
寺社／国境／領内／道筋

寺社

高野山奥印の図　御廟所を初め、真田公正覚院殿暁誉崇山 年欠 1鋪・ し329

公の御石塔ほか、奥院地内に於ける諸家の石塔、墓石の所 1240×1800・
在を記入したもの 虫損・彩色

（東叡山円顕院寛永寺山内之図） 年欠 1鋪・ し0381
890×490・
虫損、剥離・彩

F
三緑山廣度院増上寺山内之図 年欠 1鋪・ し0386

590×900・
虫損大

［二二二二（非常之節御立退場指定につき関 年欠 1鋪・

R82×505・

し0481・01

貼紙

［大宝村禅福寺三図］（非常之二二立退場指定につき 年欠 1鋪・ し0481－02

大宝村濃福二項図） 560×770・
彩色

［非常断節御行列帳］ 年欠 横長半 し0481－03

（竹生村金剛寺・三水村長勝寺・椿嶺村高山寺・赤田村専 寛政2年9～11月 9通1綴・絵図・ し0499
袖書

門・矢野武衛門宛届書綴　寛政2年9月～11月）竹生
村金剛寺・三水村単勝寺・信州水内郡椿嶺村高山寺・信州更
級剃跡田村専照寺・信州埴科郡寺尾村福徳寺・信州埴科郡松
三二光寺・信州埴科郡西條村清水寺・信濃国埴科郡松代西條
一州善寺・信州埴科郡屋代村法華寺→師岡十郎右衛門殿・矢
野式右衛門殿　真田領内御朱印地寺院より、江戸の寺社奉
行へ朱印石高寺建前坪数等を書上げた図面の写を藩へ届け
出たものの綴り、但し信州埴科郡屋代村法華寺より届書に
は袖書が欠落

天満寺町　大融寺間取図面 年欠 1鋪・ し0514
375×474

御霊屋長国寺敷地改図面 年欠 1鋪・ し0520
280×390

国境／領内／道筋ほか

御領分図 三枚之内 北ノ方 元禄10年丁巳 1鋪・ し390
10月9日 1525×3020・

彩色

御領分図 三枚之内 r南ノ方 小縣郡・筑摩郡境 元禄10年丁巳 1鋪・ し391

10月9日 2475×1600・
彩色

御領白図 三枚之内 中ノ方 元禄10年忠士 1鋪・ し392
10月9日 3270×1380・

彩色
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（端裏書）［御領内略絵図　松城ヨリ巡路村附併所々舟渡 年欠 1鋪・ し447－01

朱引之通］松本喜章 740×560

御領内略図 602×815 し513

（信濃国三河国境絵図） 年欠 1鋪・ し190

1380×1200・
破損大・彩色

御載許絵図写信濃国端絵図　御載許絵図写河合喜平次・ 年欠 1鋪・ し299

川口源五郎　山論裁許絵図から分明になった国境のヶ所を 550×1160・
抄写したものか 彩色

（信濃・美濃国境絵図）「6月2日戸田采女正様衆ヨリ請取申 年欠 1鋪・ し368

候境絵図」裏書端にあり 2600×730・
彩色・貼紙

越後縁絵図町所之場書入図 年欠 1鋪・ し376
1915×810・
彩色

（甲斐・信濃国境絵図） 年欠 1鋪・ し389

2525×1980・
彩色・一部欠

御裁許絵図書抜　越後国境絵図　目賀田作郎衛門・秋元源 年欠 1鋪・ し394

五之丞・礒矢三郎兵衛連署 790×820・
朱書

須坂藩高井郡之内綿内村枝村御高付絵図　須坂藩堀長門 元禄11年戌寅5月12日 1鋪・ し169

守内二宮弥右衛門・柘植安左衛門書判及び印判→真田伊豆 940×440・
守様内大日向佐五右衛門殿宛　元禄頃信濃国絵図作成に当 彩色

つた真田藩へ須坂藩から提出してきた高井郡綿内村枝村17
ケ村高付絵図

大岡村枝村三十六ケ村高付絵図　36ヶ村の村高を御納所 年欠 1鋪・ し388

高と郷帳高と照合して取調べたもの 775×1590・
破損・彩色・貼
紙・かぶせ絵・

付札

（讐欝御野關道筋凡見取絵図面三枚同職 （嘉永）2年酉2月 1袋・破損大 し003－00

（廣瀬村辺江御野掛御通町筋三千綱村名等取調調申 （嘉永）2年酉2月 1冊・竪半・虫損 し003－01

上）草川吉右衛門・関田廣左衛門

（壱　廣瀬島辺　御野掛御道筋絵図面　但丹波島村 （嘉永）2年酉2月 1鋪・ し003－02

より） 1210×862・
虫損・彩色・貼
紙

（弐　廣瀬潤辺　御野掛御道筋絵図面） （嘉永）2年酉2月 1鋪・ し003－03

782×649・
斜掛・彩色・貼
紙

（三　廣瀬村誌　御野掛御道筋絵図面） （嘉永）2年酉2 1鋪・ し003－04

945×960・
虫損・彩色・貼
紙

（大岡村辺御野掛御道筋凡見取絵図面五枚） （嘉永）2年閏4月 1袋・破損 し004－00

（壱番　大岡村辺御野掛御道筋凡見取絵図面） （嘉永）2年閏4月 1鋪・ し004－01

776×1358・
虫損・彩色・貼

紙
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（弐番　大岡村辺御野掛御道筋凡見取絵図面） （嘉永）2年閏4月 1鋪・ し004。02

923×382・
虫損・彩色・貼

紙

（三番　大岡村辺粗野掛帯道筋凡見取絵図面） （嘉永）2年半4月 1鋪・ し004・03

815×623・
月比・彩色・貼
紙

（四番　大岡村辺御野掛御道筋凡見取絵図面） （嘉永）2年閏4月 1鋪・ し004－04

1217×380・
虫損・彩色・貼
紙

（五番　大岡村辺御野掛御道筋凡見取絵図面） （嘉永）2年閏4月 1鋪・ し004。05

380×1894・
虫損・彩色・貼
紙

（大岡村辺江御野掛御通行筋井御休泊町数附御左右 （嘉永）2年閏4月 1冊・竪半・虫損 し004－06

御遠見村名等取調申上）　草川吉右衛門・関田廣左衛

松代周辺街道絵図 年欠 1鋪・ し426
760×520・
彩色・貼紙

中山道　大秋宿御本陣図面 1鋪・ し532

394×822

坂本宿御本陣図面 1鋪・ し541

367×1180

中山道　本山宿本陣図面 1鋪・ し542

392×550

中山道　中津川宿本陣図面 1鋪・ し543

275×395

中山道　三留野宿本陣図面 1鋪・ し544

393×546

□田富御本陣図面 1鋪・ し545

665×820

藪原宿御本陣図面 1鋪・ し546

274×396

中山道　上松宿御本陣図面 1鋪・ し547

430×511

麻続宿御本陣図面 1鋪・ し548

275×390

太田宿御本陣図面 1鋪・ し549

342×588

（山中辺に御野掛御道筋凡戦取絵図面　付取調申上壱 酉4月 1袋 し438・00
帳共）

（山中辺に御野掛御道筋井町数附御左右取調申上） 酉4月 1冊 し438－01

（根岸通村　御野掛畔道筋凡見取絵図面　壱番　小 （嘉永2年）酉4月 1鋪・ し438－02

松原村ヨリ倉並村迄）　御勘定役　草川吉右衛門・関 945×880・
田慶左衛門 虫損・彩色・貼

紙

（根岸通村　御野掛畔道筋凡見取絵図面　弐番　倉 （嘉永2年）4月 1鋪・ し438－03

並村ヨリ椿峯高山寺迄）　御勘定役　草川吉右衛門・ 760×1215・
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国境／領内／道筋／規式／葬祭／8光社参

関田慶左衛門 虫損・彩色・貼
紙

（閣㍊穀毅鵬瓢濠舗図秘讃葛、r （嘉永2年）4月 1鋪・

X20×1090・

し438－04

吉右衛門・関田慶左衛門 虫損・彩色・貼
紙・かぶせ絵

（黙認澱囎懸謝鴇翻面御驕轟 （嘉永2年）4月 1鋪・

U50×1620・

し438－05

川吉右衛門・関田慶左衛門 虫損・彩色・貼
紙

御恩之節鬼無里村松巌寺絵図 年欠 1鋪・ し509

550×770

御泊之節骨幡村清浄院絵図 手把 1鋪・ し510

687×962

御泊之節栃原村大昌時寺絵図 年三 1鋪・ し511

546×765

御泊之節椿峰高山寺絵図 嘉永2年4月 し512馳

栃原村語宿泊宿割絵図 年欠 1鋪・ し524

425×322

（南畦畔諸国集覧之図）花坊兵蔵版本、右上松代文庫の 平野 1鋪・ し474
印あり 520×710・

彩色

名所道嶋沖境改絵図 年欠 1鋪・ し496

1740×1980

信州渋温泉之略図 年欠 1枚・ し538

275×384

信州更級郡姥捨山十三景 年欠 1枚・ し550－01

255×375

信州更級郡姥捨山十三景 平野 1枚・ し550－02

255×375

規式／葬祭／日光社参

溜池御上屋敷御内書院御居間御給仕図面　江都御次 天保12年辛卯12月 半紙1綴・図面 し475
「御内書院玄猪御祝儀」「御内書院正月三日御流」「御内書院 7枚あり
壱弐之御間正月六日夜二二祝儀」「御内書院御具足餅頂戴之
図」「表御居間」「表御居間（表御居間二而御家老衆拝領物之
節御給仕之心得図式）」「江府御上屋敷御内書院亥猪御祝儀
之図」

大名小路 御役屋敷御座敷図面　「御小書院図」「御登 城 不詳 半紙1綴・図面 し476
前御流輿図」「表御居間御礼席併献上物縮図」「表御居間」「表 4枚あり

御居間節分御祝式之図」

新シ甥御殿御普請前 御内書二二居間御給仕図面 江 弘化1年辰12月 半紙1綴・図面 し477

都御次 「表御居間御製斗差上候節之図」「御内書院御世 7枚文書2通あ
城前御退出後御流蝋図」「表御居間節分御壁式三図」「弘化二 り

乙巳表居間御内書院之御振合二而蟹御祝儀之図」「御内書院
但当時表御書二三具足餅頂戴之図」「御居間諸御礼献上物之
図」「御居間諸御礼席之図」（以上図面）「正月十一日四時揃御

具足餅頂戴」「若殿様定立而御目見申上候御次第書」（以上文
書）
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規式／葬祭／日光社参

新シ橋　御殿御普請前　諸御給仕絵図面　御近習役拍 天保15年 図面8枚文書1 し478

「於　表居間御家老拝領之物之節御給仕之図」「表御居間御 通

製斗差上候節之図」「於表　御居同御鷹之厩庖丁之図」「表
御居間節分御祝儀揺動」「表　御居間諸御礼被為　請候節之
図」「表　御居間表居間御内書院御振合甲唄蟹御祝儀之図」
「御内書院　御登　城前　御退出後御流之図」「御在所御居
間三図」（以上図面）「御給仕勤方」（以上文書）

御判物着豊滝御立併図面 万延1年閏3月 仮1冊 一し503

御政治所　大参付申渡三図 年欠 1枚・ し504

280×391

御政治所　御門被仰付之図 年欠 1枚・ し505

280×440

御年席題側用人御目見之節御礼席絵図 出欠 1枚・ し528

415×490

御在所御居澗御給仕絵図　御居間御礼席御名御座敷御給 年欠 半紙・1綴 し529
側副次第、元日御居間御座敷朝御給仕之次第、年越御祝儀
御給仕御座敷之次第

（小書院大書院御礼席門献上物御畳目図面一括） し568－3

画論繍書院御礼麟献上物御畳目図面御 年欠 1袋・

ｵ568－3－3まで

し568－3－0

袋一括、袋朱書
「礼」

［大書院御礼席図面］ 年欠 1鋪・ し568・34

528×310・
付札

［小書院諸御礼献上物御畳目図面］ 年欠 1鋪・ し568－3－2

580×308・
付札

（袋）［御能舞大台之図］（拍）御目付拍 安政4年閏5月11日 1袋・封筒入り し568－4。0

［御調〕噛（舞大台之図、相）（御目付相） 安政4年閏（5月11日） 1鋪・虫損甚大 し568。4。1

開封不能

［新橋御上屋鋪　表　御居間御内書院　当時表　御 年欠 1冊・竪美 し568－5

書院　御祝式図］（相）御近習役拍

［御居間臨時諸御礼幽晦］ 年欠 1紙・ し568・6

248×317・
付札

［貞姫様秀姫様御荘輿論節図面］ 出欠 1鋪・ し568－7

317×502・
（ 付札

［御移替後拝礼之］（仏事関係絵図、三枚之内弐） 年欠 1鋪・ し568－8

398×278・
付札

棟翻毒細螺鶴拠出番所絵図面］（表御門●出番 病欠 1紙・

R60×320・

し568－9

下札・裏に三三
・裏に朱書「三」

［上野常憲院様有徳院様孝恭院晶晶仮殿諸参詣拝礼 年欠 1鋪・ し568。10
席図］ 330×469

（当時南部坂御殿図面） 年欠 1紙・ し568－11

245×314・
付札、
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規式／葬祭／日光社参

［長齢寺江御出之節御出迎之図］ 出欠 1冊・ し568－12

277×389・
裏貼紙「御目
付」．

（御轡申渡之図面帳） 年下 1通3枚5通 し568－13

［饗暴編湯緬舗為入候節年頭御礼之図面］ 年欠 3通・綴・図面3 し568－14

［新御殿御出輿之図］ 年欠 1鋪・ し568－15

384×813・
「御目付」

［御着輿下図］ 年欠 1鋪・ し568－16

1057×872・
裏貼紙「御目
付」、付札

［御葬式之図］ 年欠 1鋪・ し568－17

1575×960・
裏貼紙f御目
付」、付札

（盛徳寺御廟所絵図） 年欠 1鋪・ し568－18

552×753・
付札

［安政二卯正月廿八日乗馬上覧之節之図］ 安政2年卯正月 1鋪・ し568－20

483×627

［諸御礼披露席絵図面］　末尾に弘化4年正月21日の初 天保2年辛卯正月 1冊・横長美大 し568－21

而御目見の披露図の貼紙あり

甲子循環大成二二　須原屋茂兵衛板 年欠 1鋪・ し540

637×470

御物見仮絵図 年欠 1紙・ し527－01

243×250

御物見仮絵図 年欠 1紙・ し527・02

240×320

［騎射場御立場図式］ 生欠 1鋪・ し535

442×460

（御葬祭御着輿之式次第図） 年欠 1鋪・ し489

948×1843・
貼紙・かぶせ
図・裏打ち

（御出棺関係図面一括） し568－2－0

［御出棺之節御用席井御役人詰場図面］ 年欠 1紙・ し568－2－1

277×370・
し568－2－5まで

括紐一括

［長国寺図面］ 年欠 1紙・ し568－2－2

275×390・
付札

［御通筋之図］ 二丁 1紙・ し568－2－3

243×319・
虫損

（幡・四花など調度品配置絵図） 年欠 1紙・ し568。2－4

319×243
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（寺院内諸役人席などの配置図） 年欠 1鋪・ し568・2－5

731×682・
虫損

（天保14年日光社参奏者番関係書類一括） （天保14年） し568。23－5ま し568－1－0

でビニール紐
一括

（袋）［天保十四癸卯年四月日光御参詣二付　三御宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　右絵図面七城　日光　御成還之節御供立場開場

天保14年発卯4月 1袋・

ｵ568－1－1－7

し568－1－1－0

枚］袋裏「此図面七枚大目付より用人江被達」 まで袋一括

（江戸より岩槻江御着之節御供開場岩槻より古河江
苡o立之節御供立場絵図）裏朱書「一」

（天保14年） 1鋪・

S01×598・

し568－1－1－1

絵図に青・赤の
付札

（岩槻より古河江御着之節御供開場古河より宇都宮 （天保14年） 1鋪・ し568－1－1－2

江御出立此節御供立場絵図）裏朱書「二」 401×598・
絵図に青・赤の
付札

（望脳躍i懸魏1霧欝開鍵醐より日 （天保14年） 1鋪・

S03×597・

し568－1－1－3

絵図に青・赤の

付札

（日光江御着之節御供開場還御之節御供立場絵図） （天保14年） 1鋪・ し568－1－1－4

裏朱書「四」 401×598・
絵図に青・赤の
付札

（日光より宇都宮江還御之節御供開場宇都宮より古 （天保14年） 1鋪・ し568－1－1－5

河江還御之節御供立場絵図）裏朱書「五」 401×598・
絵図に青・赤の

付札

（宇都宮より古河江還御之節御供開場古河より岩槻 （天保14年） 1鋪・ し568－1－1－6

江還御之節御供立場絵図）裏朱書「六」 402×598・
絵図に青・赤の
付札

（古河より岩槻江還御之節御供開場岩槻より江戸江 （天保14年） 1鋪・ し568－1－1－7

還御之節御供立場絵図）裏朱書「七」 401×598・
絵図に青・赤の
付札

（天保14年日光社参三御本陣日光御道筋絵図面一括） （天保14年） し568－1－2

（袋）［三御本陣日光御道筋絵図面］下座見 （天保14年） 1袋・し568－1一 し568－1－2－0

2－16まで袋一
括

［妙道院図面］（拍）有斐が相える （天保14年） 1鋪・ し568－1－2－1

551×407

（日光山母御還之節御目見場絵図） （天保14年） 1紙・ し568－1・2－2

279×405・
包装・絵図に
青・赤・黄の付
札

［妙道院三図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－2－3

402×550

（古河宿ヨリ野木宿迄絵図面） （天保14年） 1鋪・ し568・1・2－4

275×1111・
付け紙

（古河宿ヨリ野木宿戸絵図面）　し568－1－2－4の付け紙 （天保14年） 1鋪・ し568－1－2・5
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の部分を絵図の一部分にして作成 282×1124・
裏書は朱書き

（日光御山下乗場下馬所絵図） （天保14年） 1紙・ し568・1－2・6

288×401・
絵図に付札

（日光御山中下乗場下馬所絵図）　し568－1－2－6と同一 （天保14年） 1紙・ し568－1。2－7

278×398・
絵図に黄の付
札

（日光御山中耳乗場下馬所絵図）　し568－1－2－6と同一 （天保14年） 1紙・ し568－1－2。8

280×405・
絵図に黄の付
札

［古河］（古河城周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568－1・2－9

385×725

［日光］（本坊周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568・1－2－10

384×838

（日光旅宿・山内下乗所覚書） （天保14年） 1通・折紙 し568－1・2－11

［岩槻］（岩槻城周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568－1－2。12

390×766

［宇都宮］（宇都宮城周辺見取絵図） （天保14年） 1鋪・ し568・1－2－13

382×840

［岩槻下宿見取絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－2－14

278×765

［宇都宮下宿見取絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－2・15

280×765

［古河下宿見取絵図］ （天保14年） 1紙・ し568。1・2－16

283×408

（灘離業羅麗籍繍番
（天保14年） 1袋・し568－1－

R－5－2まで袋一

〟Aし568－1一

し568・1－3－0

3。4－6まで安永

分を写したも
のか

（袋）［岩槻古河宇都宮着御還御之節御目見場所絵 （天保14年） 1袋・し568－1一 し568－1－3・1－0

図］ 3－1－6まで袋一

括

［岩槻城ニノ丸内御目見場所絵図］ （天保14年） 1紙・ し568一て一3－1－1

280×402・
青・緑の付札・

裏付箋

［古河城御目見場所絵図］ （天保14年） 1紙・ し568・1－3－1・2

280×402・
青・緑の付札・

裏付箋

［宇都宮城ニノ丸内御目見場所絵図］ （天保14年） 1紙・ し568－1・3・1・3

280×402・
青・緑の付札・

裏付箋

［岩槻城大手門内外御目見場所絵図］ （天保14年） 1紙・ し568－1－3－1－4

280×402・
青・緑の付札・

裏付箋
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［宇都宮城大手門内外御目見場所絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1・3・1・5

450×403・
青・緑の付札・

裏付箋

［古河城大手門内外御目見場所絵図］ （天保14年） 1鋪・ し5銘千3・1・6

803×621・
青・緑の付札・

400×215の
付け紙

［日光御旅舘御燈出御之節絵図］（例幣使・准后御目見場
鰍ﾉ関する目付への伺絵図）例幣使・准后のお目見場

（天保14年） 1紙・

Q77×395・

し568・1－3－2

所などの三枚のかぶせ図面 青・緑の付箋

［日光御本坊絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－1－3－3

409×559・
出所不分明で
ある旨の付箋

（天保14年日光社参の日光御旅舘御表出、例幣使・ （天保14年） し568－1・3・4

准后お目見え絵図関係一括）

（包紙）［絵図　四枚］ （天保14年） 1通・包紙・し し568－1・3・4・0

568－1－3－4－5ま

で包紙一括

［日光御旅舘御表出御之節絵図］（例幣使・准后御目 （天保14年） 1紙・ し568－1－3－4・1

見に関する目付への伺絵図） 281×410・
彩色

［例幣使御目見之図］ （天保14年） 1紙・ し568・1－3－4－2

227×180

［岩槻城主井家来拝領物之節出席之図］ （天保14年） 1紙・ し568・1－3・4・3

210×278’

（御褥の間絵図） （天保14年） 1紙・ し568－1・3－4－4

180×228・
絵図に黄色の
彩色、本来は
かぶせ図面か

［三后出家中御目見井御次寺院御目見之図］ （天保14年） 1紙・ し568・1－3－4・5

225×178・
かぶせ図面

（喫綾翻膿i綴骸腓魏畿藷謬醐習

E鞍叢叢欝擢騎謬縷騒節蠣

（天保14年） 1袋・

ｵ568－1－3－5－2

ﾜで袋一括

し568－1－3－5－0

豊後守

（端裏書）［三御宿城門次第之節三方手続大概］（大和殿） （天保14年） 1冊・折本 し568－1・3・5－1

［岩槻城主井家来拝領物之節出席之図］（大和殿）差 （天保14年） 1紙・ し568－1・3・5・2

出人は裏書による 212×283

（天保14年日光社参三御宿城関係絵図一括、大目付よ （天保14年） し568－22

り交付分）

（袋）　御城佐々木近江守・松平式部少輔→真田豊後守殿 （天保14年） 1袋 し568－22－0

御用人中

［騙認響難轟欝供露摺よ塘可江 （天保14年） 1鋪・

S07×550・

し568・22－1

付札

［岩槻より古河江御着之節御供開場古河より宇都宮 （天保14年） 1鋪・ し568－22－2

江御出立之節御供立場絵図］裏朱書「二」 409×547・
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付札

［古河より宇都宮江御着之節御供開場宇都宮より日 （天保14年） 1鋪・ し568－22－3

光江御出立法節御供立場絵図］裏朱書「三」 409×548・
付札多数

［古河より岩槻江還御之節御供開場岩槻より江戸江 （天保14年） 1鋪・ し568－22－4

還御之節御供立場絵図］　裏朱書「七」 408×552・
付札多数

［日光江御着骨節御供開場還御之節御供立場絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－22・5

表題は裏書による、裏朱書「四」 409×552・
付札多数

［日光より宇都宮江還御之節御供開場宇都宮より古 （天保14年） 1鋪・ し568－22－6

河江還御之節御供立場絵図］裏朱書「五」 409×550・
付札多数

［宇都宮御本陣英厳寺図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－7

810×897・
貼紙多数

［日光妙道院図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－8

591×543・
かぶせ図面、
貼紙多数

［雛魏禰灘i薪御禦蝋河より岩槻 （天保14年） 1鋪・

S09×550・

し568－22－9

付札

［岩槻下宿図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－10

273×802・
裏に付札「祢津
喜左衛門」

［岩槻御本陶画福寺図面］裏書に付札「祢津刑左衛門」 （天保14年） 1鋪・ し568－22－11

817×798・
付札・貼紙

［古河下宿図面］ （天保14年） 1紙・ し568－22－12

278×406

（日光社参通御御道、瀧野川村付近） （天保14年） 1紙・ し568－22－13

275×398・
彩色

［日光山着御之節御供開場還御之節御目見場所絵図］ （天保14年） 1紙・ し568－22－14

（写）御目付 327×428・
付札

（封紙）［三御宿城日光御旅舘御供開場立場図面七 （天保14年） 1通・二品 し568－22－15

枚］　し568－23－1－6とし568－23－9の封紙か

［宇都宮下宿図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－16

273×798・
貼紙

（付箋）［図面三隅弐枚目 （天保14年） 1通・付箋 し568－22・17

松平式部少輔他一名申達書（日光社参に関する絵図 （天保14年）4月4日 1通・横切継紙 し568－22－18

面伺済につき）松平式部少輔・佐々木近江守→真田豊
後守殿御用人中

［古河御本陣大聖院図面］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－19

682×548・
貼紙・付札

［於日光御宮御霊屋二二為二二節本坊内御供立場開
鼡ﾎ番御固絵図］

（天保14年） 1鋪・

S31×879・

し568－22－20

一62一



規式／葬祭／日光社参／藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか

茶色など付札
多数

［於日光山御霊屋江被為成候節御供開場立場勤絵 （天保14年） 1鋪・ し568－22－21

図］ 597×850・
虫損・かぶせ図
面・茶色など付
札多数

［於日光山御宮江被為成候節御供開場立場絵図］ （天保14年） 1鋪・ し568－22－22

428×891・
茶色など付札
多数

（御居間臨時諸御礼之図綴） し568－23

（袋）［御居間臨時諸御礼之図］　御側ロ（破損） 文政12年巳8月 1袋 し568－23－0

（御居間諸御礼関係絵図面綴） （文政12年） 1点（2通） し568－23－1

［御居間諸御礼席之図］ （文政12年） 1紙・ し568－23－1－1

319×250・
裏に「御側役
御側御納戸」の
付箋

［御居間諸御礼献上物之図］ （文政12年） 1紙・ し568－23。1－2

316×249

［御居間御内書院諸御礼之図］「御内書院亥猪御祝儀之 憎憎 1冊・竪美大・絵 し568－23－2

図」「御内書院御礼之図掛紙献上物之図」「御居間諸御礼図 図面8枚
掛紙献上物」「御内書院亥猪御祝儀之図」「御内書院御礼之
図掛紙献上物之図」「御居間諸御礼図掛紙献上物」「於御内
書院盛徳寺継目置付御庭前次第」「天保二辛卯十二月盛徳
寺入優渥節御目見申相姦図面」

［御小座敷武芸御覧之図］ （文政12年） 1紙・ し568－23－3

244×317

［御居間諸御礼図］ （文政12年） 1冊・竪半 し568－23－4

藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか

境新田村建札改絵図面　名主三左衛門・組頭文左衛門・同御 天保14年卯4月 1鋪・彩色・ し150

案内仁左衛門他4名連印　当村建札改願出、御見分御請絵 1150×1960・

図、氷熊村・赤田村・田野口村・三水今泉村境目村々役人 二二

立合印形

御殿長局指図 年欠 （3枚） し516－01

御殿長局指図 年欠 し516－02

御殿長局指図 年欠 し516－03

朔平御門御番所図京都御所内の図「写六枚の内」とあり 年欠 276×385 し517

御唐御門内略図　京都御所内の図か「写六枚の内」とあり 年欠 183×275 し518．

御勘定所図面 年欠 1鋪・ し010
925×714・
貼紙

出番所妻拾分一之絵図面 年欠 1鋪・

U40×246・
し383
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彩色・虫損

御門番所持出し土台萱下図面 年欠 1鋪・ し384
467×487・
虫損・ヤケ・破
損大

外桜田御上屋敷絵図　四分一間之割 年欠 1鋪・ し372
740×940・
彩色・かぶせ絵
・虫損・破損

（藩邸指図） 年欠 1鋪・ し480
772×726・
貼紙・かぶせ図

江府新橋御上屋敷　御上屋敷図面　弐枚之内御金掛 年欠 1袋 し350－00

控　し350－Ol及びし351一括

水野越前平様御屋敷図面　御金掛控　御屋敷作るの為 年欠 1鋪・ し350－01

参考として写しとったものか 770×1080・
貼紙

松平大膳太夫様御屋敷図面　御金掛控　御屋敷作るの 年欠 1鋪・貼紙・ し351

為参考として写しとったものか 550×766

中村玄民屋敷の図　河原新田　21間4尺絵図　惣坪465坪 出欠 1鋪・ し182
520×550・
彩色・貼紙

［喰違　順枢軸殿別居絵図面］（一階分） 意欲 1紙・　　一 し482－01

260×255

（喰違　順操院殿別居二階絵図面） 年欠 1紙・ し482－02

240×244・
かぶせ図

［貞松院様仮御住居御修覆絵図面］ 出欠 1鋪・ し483
530×725・
かぶせ図

御屋鋪諸修覆指図 出欠 1綴 し506

矢沢監物拝領下屋敷地下山添図面　（御郡方か） 年欠 1鋪・ し507

490×635

栃原村川浦三右衛門屋敷図　御巡見之節宿泊所調査の為 年欠 1鋪・ し508

に作成か 505×630

大御前様御門居中新規御建次差図 年欠 1枚・ し515

200×180

御奥御殿仮図 年時 1鋪・

628×720 し537

（望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図　其 天保14年卯 1袋 し437－00

他処々取計書類）堤右兵衛

口上覚　望月繁之助→堤右兵衛 5月 1綴 し437－01

（望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図） （天保） 1鋪・朱書・ し437－02

560×360

望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図　増 天保14年卯5月 1鋪・ し437・03

澤慶治・高橋喜左衛門、少改柳沢安右衛門 560×360・
朱書・かぶせ絵

望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図 （天保） 1鋪・ し437・04

560×360・
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朱書

望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図　増 天保14年卯5月 1鋪・ し437－05

澤慶治・高橋喜左衛門、少改柳沢安右衛門 560×360・
一

朱書・かぶせ絵

望月繁之助片岡此面屋敷境不分明に付改伺絵図御 天保14年卯6月19 1鋪・朱書・． し437－06

目付卜木治郎右衛門、水道改堤右兵衛、御勘定役関田慶 560×360
左衛門・小林作兵衛他5名連署

（御城惣屋根方検地絵図関係一括）御三惣屋根葺替に付、 （享保2～5年） 46点1括 し490
箇所別に虚心を行い、請負人の名前を記入したもの。請
負人は紙屋町宇右衛門、紺屋町六兵衛、同町善右衛門、
松本今右衛門で各々請け負い金の受取目録を佐久間宮右
衛門、白井兵左衛門宛提出

（観応謬r瑠鞘繍纈洗三三警輪 （享保2～5年） 1袋 し490。00

長右衛門

（御城惣屋根葺替請負金受取書一括） （享保2～5年） 4通1括 し490・01

（包紙）［上　六兵衛］　六兵衛包紙の奥書［屋祢方三人 （享保2～5年） 1点・包紙 し490－01－00

之書出し］

［覚］（無爵惣屋根葺替請負金366両銀7匁5分1厘受 享保3年戌9月 1通・竪切継紙 し490－01－01

取書）　紺屋町六兵衛→佐久間貞右衛門様・白井平左衛
出様

　　祢葺上目録］（御城惣屋根葺替請負金1099両［聾　　匁2分9厘受取書）　宇右衛門三人六兵衛・今右衛 享保3年戌9月3日 1通・竪切継紙 し490・01・02

門・善右衛門

［覚］（御城惣屋根葺替請負金350両3分銀5匁6歩1 享保3年戊戌9月3日 1通・面出継紙 し490－01－03

厘3毛受取書）　松本今右衛門・紺屋町善右衛門→佐久
間浅右衛門様・白井平左衛門様

　　祢買上目録覚］（御感惣屋根葺替請負金57両［囎　　匁1分2厘受取書）　紺屋町宇右衛門→佐久間定置 享保3年戌8月2日 1通・竪切継紙 し490－01－04

衛門様・白井平左衛門様

（習習惣屋根方検地絵図　御本丸櫓御門） 享保5年子6月19日 1鋪・． し490－02

320×820

（御城守屋根方検地絵図　隅御櫓宇坪） （享保2～5年） 1鋪・ し490－03

665×317・
朱書

（土城油屋根方検地絵図　御本丸南御門御番所）今 （享保2～5年） 1鋪・ し490－04

右衛門分・宇右衛門分 625×320・
朱書

（御詠惣屋根方検地絵図　御本丸東御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490・05

630×321

（落城惣屋根方検地絵図　御本丸南冠御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490－06

321×633

（御心惣屋根方検地絵図　御本丸中御門御屋根） （享保5年）子8月9日 1鋪・ し490－07

322×668

（華甲砂州根方検地絵図　大御門御宇坪）六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490・08

分・今右衛門分・宇右衛門分 317×660・
朱書

（御城琴唄根方検地絵図　御湯殿躍ろうか）宇右衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－09

門分 322×450・
朱書

s（御憎憎屋根方検地絵図　図面のみ）場所不明 （享保2～5年） 1鋪・ し490－10

322×455

一65一



藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか

（御城惣屋根方検地絵図　中之御門御番所）屋根や （享保2～5年） 1鋪・ し490－11

六兵衛分 322×452・
朱書

（御城惣屋根方検地絵図　大手御門御番所）屋根や （享保2～5年） 1鋪・ し490－12

宇右衛門分 322×452・
朱書

（御城惣屋根方検地絵図　御ゑんしやう台屋ね間 （享保2～5年） 1鋪・ し490－13
地）　（包紙上書）［御ゑんしやう台屋ね間地］ 273×370

（御下惣屋根方検地絵図　御本丸戊亥隅御三） （享保2～5年置 1鋪・ し490－14

645×315

（下城惣屋根方検地絵図　御本丸坤隅御櫓） （享保2～5年）
1舗・

し490－15

652×316

（御城凝屋根方検地絵図　二御曲輪南御門西ノ方御 （享保2～5年） 1鋪・ し490－16
櫓） 316×652

（御薄惣屋根方検地絵図　御薩ノ丸太鞍御門西ノ方 （享保2～5年） 1鋪・ し490－17
井木貴弐番） 316×438

（御城惣屋根方検地絵図　御ニノ丸太鞍御門西方井 （享保2～5年） 1鋪・ し490－18
木貴三番） 314×438

（御薄惣屋根方検地絵図　御里ノ丸太鞍御門西ノ方 （享保2～5年） 1鋪・ し490－19
井木貴壱番） 316×438

（御城惣屋根方検地絵図　水ノ手御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490－20
● 315×653

（御薄惣屋根方検地絵図　御本丸辰巳隅御櫓） （享保2～5年） 1鋪・ し490－21

640×315

（御城陣屋根方検地絵図　西御門） （享保2～5年） 1鋪・ し490－22

314×650

（御薄惣屋根方検地絵図　御中御門東之方御櫓弐番） （享保2～5年） 1鋪・ し490－23

315×447

（御薄惣屋根方検地絵図　東不明御門南編方里馬） （享保2～5年） 1鋪・ し490－24

314×447

（御城織屋根方検地絵図　上御台所東ノ方堀付近） （享保2～5年） 1鋪・ し490－25

六兵衛分・宇右衛門分 450×316

（御城母屋根方検地絵図　御長屋）六兵衛分・宇右衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－26

門分 440×316

（御軽量屋根方検地絵図　御玄関臨御腰掛）六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－27

分 323×450・
朱書

（御城門屋根方検地絵図　小玄関前雪隠）六兵衛分 （享保2～5年） 1鋪・ し490－281

318×450

（御城惣門根方検地絵図　花丸中御門）今右衛門 （享保2～5年） 1鋪・ し490－29

分・宇右衛門分 450×322・
朱書

（御三惣屋根方検地絵図　塀重御門脇御腰掛）六兵 （享保2～5年） 1鋪・ し490－30

衛分・宇右衛門分 320×594・
朱書

（御城惣屋根方検地絵図　大書院御宇坪）六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－31

分・今右衛門分・宇右衛門分 449×1087・
朱書
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（御軍惣屋根方検地絵図 大奥西ノ方御雪隠） 宇右 （享保2～5年） 1鋪・ し490－32

衛門分 320×578・
朱書

（御城竃屋根方検地絵図 中御門前御腰掛） 六兵衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－33

分・今右衛門分・宇右衛門分 320×1110

（御城惣屋根方検地絵図 丸馬出シ御櫓） 六兵衛分 （享保2～5年） 1鋪・ し490－34

321×450

（御撰惣屋根方検地絵図 東不明御門） 六兵衛分・今 （享保2～5年） 1鋪・ し490－35

右衛門分・宇右衛門分 447×319

（御城惣屋根方検地絵図 二重御宇） 六兵衛分・宇右 （享保2～5年） 1鋪・ し490－36

衛門分 315×890

（御城惣屋根方検地絵図 御中御門東之方御櫓壱 （享保2～5年） 1鋪・ し490－37

番）六兵衛分 314×450

（御城惣屋根方検地絵図 奥御座間西ノ方御雪隠） （享保2～5年） 1鋪・ し490－38

今右衛門分 303×423・
朱書

（御城惣屋根方検地絵図 御台主之間・御薬三所付 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－39

近）六兵衛分 450×315

（御城母屋根方検地絵図 御長局） 六兵衛分・今右衛 （享保2一γ5年） 1鋪・貼紙・ し490。40

門分・宇右衛門分 872×622・
朱書

（御難惣屋根方検地絵図 奥御座之間） 六兵衛分・今 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－41

右衛門分・宇右衛門分 970×884・
朱書

（御弾瀬野根方検地絵図 御土蔵） 六兵衛分・今右衛 （享保2～5年） 1鋪・ し490－42

門分・宇右衛門分 1150×320

（御運握屋根方検地絵図 御台所・御物置付近）六 （享保2～5年） 1鋪・ し490－43

兵衛分・今右衛門分・宇右衛門分 714×995・
朱書・裏に朱書
の貼紙

（御城惣屋根方検地絵図 表御座間） 六兵衛分・今右 （享保2～5年） 1鋪・貼紙・ し490－44

衛門分・宇右衛門分 900×1000・
朱書

（御修［　　　　　　］） （御修覆指図帳） 作付方か　朱 年欠 1帖・竪帳・表紙 し492
書二二「御霊請所図ヨリ相見へ」とあり 破損

（城構之図）土居・馬出等の部分 年式 1鋪・ し488－01

820×970

（城構之図） 年欠 1鋪・ し488－02

570×420

（城構之図） 年欠 1紙・ し488－03

210×289

（城構之図） 年欠 1紙・ し488－04

210×289

（城構之図） 年欠 1紙・ し488－05

289×420

（城構之図） 確論 1鋪・ し488－06

575×421

［城軽羅］（城構之図） 本城の部分 年鑑 1鋪・ し488－07

970×805

ρ
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［城三図］（城構之図） 年欠 1鋪・ し488－08

1220×1240

（城構之図）土居敷の部分 年欠 1鋪・ し488・09

820×700

（城構之図）二之曲輪の部分 年欠 1鋪・ し488－10

560×820

（城構之図）本城・二之丸の部分 年欠 1鋪・ し488－11

840×810

（城構之図）本城・二之丸の部分 年欠 1鋪・ し488－12

970×820

大筒雛形之図 年欠 1鋪・ し377
280×1680・
朱書・貼紙

陣立之図 年欠 し551－01

陣立之図 し551－02

（袋）［天保十二丑年六月十三日御加判之御列被為蒙仰 （天保12年） 1袋 し568－19－0
三態器黒裂簾鐘温語盤騒戯訓霧鶴林佐兵衛写之］御郡方

（江戸上屋敷絵図写） （天保12年） 1鋪・ し568－19－1

1350×768・
彩色・付札・付
蝉脱多

松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内南東之部御用部屋 年欠 1鋪・ し195－01

表柴町東側　裏柴町、四ツ屋、御安口、松山町、袋町、十 1715×1285・
人町　参照し245、し399、し400 彩色・虫損

松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内南東之部　御用部 文政6年7月 1鋪・ し195－02

屋　表柴町東側　裏柴町、四ツ屋、御安口、松山町、袋 1715×1285・
町、十人町　参照し245、し399、し400 彩色・後年の張

紙訂正・虫損

松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内南東之部　御用部 年欠 1鋪・彩色・虫損 し195－03

屋　表柴町東側　裏柴町、四ツ屋、御安口、松山町、袋 大

町、十人制　参照し245、し399、し400

松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内　西北ノ部　切絵図 文政6年丙未7月 1鋪・ し245－01

殿町（但東側片端）清須町・馬喰町・清野町を含む。参照　し 1930×1885・
195、し399、し400 彩色・貼紙・張

出・剥離大

松代御家中拝領屋鋪図　四枚之内　西北ノ部　内一・ 文政6年丙未7月 1鋪・ し245－02

部は文政6年改なるも、後年の張紙訂正あり。参照　し 1920×1885・
195、し399、し400 彩色・張出虫損

松代御家中拝領屋敷図　四枚之内　南西之部　木 文政6年7月 1鋪・ し399－01

町・竹山同心町・竹山町・代官町・新代官町・馬場町・同末同 1725×1290・
心町・裏同心町・表柴町西側、一部は後年の訂正張紙あり 彩色・貼紙・虫
（参照　し195，し245，し295，し400） 郭大・剥離大・

一部欠損

松代御家中拝領屋敷図　四枚之内　南西之部　（参照 文政6年7月 1鋪・ し399－02

し195，し245，し295，し400） 1725×1290・
彩色・貼紙・虫
損大・剥離大・

一部欠損

松代　御家中拝領屋鋪図御用部屋置 年欠 1袋・虫損大・破 し400・00

損大
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松代御家中拝領屋敷図　四枚之内　北東之部　木 文政6年7月 1鋪・ し400－01

町・伊勢町・中町・荒神町・鍛冶町・艮町・下田町（参照　し 2120×1280・
195，し245、　し295，し399） 彩色・張出・虫

損

松代御家中拝領屋敷図　四枚之内　北東之部　（参照 文政6年7月 1鋪・ し400－02

し195，し245、　し295，し399） 2130×1280・
彩色・貼紙・張
出・虫損大

白山彦五郎拝領屋鋪敷地改口　但鈴木内蔵允差上地分 安政6年未6月 1鋪・ し337

御匙定役酒井市治・春山吉治、立合竹花兵馬 285×480・
彩色・虫損・付

D
小山田壱岐殿拝領下屋敷絵図面 天保14年卯閏9月 1枚・包紙 し349－00

小山田壱岐殿拝領下屋敷絵図面池田良右衛門・関田 天保14年卯閏9月 1鋪・ し349－01

慶左衛門、立合原田糺連印 705×555・
彩色・付札・

（家中拝領屋敷地・拝借地坪改図面関係綴） （文化3年～文政13年） 142通・紙・鋪 し500－00

1綴

（竹内八十五郎拝領屋鋪地坪改図面）　改町田権之 文政13年寅2月 1紙・竪切紙 し500－01－01

助・青柳忠□、立合中村義一郎

（長岡富五郎拝領屋鋪地坪改図面）改小野左金太・丸 文政13年寅1月 1紙・竪切紙 し500－01－02

山平左衛門、立合柿崎幾右衛門

（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）小泉弥五郎・団野喜 文政12年丑3月 1紙・竪切紙 し500－01－03

兵衛・小頭坂本啓治

（西村源治差上地坪改図面）　小泉弥五郎・団野喜兵 文政12年丑3月 1紙・竪切紙 し500－01－04

衛・小頭坂本啓治

（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）改小野左金太・野中 文政12年丑3月 1紙・竪切紙 し500－01・05

八兵衛、立合中村義一郎

（山寺友吉拝領屋鋪地坪改図面）改町田権之助・関田 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500。01－06

慶左衛門、立合柿崎幾右衛門

（山寺友吉拝領屋鋪地坪改図面）宮本清之助・西村源 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500－01－07

治・小頭坂本啓治

（玉井与市拝領屋鋪地坪改図面）宮本清之助・西村源 文政11年子12月 噺・竪切紙 し500－01－08

治・小頭坂本啓治

（長岡富五郎拝領屋鋪地坪改図面）改水井忠蔵・半田 文政11年子10月 1紙・竪切紙 し500－01－09

藤作、立合佐竹周蔵

（玉井与市拝領屋鋪地坪改図面）改町田権之助・関田 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500－01・10

慶左衛門、立合柿崎幾右衛門

（吉郎右衛門組左源治拝領屋鋪地坪改図面）改小野 文政11年子12月 1紙・竪切紙 し500－01－11

左金太・草川吉右衛門・立合丸山泰助

柳八十八他6名申上書（榎田源蔵明屋敷間数等改につ 文政11年子7月 1通・下ヶ札（絵 し500－01－12

き絵図面申上書）　柳八十八・宮沢彦左衛門・半田藤作 図面申上書）・

他4名 かぶせ図あり
・売切継紙

（榎田源蔵明屋一間数井建家土蔵等改絵図面）柳八 文政11年子7月 1通・下ヶ札（絵 し500－01－13

十八・神戸治助・小頭坂本啓治他2名 図面申上書）・

かぶせ図・竪切
継紙

（中嶋渡浪住所地・佐川彦之丞所有地付近絵図面） （文化一元治） 1通・竪切紙 し500－01－14
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（釘貫御門付近小作地の坪改絵図面）　改関田守之 （文化一元治） 1紙・竪切紙 し500－01－15

丞・片桐重之助、立合竹花勘兵衛

（長岡富五郎拝領屋鋪地坪改図面）　宮本清之助・西村 文政11年子10月 1紙・竪切紙 し500－01－16

源治・小頭坂本啓治

（小頭小林惣兵衛拝借昇等坪三図面）宮本清之助・小 文政11年子1月 1紙・竪切紙 し500－01－17

泉弥兵衛・小頭宮沢佐伝治

（小頭小林惣兵衛拝借地等坪改図面）　改小野左金 文政11年子1月 1紙・竪切紙 し500－01－18

太・片桐重之助、立合西沢甚右衛門

（殿町小沢源次兵衛差上地坪改図面）　改町田権之 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－19

助・長屋藤吉、立合清野新平

小泉弥五郎他2名届書（殿町小沢源次兵衛差上地間数 （文政10年）亥5月 1通・竪切継紙・ し500－01－20

建家坪改図面届書）改小泉弥五郎・［町田力］権之助・［

@　　］
一部欠損

（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）　小泉弥五郎・田中万 文政10年亥6月 1紙・竪切紙 し500－01－21

作・小頭宮沢左伝治

（西村源治拝領屋鋪地坪改図面）改伊東栄治・片桐重 文政10年亥6月 1紙・竪切紙 し500－01－22

之助、立合中村義一郎

（殿町小沢源次兵衛差上地坪改図面）　小泉弥五郎・神 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－23

戸治助・小頭宮沢左伝治

（坂本常左衛門拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・倉 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－24

沢邦治・小頭宮沢左伝治

（坂本常左衛門拝領屋敷地坪改図面）改伊東栄治・中 文政10年亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－25

嶋宇吉、立合水野七郎兵衛

（石倉富治拝領屋敷地坪改図面）改水井忠蔵・長岡藤 文政10年亥4月 1紙・竪切紙 し500－01－26

吉、立合坂西喜平太

（小林市治拝領屋敷地坪改図面）　改水井忠蔵・長岡藤 文政10年亥4月 1紙・竪切紙 し500－01－27

吉、立合坂西喜平太

（小沢源次兵衛拝領屋敷地坪改図面）改水井忠蔵・長 文政10年亥4月 1紙・竪切紙 し500－01－28

岡藤吉、立合坂西喜平太

水井忠蔵他2名届書（袋町片岡安太夫明屋敷間数坪改 文政10年亥3月 1通・竪切紙 し500－01－29

図面届書）水井忠蔵・片桐重之助、立合水野七郎兵衛

（坂口條左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改町田権之 文政9年頃12月 1紙・竪切紙 し500－01－30

助・中嶋宇吉、立合水野七郎兵衛

（大野弥市拝領屋敷地坪改図面）改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－31

宇吉、立合水野七郎兵衛

（篠原制裁拝領屋敷地坪改図面）改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－32

宇吉、立合水野七郎兵衛

（宮川直左衛門拝領屋敷地引回図面）　小泉弥五郎・団 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－33

野喜兵衛・小頭宮沢左伝治

（恩田右膳拝領屋敷地坪改図面）改片岡安太夫・町田 文政9年旧正月 1紙・竪切紙 し500－01－34

源左衛門、立合中村義一郎

（恩田右膳等拝領屋敷地新改図面）　小泉弥五郎・団野 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－35

喜兵衛・小頭宮沢左伝治

（植木孝蔵拝領屋敷地二三図面）小泉弥五郎・団野喜 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－36

兵衛・小頭宮沢左伝治

（植木孝蔵等拝領屋敷地坪改図面） （文政9年来正月） 1紙・竪切紙 し500－01－37
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（植木孝蔵拝領屋敷地坪改図面）　改片岡安太夫・町田 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500－01－38

源左衛門、立合西沢喜右衛門

（宮川直左衛門拝領屋敷地幽愁図面）　改片岡安太 文政9年戌正月 1紙・竪切紙 し500・01－39

夫・町田源左衛門、立合中村義一郎

（祢津舜之助等拝領屋敷地坪改図面）小泉弥五郎・鈴 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－40

木伝治・小頭宮沢左伝治

（祢津舜之助拝領屋敷地坪改図面）　改高橋権左衛 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－41

門・馬場元之助、立合竹花勘兵衛

（山口助左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改町田源左衛 （文政8年）酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－42

門・池田弥右衛門、立合御簾周蔵

（平林縫繰網拝領屋敷地坪改図面）　改町田源左衛 （文政8年）酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－43

門・池田良右衛門、立合御間周蔵

（松村喜兵衛屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・倉沢邦 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－44

治・小頭宮沢左伝治

（山口助左衛門拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・倉 文政8年酉12月 1紙・竪切紙 し500－01－45

沢邦治・小頭宮沢左伝治

（恩田伝之助屋敷付近御用地坪改図面）　小泉弥五 文政8年酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－46

郎・倉沢邦治・小頭宮沢左伝治

（恩田伝之助御引替拝領地坪改図面）　小泉弥五郎・倉 文政8年酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－47

沢邦治・小頭宮沢左伝治

（恩田伝之助拝領屋敷地二二図面）　小泉弥五郎・倉沢 文政8年酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－48

邦治・小頭宮沢左伝治

（恩田伝之助御引替拝領地・御用地坪改図面）改町 （文政8年）酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－49

田源左衛門・片桐重之助・小頭御里周蔵

（小頭伊東重平拝借地坪改図面）　小泉弥五郎・倉沢邦 文政8年酉10月 1紙・竪切紙 し500－01－50

治・小頭宮沢左伝治

（伊東栄治拝領屋敷地龍山図面）　改宮沢彦左衛門・馬 文政8年酉10月 1紙・竪切紙 し500－01－51

場元之助・小頭水野七郎兵衛

（小頭伊東重平拝借地坪改図面）　改宮沢彦左衛門・馬 文政8年酉10月 1紙・竪切紙 し500－01－52

場元之助・小頭水野七郎兵衛

（恩田伝之助屋敷付近御用地坪上図面）　改町田源左 （文政8年）酉8月 1紙・竪切紙 し500－01－53

衛門・片桐重之助・小頭御竹周蔵

（立田亥迫拝領屋敷地二二図面）　小泉弥五郎・田中万 文政7年申11月 1紙・竪切紙 し500－01－54

作・小頭宮沢左伝治

（鹿野牧人拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・田中万 文政7年申11月 1紙・竪切紙 し500－01－55

作・小頭宮沢左伝治

（矢嶋左殿助御引替地・御用地坪改図面）改吉沢十 文政7年申5月 1紙・竪切紙 ’し500－01－56

助・高橋権左衛門、立合伊藤新右衛門

（矢嶋左殿助御引替地・御用地坪改図面）宮本弥三 文政7年申5月 1紙・竪切紙 し500－01－57

郎・団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治

（中村元尾屋敷内御用地・新規御厩地所坪改図面） 文政7年申4月 1紙・かぶせ し500－01－58

団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治 図・竪切紙

（片桐惣右衛門拝領屋敷地多軸図面）　小林三左衛 文政7年申4月 1紙・竪切紙 し500－01－59

門・町田権之助、立合水野七郎兵衛

（片桐惣右衛門拝領屋敷地坪改図面）神戸治助・小泉 文政7年申4月 1紙・竪切紙 し500－01－60

弥兵衛・小頭宮沢左伝治

（中村元尾屋敷内御用地・新規御厩地所坪改図面）改 文政7年申4月 1紙・かぶせ し500－01－61
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宮下三郎治・関田庄助、立合伊藤新右衛門 図・竪切紙

（評定所脇御小作地の内御用地引替地場所坪改図 文政7年申4月 1紙・竪切紙 し500－01－62

面）団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治

（栗山喜左衛門拝領屋敷地付近坪改図面）改池田良 文政7年申2月 1紙・竪切紙 し500・01－63

右衛門・高橋権左衛門、立合清野新平

（榎田源蔵差上地付塩坪改図面）改池田良右衛門・高 文政7年申3月 1紙・竪切紙 し500－01－64

橋権左衛門、立合中村象五郎

（榎田源蔵差上地付近坪改図面）団野喜兵衛・中条三 文政7年申3月 1紙・竪切紙 し500－01・65

郎治・小頭宮沢左伝治

（栗山喜左衛門拝領屋敷地付近略図） （文政7年申2月） 1紙・竪切紙 し500－01－66

（栗山喜左衛門拝領屋敷地付近坪改図面）　団野喜兵 文政7年申2月 1紙・竪切紙 し500。Of－67

衛・田中万作・小頭宮沢左伝治

（池田要人拝領屋敷地坪改図面）　改町田源左衛門・関 　　oi文政7年申閏8月） 1紙・竪切紙 し500－01－68

田庄助、立合中村象五郎

（池田要人拝領屋敷地坪改図面）　田中泰右衛門・小泉 文政7年申閏8月 1紙・竪切紙 し500－01－69

弥兵衛・小頭宮沢左伝治

（池田要人屋敷付近御用地坪改図面）　改町田源左衛 （文政7年申閏8月） 1紙・竪切紙 し500－01－70

門・関田庄助、立合中村象五郎

（祢津神平屋敷付近御用地回坪改図面）　改町田源左 文政7年申閏8月 1紙・竪切紙 し500－01－71

衛門・関田庄助、立合中村象五郎

（西木町木町弥左衛門屋敷地坪改図面）　改古岩彦 文政7年申正月 1紙・竪切紙 し500－01－72

作・半田藤右衛門、立合清野新平

（西木町木町嘉助屋敷地坪改図面）　改古岩彦作・半田 文政7年申正月 1紙・竪切紙 し500－01－73

藤右衛門、立合清野新平

（西木町伊勢町伝兵衛屋敷地坪改図面）　改古岩彦 文政7年申正月 1紙・竪切紙 し500－01－74

作・半田藤右衛門、立合清野新平

（片井弓造拝領屋敷地坪改図面）　西村源治・倉沢邦 文政6年未7月 1紙・竪切紙 し500－01－75

治・小頭宮沢左伝治

（片井宗造拝領屋敷地坪改図面）　改古岩彦作・平出与 文政6年未7月 1紙・竪切紙 し500－01－76

左衛門、立合水野七郎兵衛

中條三郎治他2名届書（代官町原織人御引上地の内立 文政6年未2月 1通・竪切継紙 し500－01－77

田亥迫拝領地につき絵図面届書）　中條三郎治・倉沢
邦治・小頭宮沢左伝治

宮下三郎治他4名届書（代官町原織人御引上地間数井 文政6年未2月 1通・竪切継紙 し500－01－78

建家改につき絵図面届書）　宮下三郎治・竹内藤助、
立合水野七郎兵衛他2名

（代官町原織人跡屋敷地坪改丁面）　中條三郎治・田中 文政6年未2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－79

万作・小頭宮下左伝治

宮藤西鷲顯細頸き丁丁丁丁禦臨 文政6年未2月 1通・竪切継紙 し500－01－80

治・竹内藤助、立合清野新平他2名

（安藤十郎左衛門拝領屋敷地坪改図面）　団野喜兵 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－81

衛・宮本常吉・小頭小沼民弥

（安藤十郎左衛門是迄拝領屋敷御用地坪改図面） 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し500－01・82

改小野唯右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎

（馬場町御用地盛坪改図面）　改高橋数右衛門・同高橋 文政3年辰10月 1鋪・竪切継紙 し500－01－83

権左衛門、立合坂西喜平太
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