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（山田清賀拝領屋敷地坪改図面）改高橋権左衛門・片 文政3年辰11月 1紙・竪切紙 し500・01－84、

岡与一郎、立合富岡安左衛門

（山田清賀拝領屋敷地寄託図面）　神戸治助・倉沢邦 文政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－01・85

治・小沼民弥

（松林清甫拝領屋敷地坪意図面）　改高橋数右衛門・高 文政3年忌10月 1紙・竪切紙 し500－01－86

橋権左衛門、立合坂西喜平太

（松林清甫拝領屋敷地坪改図面）　近藤最角・中条三郎 文政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－01－87

治・倉沢邦治他1名

（開場和州太拝領屋敷地坪改図面）　小野唯右衛門・長 文政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500・01－88

女直右衛門・中村義一郎

（成本治左衛門拝領屋敷地益鳥図面）　改小野蒼黒衛 文政3年辰8月 1紙・竪切紙 し500－01－89

門・長岡助右衛門、立合竹花勘兵衛

（野中忠左衛門拝領屋敷地坪改図面）片桐元吉・占沢 文政3年辰8月 1紙・竪切紙 し500－01－90

十助、立合富岡安左衛門

（池田良右衛門拝領屋敷地坪改図面）改高野数右衛 文政3年辰7月 1紙・竪切紙 し500－01－91

門・改小野四郎三郎、立合水野七郎兵衛

（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪改図面）改古岩彦作・高 文政2年卯6月 1紙・竪切紙 し500－01－92

橋権左衛門、立合坂西喜平太

（月岡久栄御引上地坪改図面）改長岡助右衛門・宮下 （文政2年）卯12月 1紙・竪切紙 し500－01－93

清左衛門、立合片山弥友

長野助右衛門他4名届書（馬場町宮下左伝治御引上地 文政元寅8月 1通・かぶせ し500－01－94

間数井建家改につき絵図面届書）　長岡助右衛門・団 図・竪切継紙

野喜兵衛、立合富岡安左衛門他2名

（森木唱拝領地坪改図面）　改片桐元吉・古二十右衛門、 （文化12年）亥2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－95

立合片山小才二　文化12年は朱書

（中嶋三右衛門御小作地坪改図面）改片桐元吉・門歯 （文化12年）亥2月 1鋪・斜切継紙 し500－01－96

十右衛門、立合片山小才二　文化12年は朱書

（片岡戸索引替地・小作地維持図面）　改片桐元吉・古 （文化12年目亥2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－97

岩十右衛門、立合片山小才二　文化12年は朱書

中村沖右衛門他1名護書（御用のため普請方へ引渡し 文化6年巳3月 1鋪・乗切継紙 し500－01－98

の地所改につき絵図面届書）　中村三右衛門、立合柳
沢彦三郎

（相原幾五郎拝領屋敷地坪改図面）　町田源左衛門・水 文政5年午6月 1紙・竪切紙 し500・01－99

野友作、立合中村義一郎

高野数右衛門他3名評上書（石野岱□屋敷間数井建家 （文化一元例年） 1通・下ヶ札（絵 し500－01－100

改につき絵図面申上書）　高野数右衛門・御蔵番半田 図面申上書）・

藤右衛門、立合丸山岩右衛門他1名　［覚］（八寸廻り杉・ 綴じで開封不
五寸廻り紅葉等本数書付）差出人御蔵番半田藤右衛門、 能・竪切継紙

立合丸山岩山衛門、形態折紙が挟み込まれている。

高野数右衛門他3名駅上書（東寺尾村分地字中嶋向柳 文化3年寅5月 1鋪・彩色・竪切 し500－01－101

回忌砂入荒地の内騎射場添地改につき絵図面申上 継紙
書）　高野数右衛門、御蔵番半田藤右衛門、立合丸山岩
右衛門他1名

（藤田為五郎屋敷地坪改図面）御大工神戸治助・本山 文化3年忌正月 1鋪・竪切継紙 し500－01－102

毛利重助

高野五右衛門他1名申上書（長谷川成瀬屋敷地の内冠 文化3年忌正月20日 1通・竪切継紙 し500－01－103

上地坪改の上、藤田為五郎拝領の為引き渡しにつ
き絵図面申上書）　改高野数右衛門、立合竹花甚右衛

片岡治郎右衛門他1丁丁上書（佐藤富弥屋敷添年貢地 （文化5年）辰6月 1通・下ヶ札（絵 し500－01。104
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諮　の上、同氏拝借地として引き渡しにつき絵図面　上書）　改片岡治郎右衛門、立合藤田吉郎右衛門 図面申上書）・

ｻ晶継紙

（竹内金左衛門拝領地坪改図面）　団野喜兵衛・鈴木伝 文政元寅10月 1紙・竪切紙 し500－01－105

治・小沼民弥

（竹内金左衛門拝領地坪改図面）改町田源左衛門・中 文政元寅10月 1紙・竪切紙 し500－01－106

嶋祐左衛門、立合中村義一郎

（御膳立大木伊左衛門拝借地坪改図面）　改町田源左 文政元寅10月 1紙・竪切紙 し500－01－107

衛門・中嶋祐左衛門、立合中村義一郎

（御膳立大木伊左衛門拝借地坪改図面）　団野喜兵 文政元三10月 1紙・竪切紙 し500－01－108

衛・鈴木伝治・小沼民弥

高野数右衛門他1名四上書（竹内三郎兵衛拝領屋敷坪 文化6年巳4月 1通・竪切紙 し500－01－109

数改の上、同氏へ引き渡しにつき絵図面申上書）
改高野数右衛門、立合伊藤小一右衛門

（野村重四郎拝領屋敷坪改図面）小林三左衛門・古岩 （文化12年）亥5月 1紙・竪切紙 し500－01－110

伊十郎、立合富岡安左衛門　文化12年は朱書

（片岡十郎右衛門御引上地坪改図面）　改小野唯右衛 （文化11年）戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－111

門・町田治右衛門、立合山内唯七

（三村養益拝領屋敷地等呼野図面）　改丁岩十右衛 （文化11年）戌12月 1紙・竪切継紙 し500－01－112

門・吉沢民右衛門、立合片山小才二

（三村党益御引上地坪改図面）　改古三十右衛門・吉沢 （文化11年）戌12月 1紙・竪切継紙 し500－01－113

民右衛門、立合片山小才二

（三村養益拝領屋敷地等撃手図面）　団野喜兵衛・中沢 文化11年戌12月 1紙・竪切紙 し500－01－114

源五兵衛

（桜井伴五郎拝借地平坪改図面）改西沢源蔵・長岡助 （文化9年）申7月 1紙・竪切紙 し500－01－115

右衛門、立合伊藤小一右衛門

（桜井伴五郎拝借地坪改図面）　団野喜兵衛・元〆石坂 文化9年申7月 1紙・竪切紙 し500－01－116

市郎右衛門

（佐藤正左衛門拝領屋敷地坪改図面）　団野喜兵衛・増 文化14年丑12月 1紙・竪切紙 し500－01－117

沢慶治・小沼民弥
腎

（佐藤正左衛門拝領屋敷地坪改図面）改吉沢民右衛 文化14年丑12月 1紙・付札・四切 し500－01－118

門、立合竹花甚右衛門　絵図面西之方朱引訂正の付札あ 紙

宮本清之助他2名伺書（馬場町御仕立物師佐藤八十八 文政2年卯3月 1通・竪切紙 し500－01－119

拝借地井建家運試につき絵図面伺書）　宮本清之
助・鈴木伝治・小沼民弥

一

（間庭一郎左衛門拝領屋敷地葦辺図面）　改長岡助右 （文化14年）丑9月 1紙・竪切紙 し500－01－120

衛門・宮沢彦左衛門、立合片山小才二

（木町弥左衛門囲込願地坪改図面）改町田源左衛門、 （文化14年）丑7月 1紙・竪切紙 し500－01－121

立合丸山大八

（木町弥左衛門頂戴屋敷地坪改図面）　改長岡助右衛 （文化14年）丑4月 1紙・竪切紙 し500－01－122

門・町田源左衛門、立合竹花勘兵衛

（村田数右衛門拝領屋敷地坪改図面）改長岡助右衛 （文化14年）丑4月 1紙・竪切紙 し500－01－123

門・町田源左衛門、立合竹花勘兵衛

（高橋伝左衛門拝領屋敷地等坪改図面）改長岡助右 文化10酉2月 1鋪・竪切継紙 し500－01－124

衛門・中嶋祐左衛門、立合竹花甚右衛門

（佐藤新助拝領屋敷地面面図面）改長岡助右衛門・中 文化10酉2月 1鋪・品切継紙 し500－01－125

嶋民右衛門、立合藤田吉郎右衛門

（村田数右衛門拝領屋敷地丁丁図面）　神戸治助・小沼 文化14年丑4月 1鋪・竪切継紙 し500－01・126

一74一



藩邸／卸役所／家中拝領屋敷ほか

民弥

（間庭一郎左衛門拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五 文化14年丑9月 1紙・竪切紙 し500－01－127

郎・宮本常占・小沼民弥

（宮入久三郎拝領屋敷地坪改図面）　改小野四郎三 文政2年卯8月 1紙・竪切紙 し500－01－128

　郎・宮本友之丞、立合竹花甚右衛門

i宮入久三郎拝領屋敷地坪改図面）　神戸治助・増沢慶
　　●
ｶ政2年卯8月 1紙・竪切紙 し500－01。129

治・小沼民弥

（海沼龍左衛門拝領屋敷地二三図面）安兵衛、立合竹 文化11年戌3月 1紙・竪切紙 し500－01－130

花甚右衛門

（中村文左衛門拝領屋敷地等二二図面）　改西村源 （文化5年）辰11月 1紙・付札・竪切 し500－01－131

蔵・長岡助右衛門、立合水野七郎兵衛　東の方辰年より 紙
江溝弐坪増訂正の付札

（冨岡弥三郎屋敷地等坪改図面）　御大工小池藤左衛 文化3年丙寅12月 1紙・竪切紙 し500－01－132

門・元〆石坂市郎右衛門

（山岸助蔵拝領屋敷地等坪改図面）小林三左衛門・町 （文化11年目戌11月 1紙・竪切継紙 し500－01－133

田治右衛門、立合竹花永治　文化ll年は朱書

（寺内助右衛門拝領屋敷地坪改図面）改西村源蔵・長 （文化5年）辰11月 1紙・下ヶ札・竪 し500－01－134

岡助右衛門、立合水野七郎兵衛　寺内助右衛門拝領屋敷 切紙
惣三山の訂正の下ヶ札あり

（伊勢町伝兵衛頂戴屋敷地坪改図面）　改吉沢民右衛 文化14年丑11月 1紙・竪切紙 し500－01－135

門・古岩彦作、立合竹花勘兵衛

（横山正逸拝領屋敷地野晒図面）　改池田良右衛門・小 文政2年卯7月 1紙・竪切紙 し500－01－136

野四郎三郎、立合中村義一郎

（今井市之丞拝領屋敷地坪改図面）　田中用具・宮下清 文化14年丑8月10日 1紙・竪切紙 し500－01－137

之助・中沢源五兵衛

（冨岡弥三郎屋敷地坪改図面）御大エ小池藤左衛門・ 文化3年寅12月 1紙・竪切紙 し500－01－138

本〆毛利重助

（吉村兵蔵屋敷地坪改図面）　改長岡助右衛門・改宮下 （文化5年）辰正月 1紙・竪切紙 し500－01－139

清左衛門、立合藤田吉郎右衛門

（山崎久右衛門拝領屋敷地坪改図面）調製沢民右衛 文化15年寅正月 1紙・竪切紙 し500－01－140

門・改中嶋祐左衛門、立合中村義一郎

（片岡十郎右衛門拝領屋敷地僧帽改図面）　小野唯右 （文化11年）戌12月 1鋪・綴じで開 し500－01－141

衛門・町田治右衛門、立合山内唯七 封不能・竪切継
紙

（佐藤富弥拝借地坪改図面）　御大工倉沢四郎兵衛・本 文化5年辰6月 1鋪・甲唄継紙 し500－01－142

〆関田勘右衛門

（家中拝領屋敷地・拝借地坪改図面関係上） （文化11年～元治元年） 27紙・通・鋪1綴 し500－02

（大草仲岱屋敷地の内上納の場所へ河原新田御高地　引移のため坪改図面）倉沢四郎右衛門・団野円平・元
安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－02－01

〆小頭荒井弥平

（原平馬差上地紺屋町飯嶋彦兵衛拝借地坪改図面） 文久2年戌12月 1紙・竪切紙 し500－02－02

高橋喜左衛門・金児与助・元〆荒井弥吉

（坂西正右衛門拝領屋敷地坪改図面）柳縫之助・元〆 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－02。03

小頭荒井弥平、立合窪田利左衛門他4名
．

安政2年卯2月 1紙・竪切紙 し500－02－04

（海沼龍助屋敷地の上納の場所西条村御高地引白地 安政2年卯4月 1紙・竪切紙 し500－02－05
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改図面）　高橋市兵衛・金児与助・〆小頭荒井弥平

（法泉寺拝借地坪改図面）　山本権平・三井栄助・元〆小 元治元年子4月 噛1紙・竪切紙 し500－02－06

頭柄沢恒常左衛門

（長谷川徳右衛門屋敷の内差上地西條村御高地移替跡地法泉寺拝借地坪改図面）　山本権平・三井栄助・元 元治元年子4月 1紙・竪切紙 し500－02－07

〆小頭柄沢恒常左衛門他2名　　　　　　●

（柳左衛門組岩之丞拝借屋敷地意識図面）　田中万 万延2年酉2月 1鋪・重切継紙 し500・02－08

作・小出茂助・荒井弥平

（和田隼之助拝借地・返地坪改図面）　神戸美之助・高 嘉永6年忌11月 1紙・竪切紙 し500－02－09

橋市兵衛・水道方元〆小頭荒井弥平

（和田幾之助御引上地坪改図面）　田中万作・団野円 嘉永5年子5月 1紙・竪切紙 し500－02。10

平・水道方元〆小頭荒井弥平

（今井美濃輔拝領屋敷地坪改図面）　山本権平・増沢義 嘉永7年寅閏7月 1紙・竪切紙 し500－02－11

平・小頭荒井弥平他1名

（赤塩喜平多御引上屋敷坪改図面）　改馬場忠吾・半田 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－02－12

亀作、立合原田糺　作成者記載部分に異なる作成者の貼
紙が貼られていた。貼紙の名前を採用。

（篠原玄忠拝領屋敷等坪改図面） 歯欠 1紙・竪切紙 し500－02－13

（赤塩喜平多屋敷地御引上のため下された替地坪改 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－02－14

図面）　改馬場忠吾・半田亀作、立合原田糺　作成者記
載部分に異なる作成者の貼紙が貼られている。

樒擁糠籍欝謙譲墾犠譜繰籔 文久3年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－15

水野清右衛門・入弥左衛門、立合鳥海文作

（河原新田目高地移替跡地佐々木玄又拝領屋敷地坪 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－02－16

改図面）倉沢四郎右衛門・団野円平・元〆小頭荒井弥平
他1名

（西村源治拝領屋敷地坪改図面）　小泉弥五郎・田中万 文政10年亥6月 1紙・竪切紙 し500－02－17

作・小頭宮沢左伝治

（海沼龍左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改長岡助右衛 文化11年戌3月 1紙・竪切紙 し500－02－18

門・入安兵衛、立合竹花甚右衛門

（御小作御年貢移替跡地坂本常左衛門屋敷止血領地 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－19

坪改図面）小泉九左衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平

（渋谷晶晶拝領屋敷地坪改図面）　山本権平・高橋市兵 元治元年子7月 1紙・竪切紙 し500－02－20

衛・元〆小頭和田忠右衛門他1名

（宮島守人屋敷地の内上納の場所へ西条村御高地井 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－02－21

河原新田御小作地引移のため坪改図面）　田中万
作・柳縫之助・元〆荒井弥平

（御年貢移替跡地倉田左高拝領屋敷地坪改図面） 嘉永4年忌8月 1紙・竪切紙 し500－02－22

小泉九左衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平

（河原新田高井御小作地移替跡引移宮本慎助拝領屋 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－23

敷地坪改図面）　小泉九左衛門・田中万作・元〆小頭荒
井弥平

（三村友二屋敷の内上納の場所へ西条誹言高地引移 万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500－02－24

のため坪網図面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平

（菅錠太郎拝領屋敷上納残地等坪改図面）　小泉九左 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－02－25

衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平

（中村周徹屋敷の内上納の場所へ河原新田御高地引 万延元年申5月 1紙・竪切紙 し500－02－26

移のため坪改図面）　小泉九左衛門・倉沢四郎右衛門・
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元〆荒井弥平

（宮島守人屋敷地の内上納残地等坪改図面）田中万 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－02－27

作・柳縫之助・元〆小頭荒井弥平

（〆高治郎右衛門差上地山寺源太夫拝領屋敷地削回 安政6年未4月 1紙・竪切紙 し500。02－28

図面）　山本権平・三井栄助・荒井弥平他2名

（宮下民馬差上地宮嶋守人拝領屋敷地畑瀬改図面） 弘化2年巳8月 1紙・竪切紙 し500－02・29

小泉弥兵衛・二村大八郎・元〆小頭成本半二

（鈴木内蔵面差上地白山彦五郎拝領屋敷地等坪改図 安政6年未6月 1鋪・竪切継紙 し500－02－30
面）　山本権平・村田亀幾久・元〆小頭小林新作他2名

（家中拝領屋敷地・拝借地坪改図面関係綴） （弘化2年～文久3年） 114紙・通・鋪1 し500。03

綴

半田亀作他2名届書（石川清沢拝領屋敷の内御用のた 文久3年亥11月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－01

め差上地坪改めにつき絵図面届書）　半田亀作・高橋 切継紙
清蔵、立合加藤久大夫　倉沢四郎右衛門の本文墨引確認
の下ヶ札あり

（白川織之助屋敷地の内借地等坪改図面）　団野円 文久3年亥7月 1鋪・竪切継紙 し500・03－02

平・高橋市兵衛・元〆荒井弥平

水野清右衛門他2名爵上書（小林友太郎屋敷御引上地 文久2年戌8月 1通・半切継紙 し500・03－03

坪改につき絵図面申上書）　水野清右衛門・高坂守之
助、立合原田糺

（三村友二差上地の内篠原良意拝領屋敷等坪改図 万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500－03－04
面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平

青山磯治他2回申上書（篠原良三差上地の内七郎右衛 万延2年酉2月 1通・竪切継紙 し500・03－05

門組文蔵拝借屋敷等坪改につき絵図面申上書）
青山磯目・堀内荘治、立合館孝右衛門

（篠原良意差上地め内七郎右衛門組文蔵拝借屋敷等坪改図面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平

万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500・03－06

（三村友二屋敷の内上納場所へ西条村御高地引移の 万延2年酉2月 1鋪・竪切継紙 し500・03－07
ため坪改図面）　田中万作・小出茂助・荒井弥平

片桐総左衛門他2名届書（河原新田御高地移替跡地真
@勝寺拝借地坪改につき絵図面届書）　片桐総左衛

万延元年申5月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙，
し500－03－08

門・関田荘助、立合館孝右衛門　倉沢四郎右衛門他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり

（中村連荘屋敷の内上納の場所へ河原新田御高地引移のため坪改図面）小泉浅右衛門・倉沢四郎右衛門・
万延元年申5月 1紙・竪切紙 し500－03－09

元〆荒井弥平

（河原新田御高地移替跡地門門寺拝借地坪改図面） 万延元年申5月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03・10
小泉浅右衛門・倉沢四郎右衛門・元〆荒井弥平　倉沢四郎 切紙
右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（木村帯刀屋敷の内上納の場所へ西条村御高地引移
@のため坪改図面）　山本権平・三井栄助・元〆荒井弥平

安政7年申3月 1紙・竪切紙 し500－03－11

他2名

（西条村御高地引移跡地井堀又七拝借地坪改図面） 安政7年申3月 1紙・竪切紙 し500。03－12
山本権平・三井栄助・元〆荒井弥平他2名

（西条村御高地引移跡地井堀又七拝借地坪改図面） 安政7年申3月 1紙・竪切紙 し500－03－13
小野唯之進・関田荘助、立合今井友之進

竹離農i糎陣頭細細野橘象輩驕 安政7年申3月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－14

荘治、立合竹花新介　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
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竹簾姦蝿梨騨謀議欝錦鯉鵯建造 安政6年未9月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－15

衛門、立合寺沢大之輔　小泉浅右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり

（池田大内蔵差上地恩田勒負殿拝領屋敷坪改図面） 安政6年未9月 1鋪・歯切継紙 し500－03－16

山本権平・小泉浅右衛門・元〆荒井弥平他2名

酒井市治他2名届書（鈴木内蔵允差上地白山彦五郎拝 安政6年未6月 1通・下ヶ札・竪 し500・03－17

領屋敷地等坪改につき絵図面届書）酒井市治・青山 切継紙

吉治、立合竹花兵馬　倉沢四郎右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり

（鈴木内蔵允差上地白山彦五郎拝領屋敷地等温改面 安政6年未6月 1鋪・竪切継紙 し500－03－18

届）　山本権平・村田亀幾久・元〆小頭時助小林新作他2

ｼ
青山摂氏他2名届書（西条村御高地移替跡地堀内権左 安政6年未5月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－19

衛門拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　青山磯治・ 切紙

吉野勝之進、立合寺沢十大夫　田中万作の本文墨引確認
の下ヶ札あり

（野池勇太郎屋敷屋敷地の内上納の場所へ西条村御 安政6年未5月 1紙・竪切紙 し500・03－20

高地引移のため坪改図面）三井栄助・村田亀幾久・元 1

〆小頭時助小林新作

（〆木治郎右衛門差上地山寺源太夫拝領屋敷地坪改 安政6年未4月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－21

につき絵図面届書）　北島元之助・倉田三之丞、立合竹 切紙

花兵馬　小泉浅右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ

（頚木治郎右衛門差上地山寺源太夫拝領屋敷地坪改 安政6年未4月 1紙・竪切紙 し500－03－22

図面）　山本権平・三井栄助・元〆小頭荒井弥平他2名

酒井市治他2名届書（橋本孫太郎揚地正村勇之進拝領 安政6年未2月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－23

屋敷地坪改につき絵図面届書）　酒井市治・片桐惣左 切紙

衛門、立合片岡亀之進　小泉浅右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり

青山磯治国2名届書（河原新田御高地移替跡地佐々木
@玄又拝領屋敷地坪改につき絵図面届書）　青山磯

安政5年午7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－24

治・関田荘助、立合竹花新介　倉沢四郎右衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

（大草仲岱屋敷地の内上納の場所へ河原新田御高地 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－03－25

引移のため坪改図面）　三井栄助・倉沢四郎右衛門・元
〆小頭荒井弥平他1名

（河原新田御高地移替跡地佐々木玄又拝領屋敷地坪 安政5年午7月 1紙・竪切紙 し500－03－26

改図面）　三井栄助・倉沢四郎右衛門・元〆小頭荒井弥平
他1名

春無難騰鰹熱熱諜
安政5年午4月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－27

鈴木左源太他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

青山磯治他2名届書（富岡敬蔵差上地の内伊東賢治拝
@領屋敷地等坪改につき絵図面届書）青山磯治・堀内

安政5年午2月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500・03－28

荘治、立合窪田利左衛門　倉沢四郎右衛門他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり

（池田大内空曇上地恩田勒負殿拝領屋敷坪改測面） 安政4年巳12月 1鋪・彩色・竪切 し500・03－29

鈴木左源太・高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平 紙

春日栄作他2名届書（池田大内蔵差上地恩田勒産殿拝
@領屋敷坪改につき絵図面届書）春日栄作・堀内荘治、

安政4年巳12月 1鋪・下ヶ札・彩

F・竪切紙

し500－03－30

立合佐藤小左衛門　鈴木左源太他1名の本文墨引確認の
下ヶ札あり
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竹犠薔謝書舗鴛灘欝講纏君 安政4年巳11月 1鋪・下ヶ札・付

D・貼紙・葛切

し500－03－31

衛門　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり、 紙

山田久賀拝領屋敷再改出坪の分追加の付札あり

（山田久賀拝領屋敷地等坪改図面）　三井栄助・高橋市 安政4年巳11月 1鋪・付札・貼 し500－03－32

兵衛・元〆小頭荒井弥平他1名　山田久賀拝領屋敷再改出 紙・竪切紙

坪の分追加の付札あり

竹内多吉他2名届書（鈴木熊次郎御引上屋敷地坪改に
@つき絵図面届書）　　　　　　　　　　竹内多吉・高坂民左衛門、立合今井

（安政4年7月） 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－33

友之進　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（鈴木熊次郎御引上屋敷地噴煙図面）　立合三井栄 （安政4年7月） 1紙・竪切紙 し500－03－34

助・高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平他2名

（鈴木熊次郎御引上屋敷地三二図面）　三井栄助　朱 安政4年巳7月 1紙・竪切紙 し500－03－35

書あり

（鈴木熊次郎御引上屋敷地剥蝦図面）　三井栄助・高橋 安政4年巳7月 1紙・竪切紙 し500－03－36

市兵衛・元〆小頭荒井弥平他1名

（坂西正右衛門拝領屋敷地坪改図面）柳縫之助・金児 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－03－37

与助・元〆小頭荒井弥平

（前田角次郎差上地藤田岡之進拝領屋敷地二二図 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500。03－38

面）　倉沢四郎右衛門・鈴木左源太・元〆小頭荒井弥平

（河原新田御高地移替跡地酒井栄助拝領屋敷地纏頭 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－03－39

図面）　倉沢四郎右衛門・高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平

酒井市治他2名届書（前田角次郎差上倒置田岡之進拝
@領屋敷地坪改につき絵図面届書）　酒井市治・関田荘

安政3年辰10月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－40

助、立合桑名弥一郎　倉沢四郎右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり

竹内多吉他2名届書（坂西正右衛門拝領屋敷地坪改に 安政3年辰10月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03－41

つき絵図面届書）　竹内多吉・小嶋元之助、立合窪田利 切紙

左衛門　柳縫之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

入雷門購魏鷺脳膜薔窟壁讐難 安政3年辰10月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－42

門・青山磯治、立合小林太一郎　倉沢四郎右衛門他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり

（与良内蔵屋敷地の内上納の場所へ河原新田御高地 安政3年辰10月 1紙・竪切紙 し500－03－43

井小作地引移のため坪改図面）　倉沢四郎右衛門・高
橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平

宮罐雛羅麟澤灘嬰繕舗欝聖灘 安政2年目4月 1通・下ヶ札・彩

F・竪切紙

し500－03－44

助・春日栄作、立合内川小六　倉沢四郎右衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

（海沼龍助屋敷地の上納の場所へ西条村御高地引移 安政2年卯4月 1紙・竪切紙 し500－03－45

のため坪改図面）　高橋市兵衛・金児与助・〆小頭荒井
弥平

関田慶左衛門他2名届書（河原新田御高地移替跡地近　藤忠之進拝領屋敷地坪改につき絵図面届書）　関田
安政2年卯4月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－46

慶左衛門・萩原八左衛門、立合坂本斎助　倉沢四郎右衛
門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

高橋市兵衛他2名届書（西條村御高地移替跡地近藤忠 安政2年卯4月 1通・竪切紙 し500－03－47

之進拝領屋敷地二二につき絵図面届書）高橋市兵
衛・金児与助・元〆小頭荒井弥平

（河原新田御小作地壁越替跡地恩田運星拝領屋敷地 安政2年卯4月 1紙・彩色・竪切 し500－03－48

坪改図面）倉沢四郎右衛門・金児与助・元〆小頭助荒井 紙

弥平
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（河原新田の内恩田勒負添拝領屋敷地坪改図面） 安政2年卯4月 1紙・下ヶ札・彩 し500－03－49

野中喜左衛門・春日栄作、立合内川小六　倉沢四郎右衛 色・竪切紙

門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（河原新田の内恩田勒負添拝領屋敷地坪改図面） 安政2年卯4月 1紙・彩色・野卑 し500－03－50

倉沢四郎右衛門・金児与助・元〆小頭助荒井松三郎 紙

春黙鰭謝書舗難講瓢辮燃謬畠莉 安政2年卯3月 1通・下ヶ札・彩

F・竪切紙

し500。03－51

左衛門　増沢義平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

宮本芋助他2名届書（佐藤安喜拝領下屋敷坪改につき 安政2年卯2月 1通・下ヶ札・彩 し500－03－52

絵図面届書）　宮本慎助・関田荘助、立合西沢甚七郎 色・竪切紙

倉沢四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（宮島守人屋敷地の内上納残地等坪改図面）田中万 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－03－53

作・柳縫之助・元〆小頭荒井弥平

（謹製繁人拝領下屋敷地坪改図面）　増沢義平・高橋市 安政2年卯3月 1紙・竪切紙 し500－03－54

兵衛・元〆小頭荒井弥平

宮鍔鷲簸騰魑難灘雛摯細螺観 安政2年卯2月 1通・下ヶ札・彩

F・竪切紙

し500－03－55

春日栄作、立合西沢甚七郎　倉沢四郎右衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

（河原新田御小作地移替跡地佐藤安喜拝領屋敷坪改 安政2年卯2月 1紙・彩色・竪切 し500－03－56

絵図面）　倉沢四郎右衛門・鈴木左源太・元〆小頭荒井弥

ｽ
紙

（佐藤安喜拝領下屋敷坪改図面）倉沢四郎右衛門・鈴 安政2年卯2月 1紙・彩色・竪切 し500－03－57

木画源太・元〆小頭荒井弥平 紙

関犀離魏欝鰐羅議題露1上鶴灘合 嘉永7年寅12月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－58

門・小野唯之進、立合竹花富之進　田中万作他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり

野中喜左衛門他2名届書（金井美濃輔拝領添御増屋敷 嘉永7年寅8月 1通・彩色・竪切 し500－03－59

坪改につき絵図面届書）　野中喜左衛門・竹内多吉、 紙

立合片岡千吉

（金井美濃判拝領添御開屋敷坪改図面）　山本権平・ 嘉永7年寅8月 1紙・彩色・四切 し500－03－60

団野円平・元〆荒井弥平 紙

伊東栄治他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改につき 嘉永7年寅閏7月 1通・竪切紙 し500－03－61

絵図面届書）　野中喜左衛門・伊東栄治、立合小林太一

Y
関田慶左衛門他2名届書（和田隼之山鼠領地・同氏へ 嘉永6年丑11月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－62

の返地坪改につき絵図面届書）関田慶左衛門・堀内 切紙

荘治、立合竹花新介　神戸美之助他1名の本文墨引確認
につき申上書の下ヶ札あり

（和田隼之高温領地・同氏への返地坪改図面〉　神戸 嘉永6年丑11月 1紙・竪切紙 し500－03－63

美之助・高橋市兵衛・水道方元〆小頭荒井弥平

草川吉右衛門他2名届書（正村勇之進差上地時津繁人 嘉永6年丑2月 1通・半切紙 し500－03－64

添地坪改につき絵図面届書）草川吉右衛門・吉野勝
之進、立合橋本茂左衛門

（正村勇之進差上地畔津繁人添地剥奪図面）団野円 嘉永6年丑2月 1紙・半切紙 し500－03－65

平・鈴木左源太・元〆小頭荒井弥平
■

関魑纂酷寵叢書購野晒纏騰 嘉永5年子5月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500・03－66

合加藤久太夫　田中万作他1名の本文墨引確認につき申
上書の下ヶ札あり

伊東栄治他2名士上書（金井美濃輔御引上地坪改につ 嘉永5年子5月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－67
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き絵図面申上書）　関田慶左衛門・堀内荘治、立合加藤 切紙

久太夫　田中万作他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ札あり

（御年貢移替跡地倉田左高拝領屋敷坪改図面）　小泉 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－03－68

九左衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平

（螺鵬懸幽幽瀦灘1響難下平i 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－03－69

（菅醇太郎拝領屋敷上納残地等坪改図面）　小泉九左 嘉永4年亥8月 1紙・付札・竪切 し500－03－70

衛門・田中万作・元〆小頭荒井弥平　惣坪数書出の付札あ 紙

馬場忠吾他2名申上書（御小作御年貢移替跡地坂本常
@左衛門屋敷添拝領地坪改につき絵図面申上書）

嘉永4年亥8月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500・03－71

馬場忠吾・堀内荘助、立合竹花新介　田中万作他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

（嘱改耀翻御1こ鰭欝轄事態野饗黙 嘉永4年亥8月 1紙・竪切紙 し500－03－72

弥平
．

馬場忠吾他2名申上書（河原新田高井御小作地移替跡 嘉永4年亥8月 1通・下ヶ札・竪 し500－03・73

地宮本慎助拝領屋敷坪改絵図面）　馬場忠吾・堀内荘 切紙

助、立合竹花新介　田中万作他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

馬場忠吾他2劇中上書（赤塩喜平多智引上屋敷坪改に 嘉永4年亥6月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－74

つき絵図面申上書）　馬場忠吾・半田亀作、立合原田糺 切紙

小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札
あり

（赤塩喜平引継引上屋敷坪改図面）　小泉弥兵衛・高橋 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－03－75

喜左衛門・元〆小頭荒井弥平

（赤塩喜平多屋敷地御引上のため下された替地坪改 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500。03。76

図面）　小泉弥兵衛・高橋喜左衛門・元〆小頭荒井弥平

馬場忠吾他2名申上書（赤塩喜平多屋敷地御引上のた
@め下された替地坪改につき絵図面申上書）馬場忠

嘉永4年亥6月 1通・竪切紙 し500－03－77

吾・半田亀作、立合原田糺

馬罷蝶糊蹉轟塑き麟瀦継留喉禦 嘉永4年亥6月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－78

吾・酒井市治、立合竹花新介　小泉九左衛門他1名の本文
墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

（窪田墨田屋敷地御の内揚地柳町立傘拝借地坪改図 嘉永4年亥6月 1紙・竪切紙 し500－03－79

面）小泉九左衛門・団野喜兵衛・元〆小頭荒井弥平

野中喜左衛門他2名申上書（西條村御高地惣八分屋敷 嘉永4年亥5月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－80

の一部へ青柳丈左衛門拝領屋敷移替のため坪改に 切紙
つき絵図面申上書）　野中喜左衛門・堀内荘助、立合山
口頼介　田中万作他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ札あり

山本権平他1名届書（西條村御高地惣八町屋敷の一部 嘉永4年亥5月 1通・竪切紙 し500－03－81

へ青柳丈左衛門拝領屋敷移替のため坪改につき絵
図面届書）　山本権平・元〆小頭荒井弥平

三選講轟轟立雛熱熱縷蕊 嘉永3年戌11月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－82

右衛門　団野円平他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ札あり

（魍鞠醗騨巴里堅塁部亜聖空騒衛 嘉永3年戌11月 1紙・竪切紙 し500－03。83

門・元〆小頭荒井弥平
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春耀難謙聾轍鮎漁弄羅蠕犠箋 嘉永3年戌3月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙・

し500－03－84

角、立合北沢大蔵　団野円平他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

（久保喜伝治差上地気野宗順拝借屋敷白鼠図面） 嘉永3年戌3月 1紙・竪切紙 し500－03－85

団野円平・小泉九左衛門・元〆小頭荒井弥平

（原治郎左衛門差上地田中理右衛門拝領屋敷坪系図 嘉永3年戌2月 1紙・竪切紙 し500－03－86

面）　神戸美之助・団野円平・元〆小頭荒井弥平

草川吉右衛門他2完登上書（原治郎左衛門差上地田中 嘉永3年戌2月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－87

理右衛門拝領屋敷龍胆につき絵図面申上書）　草川 切紙

吉右衛門・倉田三之丞、立合北沢大蔵　神戸美之助他1名
の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

（小松八三郎拝領屋敷坪改図面）馬場忠吾・柿崎良作、 嘉永3年戌2月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03－88

立合伊藤新右衛門　宮本重三郎他1名の本文墨引確認に 切紙

つき申上書の下ヶ札あり

関田慶左衛門他2名申上書（山越嘉膳拝領添屋敷等坪 嘉永3年戌2月 1通・下ヶ札・彩 し500－03－89

改につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・水野清右衛 色・竪切紙

門、立合佐藤小左衛門　倉沢四郎右衛門他1名の本文墨
引確認の下ヶ札あり

馬場忠吾他2名届書（木村帯刀屋敷の内揚地坂西正伝 嘉永3年戌正月 1通・下ヶ札・竪 し500。03－90

衛門拝領屋敷選訳につき絵図面届書）　馬場忠吾・ 切紙

半田亀作、立合伊藤新右衛門　高橋喜左衛門他1名の本
文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

（木村帯刀屋敷の内揚地坂西正右衛門拝領屋敷割改 嘉永3年戌正月 1紙・竪切紙 し500－03－91

図面）高橋喜左衛門・小泉九左衛門・元〆小頭荒井弥平

（長谷川徳右衛門屋敷地等坪改図面）　田中増治・宮本 嘉永2年酉12月 1鋪・竪切継紙 し500－03－92

重三郎・水道方元〆荒井弥平

高野覚之進他2名題上書（高橋権之丞引替地等坪改に 嘉永2年酉10月 1鋪・貼紙・竪切 し500－03－93

つき絵図面申上書）改高橋覚之進・宮沢善治、立合伊藤 継紙

新右衛門　裏に宮本重三郎他1名の本文墨引確認の貼紙
あり

宮本慎助他2名届書（小松八三偏差上地宇右衛門組源
@左衛門拝借屋敷坪改につき絵図面届書）　宮本慎

嘉永2年酉4月 1紙・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－94

助・竹内多吉、立合伊藤新右衛門　倉沢四郎右衛門他1名
の本文墨引確認の下ヶ札あり

（東條清見拝領屋敷地坪改図面）　柳甚左衛門・団野円 嘉永元年申12月 1紙・竪切紙 し500－03－95

平・元〆荒井弥平

馬場忠吾他2名申上書（東條清見拝領屋敷地坪改につ 嘉永元年申12月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03－96

き絵図面届書）　馬場忠吾・池田富之進、立合竹花並太 切紙

郎　柳甚左衛門他1名の本文墨引確認につき申上書の下
ヶ札あり

青柳丈左衛門他2名申上書（田中佐右衛門差上地岩下 嘉永元年申10月 1紙・下ヶ札・竪 し500－03－97

重司拝領屋敷坪改につき絵図面申上書）　青柳詮議 切紙

衛門・酒井市治、立合岡田隆吉　鈴木伝治他1名の本文墨
引確認につき申上書の下ヶ札あり

草川吉右衛門他2名申上書（沖右衛門組安兵衛周左衛
@門芳兵衛差上地小野左金太拝領屋敷特改につき絵

嘉永元年申10月 1紙・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－98

図面申上書）　青柳丈左衛門・酒井市治、立合岡田隆吉
鈴木伝治他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あ

小林佐兵衛［他2名力（破損）］届書（中嶋幽幽差上地佐
@川又左衛門拝領屋敷等位改につき絵図面届書）

（嘉永元年） 1鋪・竪切継紙 し500－03。99

小林佐兵衛［他2名力（破損）］

関田慶左衛門他2名申上書（佐川又左衛門差上地中嶋 嘉永元年申4月 1鋪・下ヶ札・竪 し500－03－100

一82一



藩邸／稗役所／家中拝領屋敷ほか

渡浪拝領屋敷等坪改につき絵図面申上書）　関田慶
ｶ衛門・宮本慎助、立合伊藤新右衛門　宮本重三郎他1名

切継紙

の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

関田慶左衛門他2名申上書（出浦惣右衛門差上地佐川
@又左衛門拝領屋敷等坪改につき絵図面申上書）

嘉永元年申4月 1鋪・下ヶ札・竪

ﾘ継紙

し500－03－101

関田慶左衛門・宮本慎助、立合伊藤新右衛門　宮本重三
郎他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

御薩羅綾離騎組是i讐謹辞囎雛糠 （嘉永元年年）申 1通・竪切紙 し500－03－102

重蔵・新右衛門

馬場忠吾他2名申上書他2名申上書（石倉嘉太夫拝領
@屋敷坪改につき絵図面申上書）　馬場忠吾・北嶋元之

弘化4年未7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－03－103

助、立合原田糺　高橋喜左衛門他1名の本文墨引確認に
つき申上書の下ヶ札あり

図鑑顯開脚誰奮駐鞭暮繁秀獄 弘化4年未7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500・03・104

立合原田糺　高橋喜左衛門他1名の本文墨引確認につき
申上書の下ヶ札あり

．馬場忠吾他2名申上書（小松車馬御引上地の内袖人跡
@目へ下さる屋敷地等坪改につき絵図面申上書）

弘化4年未3月 1通・下ゲ札・竪

ﾘ継紙

し500－03－105

改馬場忠吾・北嶋元之助、立合坂本斎助　高橋喜左衛門
他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

（端裏書）［間数増減坪改申上）（小松藤馬御引上地の
@内同人跡目へ下さる屋敷地等坪改につき絵図面申

（弘化4年3月） 1紙・竪切紙 し500－03－106

上書）　朱書あり

（小松藤馬御引上地の内同人跡目へ下さる屋敷地等 弘化4年未3月 1紙・竪切紙 し500－03－107

坪改図面）高橋喜兵衛・神戸美之助・元〆小頭荒井弥平

伊東栄治他2名望上書（三輪正之助拝領屋敷坪改につ 弘化3年午2月 1通・下ヶ札・竪 し500－03。108

き絵図面申上書）　伊東栄治・竹内多吉、立合佐竹周蔵 切紙

宮本重三郎他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札
あり

草題避難野饗羅朧弄群鶴辮告葉 弘化2巳8月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ継紙
し500。03－109

慎助、立合佐竹周蔵　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

関田市左衛門他2名申上書（望月主水拝領屋敷坪改に 弘化2巳3月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－110

つき絵図面申上書）改関田慶左衛門・竹内多吉、立合 切紙

西沢甚右衛門　宮本重三郎他1名の本文墨引確認につき
申上書の下ヶ札あり

入久左衛門他2南下上書（小林友之丞拝領屋敷坪改に 弘化2巳3月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－111

つき絵図面申上書）　入久左衛門・小林佐兵衛、立合竹 切紙

花富之進　鈴木伝治他1名の本文墨引確認につき申上書
の下ヶ札あり

（牧野右馬笠屋敷御引上地坪改絵図面）　入久左衛 （弘化2年3月） 1紙・竪切紙 し500－03－112

門・小林佐兵衛、立合竹花富之進　朱書あり

関田慶左衛門他2名申上書（東条清見差上地青木五郎 弘化3年午12月 1通・下ヶ札・竪 し500－03－113

兵衛拝領屋敷坪改につき絵図面申上書）　関田慶左 切継紙

衛門・小林佐兵衛、立合西沢甚右衛門　神戸美之助他1名
の本文墨引確認の下ヶ札あり

関田慶左衛門他2名届書（懐柔之進拝領屋敷等良妻に 弘化2年巳正月 1通・綴じで開 し500－03－114

つき絵図面届書）　関田慶左衛門・酒井市治、立合馬場 封不能・竪切継

平作 紙

（家中拝領屋敷地・拝借地坪改図面関係綴 （天保4年～天保15年） 64紙・通・鋪1綴 し500－04

関田慶左衛門他2名申上書（牧野右馬弓屋敷御引上地 天保15年高11月 1通・高島継紙 し500－04－01
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坪改につき絵図面申上書）関田慶左衛門・長岡又作、
立合宮下三郎治

馬場忠吾他2名四上書（木村帯刀拝領屋敷地坪改につ
@き絵図面申上書）　馬場忠吾・関田慶左衛門、立合伊藤

天保15年辰7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ継紙
し500。04－02

房吉　神戸治助他1名の本文墨引確認につき申上書の下
ヶ札あり

町田権之助他2名届書（春原六左衛門拝領屋敷地坪改 天保15年辰8月 1通・竪切紙 し500－04－03

につき絵図面届書）　改町田権之助・北嶋理兵徹立合
園田隆吉　増沢慶治他2名の墨引確認の下ヶ札あり

（木村帯刀御引上地坪改絵図面） （天保15年7月） 1紙・竪切紙・朱 し500。04－04

馬場忠吾他2名申上書（木村帯刀引上地坪改につき絵　図面申上書）馬場忠吾・関田慶左衛門、立合伊藤房吉 天保15年辰7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－05

神戸治助他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あ

（石黒八郎跡屋敷地坪改絵図面） （天保14年11月） 1紙・竪切紙・朱 し500－04－06

町田権之助他2名届書（石黒八郎御引上地坪改につき 天保14年卯12月 1通・竪切継紙 し500－04－07

絵図面届書）　改町田権之助・草川吉右衛門、立合中村
仲多　宮本重三郎他1名の墨引確認の下ヶ札あり

（石黒八郎添屋敷地坪改絵図面） （天保14年11月） 1鋪・竪切継紙 し500－04－08

池田良右衛門他2名申上書（小山田壱岐拝領下屋敷地 天保14年卯閏9月 1通・下ヶ札・彩 し500－04－09

坪改につき絵図面申上書）　池田良右衛門・関田慶左 色・綴じで開封
衛門、立合原田糺　神戸治助他1名の本文墨引確認につ 不能・竪切継紙

き申上書の下ヶ札あり

関田慶左衛門他2名申上書（望月繁之助拝領屋敷地等 天保14年卯6月 1通・下ヶ札・綴 し500－04－10

坪改につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・小林佐兵 じで開封不
衛、立合小池泰治　増沢慶治他1名の本文墨引確認につ 能・言切継紙

き申上書の下ヶ札あり

（望月繁之助拝領屋敷地等坪改図面）増沢慶治・高橋 天保14年卯6月 1鋪・半切継紙 し500－04－11

喜左衛門・小頭柳沢安右衛門

関田慶左衛門他2名四上書（竹花勘兵衛拝領屋敷地等 天保14年卯3月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－12

坪改につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・渡辺承之 切紙
助、立合中村義一郎　神戸治助他1名の本文墨引確認に
つき申上書の下ヶ札あり

町田権之助他2名申上書（野村善五右衛門明屋敷間数 天保13年寅9月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－13

井建家改につき絵図面申上書）　町田権之助・堀内太 切紙
一郎、立合清野新之助　神戸治助他1名の本文墨引確認
につき申上書の下ヶ札あり

関田慶左衛門他2名申上書（坂本喜代馬拝領屋敷坪改 天保13年寅3月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－14

につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・海国龍助、立 切紙

合中村義一郎　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認につき
申上書の下ヶ札あり

片桐重之助他2名言上書（入久左衛門差上地水野友作 天保12年丑4月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－15

拝領屋敷地細動につき絵図面申上書）　片桐重之 切紙
助・高野露国進、立合桑名左金太　神戸治助他1名の本文
墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

片桐重之助他2名申上書（恩田杢拝領屋敷地坪改につ 天保12年丑3月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－16

き絵図面申上書）　小野左金太・半田藤作、立合桑名左 切紙

金太　団野喜兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

青柳忠太他2名四上書（野村善五右衛門拝領屋敷地坪 天保11年子7月 1通・下ヶ札・竪 し500－04・17

改につき絵図面申上書）　青柳忠太・野村八太夫、立 切紙

合清野新之助　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ
白あり

一84一



藩邸／御役所／家中拝領屋敷ほか

町田権之助他2名申上書（大嶋儀右衛門拝領屋敷地坪
@改につき絵図面申上書）　　　　　　　　　　　　　町田権之助・青柳忠太、立

天保11年子7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04。18

合堀内権左衛門　団野喜兵衛他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

・町田権之助他2名申上書（増田留之丞返上屋敷地坪改
@につき絵図面申上書）　　　　　　　　　　　　　改町田権之助・相原織之助、

天保11年子2月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－19

立合西沢甚右衛門　神戸治助他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

関田慶左衛門他2名申上書（相原恵左衛門拝領屋敷地
@坪改につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・小林佐兵

天保10年亥12月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－20

衛、立合矢野倉面心　神戸治助他1名の本文墨引確認に
つき申上書の下ヶ札あり

青柳忠太他2名申上書（井上与惣左衛門差上地水井忠
@蔵拝領屋敷地坪改につき絵図面申上書）　青柳忠

天保10年亥8月 1通・下ヶ札・重

ﾘ継紙

し500－04－21

太・堀内太一郎、立合橋本茂左衛門　柳八十八他1名の本
文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

町田権之助他2名臣上書（片岡此面拝領屋敷地坪改に 天保10年亥7月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－22

つき絵図面申上書）　町田権之助・柿崎半之丞、立合山 切紙

寺常吉　西村杢右衛門他1名の本文墨引確認につき申上
書の下ヶ札あり

青雛魏鱗雑響騒醤圭野噸轍寧 天保9年戌12月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－23

渡辺承之助、立合中村義一郎　倉沢邦治他1名の本文墨
引確認につき申上書の下ヶ札あり

小野左金太他2名申上書（高野権右衛門引上地坪改に 天保9年戌12月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－24

つき絵図面申上書）　小野左金太・堀内太一郎、立合矢 切継紙

野倉総蔵　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認につき申上
書の下ヶ札あり

小野左金太他2名申上書（高野権右衛門拝領屋敷地坪 天保9年戌12月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－25

改につき絵図面申上書）　小野左金太・堀内太一郎、 切継紙

立合矢野倉総蔵，小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

（大嶋文内拝領屋敷引上地坪改図面）団野喜兵衛・小 天保9年戌7月 1鋪・竪切継紙 し500－04－26

泉弥兵衛・小頭宮沢左伝治

小野左金太他2名申上書（大嶋面内拝領屋敷引上地坪 天保9年戌7月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－27

改につき絵図面申上書）　小野左金太・青柳忠太、立 切継紙

合西沢甚右衛門　団野喜兵衛他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

小野左金太他2名爵上書（宮沢左一郎拝領屋敷地訳読 天保9年戌5月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－28

につき絵図面申上書）　小野左金太・関田慶左衛門、 切紙

立合中村仲多　西村杢右衛門他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

高野覚之進他2名玉上書（中村孝太夫拝借引上地坪改 天保8年齢12月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－29

につき絵図面申上書）　高野覚之進・宮沢喜代治、立 切紙

合中村義一郎　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認につき
申上書の下ヶ札あり

山本権平他3名届書（中村孝太夫拝借引上地坪改につ 天保8年酉12月 1通・竪切紙 し500－04－30

き絵図面届書）　山本権平・小泉弥兵衛、立合宮沢左伝
治他1名

町騰瑠興2鍔躍嗣繋縛鵯謬　郎

天保8年酉11月 1通・竪切紙 し500－04－31

町理髪羅辮躍1（真綿躍響疑欝啓 天保8年酉11月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500・04－32

立合中村義一郎　西村杢右衛門他1名の本文墨引確認の
下ヶ札あり
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小野左金太他2名申上書（田中佐右衛門拝領屋敷地坪
@改につき絵図面申上書）　改小野左金太・堀内太一郎、

天保8年酉5月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－33

立合矢野倉総説　柳八十八他1名の本文墨引確認につき
申上書下ヶ札あり

中村孝太夫他2名申上書（厚木伯民差上地三輪徳左衛
@門拝領屋敷地坪改につき絵図面申上書）　改中村孝

天保7年申正月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－34

太夫・青柳忠太、立合清野新平　宮本清之助他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり

中村孝太国立2名申上書（中村元尾屋敷の内御用地坪
@改につき絵図面申上書）　改中村孝太夫・高野恒心進、

天保7年申正月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－35

立合坂西正三郎　田中泰右衛門他1名の本文墨引確認に
つき申上書の下ヶ札あり

中村孝太四阿2名申上書（御用地引替地中村元尾拝領
@屋敷地坪改につき絵図面申上書）改中村孝太夫・高

天保7年申正月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－36

画面之進、立合坂西正三郎　田中泰右衛門他1名の本文
墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

小林三左衛門他2名申上書（高橋権之丞拝借地坪改に 天保6年未10月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－37
つき絵図面申上書）　改小林三左衛門・中村孝太夫、立 切紙
合坂西正三郎　宮本清之助他1名の本文墨引確認につき
申上書の下ヶ札あり

小野左金太他2名申上書（藤田二丁引上地坪改につき
@絵図面申上書）　小野左金太・青柳忠太、立合伊藤新右

天保6年未閏7月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－0牛38

衛門　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ白あり

小野左金太他2名申上書（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪　改につき絵図面申上書）　中村孝太夫・関田慶左衛門、
天保6年未6月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－39

立合伊藤新右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認に
つき申上書の下ヶ札あり

（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪改図面）宮本清之助・小 天保6年未6月 1紙・下ヶ札・竪 し500－04－40

泉弥兵衛・小頭宮沢左伝治　宮本清之助他1名の本文墨引 切紙
確認につき申上書の下ヶ札あり

中嶋宇吉他2名申上書（菅沼九兵衛拝領屋敷地の内岩
@下渡太夫替地囲込地坪改につき絵図面申上書）

天保6年未4月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し500－04－41

改中嶋宇吉・半田藤作、立合九嶋与兵衛　宮本清之助他1
名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

中嶋宇吉他2名申上書（菅沼九兵衛拝領屋敷地の内岩
@下渡太夫替地囲込地等坪改につき絵図面申上書）

天保6年未4月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ継紙
し500－04－42

中嶋宇吉・半田藤作、立合九嶋与兵衛　宮本清之助他1名
の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あり

中嶋宇吉他2名申上書（片岡源左衛門拝借地学二二に
@つき絵図面申上書）　中嶋宇吉・青柳忠太、立合伊藤新

天保6年未4月 1通・下ヶ札・綴

ｶで開封不
し500－04－43

右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認につき申上書 能・竪切継紙
の下ヶ札あり

（菅沼九兵衛拝領屋敷地の内岩下渡太夫替地囲込地 天保6年未4月 1紙・竪切紙 し500－04－44
等幽寂図面）　宮本清之助・鈴木伝治・小頭宮沢左伝治

某申渡書（山岸助蔵拝領坪数について郡奉行伺への （天保6年4月） 1通・竪切紙 し500－04－45

返答につき申渡書）

渡辺興三他2名申上書（山岸助蔵拝領屋敷地坪改につ 天保6年未3月 1通・下ヶ札・竪 し500。04－46

き絵図面申上書）　改渡辺与三・堀内太一郎、立合清野 切紙
新平　宮本清之助他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ札あり

池田良右衛門他2名申上書（矢沢監物拝領下屋敷地坪 天保6年未2月 1通・下ヶ札・竪 し500・04－47

改につき絵図面申上書）　改池田良右衛門・中嶋宇吉、 切紙
立合中村義一郎　柳八十八他1名の本文墨引確認につき
申上書の下ヶ札あり
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中嶋宇吉他2名申上書（立田挙白拝領屋敷地坪改につ 天保5年午12月 1通・下ヶ札・竪 し500・04－48

き絵図面申上書）　改中嶋宇吉・堀内太一郎、立合西沢 切紙

甚右衛門　柳八十八他1名の本文墨引確認につき申上書
の下ヶ札あり

渡辺興三他2名望上書（喜代之助組安右衛門拝借地坪 天保5年午11月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－49

改につき絵図面申上書）　改渡辺興三・相原織之助、 切紙

立合中村義一郎　宮本清之助他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

竹内田部他2名申上書（片岡源左衛門拝領屋敷地等坪 天保5年目10月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－50

改につき絵図面申上書）　改竹内藤助・高野鶴蔵、立 切紙

合伊藤新右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

竹内藤助他2名爵上書（中嶋高浪拝領地回坪改につき 天保5年午10月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－51

絵図面申上書）　改竹内冥助・高野鶴蔵、立合伊藤新右 切紙

衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認につき申上書の
下ヶ札あり

町田権之助他2名届書（山寺友吉返上地謡品品につき 天保5年午9月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－52

絵図面届書）　町田権之助・渡辺与三、立合原田糺　宮 切紙

本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

竹内藤助命2辻固上書（中嶋渡浪拝領屋敷続拝領地坪 天保5年午8月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－53

改につき絵図面申上書）　竹内藤助・相原織之助、立 切紙

合田中佐右衛門　団野喜兵衛他1名の本文墨引確認につ
き申上書の下ヶ札あり

片桐重之助他2名匠上書（増田製織丞拝領屋敷地等坪 天保5年午5月 1通・下ヶ札・竪 し500－04－54

改につき絵図面申上書）　改片桐重之助・渡辺与三、 切紙

立合原田糺　宮本清之助他1名の本文墨引確認につき申
上書の下ヶ札あり

増沢慶治他4名申上書（春原惣左衛門明屋野間数井建 天保5年中3月 1通・竪切紙 し500－04－55

家坪改につき絵図面申上書）　増沢慶治・長岡藤占、
立合原田糺他2名

町田権之助他2名士上書（山浦兵馬拝領屋敷地等坪改 天保4年巳12月 1通・竪切紙 し500－04－56

につき絵図面申上書）　改町田権之助・中村孝太夫、
立合原田糺

（小泉栄左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改中村孝太 天保4年巳4月 1鋪・竪切紙 し500－04－57

夫・落話山平左衛門、立合富岡安左衛門

（小泉栄左衛門拝領屋敷地等坪改図面） （天保4年4月） 1鋪・竪切紙 し500－04－58

（高松祐宣御引上屋敷地坪改図面）改町田権之助・中 天保4年巳4月 1鋪・竪切紙 し500－04－59

平押太夫、立合田中佐右衛門

鳩鰍機鋸贈諜翻認継継誇藷蜘 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し500－04－60

四竹内藤助・高野鶴蔵、立合土屋常左衛門

竹内藤助他2名届書（御安口横町大日方善太夫揚地の 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し500－04－61

内阿藤通碩拝領地坪改につき絵図面届書）改竹内
更更・高野鶴蔵、立合土屋常左衛門

（村田覚兵衛拝領下等坪改図面）改宮本清之助・田中 〆天保4年巳2月 1鋪・竪切紙 し500－04－62

万作・小頭宮沢左伝治

宮本清之助他2名届書（竹山町村田覚兵衛屋敷御用の 天保4年巳2月 1通・竪切継紙 し500。04－63

ため引上地間数井建家等坪改につき絵図面届書）
改宮本清之助・中村孝大夫、立合伊藤新右衛門他2名

（村田覚兵衛拝領地坪改図面）　改宮本清之助・中村孝 天保4年巳2月 1通・竪切継紙 し500－04－64

大夫、立合伊藤新右衛門他2名

（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （文政元年～10年） 11紙・通・鋪1

ﾔ
し501－01
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柿崎喜作他4名申上書（小林小助屋敷引上地改の上、 文政元年寅6月 1通・竪切継紙 し501－01－01

親類へ引き渡しにつき絵図面申上書）　改柿崎喜
作・片岡与一郎、立合片山小才二他2名

（安藤十郎左衛門拝領屋敷地等坪改図面）　改小野唯 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し501－01－02

右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎

町田権之助他4名届書（河原舎人屋敷添裏門外御用地 （文政4年） 1通・竪切継紙 し501。01－03

屋敷地拝領のため晶晶につき絵図面届書）改町田
権之助・宮下三郎治、立合竹花甚右衛門他2名

（安藤十郎左衛門拝領屋敷地坪改図面）　改小野唯右 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し501・01－04

衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎

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501－01－05

につき絵図面届書）　水井忠蔵・片桐重之助、立合水野
七郎兵衛

池田良右衛門他4名届書（清次町坂巻専助御引上無間
@数井建家坪改につき絵図面届書）　改池田良右衛

文政9年戌12月 1通・出切継紙 し501－01－06

門・伊東栄治、立合坂西喜平太

柿崎喜作他4名申上書（小林小助屋敷引上地改の上、
@親類へ引き渡しにつき絵図面申上書）　改柿崎喜

文政元年寅6月 1通・出切継紙 し501・01－07

作・片岡与一郎、立合片山小才二他2名

（白川四郎左衛門抱屋敷引上地坪改図面）　改小野唯 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し501－01－08

右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎

（片岡十郎右衛門拝領地等割改図面）　改小野唯右衛 （文政9年）戌12月 1鋪・摩切継紙 し501－01－09

門・町田治右衛門、立合山内唯七

（馬場町新小路等坪改図面） （文政） 1紙・竪切紙 し501－01－10

（下田町同心町付近家中拝領屋敷等坪改図面） （文政） 1鋪・摩切継紙 し501－01－11

（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （明和4年～文久3年） 48紙・通・鋪1

ﾔ
し501－02

（月岡万里拝借屋敷地等坪改図面）　年代は裏の貼紙 （文化2年丑） 1鋪・緊切継紙 し501－02－01

より作成

綿貫五郎兵衛他2名引渡証文（西小越町小作地絵図井 文化4年卯8月 1鋪・奥継紙・下 し501－02－02

引渡証文）　綿貫五郎兵衛・渡辺反右衛門・金井善兵衛 ヶ札・彩色・竪

→木内求喜殿・片岡十郎右衛門殿 切継紙

（春原玄悦屋敷地坪改図面）改田中伊右衛門、立合片 文化2年丑 1鋪・下ヶ札・竪 し501－02－03

山弥反　御蔵番半田藤右衛門他1名用状［覚］（家作関係杉 切紙

木馬本数書出）の下ヶ札あり

（野本金八拝領屋敷地坪改図面拍）改高野数右衛門、 文化2年丑 1鋪・下ヶ札・朱 し501－02－04

立合竹内六郎兵衛　御蔵番半田藤右衛門他1名用状［覚］ 書・竪切紙

（家作関係榎等本数書出）の下ヶ札あり

長岡左平夫引渡証文（木町磯治郎頂戴の片羽町屋敷 安永8年巳亥5月 1鋪・朱書・彩 し501－02－05

地絵図井引渡証文）　長岡左平夫→木町磯治郎　証文 色・竪切紙

裏書

蟹臓義調帳幽幽細大墾灘二二 安永9年子3月2日 1紙・彩色・竪切 し501－02－06

右衛門

（御山付近坪改図面）裏に［御普請方」の貼紙あり 年欠 1鋪・朱書・貼 し501－02－07

紙・竪切紙

町田源左衛門他1名引渡証文（喰違の御前栽地一部御 文政4年巳8月 1通・朱書・竪切 し501－02－08

用につき引渡証文）　町田源左衛門・小野唯右衛門徳 継紙

間伝蔵殿　奥書に文政7年9月この文書不用のため返却の
旨あり、改立合として伊藤太左衛門の印あり
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町田源左衛門他1名引渡証文（喰違の御前栽の内土蔵
@跡続葭原明地の場所御用につき引渡証文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田源

@左衛門・小野唯右衛門→徳間伝蔵殿　改立合として伊藤

文政4年巳9月 1通・朱書・竪切

p紙
し501－02－09

太左衛門の印あり

春日栄作他1名届書（中之二二屋敷井片井京助御小作
@地坪改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　春日栄作・堀内荘治

子3月 1通・竪切継紙 し501－02－10

宮下清左衛門他3名城上書（森羅毛跡屋敷間数井建家
@　　　　　　　　　　　　　　　宮下清左衛門・御蔵番　立木改につき絵図面申上書）

@土屋栄吉、立合竹内六郎兵衛他1名

（文政2年）卯7月 1通・下ヶ札（絵

}面申上書）・

G切継紙

し501・02－11

（喰違御小作地の内御用のため普請方へ引渡地坪改 丑9月 1鋪・竪切継紙 し501－02－12

図面）改町田源左衛門、立合伊藤太左衛門

菅杢右衛門他3名請取証文（喰違御前栽の内一部御用
@　　　　　　　　　菅杢右衛門・祢津権太夫・藤田右仲　につき請取証文）

文政6年未5月 1通・朱書・竪切

p紙
し501－02－13

他1名→御話奉行兼帯金井左源太殿・鹿野外守殿・岡嶋荘
蔵罪業1名　改と思われる西村源治の印あり

原権右衛門請取証文（喰違御前栽の内騎射場跡樹芸
@　　　　　　　　　　　　　原権右衛門→金井左源太　方御用につき請取証文）

文政10年亥閏6月 1通・竪切継紙 し501－02－14

殿・岡嶋荘蔵殿・奥津権右衛門殿　証文裏書

（千枝様野洲請所跡当時改発手始仕候場所・切取問 年欠 1鋪・朱書・竪切 し501－02－15

坪改図面） 継紙

古座麺築鷲鞭蝶i喫雨蓋嬰樫二二 文化12年亥3月 1鋪・貼紙・竪切 し501－02－16

衛門・町田治右衛門、立合山内唯七　裏書・貼紙あり

山越新八郎他3名請取証文（伊勢町幸右衛門より引上 文化4年卯8月 1鋪・奥継紙・彩 し501－02－17

地絵図蝉声取証文）　山越新八郎・上村何右衛門・三沢 色・六切継紙

万右衛門他1名→御郡奉行兼帯金井善兵衛殿・渡辺友右
衛門殿・綿貫五郎兵衛殿

藤田右仲他3名請取証文（林丈左衛門御貸長屋井拝借
@地の内御用につき此度引渡地請取証文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田右

文政4年巳11月 1通・朱書・竪切

p紙
し501－02－18

仲・奥津権右衛門・堀田覚兵衛他1名→御郡奉行兼帯金井
左源太殿・鹿野外守殿・岡嶋荘蔵殿　改の神戸治助の印あ

（喰違御前栽の内一部水道方へ引き渡し関係書類下 年三 1通・竪切紙 し501－02－19

書書留）　御奉行三人・ロロ方両人・なし→小林奥左衛
門・佐藤三九郎殿・御奉行三人殿

（尊来清次郎稽古地面付近請取地坪改図面） （文政6年未5月） 1鋪・朱書・竪切 し501－02－20

継紙

（御用地の場所鹿野牧人小作地坪改図面）宮下三郎 文政6年未3月 1鋪・朱書・竪切 し501－02－21

治・竹内藤助、立合伊藤新右衛門 紙

竹川吉右衛門他2名届書（宮下民馬差上地宮嶋守人拝
@領屋敷地等坪改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹川吉右衛

弘化2年巳8月 1通・下ヶ札・朱

早E潮切継紙

し501－02－22

門・宮本慎助、立合佐竹周蔵　小泉弥兵衛他1名の本文墨
引確認の下ヶ札あり

（片岡此面拝領屋敷地等二二図面）裏に［六月十九日 （天保10年亥） 1鋪・朱書・貼 し501－02－23

御用書御下図面」貼紙あり 紙・竪切継紙

堀田覚兵衛他2名引渡証文（喰違の御前副題一部御用 文化11年戌5月 1通・竪切継紙 し501。02－24

につき請取証文）　堀田覚兵衛・山越新八郎・上村何回
衛門→渡辺友右衛門殿・綿貫五郎兵衛殿・菅沼九左衛門殿

片岡主計他2名引渡証文（喰違の御前栽地一部御用に 文化14年丑9月 1通・端裏書あ し501－02－25

つき引渡証文）　片岡主計・鹿野外回・大検見御用無印 り・四切継紙

菅沼九左衛門→上村何右衛門殿・堀田覚兵衛殿・馬場介作
殿　改町田源左衛門、立合伊藤小一右衛門の印あり

平出惣左衛門他1名届書（御普請方引渡御用十三引き 8月 1鋪・朱書・かぶ 』し501－02－26
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上げならば坪尻申上たき等につき届書）平出惣左 せ図・下ヶ札・

衛門・中村仲右衛門 下切継紙

佐藤三九郎他1名請取証文（喰違の御前忌地一部御用 文政8年酉6月 1通・朱書・竪切 し501－02。27

につき引渡証文）　佐藤三九郎・小林奥左衛門→金井左 継紙
源太殿・岡嶋荘蔵殿・望月権之進殿

山口助左衛門他1名請取証文（池田要人屋敷御用地請 文政7年申閏8月 1通・竪切継紙 し501－02－28

取証文）　山口助左衛門・奥津権右衛門→北沢源次兵衛
殿・金井左源太殿・岡嶋荘蔵殿他1名

三輪徳左衛門他1名引渡証文（岸左源太より請取地の 明和4年亥4月 1通・掛紙・朱 し501－02－29

内東之方三間口引渡証文）三輪徳左衛門、立合佐藤 書・竪切継紙
九十郎→（細田利三太）　［覚］（家作関係障子等拝借につき

届書）の阿智2通あり

三輪徳左衛門他1名引渡証文（西山弥助より請取地引 明和4年亥4月 1通・竪切継紙 し501－02－30

渡証文）　三輪徳左衛門、立合佐藤九十郎→（田螺源太）

杉田九八郎他2名請取証文（喰違の御前旧地一部御用 文政8年酉7月 1通・朱書・四切 し501－02－31

につき請取証文）　杉田九八郎・山口助左衛門・奥津権 継紙
右衛門　金井左源太殿・岡嶋荘蔵殿・望月権之進殿

矢嶋神左衛門他2名請取証文［喰違御用地御小作地之 寛政10年午10月 1通・竪切継紙 し501－02－32

内御普請所絵図面］（喰違御用地御小作地の内御普
請所御用につき請取証文）　矢嶋神左衛門・小幡荘
作・金井善兵衛→御郡奉行兼帯金井甚五左衛門殿・望月九
郎右衛門殿・高山平十郎殿

柿崎幾太他2名四上書（祢津熊蔵殿へ祢津数馬殿明屋 年欠 1通・朱書・竪切 し501－02－33

敷地を改の上引渡につき絵図面申上書拍）　改柿崎 継紙
幾太・高野数右衛門、立合片山弥友

（評定所付近坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・竪切 し501－02・34

継紙

増沢慶治他4名申上書（春原惣左衛門明屋敷間数井建 天保5年午3月 1通・竪切継紙 し501－02－35

家改につき絵図面申上書）　増沢慶治・長岡藤吉、立
合原蛍雪他2名

鹿野山守他3名請取証文（喰違の御前栽地一部御用に 文化3年寅2月 1通・竪切継紙 し501－02－36

つき請取証文）　鹿野外記・望月権之進・金井縫二三他
1名→御郡奉行兼帯金井善兵衛殿・右同断金井甚五左衛
異域・渡辺友右衛門殿他1名　端に「文化四卯年五月頃と
あり、絵図面に継ぎ目と割り印あり

（山越嘉膳拝領添屋敷地等坪改図面）　倉沢四郎右衛 年欠 1鋪・朱書・彩 し501－02－37

門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 色・下ヶ札・竪
切継紙

小泉弥兵衛他4名届書（殿町北沢源兵衛差上地間数井 文政10年亥5月 1通・竪切継紙 し501－02－38

建家改につき絵図面届書）　小泉弥兵衛・町田権之助、
立合清野新平他2名

矢野茂他4名請取証文（石川清次拝領屋敷の内残御用 文久3年亥11月 1通・竪切継紙 し501－02・39

差上地請取証文）　矢野茂・在府無印宇敷元之丞・鹿野
伴治他2名→成沢勘左衛門殿・長谷川三郎兵衛殿・斎藤友
衛殿他2名

長辮野離総懸露翻愚論雛謡講囎 文政元年寅8月 1通・かぶせ
}・竪切継紙

し501。02－40

喜作、立合富岡安左衛門他2名

馬場忠吾他2名申上書（木村帯刀御引上地坪改につき 天保15年辰7月 1通・下ヶ札・竪 し501－02・41

絵図面申上書）　馬場忠吾・関田慶左衛門・伊藤房吉 切継紙

　神戸治助他1名の本文墨引確認につき申上書の下ヶ札あ
@り
?ｺ元尾他3名請取証文（御用地一部御厩御普請所絵 文政7年申5月 1鋪・朱書・竪切 し501－02－42

図鑑請取証文）　中村元尾・御馬役兼帯竹村七左衛門・ 紙

弓馬役兼帯竹村権左衛門他1名→御郡奉行兼帯金井左源
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太殿・金井外守殿・岡島荘蔵殿他1名　証文裏書

（壱棟取崩御預り地坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・貼
?E竪切紙

、し501’02－43

（新御櫛御普請所構改図面）宮下三郎治・関田庄助 文政7年申5月 1鋪・朱書・奥継

?E竪切継紙

し501－02－44

柿崎喜間多他2名届書（喰違の御前黒地明細改の上小
@　　　　　　　　　　　　　柿崎喜間多・中村仲右衛　作埋入につき絵図面届書）

寛政3年亥9月 1通・朱書・彩
F・竪切継紙

し501－02－45

門、立合桜井伴五郎

（屋敷地略絵図） 年譜 1鋪・竪切継紙 し501－02－46

佐鍛奪難解議鵠野織部朧　半田藤右衛門、立合伊藤小一右衛門他2名 戌12月 1通・下ヶ札（絵

}面届書）・痛

ﾘ継紙

し501－02－47

斎藤三五郎他1名申上書（高井栄司へ笠原軍平屋敷地
@を改の上引渡につき絵図面申上書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　改斎藤三五郎、

文化3年寅3月29日 1通・朱書・竪切

p紙
し501－02－48

立合藤田占郎右衛門

河原新田御小作地移替跡地家中拝領屋敷地下高改図 安政3年10月 1鋪・ し530

面御勘定役男 380×2210

紙屋町拝領屋鋪地内水道絵図 年記 1紙・ し534

281×388
，

（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （寛政12年～天保14年） 12紙・通・鋪1綴 し554

高野数右衛門他11名申上書（祢津数馬殿諸屋敷間数
@　　　　　　　　　　　　　　　　高野数右衛門・御　井建家等改につき絵図面申上書）

@蔵番清水新平、立合山崎藤太他9名　裏に「祢津数馬二二
@敷絵図面　御万方相」と貼紙あり

年欠 1通・下ヶ札（絵

}面申上書）・
¥紙・朱書・竪
ﾘ継紙

し554－01

（片岡十郎右衛門拝領屋敷地等坪改図面）　改小野唯
@右衛門・町田治右衛門、立合山内唯七　裏に「文化十一戌

（文化11年）戌12月 1鋪・朱書・竪切

p紙
し554・02

十二月片岡十郎拝領屋敷」と貼紙あり

（寺内助右衛門拝領屋敷地等坪改図面）　改小野唯右 文政4年巳2月 1鋪・竪切継紙 し554－03

衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎

柿崎幾太申上書（紙屋町団治郎奉御出候地所水引悪
@のため年貢上納不足につき絵図面申上書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柿崎幾

6月 1通・下ヶ札（絵

}面申上書）・

し554－04

太 彩色・朱書・竪

ﾘ継紙

（安藤十郎左衛門是迄拝領屋敷地坪改図面）　改小野 文政4年巳2月 1鋪・朱書・竪切 し554－05

唯右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎， 継紙

（安藤十郎左衛門拝領屋敷地等坪改図面）改小野唯 文政4年巳2月 1鋪・朱書・両切 し554－06

右衛門・同宮沢彦左衛門、立合中村義一郎 継紙

（清野村周辺荒地等図面） 年式 1鋪・彩色・朱 し554－07

書・竪切継紙

講和村名主甚右衛門他2名届書（夏和村田井開発願に 寛政12年申10月 1通・彩色・貼 し554－08

つき絵図面届書）　夏和村名主業右衛門・組頭五郎七・ 紙・竪切継紙

長百姓元右衛門

（和田惣摩屋敷付近坪改図面） 自流 1鋪・かぶせ し554－09

図・竪切継紙

（中村元尾屋敷地周辺図面） 年時 1鋪・朱書・竪切 し554－10

継紙

堀田覚兵衛他2名請取証文（清野村分地の内赤坂鉄砲
@憎憎へ御囲込増地場絵図井引渡証文）　柘極嘉兵

天保14年卯3月 1通・朱書・竪切

p紙
し55牛11

衛・堀田覚兵衛・和田九郎左衛門→岡嶋荘蔵殿・金児丈助
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殿・竹村金吾殿　表が清野村分地の内赤坂鉄砲踏場へ御
囲込増地場坪改につき神戸治助他2名絵図面届書（清野村
名主民平他3名の本文墨引確認あり）であったものを当該
地請取証文（裏書）として利用

（佐藤左金吾前々より小作地等二言図面）改小野唯 文化13年子3月 1鋪・彩色・朱 し554－12
右衛門、立合坂田喜平太 書・胴切継紙

（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （文化2年～嘉永2年） 46紙・二心1綴 し555

斎藤三五郎他1名申上書（高井栄司へ笠原軍平屋敷地 文化3年寅3年2月9日 1通・朱書・竪切 し555－01
を改の上引渡につき絵図面申上書）改斎藤三五郎、 継紙
立合藤田吉郎右衛門

（高井栄司屋敷地坪改図面）御大工神戸治助・本腰毛 文化3年寅3月 1鋪・朱書・外切 し555－02
利重助 紙

（三村養益拝領屋敷地等幽翠図面）　小林三左衛門・池 亥正月 1鋪・朱書・竪切 し555－03
長良右衛門、立合山内唯七 継紙

（栗山喜左衛門拝領屋敷地等坪改図面）改佐藤小文 （文化11年）戌12月 1鋪・朱書・竪切 し555－04
治・小林三左衛門、立合伊藤小一右衛門 継紙

（菅沼弥右衛門拝領屋敷地坪改図面）改吉澤民右衛 文政元年寅7月 1鋪・朱書・四切 し555－05
門・二二彦作、立合中村義一郎 紙

（栗山喜左衛門拝領屋敷地等坪改図面）　中条常之 文化11年戌12月 1鋪・朱書・竪切 し555－06
丞・石坂市郎右衛門 継紙

（竹内三郎兵衛拝領屋敷地坪改図面）　御大工小泉弥 文化6年巳4月 1鋪・竪切継紙 し555－07
五郎・本〆関口勘右衛門

懸鯛難錨竺難鰭轡難矯土地水 （文化12年）亥4年7日 1通・小切紙 し555・08

（大谷津市之進拝借屋敷続御年貢地之分此度拝借地 文化12年亥4月 1鋪・朱書・竪切 し555－09
坪改図面）　中条常之丞・馬場平作 紙

（大谷津市之進拝借屋敷続御年貢地之分明改図面） 文化12年亥4月 1鋪・朱書・竪切 し555－10
改片岡嘉兵衛・佐藤小文治、立合桑名友十郎 紙

・

（菅沼弥右衛門拝領屋敷地坪改図面）宮本清之助・増 文政元年寅7月 1鋪・朱書・緊切 し555－11

沢慶治・小沼民弥 紙

片岡元吉他1名臣上書（橋本金左衛門へ南部駅渡屋敷 文化2年丑3月 1通・竪切継紙 し555－12

の内記上地を改の上引渡につき絵図面申上書）
片岡元吉、立合伊藤小一右衛門

高野二二衛門他1名届書（野本金八拝領屋敷地坪改に 文化2年丑10月 1通・下ヶ札・朱 し555－13
つき絵図面届書）　改高野数右衛門、立合竹内六郎兵 書・竪切紙
衛　御蔵番半田藤右衛門他1名用状［覚］（家作関係榎零本
二二出）の下ヶ札あり

片岡治郎右衛門他2名届書（鈴木源兵衛屋敷地間数坪 卯12月 1通・下ヶ札（絵 し555－14
改につき絵図面届書）　改片岡治郎右衛門・同海治八 図面届書）・貼
十郎、立合藤田吉郎右衛門 紙・朱書・竪切

（斎田甚八屋敷地二二図面）　御大工小泉弥五郎・本〆 文化4年卯12月 1鋪・竪切紙 し555－15
毛利重助

（鈴木源兵衛屋敷地速業図面）御大エ小泉弥五郎・本 文化4年卯12月 1鋪・竪切紙 し555－16

〆毛利重助

（中村文左衛門屋敷地坪改図面）　御大工小泉弥五郎・ 文化5年戌辰11月 1鋪・竪切紙 し555－17

本〆関口勘右衛門

（寺内助右衛門屋敷地坪改図面）御大工小泉弥五郎・ 文化5年戌辰11月 1鋪・竪切紙 し555－18

本〆関口勘右衛門
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