣右衛門御除地改絵図→御集方郡点図 天保5年午11月 1鋪・ し322－01

内字和田山木立新田　和田与惣右衛門御除地被下町候二 880×1205・
付、郡山名主孝左衛門・長百姓源吉、志川村名主平左衛門・ 彩色
組頭瀬左衛門・長百姓金十郎請印

柴村慶宝院総監高改図面御勘定所元〆春日理右衛門改、 嘉永元年9月 195×407 し521－01

立合御勘定役宮本愼助

柴村心隔院御盛高改図面　御勘定所元〆春日儀右衛門 嘉永元年9月 195×407 し521－02

改、立合御勘定役宮本棋助

松代町旧暦管轄取調図面 390×560 し522

諸月桂除高図面改御暦定役、立合御徒目付連印 文政10一安政4年 1綴・朱書 し348－00

（日影村西京淑徳十郎御敵高図面）　改青柳丈左衛 嘉永元年申9月 1枚・ し348－01

門・同酒井市治、立合原田糺連印 280×390・
朱書

（山口助左衛門此度拝領屋鋪図面）　改町田源左衛 酉11月 1枚・ し348－02

門・池田良右衛門、立合佐竹周蔵連印 280×390・
朱書

（赤田村新井吉郎兵衛御盆高図面）青柳丈左衛門・同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　酒井市治、立合原田糺連印

嘉永元年申9月 1枚・

Q80×390・

し348－03

朱書

（赤田村新井吉郎兵衛御除高図面）　山江柳島左衛 嘉永元年申9月 1鋪・ し348－10

門・同酒井市治、立合原田糺連印　赤田村名主麟五郎・組 400×565・
頭幸吉・長百姓弥五兵衛奥印 虫損・朱書

（石倉冨治拝領屋鋪図面）改水井忠蔵・長岡藤吉、立合 文政10年亥4月 1枚・ し348－04

坂西喜平太連印 280×390・
朱書

（三輪村治雨龍除高図面）　改渡辺壮之助・萩原八左衛 安政4年巳9月 1枚・ し348－05

門、立合竹花富之進連印　三輪村名主三右衛門・組頭惣兵 295×400・
衛・同元作他2名奥印 朱書

（三輪村友右衛門面諭高図面）　改春山磯治・竹内多吉、 安政4年巳9月 1枚・ し348－08
立合館孝右衛門連印　三輪村名主三右衛門・組頭惣兵衛・ 275×400・
同元作他2名奥印 朱書

（岩野村堀田重蔵身代小十郎御高除之分図面）改春 安政3年辰8月 1枚・ し348－06
田栄作・同小嶋元之助、立合堀内権左衛門連印『岩野村名 295×400・
主安吉・組頭安兵衛・長百姓代兵衛奥印 朱書

（大岡根出組之内匠増村助左衛門御除高図面）　改片 嘉永元年申9月 1枚・ し348－07
桐重之助・関田慶左衛門、竹花左太郎連印 285×400・

朱書

（北東寒村清之助御甲高図面）改伊東栄治・北嶋元之 安政4年巳9月 1鋪・ し348－09
助、立合竹花富之進連印　北東條村名主重右衛門・組頭祐 270×745・
八・同町兵衛他1名奥印 朱書

（袋）［幸高村荒地絵図］ 寛保3年亥3月29日 1袋 し443－00

（御料幸高村之内　松代領分荒地極絵図）幸高村勇右 寛保3年癸亥3月 1鋪・ し443－01

衛門・福嶋村肝煎源兵衛・組頭与五左衛門他1名　御料所 685×1110・
幸高村の内、当領分23暁闇の処、段々川欠荒地になり、残 彩色・貼紙

所、去戌年の大洪水に皆川欠になったので同地起返迄諸
役等は願の通り免除すべき旨裏書あり

（袋）［明和九県議十一月幸高村翁絵図面壱面但御料所村 1袋 し444－00

野離難藪暑通弊所開発一答書壱通同

（御料松代領入会幸高村惣絵図面）幸高村名主平蔵・与 明和9年壬辰11月 1鋪・ し444－01
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頭太助・百姓代茂助他6名　御料幸高村の内松代領分高 910×1635・
23石余は井上村勇右衛門が所持し来たが、御料分地と入 彩色・貼紙

交じり、品川欠その他で地境不分明に付、宝暦10年絵図面
を為取替したが、今度幸高村地改が行われたので、再応勇
右衛門分の地所境を明確にし、御料所村役人立合印形の
上提出したもの。勇右衛門開発願場所之儀尋に付答書一
通添

（端裏書）［御高帳書抜］（安永元年・文政三年・弘化二 1通・横切継紙 し444－02
年幸高村御高帳書抜）（幸高村）（包紙）［上　　幸高
村　荒所開発尋候処不及自力候旨答書］あり、灰色宿紙

幸翻畢灘購藤糠蕪鰐繕羅聖書 安永元年辰12月 1通・竪切継紙 し444－03

答書）幸高村勇右衛門→三輪徳左衛門様

（一宿村荒地書上絵図、写）鼠宿村名主西沢泰助・組頭鈴木 明治4年未4月 1鋪・ し453
長左衛門・同断斉藤佐兵衛他1・ヶ村5名 276×975

（二佐村石砂入荒地絵図）粟佐村名主二二五右衛門・組頭 明治4年未4月 1鋪・ し456
市川亀三郎・同断市川三左衛門他1名 555×770・

彩色

（東福寺村荒壁書上絵図）東福寺村名主小林三良右衛門・ 明治4年未4月 1鋪・ し458
組頭福島富作・長百姓宮下吉郎兵衛他1名 275×1345・

彩色

（岩野村荒地書上絵図綴、写）岩野村名主上間小謡作・組頭 （明治4年）4月24日 横半切紙2枚綴 し462
松崎佐兵衛・同塚田三市郎他1名

（郡村荒地見取絵図、写）郡村名主和田存右衛門・組頭和田 明治4年4月 1枚・ し466
助四郎・長百姓藤甚寅重 390×272

（上徳間村荒地書上絵図）　上徳間村名主瀬達新左衛門・組 明治4年未4月 1鋪・ し467
頭中村清左衛門・長百姓宮入傳七他1名 395×1080

（向八幡小船山両点荒地書上絵図）向八幡村名主与惣右 （明治4年）4月 1鋪・ し468
衛門・組頭坂口八郎治・長百姓飯島喜左衛門他1ヶ村4名 755×1120・

彩色

御領分轄抜川蝉荒荒明細絵図島津要左衛門・佐藤軍治 明和2年酉9月 1鋪・ し092

2060×2560・
彩色

（千曲川出水之節矢代川除消失ヶ所見分絵図面）　矢代 天保2年卯7月 1鋪・ し429
村分地・粟佐村分地 277×972・

虫損・貼紙

雨宮村6東寺尾村迄・柴村6川田二二・小市村6市村 年高 1袋 し439－00

迄着所絵図面三
枚

年欠 1鋪・ し439－01

雨宮村6東寺尾村払転所絵図 360×890・
彩色、貼紙

年欠 1鋪・ し439－02

柴村窪川田村迄荒所絵図 356×760・
彩色

年欠 1鋪・ し439－03

小市村右市村迄琴唄絵図 356×960・
彩色

（明治4年） 1鋪・ し454

（志川村川欠荒地御冥加籾場所書上麓絵図面）志川村名 275×965・
主西沢平左衛門・組頭堀内勝左衛門・長百姓北川原善右衛門 彩色

（明治4年） 1鋪・ し457

（土牢村川下等所絵図、写） 545×1540・

ﾊ色
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明治4年未4月 1鋪・ し460
（須坂村川欠荒所書上絵図）須坂村名主大谷惣助・長善姓 520×1090・

坂田市右衛門・同断宮川権右衛門 彩色

明治4年未4月 1鋪・ し464
（更級郡上山田村川欠荒地書上絵図）更級郡上山田村名 820×390

主篠原新重郎・同鹿田久右衛門・田嶋九郎兵衛他3名
明治4年未4月 1鋪・ し465

（上横凪・下横田両村古川欠荒地書上絵図）下横田村名 790×1875・
主望月金作・組頭柳沢新右衛門・同断望月大治郎他1ヶ村4名 彩色・貼紙

（明治4年）4月 1鋪・ し469
（若宮村前々川欠点引高之内冥加上納場書上絵図）若 254×960・

宮村名主水井久蔵・組頭柳澤九左衛門・立合高松円右衛門他 貼紙
7名

明治4年未4月 1鋪・ し472
（羽尾村本新田相欠絵図面〉羽尾村山組名主塚田勇右衛 546×1030

門・長百姓坂口荘右衛門・頭立小松孫右衛門他4名
明治4年未4月 1鋪・ し473

（上五明村古川欠御引高之内当時干損場併冥加籾石上 817×390
納場書上絵図）上五明村名主竹内瀬兵衛・組頭鈴木秀治
郎・長百姓塚田佐治右衛門

明治4年未4月 1鋪・ し107
網掛村古荒場起返り絵図　名主御野治郎兵衛・組頭大井久 770×1⑥80・

之丞・長百姓小宮山三郎右衛門連印 虫損大・彩色・

貼紙

明治4年未4月 1鋪・ し452
（千本柳村石川原冥加地併古新川欠引地書上絵図）千 395×1940・

本柳村名主竹内林右衛門・組頭小泉五郎兵衛・長百姓竹内要 彩色
左衛門→松代藩御役所

明治4年4月’ 1鋪・ 七455
（矢代村川欠起返書上絵図）矢代村名主山田正平・同諏方 280×1085・

三右衛門・組頭新村勇左衛門他7名 彩色

明治4年未4月 1鋪・ し459
（八幡村永川平荒地起返絵図）八幡村仮名主唐木田富左衛 550×1140・

門・組頭南沢荘作・長百姓武井勝之丞 彩色・貼紙

明治4年未4月 1鋪・ し461・

（力石村甲所起返絵図）力石村名主山崎助右衛門・組頭田島 555×780
茂兵衛・長百姓小宮山丹治

明治4年未4月 1鋪・ し463
（小森村川欠起返絵図）小森村名主米沢金三郎・組頭久保五・ 386×560

左衛門・長百姓山崎彦三郎他1名
（明治4年） 1鋪・ し470

（東福寺・中沢山村前々川欠引高之内起返併干損冥加上‘納場書上絵図）中沢村名主玉井市郎治・組頭小山清右衛
553×1120・
ﾊ色

門・長百姓相沢廉之助

文化元年甲子4月 1鋪・ し110
竹生村古謡起返場所見分絵図竹生村名主藤右衛門・組頭 1550×1682・

与右衛門・同断常右衛門他5名請印　改中村仲右衛門・竹内 虫損・一部剥
三郎兵衛、立合竹内六郎兵衛 離・彩色

年欠 1鋪・ し332
（黒沼村荒地起返絵図） 1220×1200・

破損・彩色

文化元年甲子3月 1鋪・ し402
弘和村古荒起返留場所見分絵図面名主元右衛門・組頭 1484×1045・

五郎平・長百姓甚右衛門他4名連印　中村仲右衛門・竹内三
Y兵衛、立合竹内六郎兵衛

彩色・貼紙

嘉永4年亥12月 1袋・破損大 し441。00
上山田村・若宮村広土地起返上絵図面井御添高之場所
@絵図面四枚　御勘定役改春日儀左衛門・馬場忠吾、立合竹

花冨之進

嘉永4年12月 1鋪・ し441－01
上山田村・若宮村広神地起返地絵図面併御甲高開場　所絵図面

570×1996・
ﾊ色・貼紙
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響騎詳宮村広土地起下地絵図面併御添高之場
嘉永4年12月， 1鋪・

W03×2360・
資ｹ・彩色

し441・02

嘉永4年12月 1枚・ し441－03

上山田村広土地起返地鳥内心添高之場所絵図面 269×372・
彩色

嘉永4年12月 1枚・ し441－04

若宮夏型土地起返地層内御酌高之場所絵図面 269×372・
彩色

御用地ほか

東寺尾村寅改暦返本田之内　岩崎主馬殿持高引訳改絵 天明4年辰2月 1鋪・ し303
図面東寺尾村名主林右衛門・組頭團右衛門・同断源左衛 580×720・
門他1名、岩崎主馬丁丁甚右衛門→宮澤義兵衛・佐藤民 虫干大・破損・

治・久保祐助　去寅（天明2年目年御改起返御本田村中御請 彩色

の内、岩崎主馬様御持分の内、前々川名高5石3斗7升余
の地所入交り混雑に付、此度、同高分御生麩願出、宮澤義
兵衛、佐藤民治、立合久保祐助にて明細御見分請け致し

加賀井村御用地絵図　加賀井村名主半兵衛・組頭吉左衛 文政13年寅閏3月 1鋪・ し057

門・長百姓金左衛門他3名連印 836×1537・
溝前・彩色

（御前裁間数付図）　御勘定役　小林三左衛門、竹内藤助 文政13年寅9月 1鋪・ し170

御用地 1440×400・
彩色

（袋）［御町御用弓取場絵図面写］ 年欠 1袋・袋 し451・00

（御町御用砂取場絵図面写）松代町検断伴栄作・馬喰町 （天保4年）5月 1枚・ し451・01

名主重吉・紙屋町名主要吉他5ヶ町1ヶ村10名　奥書御 550×775・
勘定方（池田良右衛門・竹内藤助・立合清野新平）境筋 彩色

立合奥書西寺尾村名主藤左衛門・組頭重右衛門・長百姓
左源治、裏書　御郡奉行（金児丈助、岡島荘蔵）ヨリ町奉
行（奥津権右衛門・松木源八）宛。天保度に御用砂山場と
して指定された東寺尾村地内は慶応3年近年中次の洪水
によって御用差支に付いて、引替地を願出た際、天保度
に御下渡しの主取場絵図を写して提出したもの

（御町御用臼取場代地関係綴） 年欠 5通1綴 し451－02。00

（包紙）［口上覚］ 年三 1通・包紙 し451－02－01

璽罐驕懸翻驕鶴繧諜垂轟上謬貼 3月 1通・横切紙 し45，一〇2－02

町年寄検断助兼増田徳左衛門・中沢久右衛門・岡田荘之
助他1名

榛鰹ξ轟簡購籏翻弼野購麟礫 慶応3年卯3月 1通・竪半帳 し451。02。03

つき願書）名主柄沢吉郎右衛門・同断中村嘉十郎・名
主相原邦治郎他5名→検断御助御町年寄衆中

某申上書（端裏書）［御用弓取場詮義申上］（御用砂取場
@候補地お尋ねへの回答につき申上書）

1通・横切紙 し451－02－04

十郎兵衛書状（御用砂取場出水流失のため代地引渡 （慶応3年）4月16日 1通・横切継紙 し451－02－05

につき書状）（十郎兵衛）→（御収納郡方様）

小河原村肝上地丹波嶋村与左衛門御請地絵図面小河 文化14年丑3月 1鋪・ し181

原村南組名主高高・組頭新兵衛・長百姓治兵衛他1名、北 2520×1850・
組名主五右衛門・組頭善蔵・長百姓久右衛門他2名連印、 一部欠損・彩色
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丹波嶋村御引請人与左衛門→菊池孝助・町田権之助、立合
富田安左衛門

水内村平組御用地絵図　弐枚之内　水内村平組名主孫 天保6年未5月 1鋪・ し141－01

右衛門・組頭新蔵・長百姓傳兵衛他4名連印 975×845・
彩色

水内村平組御用地絵図　弐枚之内 天保6年未5月 1鋪・ し141－02

850x790・
彩色

（水内村安田組御用地絵図）　水内村安田組名主甚五兵 天保6年未5月 1鋪・ し147

衛・組頭傳之丞・長百姓三右衛門他2名連印 574×985・
彩色

（家中屋敷添盆明屋敷跡　御用地御小作地改関係綴
@天明4年～文化3年）

14通1綴 し487

改高野数右衛門他1名申上書和田惣摩屋鋪御用の為、
@改につき絵図面申上書）　　　　　　　　　　　　　改高野数右衛門・立合竹花

文化3年寅2月26日 1通・竪切紙 し487－01

其右衛門

竹内三郎兵衛他1名申上書（森慶治屋鋪上ヶ三分宮沢
@善治拝領のため、改の上引渡につき絵図面申上

寛政3年亥11月 1通・竪切継紙 し487－02

書）　竹内三郎兵衛・立合片岡源左衛門

菊池伊惣治申上書（片端御用地の場所明細改につき 寛政1年酉2月 1通・竪切紙・貼 し487－03

絵図面申上書）　菊池伊惣治 紙・下ヶ札（絵
図面申上書）

菊池伊惣治申上書（片端御用地の場所明細改につき 寛政1年酉2月 1通・竪切紙・下 し487－08

絵図面申上書）　菊池伊惣治 ヶ札（絵図面申
上書）

片岡治郎右衛門他3名申上書（樋口弾右衛門跡屋敷等 未12月6日 1通・竪切継 し487－04

改につき絵図面申上書）　片岡治郎右衛門・倉沢四郎 紙・下ヶ札（絵

兵衛・御蔵番清水十郎他1名 図面申上書）・

かぶせ図

片騨幽幽蟹鱈燐麟瓢1襟辱灘警 申8月晦日 1通・竪切紙・下

鮪D（絵図面申
し487－10

治・御蔵番清水長十郎 上書）

片岡治郎右衛門他1名立上書［口上覚］（三村古仙拝領 10月28日 1通・竪切紙・下 し487－09

屋敷引渡につき絵図面申上書）片岡治郎右衛門・御 ヶ札（絵図面申

蔵番清水長十郎 上書）

（三村政之助跡屋敷間数井建家長屋平重門立木改絵 年欠 1鋪・竪切継紙 し487－05

図面）　し487－06の図面と同様のもの

矢野倉町太夫他1名伺書（浦町明屋敷地改の上、御小 酉3月 1通・竪切紙・下 し487－07

作年貢心積りにつき絵図面伺書）矢野倉弥太夫・立 ヶ札（絵図面申

合山内清四郎 上書）

矢野倉弥太夫他1名伺書（小作願場所勘弁のため、午 巳10月 1通・竪切継 し487－11

年より御年貢籾積りにつき絵図面伺書）矢野倉弥 紙・下ヶ札（絵

太夫・宮沢義兵衛 図面申上書）

矢野倉弥太夫他1名伺書（渋谷通恩跡屋敷等改につき 卯11月 1通・竪切継 し487－14

絵図面申上書）　矢野倉弥太夫・御蔵番松木重蔵 紙・下ヶ札（絵
図面申上書）・

雪裏に貼り紙

宮難薗盟騨誌上喜漁礁縢灘啓霜 1通・竪切継
?E下ヶ札（絵

し487－06

蔵番清水長十郎 図面申上書）

宮沢義兵衛他1名宝上書（下田町付近小作地願の場所 天明4年辰5月 1通・竪切紙・付 し487－12

明細改につき絵図面申上書）宮沢義兵衛・立会片山 札

弥友　小作地追加の付札あり
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御用地

鰹謬門門樫響蝋箋欝地改吐引 天明4年辰3月 1通・竪切紙・貼 し487－13

山村山村新出航　小市村御林跡御年貢上納場　絵図 天保12年丑3月 1袋 し180－00

面弐枚

山村山村新御林　小市村御林跡御年貢上納場絵図 天保12年丑3月 1鋪・ し180－01

山村山村名主調蔵・組頭佐左衛門・長百姓頭立惣代納之 550×1150・
助他1名連印、御勘定役池田良右衛門・半田藤作、立合 彩色・裏書

清野新之助、御側組御須目付見分相改、道橋方元め小頭
中沢義市奥印→御郡奉行兼御勝手元〆　従来小市村にて
御林山であった処を同村塚田源吾の下置かれ御年貢上納
場となし、同山の引替地として、新たに山村山村の内、
御林山に指示。道橋奉行天津綾之介・藤井喜内・馬場介
作裏書捺印

山村山村新御林　小市臨御林山年貢上納場絵図　小 天保12年丑3月 1鋪・ し180－02

市村名主弥五八・組頭源吾・長百姓弥三郎連印、御勘定 550×1140・
役池田良右衛門・半田藤作、立合清野新之助、御側組御 彩色・裏書

須目付見分相馬、道橋方元め小頭中沢義市奥印→御郡奉
行田御勝手元〆　従来小市村にて御林山であった処を同
村塚田源吾の下置かれ御年貢上納場となし、同山の引替
地として、新たに山村山村の内、御林山に指示。道橋奉
行祢津田之介・藤井喜内・馬場感作裏書捺印

［稲荷山・桑原村入会御林麓図］ 218×280 し536

小布施村栗御林絵図面　改佐藤傳五郎・立合福沢十右衛 明和3年丙戌10月 1鋪・ し102

門、小布施村栗御三守関谷茂助・名主傳右衛門・組頭千 1664×1581・
六・長百姓九郎右衛門、御絵図師三村万助 彩色・裏書

（当村御栗林見分改関係一括　明和9年） 3通1括 し493

（構羅灘輩麓講馨豊灘禦 明和9年辰9月 1袋・

ﾘ入昭和6年6
獅W日の農林

し493－00

省林政沿革調
査資料のラベ
ルあり

4豊麗繋駕鮎葱剛堅欄鰻 明和9年壬辰9月 1通・四切継紙 し493－02

助・猶右衛門・与惣右衛門他5ヶ村1ヶ町76名→坂西喜
平太様・佐藤傳五郎様　富村御栗林は献上栗出候場所二
テ近年手入怠りの旨風聞飼付御見分改に対する請け書

［小布施村御薦米適薬年貢上納名前御書上帳］　小布 明和9年辰10月 1冊・竪半 し493－03

施村関谷茂助→御奉行所　当市御栗林は献上栗出面場所
ニテ近年手入怠りの旨風聞二付御見分改の際、明和3年
御改の節の絵図面へ引合、名所併人別持主明細御案内の
上作成時に、同時に書上げて提出したもの

（小布施譜面林改絵図面）小布施村入作市村彦九郎、小 安永3年午9月 1枚・ し493－01

布施村御愚見関谷宗吉、小布施村名主茂助・組頭茂兵 2070×2960・
衛・長百姓権左衛門連印→野中友右衛門・長岡左平太・ 彩色

片岡嘉金治　小布施村栗御詠のうち入作の彦九郎私有地
について御案内の上、作付・境界改作成の絵図

山村山村新御林絵図　池田良右衛門・半田藤作、立合清野 天保12年丑3月 1鋪・ し030
新之助　山村山村名主鼠落　組頭佐左衛門・長百姓頭立惣 546×1152・
代憲之助・御創見文蔵→馬場輪作・藤井喜内・祢津綾之助 虫損・彩色・裏

宛　金児丈助・岡嶋庄蔵・寺内多野 書

（小網新田村御林山・札山絵図） 年立 1鋪・ し246
1420×2000・
虫損・彩色

竹見分場二巴絵図面 年三 1鋪・ し307
765×550・
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御用地／山林／用水／河川

彩色

日名村之内　祢津数馬様御持山色分絵図肝煎角之丞・ 安永2年巳2月 1鋪・ し312

組頭清五郎・長百姓平兵衛連印 1348×1180・
資ｹ・彩色・貼
紙・付札

郡村和田山下絵図 年欠 1鋪・ し379
1270×735・
虫損・彩色

倉科村愛吉献山之場所絵図面 1袋 し072－01

倉科村愛吉三山之場所絵図面　元〆小頭近藤伴吉
@印・関田寛左衛門・永井忠治、立合竹花左太郎→宮島守

嘉永1年申6月 1鋪・

T63×790・

し072－02

人・柘植嘉兵衛・祢津綾之介、裏書岡嶋庄蔵・竹村金 彩色・裏書

吾・山寺源太夫・磯田音門

山林／河川

鬼無里村薪二二二二梯山御下知絵図　成澤新弥・児玉九
@野右衛門・原半兵衛他6名　裏書　成澤新弥・児玉九野右
@衛門・原半兵衛他6名

宝永5年子10月 1鋪・

P254×910・
j損大・彩色

し028

（長井村元住居新馬喰町倉吉所持山蜂上靴引絵図）長 天保6年未5月 1鋪・ し025

井村名主久左衛門・組頭伊惣治・長百姓宇左衛門他3名 574×789・
資ｹ・彩色

大宝村三山一件図面　三輪六十郎・菊地伊惣治見分の上作 安永2年巳12月 1鋪・ し179－01

成、大宝村名主八郎兵衛・組頭市大夫・長百姓佐野右衛門他
P1名請印→御幣御奉行所　野山七分三分引分け、三分の方

2480×1400・
ﾊ色

105割御田畑地付に仕本百姓59軒御高大小に不抱軒割仕
り、七分の二本百姓面割の耕地130割間脇面割耕地125割
仕り、他村境目並入会場所遠近道法耕地色分け山の上中下
位付御絵図面相仕立

大宝村白山一件図面　名主八郎兵衛・組頭佐野右衛門・同 安永2年巳8月 1鋪・ し179－02

市大夫他11名連印→三橋六十郎、菊池伊惣治 2220×1450・
資ｹ大・彩色・
かぶせ絵・貼紙

赤芝銀銅山地量絵図面　但刈生野銀山山留伊兵衛改 嘉永5年子4月 1袋・包紙 し370－00

（山留伊兵衛）

赤芝銅銀山地量絵図面 嘉永5年4月 1鋪・ し370－01

390×112・
虫損・朱書・貼
紙

赤芝銅銀山地量絵図面 嘉永5年4月 1枚・ し370－02

260×330・
虫損・朱書・貼
紙

陸圏銅銀山地量絵図面 嘉永5年4月 1枚・ し370－03

285×390・
虫損・朱書

赤芝銅銀山地戯絵図面 嘉永5年4月 1枚・ し370－04

280×380・
虫損・彩色・貼
紙

赤高高銀山高高絵図面 嘉永5年4月 ユ枚・ し370－05

250×350・

一43一



山林／用水／河川／普請

虫損・朱書・貼

（御用水新堰見立絵図）網掛村・五明村・力石村・新山村・上 年欠 1鋪・ し428
平村 920×592・

虫損・彩色

峯嶋堰一件絵図 年欠 1鋪・ し531

240×330

（松代用水堰目論見絵図）雨宮・土口・矢代・岩野村 年欠 1鋪・ し434
685×1550・
虫損・彩色

蛭川筋水陸検分絵図 年欠 1鋪・ し008
1902×1591・
虫損・彩色・貼

宝暦十二年荒町村・西條村関屋川絵図弐枚 宝暦12年 1袋・破損大・裏 し009－01

西条村分関屋川古川敷井土手敷絵図宮澤嘉平他5名 宝暦12年 1鋪・ し009－02

547×1814・
彩色・貼紙

関屋川荒町村之内古川絵図宮澤嘉平他3名 宝暦12年 1鋪・ し009－03

355×880・
彩色

牛嶋・大豆嶋・宅内三箇村川辺図面　下妻壱分弐間積 年欠 1鋪・ し308
川普請の為作成か 1135×1950・

虫払大・彩色・

貼紙

（信州土屋坊村一件引合　川敷当時有形絵図面）（大豆 年欠 1鋪・ し491

嶋村）袋上書［当時有形　一　絵図面　一枚　信州土屋坊 1500×1330・
村一件引合　大豆嶋村］、差出・作成は袋上書より作成 彩色・貼紙

千曲川筋埴科郡粟佐村御糺に付年々川筋変貌書上絵図 安永5年申9月 1鋪・ し361

面　名主傳助重郎・組頭傳田・百姓代市郎左衛門他6名連印 1210×1630・
→御検使 虫払大・剥離・

彩色・貼紙

普請

川合・牛島両村組合、大豆嶋・松岡新田両村差障　川除 嘉永7年寅5月 1鋪・ し033

出入場見取絵図面　見分改　春日儀左衛門・青柳丈左衛 798×1103・
門・北沢大蔵他2名、道橋附山崎弥兵衛・五明甚左衛門 虫損・彩色・か

ぶせ絵

油川田村柳立之場所分見絵図面　千曲川除血筋の柳立 文政13年寅閏3月 1鋪・ し055

てにつき　町川田村名主藤左衛門・組頭久助・長百姓健左 824×1183・
衛門他14名連印、東川田村名主半右衛門・組頭庄作・長百姓 彩色

百左八他2名連印

用護讐地顯糊糀1鵬i塾寺代’粟佐’祝 年欠 1鋪・

P213×1984・
し059

彩色

瀬戸川村成就組・上聖村山抜二付　土尻川筋掘割御普 年欠 1鋪・ し194

請所絵図　小根山村、瀬戸川村他　御普請所仕様書一通 1080×1900・
添 彩色・貼紙・付

D
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（千曲川筋矢代・塩崎両村御話請所見取絵図） 三二 1鋪・ し432

402×605・
虫損・彩色

5

（響懸矯横田糟糠筆付襯井村与為取替書面 卯3月 1袋 し442－00

（横田村川除普請二付塩崎村枝郷篠野井分地借為絵 正徳5年未8月16日 1鋪・ し442－01

図） 854×630

上田領塩崎村庄屋次郎右衛門他6名取替証文［相渡申
@証文之事］（横田村川除普請の為塩崎村枝郷篠野井
@分地借地につき取替証文）　　　　　　　　　　　　　上田領塩崎村庄屋次郎右

正徳5年未8月16日 1通・竪切紙 し442－02

衛門・同所組頭茂八左衛門・同善八他4名→松代御領上下
横田村庄屋彦五郎殿・長百姓五郎兵衛殿・同長太夫殿他6
名　川除普請の為他村地内借地証文

（千曲川・犀川筋幽々御普請所絵図）西寺尾村 年欠 1鋪・ し485－01

580×830

（千曲川・犀川筋高々御普請所絵図）西寺尾村 年欠 1鋪・ し485－02

555×385

（千曲川・犀川面高々御普請所絵図）川井新田村 年忌 1鋪・ し485－03

867×280

（千曲川・犀川筋高々御普請所絵図）眞島村 年欠 1鋪・ し485－04

2000×575

（千曲川・犀川前壷々御普請所絵図）土盛村 年欠 1鋪・ し485－05

250×634

（千曲川・犀川筋高々出直請所絵図）岩野村 年欠 1鋪・ し485－06

630×245

（千曲川・犀川筋晶々御普請所絵図）小森村 年欠 1鋪・ し485－07

248×630

（千曲川・犀川筋疏々御普請所絵図）柴村 年豆 1鋪・ し485－08

493×630

（千曲川・犀川筋晶々御普請所絵図）布野村 年豆 1鋪・ し485－09

272×768

（千曲川・犀川筋島々御普請所絵図）大宝村 年豆 1鋪・ し485・10

1878×476

（千曲川・犀川富村臨御普請所絵図）四ッ屋村・丹波嶋村 年欠 1鋪・ し485－11

324×760

（千曲川・犀川筋村々御製請所絵図）小松原村 年欠 1鋪・ し485－12

200×1060

（千曲川・犀川筋濡々御普請所絵図）網掛村 年欠 1鋪・ し485－13

630×250

（千曲川・犀川筋村々御三請所絵図）若宮村 年欠 1鋪・ し485－14

630×250

（千曲川・犀川弊村巨細普請所絵図）山田村 年欠 1鋪・ し485－15

1040×633

（千曲川・犀川筋早々御普請所絵図）向八幡村 年欠 1鋪・
し4ε5－16

250×950

（千曲川・犀川筋晶々御心請所絵図）須坂村 年三 1鋪・， し485・17

246×946

（千曲川・犀川筋村々御普請所絵図）粟佐村分 年欠 1鋪・ し485－18
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嬉

978×296

福島村巷御三領組合　新土堤御普請所ノ絵図 年欠 1鋪・ し525

248×318

（千曲川筋上徳間村御普請所目論見絵図） 年欠 1鋪・ し374
772×253・
朱書・貼紙

（土尻川筋干揚場新堀場見取絵図） 年欠 1鋪・ し425
400×860・
虫損・彩色・貼
紙

（千曲川・犀川筋川合・牛嶋新田田畑新掘割目論見絵図） 年欠 1鋪・ し435
385×550・
虫損・彩色

（松代往還新道目論見絵図）雨宮・土口・岩野村 年欠 1鋪・ し433

755×1610・
虫損・彩色

橋普請仕様図面 年欠 1帳 し502

（稲螺灘脇1齢瀦二輪農天保七丙 天保7年丙申 封紙1枚・

Q79×392・

し018－01

反故紙

（新規御厩御普請所絵図）　改宮下三郎治　関田庄助 文政7年申4月 1鋪・ し018－02

立合伊藤新右衛門 250×400・
彩色・貼紙

（御郡方江差出候絵図面写）改宮下三郎治関田庄助 文政7年申4月 1枚・ し018－03

立合伊藤新右衛門　文政七年中村元尾屋敷地之内御用地 280×368・
朱書

中村元尾殿より引戻し候絵図面　改宮下三郎治関田 文政7年申4月 1枚・ し018－04

庄助　立合伊藤新右衛門　新規御厩御普請所　御控 331×469・
朱書・貼紙

o

上小嶋田村八幡原無高反別之内新道附替並御普請所共 年欠 1枚・ し380－01

改絵図面御勘定役改宮下三郎治・春日儀左衛門、立合御 306×420・
徒目付水野七郎兵衛 彩色・裏書

上小嶋田村八幡原無高反別之内新道附替並御普請所 年欠 1枚・ し380－02

共改絵図面 306×420・
彩色

（御普請方作付場指図） 年欠 1鋪・ し484

455×1132

東寺尾寺新堰御用地絵図面壱枚　地代金帳壱帳・高 文政元年寅6月 1袋 し436。01－00

附帳壱帳

東寺尾寺新堰御用旧地代金相渡元帳　小野唯右衛門・ 文政元年寅6月 横長半1冊 し436－01。01

町田権之助・立合佐竹周蔵

東寺尾三新堰御用地高附帳　小野唯右衛門・町田権之助 文政元年寅6月 1冊 し436－01－02

東寺尾三新堰御用地絵図面　小野唯右衛門・町田権之助 文政元年寅6月 1鋪・ し436－01－03

松代町関屋河へ引入水の用水新前堀割御用地御買上に付 3135×575・
御用地地主別に坪数を測量したもの 彩色

東離灘灘牒絵図面壱枚附地代金相渡別帳 文政2年卯5月 1袋・破損 し436・02－00

東寺尾寺新堰形式御用地代金積覚 文政元年寅6月 横長半1冊 し436－02・01
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普講／災害

東寺尾寺新堰御用地絵図面小野唯右衛門・町由権之助 文政元年寅6月 1鋪・ し436－02

松代町関屋河へ引入水の用水新堰堀割御用地御買上に付 2950×600・
御用地地主別に坪数を測量したもの 彩色

水道方手入場所伺絵図 1鋪・ し526

320×503

災害

弘化丁未春三月廿四日信州大地震山瀬川塞湛水之図 弘化4年 1鋪・ し006
発行　江戸日本橋通二丁目山城屋佐兵衛　信州善光寺大門 907×992・
町蔦屋伴五郎　　「弘化丁未　信濃国大地震之図　侯命館蔵 版破損大・包
梓」 紙

弘化二野夏四月十三日信州犀川崩二六郡漂蕩之図 ・弘化4年 1鋪・． し007
亀　　」

892×653・
ﾅ・破損大

控絵図　瀬戸川村之内成就村・竹生村之内上野村　山　索変所絵図面祢津要左衛門・成沢勘左衛門
子6月 1鋪・

V85×1140・
し034

・虫損・彩色、貼

紙

大地震二付山ヌケ水溜リ案内手引之図　弘化4年大地震 弘化4年未3月24日 1枚・ し248
山抜図版本 390×300・

虫損大・版本、

彩色

丁未大地震山二二川留切図 弘化4年丁未3月 1枚・ し393・01

285×395・
軍縮大・彩色

丁未大地震山抜取川留切図　巡見見取図 年欠 1鋪・・ し393－02

285×787・
親旧大・彩色

（弘化4年3月） 274×391 し533．

［嘉永七年十一月伊豆・武蔵・相模・甲斐・駿河五ヶ　国大地震瓦版］

年三 205×288 し539

下高井郡中野町火災二付消失凡下絵図松代藩控、中野 年欠 1舗・ し385
町ノ内青五堂組 825×780・虫

損・彩色
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争訟／出入／白痴

点諭／出入／裁許

（東條村牧内村山境裁許絵図）東条村両罰名主左兵意馬 天保2年卯6月 1鋪・ し019
下14名、牧内村（以下欠落）、保科村名主観左衛門他3名 830×1427・

東側欠落・裏に

農林省林政沿
革調査資料ラ
ペル添付・彩色

東條村牧内村山境論所境論絵図池田良右衛門・片桐重之 天保2年卯6月 1鋪・ し00霊

助・立会西沢甚右衛門、東條村両組名主左兵衛他14名、牧 845×1570・
内村名主久左衛門他10名、立会保科村名主重左衛門 彩色

弐枚之内天保二年入会山牧内村（東條村牧内村山境総 天保2年卯6月 1鋪・ し063－01

論裁許絵図）　東条村両組名主左兵衛・喜八・組頭仙蔵他 824×1560・
12名、牧内村名主日左衛門・組頭友治・長百姓嘉右衛門他8 虫損・彩色

名、立合保科村名主語左衛門・組頭平蔵・同平次郎他1名連
書

弐枚之内入会山（東條村牧内村山境総論裁許絵図） 天保2年卯6月 1鋪・ し063－02

東条村両組名主左兵衛・喜八・組頭仙蔵他12名、牧内村名 845×1590・
主久左衛門・組頭友治・長百姓嘉右衛門他8名、立合保科 彩色

村名主重左衛門・組頭平蔵・同平次郎他1名連書

（雨宮村等五ヶ村と上横田村地論図）上横田村名主友右 安永4年未3月 1鋪・ し016

衛門・組頭ロ左衛門・長百姓武右衛門、雨宮村名主傳左衛 813×940・
門・同断兵蔵、森村名主八左衛門・同断音右衛門、倉科村名 虫損・破損大・

自覚左衛門、生萱村名主兵右衛門、土口村藤右衛門　雨宮 彩色・貼紙・か

村、森村、倉科村、生誕村、土口村連印 ぶせ絵

両横田村・雨宮5力郷地境論所改絵図改矢野倉弥太 安永5年丙申2月 1鋳・ し判牛01

夫・徳正高山蔵・立合岡田佐左衛門、上横田村名主忠右衛 1248×1475・
門・組頭三右衛門・長百姓武右衛門他2名、下横田村名主 彩色・裏書

勇蔵・組頭忠兵衛・長百姓徳弥他4名、雨宮村名主傳左衛
門・同兵蔵・組頭三郎右衛門他7名、土三二名主武太夫・組
頭小左衛門・同善右衛門他4名、生萱村名主平右衛門・組
頭銀左衛門・長百姓善左衛門他2名、倉科村名痛覚左衛
門・組頭作右衛門・同平亀目5名、森村名主音右衛門・同八
左衛門・組頭源七他5名請印形　地境争論双方和議の上境
天天極に付御勘定役（矢野倉弥太夫、徳高知蔵）立合御目
付（岡田佐右衛門）の見分を請け、墨引きをなしたもの、
裏書小多次、祢津要左衛門

両横田村・雨宮5力郷地境論所改絵図矢野倉弥太夫、 安永5年丙申2月 1鋪・ し胴4－02

徳正高下蔵、立会岡田佐左衛門、上横田村名主忠右衛 1233×1493・

門・組頭三右衛門・長百姓武右衛門他2名、下横田村名主 彩色・裏書

勇蔵・組頭忠兵衛・長百姓徳弥他4名、雨宮村名主傳左衛
門・同兵蔵・組頭三郎右衛門他7名、土口村名主武太夫・組
頭小左衛門・同若右衛門他4名、生萱村名主平右衛門・組
白銀左衛門・長百姓若左衛門他2名、倉科村名虚血左衛
門・組頭作話衛門・瀬田弥他5名、森村名主音右衛門・血煙
左衛門・組頭源七他5名工印形　地境争論双方和議の上境
立相極に付御勘定役（矢野倉弥太夫、徳高甚蔵）立合御目
付（岡田佐右衛門）の見分を請け、墨引きをなしたもの．
裏書小多次、祢津要左衛門、雨之宮村・土止村・生萱村・
倉科村・森村及び上横田村・下横田村

（雨宮村入会五箇村と論所裁許絵図）雨宮村両組名主林 安永7年戌9月 1鋪・ し020

蔵・同断仲右衛門・組頭三郎右衛門以下7名連印、門口村名 1153×1598・
主徳右衛門・組頭小左衛門・同断銀右衛門他3名、生萱村名 裏に農林省林
白銀左衛門・組頭新左衛門・長門白滝左衛門他2名、倉科村 政沿革調査資
名主弥大夫・組頭与惣右衛門・同断政右衛門他3名、森村名 料ラベル添付

一48一



争諭／出入／裁許

主幸右衛門・源治郎・組頭小太郎他五名連印、改三輪六十 ・彩色

郎・菊池伊惣治・立合小林与五郎　小（川）多次・祢（津）要左

衛門裏書裁許有り

下横田村・雨宮五ヶ郷地境論所分間絵図面 年欠 1鋪・ し243

920×1560・
彩色・かぶせ絵
・貼紙

雨復五ケ郷横田村出入内済之上御郡奉行裏書絵図面書 年欠 1鋪・

W40×455・

し260

彩色

（高野村、牧田中村・牧野嶋村・下市場村山境裁許絵図） 文政5年午2月 1鋪・ し021
吉澤十助・町田源左衛門・立合坂西喜平太、高野村名主式右 1150×402・
衛門・組頭三右衛門・長百姓源左衛門他9名、牧田中村名主 彩色
喜惣治・組頭武右衛門・長百姓三左衛門他2名、牧野嶋村名
主市兵衛・組頭吉兵衛・長百姓式右衛門他3名、下市場村名
二二右衛門・組頭礒五郎・長百姓頭立庄兵衛他1名、立会竹
房村名主新平・同吉郎兵衛・組頭与右衛門他3名、立会軽井
沢村名主伊左衛門・組頭庄左衛門・長百姓利右衛門連印　文
政5年壬午4月岡（嶋）荘蔵・廉下弦・令左源太・裏書裁許あ

二折村和佐尾村山論図面　長岡藤吉・関田庄助　立合富岡 文政6年未11月 1鋪・ し035
安左衛門　　転折削除名主惣左衛門・吉郎右衛門　組頭喜 1414×1570・
平治他5名　和佐尾村　名主惣右衛門　組頭円右衛門・儀 二三・彩色・か
兵衛他13名連印、裏書望権之進、岡庄蔵、鹿外守他5名 ぶせ絵図・裏書

（高井郡小磯郡境論裁許絵図）　高井郡11ケ村より小縣郡 享保7年壬寅 1鋪・ し134
57ケ村に出訴した郡境論について裁許、勘定奉行（4人目・ 12月11日 1590×1920・
江戸町奉行（2人）・寺社奉行（3人）・老中（3人）裏書 彩色・裏書

（信州高井郡北大熊村・南大熊村6同郡小沼村野論裁許 元禄9年忌子 1鋪・ し252
絵図）　三奉行秣場出入の際の裁許。萩彦次郎・井対馬・ 10月14日 2480×1425・
稲下野・松美濃・川振津・能出雲・戸能登・永伊賀・松志摩・井 彩色・裏書

大和による裏書

（信州坂木村・五明村柳原諄論裁許絵図）　三奉行　口角 延宝6年戌7月6日 1鋪・ し235

左・甲斐喜右・徳五兵他5名裏書連署 1100×2180・
彩色・裏書・一
部欠落

（埴科郡坂木領3ヶ村・松代領7ヶ村山論裁許絵図） 元禄4年辛未 1鋪・ し184
勘定・町・寺社奉行（稲伊賀・松美濃・能出雲他4名）裁許裏書 4月14日 3100×1860・
埴科郡坂木領3ヶ村（上戸倉村、下戸倉村、福井村）と同郡 彩色・裏書

松代領（森村、矢代村、粟佐村、雨宮村、土口村、生二村、
倉科村）7ヶ村山論、坂木巴里より訴出たが、その趣意却
下され1従来どおり松代領村の御札山として他領の入会を
認めざる旨裁許

（信州埴科郡坂木駆上戸倉村2ヶ村より同国同郡松代領 元禄4年辛未 1鋪・ し327
森村他6ヶ村山論裁許絵図）坂木階上戸倉・下戸倉・福 4月14日 2980×1830・
井3ヶ村より松代領森・矢代・粟佐・雨宮・土口・生萱・倉科7 彩色・裏書

ヶ村へ掛る訴訟で、訴訟側3ヶ村は往古より相手側7ヶ村
の澤山へ入会来り、その代り、7ヶ村の甲水堰を3ヶ村地
内へ引き通し来たった処、頃年防止の趣、難渋の段申立て
たが、却下となったもの、三奉行裏書（稲伊賀・松美濃・能
出雲・北安房・本紀伊・戸能登・小佐渡）

（信州更科郡稲荷山村桑原村より同郡八幡村山論裁許 貞享3年丙寅 1鋪・ し273
絵図）裁許裏書は三奉行及び老中全11名連印。嘉永5年 11月22日 2540×1730・
2月稲荷山・桑原村方にて絵図面焼失に付八幡村の分を写 彩色・裏書

し取り、実書（安堵）の上下渡し

（信州更級郡稲荷山村より同郡八幡村水論裁許絵図） 元禄4年辛未 1鋪・ し346
三奉行裏書　稲伊賀・松美濃・能出雲・北安房・本紀伊・戸能 8月13日 1125×1390・
登・小佐渡による裏書 彩色・裏書

（信州高井白田中村沓野村より同国同白夜間瀬村並上 延宝7年未12月12日 1鋪・ し275
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争諭／出入／裁許

条村三方山境争論裁許絵図）三奉行並老中裏書、喜右 2540×1820・
衛門・又兵衛・関蔵琴唄8名連署 彩色・貼紙・裏

書

（信州高井郡綿内村より同郡保科村水論裁許絵図）三 貞享3年丙寅 1鋪・ し297
奉行（仙和泉・彦伯者・大備前他5名）裏書 1月14日 2540×2480・

彩色・裏書

（信州水内郡千田村より堅甲風間村更級郡大豆嶋村・松
@岡新田村用水論裁許絵図）　裏書勘定奉行4、江戸町奉

正徳2年壬辰3月25日 1鋪・

P165×2520・
し311

行3、寺社奉行4（大大隅・平若狭・中出雲・萩近江・坪能登・松 彩色・裏書
壱岐・丹遠江・森出羽・本弾正・松対馬・安右京）

（二十一力村入会閨門牧内村甲所改絵図）池田良右衛 天保2年卯5月 1鋪・ し062
門・片桐重之助改、立合清野新平　21力村入会札山と地元 830×1980・
牧内村御高地入交り混雑に付御吟味願出、御見分の上絵図 彩色
面墨引の通り相守るべき者都合22力村（惣代欠村・壬林村・
素祢井村・加賀井村・西寺尾村・荒町村・関屋村・東条村・田中
村・長礼村・柴村・東寺尾村・上北高田村・杵渕村・中沢村・東
福寺村・小森村・上布施村・藤牧村・廣田村・牧内村々役人請
印形

押切村切起場年所仮絵図面　訴人申口書取2通添付 年欠 1鋪・ し320
600×820・
虫損・一部欠・

彩色・貼紙・付
札

（里山村御領所境論一件関係綴） 宝暦13年 3通・鋪・1綴 し103

乍恐以口上書御内々御伺申上卿御事、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（里村山村御　領所境論のため当村川欠高明白にする検地糊置に

@つき御内々伺書）里村山村肝煎源六・組頭源介・長百

宝暦13年未12月 1通 し103－01

姓善六→御勘定所　御元〆御役所

乍無量謡鮪摺補講轟！舗秦瀦 宝暦13年未12月 1通 し103－02

源六・組頭源介・長百姓善六→御勘定所　御元〆御役所

里村山御領所境論所絵図　肝煎源六・組頭源介・長百姓 宝暦13年未12月 1鋪・ し103－03

若八→御勘定所御元〆御役所 779×549
虫損・彩色・貼
紙

（粟佐村論所絵図）　名主伊左衛門・組頭傳田・長百姓市左衛 安永3年午9月 1鋪・ し166
門他6名連印　民話御本論証向川原新田耕地杭、瀬下村分 950×1080・
地の由を以、同村之者共杭を打一階に付、右論所絵図面相 付箋多し・彩
仕立申」2枚の内 色・かぶせ絵・

貼紙

矢代村ト塩崎村境論ノ図 年欠 1鋪・ し071

1380×935・
虫損・彩色・貼
紙・かぶせ絵

（矢代・塩崎・粟佐村分地境論所改絵図面） 年欠 1鋪・ し404
1205×425・
一部剥離・彩
色・貼紙

（包紙）［塩崎村・矢代村・粟佐村・横田村四ヶ村最初申立 1袋 し446－00

通御見分之節分間絵図面］

（塩崎・矢代・粟佐・横田四ヶ語論所見応分間絵図）4 年紀 1鋪・ し446・01

ヶ村申立の通り墨引、剥がれたかぶせ図あり 925×1040・
彩色・貼紙

山田中村・宮野尾村地境論所絵図 年三 1鋪・ し427
840×920・
虫損・彩色
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（中牧村御札山絵図面）　小野唯右衛門・町田源左衛門　立
@合竹花甚右衛門　中牧村御山見傳左衛門・名主長三郎・組頭
@吉九郎他10名連印　立会小田原村名主源左衛門・組頭三左
@衛門・頭立三郎兵衛他1名連印、軽井沢村名主市五郎・組頭
@吉郎佐？・長百姓高左衛門

文化14年丑4月 1鋪・

P668×1229・
資ｹ・彩色・貼
?Eかぶせ絵有

し047

（飯縄山裾入会群々論所絵図） 年欠 1鋪・

A1502×1200・

し431

虫盛大・彩色・

貼紙

（妻科村地境争論有地改絵図）単科村御案内名主与市・組
@　　　　　　　　　　　　　　　　　当村有地御改願出　頭重左衛門・長百姓伊兵衛他10名連印

@の節、御見分御改絵図、境目腰村・善光寺領大門町・同領東

天保4年巳3月 1鋪・

P750×2040・

ﾊ色

し136

後町・同領西町・同流長野村・二二七瀬村・同領平業村・中御
椛ｺ・堀出雲守領分中御所村・堀出雲守領分中御所村・松代
御領所栗田村・同権堂村村々役人立合印形

羽尾村明徳寺　境内絵図面 1袋 し301－00

　　　　明徳寺：境内絵図面　明徳寺役代團右衛門・相手羽尾村　方九郎治・本郷名主五郎八・組頭佐治右衛門・長百姓弥治

@兵衛他2名、仙石組名主市野右衛門・七右衛門・長百姓六
@三郎ほか2名連印→田中井右衛門・矢野三山右衛門、御立
@合伊藤小一右衛門宛　文化10年明徳寺大門向九郎治屋敷

（文化10年） 1鋪・

U70×1080・

ﾊ色

し301－01

地異論の場所見分御請絵図

小河原村川除普請出入一件場所絵図面　春日儀左衛門・ 文政7年申9月 1鋪・ し211

関田荘助（御勘定見習） 625×1775・
¥紙・彩色・か
ぶせ絵・貼紙

（小市村絵図）端裏に「今里・小市・山屋三ヶ村入会秣場出入」

@の張紙があり、小市村から出入の際に提出したものか

（宝暦3年か） 1鋪・

Q590×3440・
ﾊ色・貼紙

し371

相之嶋村与御代官所轄長沼村外壱ヶ村境界論扱済絵図
@面　荒井平兵衛様御代官所水内郡長沼内町三役連印、松平
@周防守臨御領分同郡六地蔵町三役他1名連印、同二二田町
@三役他1名連印、真田弾正大耳様御領御役所高井郡相之嶋

文政5年午8月 1鋪・

Q960×1796・
資ｹ・彩色

し061

村三役他3名連印、御用人様御領分相之嶋村分郷名主・組頭
連印、荒井平兵衛様御代官所高井一高高村名主扱人・水内
S上駒沢村名主扱人・松代町扱人3名連印→松代御役所

松平主税助様御知行所真田領主布施村境論所和議絵図
@南原村扱人伊藤文吾郎、塩崎村扱人糟毛平太夫・松代町宿
@扱人中村屋惣九郎、今井村庄屋堀内新左衛門・組頭新八・長
@百姓小林ロ右衛門他3名、真田伊豆守様御領分山布施村名

文化2年乙丑6月 1鋪・

P208×1734・
資ｹ大・彩色・

ｩぶせ絵

し131－01

主吉左衛門・組頭幸七・長百姓五郎吉他2名、布施村分村村
山村名主儀左衛門・組頭常右衛門・長百姓冨蔵他2名連印
田地・草場出入となった際、南原村・塩崎村・松代町宿の扱
｢を以って和議となり、新規境立て墨引、出入り双方及び
立入人連印の絵図を作成。

松平主税助書翰知行所真田領山布施村境論所和議絵
@図　南原村扱人伊藤文吾郎、塩崎村扱人瀧谷平太夫・松

文化2年乙丑6月 1鋪・

P220×1730・

し131。02

代町宿扱人中村屋惣九郎　M131－01に同じ、山布施村分 二三大・彩色・

かぶせ絵

（上山田村・力石村地境出入内済絵図）　上山田村名主喜 安永7年戌7月 1鋪・ し165

代杢・同伊左衛門・組頭八郎左衛門、力石村名主喜平治・組 955×2085・
頭弥五郎・長百姓丹治→御郡奉行所　上山田村、力石両村 剥離・彩色・裏

分地の内、川欠変地境混雑致し、出入に及び、其後和議内 書文書継

済となった節、三音に地境改墨引の絵図を提出（御郡奉行
所宛）、裏書を願出た時の絵図、裏書文書の控（署名は小草
次、祢要左衛門）を添う

（鬼無里村松原組・町組三論一件済方墨引絵図）鬼無里 弘化2年巳8月 1鋪・ し175

村松丁丁組頭和市・頭立惣門富左衛門・小前十代市郎治、町 1410×780・

一51一



争論／出入／裁許

組組頭傳重郎・頭立惣代房吉・同断嘉三郎他9名連印、中町・ 彩色
紺屋町・伊勢町立入人立合印形　町組と松原組の山論、此
度済方被仰付仮境相立墨引の通り相違なき旨

（鬼無里村松原組・町組山論一件済方墨引絵図）鬼無里 弘化3年丙午10月 1鋪・ し178
村松原組組頭和市・頭立富左衛門・同嘉金治他2名連印、町 1560×830・
組組頭源之丞・頭立傳之丞・同伝十郎他9名連印、中町・伊勢 剥離大・彩色・

町立合印形　和議済により論所境立 貼紙

（宮平村・内花見村山境論所内済絵図）宮平村惣代与五 文政11年子3月 1鋪・ し309
右衛門・同断團右衛門・同断吉弥他1名連印、内花見村惣代 860×800・
勇右衛門・同断宇八・同断要左衛門、宮平組名主栄蔵・組頭 虫損・彩色

吉右衛門・長百姓吉郎右衛門他3名、中牧村同断政右衛門・
同断良左衛門、根越組同断惣兵衛・同断五右衛門、和平組
同断五郎右衛門・同断与右衛門・同断文十郎、川口村弥五兵
衛、内花見村高巌寺連印

（高井郡村山村水内郡村山村　境出入和議済口為取 明和元年申11月 1鋪・ し237－01

替絵図）　真田伊豆守領分水内郡村山村庄屋善八・与頭 1335×1820・
善右衛門・長百姓源六他1名、大野佐左衛門様御支配所 虫損・彩色・裏
高井二村山村名主常右衛門・与頭儀兵衛・長百姓武右衛門 書

他3名　双方両人連印　江戸表奉行所迄出訴の処、内済

（高井郡村山村水内聖恩山村　境出入和議済口囲取 明和元年申11月 1鋪・ し237－02

替絵図）　真田伊豆守・領分水内郡村山村庄屋善八・与頭 1340×1980・
善右衛門・長百姓源六他1名、大野佐左衛門様御支配所 破損・彩色・裏
高井蓮村山村名主常右衛門・与頭儀兵衛・長百姓武右衛門 書

他1名　双方両人連印　江戸表奉行所迄出訴の処、内済。
上記に同じ。

大池新田村絵図面八幡村名主治右衛門・長百姓武右衛門・ 文化11年戌10月 1鋪・ し289
頭立傳左衛門他12二連印、志川村名主喜右衛門・長百姓万 2420×2142・
蔵・頭立重蔵他5名連印、獣帯名主宇左衛門・長百姓嘉蔵・頭 虫損大・彩色

立与惣右衛門他4名連印、桑原村扱人忠蔵、大池新田村名
主惣右衛門・長百姓左治兵衛・扱人清太、郡村芝山見与惣右
衛門・同断善五右衛門、志川村芝山見清五郎→田中升右衛
門、海沼八十郎、御立合竹花永治　大英寺御朱印地大池新
佃村地境八幡・志川・郡三箇村芝山の内切添開発仕先達及び
争論候所取扱内済和議阿付、御見分引を御案内致し、明細
御亭の上御絵図面書入色分の通り相違なき旨上記三力村役
人及び立入人、芝山見二三印形して提出した絵図面。大英
寺、羽尾村本郷・岡村仙石組村役人立合印形

（更級郡山布施村百姓持山出入一件内済絵図）　松代領 弘化2年乙巳11月 1鋪・ し326
山布施村山持主田代庄三郎・郷中惣代五左衛門・長百姓判右 1940×1555・
衛門他2名連印、上田軽賎田村郷中朝代勝之助・長百姓＿左 彩色
衛門・組頭若林瀧之助他1名連印、松代町立入人弥左衛門・
同断定右衛門・更級郡山平林村同断平左衛門・警世岡田村同
断清水六郎右衛門連印

（犀川筋大豆島津島両村川除出入和議取極絵図）大豆嶋 文化3年寅6月 1鋪・ し401

村名主眼五兵衛・組頭兵六・長百姓与惣治他2名、福嶋村名 1090、×750・

乙名右衛門・組頭勘左衛門・同断宇右衛門他3名連印 虫損・彩色

一52一


