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（北沢源次兵衛屋敷地坪改図面）　柳八十八・神戸治 文政11年子10月 1鋪・朱書・竪切 し555－19

助・小頭坂本啓治 継紙

（北沢源次兵衛屋敷地坪改図面）改水井忠蔵・半田藤
@作、立合丸山泰助

文政11年子10月 1鋪・朱書・竪切

p紙
し555－20

（座元岩一郎頂戴屋敷地坪改図面）　改小林三左衛 文化14年丑12月 1鋪・朱書・竪切 し555－21

門・町田権之助、立合山内唯七 紙

（原孫八拝領屋敷地坪改図面）　団野喜兵衛・小沼民弥 文化14年丑2月 1鋪・朱書・適切 し555－22

紙

（原孫八拝領屋敷地坪改図面）　吉沢民右衛門・宮沢彦 文化14年丑4月 1鋪・朱書・竪切 し555－23

左衛門、立合竹花其右衛門 紙

（原孫八拝領屋敷地単極図面）　団野喜兵衛・小沼民弥 文化14年丑4月 1鋪・朱書・竪切 し555－24

紙

小楚弄鍛輪講騨鰭麗縄簾髪繊雲 （文化11年）戌11月 1通・下ヶ札（絵

}面届書）・竪
し555－25

蔵番半田藤右衛門、立合丸山岩右衛門他2名　文化11年 切継紙

は朱書

某用状［覚］（家作関係梅・杉等本数書出） 年欠 1通・竪切継紙 し555－26

小林小助他3名申上書（入藤九郎屋敷地間数井建家等 子2月 1通・朱書・下ヶ し555－27

改につき絵図面申上書）　小林小助・御蔵番半田藤右 札（絵図面申上

衛門、立合山崎藤太他1名 書）・貼紙・竪切

継紙

（評定所一議小作地の内御用地引替地場所坪改図 文政7年申4月 1鋪・朱書・竪切 し555－28

面）改宮下三郎治・関田庄助、立合伊藤新右衛門 紙

（鹿野牧人拝領屋敷地坪改図面）　改吉沢十助・水野友 文政7年申11月 1鋪・朱書・竪切 し555－29

作、立合中村象五郎 紙

（上原喜左衛門拝領屋敷地坪改図面）小泉弥五郎・倉 文政8年酉10月 1鋪・朱書・竪切 し555－30

沢邦治、立合宮沢左伝治 紙

池畏薙築島鯉膿＝酷窟野徽鯉講霧 文政9年戌12月 1通・竪切継紙 し555－31

東栄治、立合坂西喜平太他2名

（上原喜左衛門拝領屋敷地坪改図面）小泉弥五郎・倉 文政8年酉10月 1鋪・竪切紙 し555－32

沢邦治、立合宮沢左伝治

（同心町吉田源五左衛門跡屋敷地坪改図面）　小林三 戌12月 1鋪・竪切紙 し555－33

左衛門・御蔵番土屋栄吉、立合片山小才二二2名

佐鍛奪灘型羅翻賭爵囎避暑鵯慧響 二二 1通・下ヶ札（絵

}面届書）・竪

し555－34

田藤右衛門、立合伊藤小一右衛門他2名 切継紙

（中沢村分地付近坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・野心 し555－35

紙

（茂右衛門持分土地付近坪改図面） 年限 1鋪・竪切紙・裏 し555－36

打ち

［轡話窃擢騨鴨野晒鶴麗繰監 年限 1鋪・朱書・竪切 し555－37

図面）裏打ちあり

（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪改図面）西村源治・増沢 文政2年卯6月 1鋪・朱書・竪切 し555・38

慶治・小沼民弥 紙

（片岡安太夫高屋敷地坪改図面）　神戸治助・鈴木伝 文政10年亥3月 1鋪・四切継紙 し555－39

治・小頭宮沢左伝治

（松林清白拝借屋敷地等坪改図面）　改小林三左衛 亥正月 1鋪・朱書・竪切 し555－40
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門・池田三右衛門、立合山内唯七 紙

（沢町尽御引上地等坪改図面）　改長岡助右衛門・宮下 卯12月 1鋪・竪切紙 し555－41

清左衛門、立合片山弥友

（中沢村分地付近坪改図面） 年欠 1鋪・朱書・竪切 し555－42

紙

（中村元尾御用地等坪改図面）　山本権平・宮本重三 嘉永2年酉10月 1鋪・朱書・竪切 し555－43

郎・小頭荒井弥平 継紙

竹内小左衛門伺書（恩田杢屋敷周辺の土堰修理人足 5月29日 1通・朱書・付 し555－44

内積等につき絵図面伺書）竹内小左衛門　御勘定吟 札・竪切継紙

味の回答の付け札

（佐藤正左衛門御用地坪改図面）改吉沢民部衛門・宮 文化14年丑4月 1鋪・竪切継紙 し555－45

沢彦左衛門、立合竹花其右衛門

望月権之進他2名引渡証文（喰違の御前栽地一部御用 文政8年酉6月 1通・朱書・竪切 し555－46

につき引渡証文）　望月権之進・岡嶋荘蔵・金井左源太 継紙

小林奥左衛門殿・佐藤三九日劇→立合の高橋牧右衛門他1
名の印あり

（家中拝領屋敷地・御用地坪改図面関係綴） （文化2～嘉永7年） し556

北嶋元之助他1名申上書（原悌次郎上納屋敷坪改につ 明治4年未2月 1通・竪切継紙 し556－01

き絵図面申上書）北嶋元之助・中沢弥一

高橋市兵衛他1名届書（石川蕃義上納地卒浅野新十郎 明治4年未5月 1通・朱書・継切 し556－02

拝借地坪改につき絵図面届書）　高橋市兵衛・前沢龍 紙

之進

高橋清蔵他1名申上書（河野俊太郎拝領屋敷の内上納
@卒植村多助拝借地坪改につき絵図面申上書）　高橋

明治4年未2月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切継紙

し556－03

清蔵・竹内藤左衛門　竹花新介他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

纒籔騨蟹申認欝螺融難黎翻 明治3年2月 1通・朱書・下ヶ

D・飛切継紙

し556－04

武平　竹花新介他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

倉田三之助他2名届書（竹内小左衛門添屋敷差上地藤
@田岡之進拝領添屋敷坪改につき絵図面届書）　倉田

慶応2年半3月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－05

三之助・入弥左衛門、立合鳥海藤五郎　宮本清之助他1名
の本文墨引確認の下ヶ札あり

（竹内小左衛門添屋敷差上地雨田岡之進拝領添屋敷 慶応2年寅3月 1通・朱書・下ヶ し556－06

坪改図面）　宮本清之助・鈴木左源太・元〆荒井弥平 札・竪切紙

中嶋浪之助他2名届書（森五十三差上地柳八十喜拝領 慶応2年寅2月 1通・朱書・下ヶ し556－07

屋敷地坪改につき絵図面届書）　中嶋浪之助・吉野芳 札・竪切紙

馬、立合鳥海藤五郎　宮本清之助他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

中嶋浪之助他2名届書（竹山同心町御用地の内大川才
@右衛門拝領屋敷建議につき絵図面届書）　中嶋浪之

慶応2年寅2月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－08

助・吉野芳馬、立合鳥海藤五郎　宮本清之助他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり

半田亀作他2名届書（西木町利兵衛年貢除地地改につ 慶応元年丑11月 1通・朱書・竪切 し556－09

き絵図面届書）　立合半田亀作・野中直之助、立合都築 紙

喜平

青麗驚蟹i総懸騨羅翻齢替讐麟 慶応元年丑9月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－10

次・中嶋波之助、立合塚田内蔵助　小宮浅右衛門他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり

（河原新田御高地引忠士坪数改絵図面）　小泉浅右衛 慶応元年丑9月 1通・朱書・高訓 し556－11
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門・宮本清助、元〆荒井弥平 紙

燦麓翻齢嬢謬響翻離讐鱒雛漕 慶応元年丑9月 1通・朱書・竪切 し556。12

衛門・宮本清助、元〆荒井弥平

半田亀作他2名届書（竹山同心町御用地の内中沢源蔵
@　　　　　　　　　　　　　　　　半田亀作・吉野芳　拝借地坪数改につき絵図面届書）

元治元年子10月 1通・朱書・竪切

?ｺヶ札断簡
し556－13

馬、立合今井友之進　下ヶ札断簡

堀内荘治他2名届書（与長内蔵助差上地玉川一学拝領
@　　　　　　　　　　　　　　堀内荘治・入弥左衛門、　屋敷坪改につき絵図面届書）

@立合今井友之進　本文墨引確認の下ヶ札断簡あり

慶応元年丑6月 1通・朱書・竪切 し556－14

中嶋波助他2名届書（大草御荘屋敷地の内差上斉藤房
@　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋波面・野中　吉拝領屋敷坪改につき絵図面届書）

@直之助、立合竹花兵馬　宮本清之助他1名の本文墨引確

慶応元年丑6月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－15

認の下ヶ札あり

中嶋波助他2名届書（大草鍋泉屋敷地の内差上佐々木
@玄馬拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋自助・

@野中直之助、立合竹花兵馬　宮本清之助他1名の本文墨

慶応元年丑6月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－16

引確認の下ヶ札あり

中嶋型枠他2名届書（大草鍋鶴屋敷地の内差上宮入伝
@作拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋波助・野中

@直之助、立合竹花兵馬　宮本清之助他1名の本文墨引確

慶応元年丑6月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－17

認の下ヶ札あり

萩原八左衛門他2名届書（渋谷修軒拝領屋敷導爆につ
@　　　　　　　　萩原八左衛門・倉田三之助、立合鳥海　き絵図面届書）

@藤五郎　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

元治元年子7月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－18

半醒羅灘羅翻と1薙繍岳誉野離酷　作・中島鯉之助、立合館孝右衛門　倉出四郎右衛門他1名 元治元年子4月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－19

の本文墨引確認の下ヶ札あり

堀内荘治他2名届書（小熊栄治屋敷差上地田中権之助
@拝借地坪数改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　堀内荘治・鈴木富

@治、立合混乱右衛門　柳幾次郎他1名の本文墨引確認の

文久4年子2月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－20

下ヶ札あり

半田亀作他2名届書（宮沢徳太郎差上地宮本彦之進出
@　　　　　　　　　　　　　　　半田亀作・高橋清蔵、　借地坪数改につき絵図面届書）

@立合原田糺　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ

@り

文久3年亥12月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－21

半田亀作他2名届書（石川清次拝領屋敷の内差上地坪
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立合　数改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　半田亀作・高橋清蔵

@加藤久夫　倉三四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ

文久3年亥11月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－22

札あり

丸山保次他2名届書（小林岩次郎上納地山坪数改につ
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団　き絵図面届書）　　　　　　　　　丸山保次・田沢油皿、立合原田糺

文久3年亥8月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ継紙
し556－23

二三平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

丸山保次他2名届書（小林岩次郎拝領屋敷坪数改につ
@き絵図面届書）　丸山保次・田沢自助、立合原田糺　鈴

文久3年亥8月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－24

木左源太の本文墨引確認の下ヶ札あり

水野清右衛門他2名届書（菅理太郎差上蝕甚川拝借屋
@敷引目につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　水野清右衛門・入弥左衛

@門、立合鳥海文作　団野円平他1名の本文墨引確認の下

文久3年亥8月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－25

ヶ札あり

水野清右衛門他2名届書（海野房次郎差上薄弱輪太郎
@拝借屋敷二二につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　水野清右衛門・入

文久3年亥8月 1通・朱書・竪切 し556－26

弥左衛門、立合鳥海文作
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金野円平他2名届書（山越太郎差上地油川拝借屋敷坪 文久3年亥8月 1通・朱書・竪切 し556－27
改につき絵図面届書）　金野円平・高橋市兵衛・元〆 紙
荒井弥平

小嶋元之助他2名届書（片桐十之助引上地他屋敷坪改
@につき絵図面届書）　小嶋元之助・窪田半弥、立合伊藤

文久3年亥7月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－28

房吉　団野円平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

関田荘助他2名届書（十河彦次郎屋敷差上地坪改につ 文久3年亥4月 1通・竪切継紙 し556。29
き絵図面届書）　関田荘助・野中真之助、立合竹花兵馬

関田荘助他2名届書（十河彦次郎屋敷差上地坪改につ 文久3年亥4月 1鋪・ し556－30
き絵図面届書）　関田荘助・野中真之助、立合竹花兵馬 548×718・
鈴木左源太の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札

関田荘助他2名届書（近藤権内拝領屋敷坪改につき絵 文久3年亥2月 1通・朱書・下ヶ し556－31

図面届書）　関田荘助・入弥左衛門、立合鳥海藤五郎 札・竪切紙・破
宮本他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 損

（清野村近藤儀右衛門除地高書上絵図）改入久左衛 嘉永2年酉9月 1通・朱書・竪切 し556－32
門・同春日栄作、立合小池泰治 紙

（桑原雪濁新右衛門高除地高書上絵図）　入久左衛 安政6年未9月 1通・朱書・竪切 し556－33

門・酒井市治、立合寺澤十太夫 紙

渡辺水之助他2名届書（原平馬差上地紺屋町飯塚彦兵　衛拝借地坪改につき絵図面届書）渡辺水之助・堀田 文久2年戌12月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－34

荘治、立合今井友之進　高橋喜左衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり

水磐藥囎認騨繍欝鞭辮號讐馨 文久2年目8月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ継紙
し556－35

原田糺　田中万作他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（牧野遺留允屋敷引上地坪改 天保15年辰11月 1鋪・ し556－36
につき絵図面届書）　関田慶左衛門・長岡又作、立合宮 624×420・
下三郎次　鈴木伝治他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 下ケ札

関黙酷聯名鈴虫縮響籍攣講皐 弘化2年巳正月 1通・

V30×563・

し556－37

作　鈴木伝治他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・貼紙

小泉浅右衛門他2名届書（藤田西蔵差上地竹内六郎兵 文久2年戌5月 1通・朱書・竪切 し556－38

衛拝領屋坪改につき絵図面届書）小泉浅右衛門・宮 継紙
本清之助・元〆荒井弥平

小嶋元之助他2名届書（田中左吉差上地坂本弥助拝領 文久2年戌4月 1通・朱書・下ヶ し556－39
屋敷坪改につき絵図面届書）　小嶋元之助・堀内荘治、 札・竪切紙

立合今井友之進　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ
札あり

小嶋元之助他2名届書（坂西正右衛門差上地山崎卓馬 文久2年戌3月 1通・朱書・下 し556－40

拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　小嶋元之助・中嶋 ヶ札・竪切紙

田之助、立合岡田隆吉　団野円平他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

小嶋元之助他2名届書（西前村高地移替跡地飯嶋与作 文久元年戌3月 1通・朱書・下 し556－41

拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　小嶋元之助・小野 ヶ札・竪切継紙

作之進、立合馬場平治　宮本清之助他1名の本文墨引確
認の下ヶ札あり

青山磯治他2名届書（篠原良意見差上地跡の内文蔵他 万延年2酉2月 1通・朱書・下 し556－42

拝領屋敷坪改につき絵図面届書）青山磯治・堀内荘 ヶ札・竪切継紙

治、立合歪曲右衛門　田中万作他1名の本文墨引確認の
下ヶ札あり

青山磯吉他2名届書（三村友二差上地の内篠原良意拝 万延2年2月 1通・朱書・下 し556。43

領屋敷強盛につき絵図面届書）青山磯治・堀内荘治、 ヶ札・竪切継紙

立合館孝右衛門　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ
札あり
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片藤鶴欝網干翻翻鮮地鵯羅轟 万延元年5月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙・

し556・44

門・関田荘助、立合館孝右衛門 下ヶ札欠損

小雛竈難惣漸騰講携灘軽震蓬 年欠 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－45

助、立合今井友之進　宮本清之助他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

竹群離雛纈認譜瀦舘野騰鞠喬 安政7年申3月 1通・朱書・下
鮪D・竪切継紙

し556・46

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

竹内多吉他2名届書（池内大内潮差上地恩田靱負殿拝
@領屋敷坪改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　竹内多占・水野清右

安政6年未9月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－47

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

酒井市治他2名届書（鈴木大内蔵差上地各拝領屋敷坪 安政6年未6月 1通・朱書・下 し556－48

改につき絵図面届書）　竹内多吉・青山吉治、立合竹 ヶ札・竪切継紙

花兵馬　二型四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札
あり

青山磯吉他2名届書（西条村高地移替跡地堀内権左衛
@門拝領屋敷品品につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山磯吉・吉野

安政6年未5月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－49

勝之進、立合寺沢十大夫　倉澤四郎右衛門他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり

北嶋元之助他2名届書（上木次郎左衛門差上地山本源
@大夫拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　北嶋元之

安政6年未4月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－50

助・倉田三之丞、立合竹花兵馬　小泉浅右衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

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年半2月 1通・朱書・下 し556－51

屋敷坪改につき絵図面届書）　酒井市治・片桐惣左衛 ヶ札・竪切紙

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

高野覚之進他2名届書（綱嶋村安養寺田代弥右衛門他
@持高除地坪改につき絵図面届書）改高野覚之進・夏

安政5年半9月 1通・朱書・竪

ﾘ紙
し556－52

目栄作、立合堀内権之進　大塚村東組名主慶左衛門他2
名の本文墨引確認の旨の奥印あり

青雲灘髄質認嬰翻離響開国諸舗 安政5年半7月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－53

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

夏購綿塾鵬鐙癌護i警蕪薗舗獣 安政5年半4月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－54

夏目栄作・吉野勝之進・今井友之進　鈴木左源太他1名の
本文墨引確認の下ヶ札あり

竹内多吉他2名届書（都築仁十郎拝領屋敷坪改につき 安政5年午3月 1通・朱書・下 し556－55

絵図面届書）　改竹内多吉・高坂民左衛門、立合小林太 ヶ札・竪切紙

一郎　倉澤四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ

三井栄助他3名届書（都築仁十郎拝領屋敷坪改につき 安政5年午3月 1通・朱書・竪 し556－56

絵図面届書）　三井栄助・倉澤四郎右衛門・柳縫殿助・元 切紙

〆小頭荒井弥平

青山磯吉他2名届書（伊奈寅吉・細田久作拝領添屋敷 安政5年午2月 1通・朱書・下 し556－57

坪改につき絵図面届書　青山磯吉・堀内荘治、立合窪 ヶ札・竪切紙

田利左衛門）倉澤四郎右衛門他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

夏目栄作他2名届書（池田大内蔵差上地岡田風負拝領
@屋敷坪改につき絵図面届書）　夏目栄作・堀田荘治、

安政4年巳12月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－58
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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

竹内多吉他2名届書（山田久賀・鈴木熊治郎拝領屋敷 安政4年巳11月 1通・朱書・下 し556－59
坪改につき絵図面届書）　改竹内多吉・高坂民左衛門、 ヶ札・貼り札・

立合館孝右衛門　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下 竪切紙
ヶ札あり、貼り札あり

竹内多吉他2名届書（鈴木熊次郎拝領屋敷坪改につき 安政4年巳11月 1通・朱書・下 し556－60
絵図面届書）　竹内多占・高坂民左衛門、立合今井友之 ヶ札・貼り札・

進　高橋市兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 竪切紙

宮本慎助他2名届書（河原新田小作地橋替跡地兵庫他 安政3年辰10月 1通・ し556－61

拝領屋敷坪改につき絵図面届書）宮本慎助・夏目栄 282×1940・
作、立合桑名弥一郎　鈴木左源太他1名の本文墨引確認 彩色・朱書・下
の下ヶ札と下ケ札断簡あり ヶ札・竪切紙

宮澤善治他2名届書（小市村塚田源吾蚤除屋敷地坪改 安政3年辰9月 1通・朱書・竪 し556－62
につき絵図面届書）　宮澤善治・酒井市治、立合堀内権 切紙
左衛門

片桐重之助他2名届書（田野口村小林楽太郎高除屋敷 安政3年忌9月 1通・朱書・竪 し556－63

地坪改につき絵図面届書）　改片桐重之助・入久左衛 切紙
門、立合堀内権左衛門

酒井市治他2名届書（前田角次郎差上地織田岡之進拝 安政3年辰10月 1通・朱書・下 し556－64
川屋敷坪改につき絵図面届書）酒井市治・関田荘助、 ヶ札・竪切紙

立合桑名弥一郎　倉澤四郎右衛門他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

入興左衛門他2名届書（河原新田高地移替跡地酒井栄 安政3年辰10月 1通・朱書・下 し556－65
助拝領屋敷油鼠につき絵図面届書）　入試左衛門・青 ヶ札・竪切紙

山磯吉、立合小林太一郎　倉慶四郎右衛門他1名の本文
墨引確認の下ヶ札あり

竹内多吉他2名届書（坂西正右衛門添屋敷坪改につき 安政3年辰10月 1通・朱書・下 し556－66
絵図面届書）　竹内多吉・北嶋元之助、立合窪田利左衛 ヶ札・竪切紙

門　柳縫之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

草川吉右衛門他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改に 安政5年子10月 1通・朱書・下 し556－67
つき絵図面届書）　草川占右衛門・春川磯占、立合今井 ヶ札・竪切紙

友之進　宮本重三郎の本文墨引確認の下ヶ札あり

草川吉右衛門他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷坪改に 安政5年子10月 1通・朱書・下 し556－68
つき絵図面届書）　草川占右衛門・春川磯吉、立合今井 ヶ札・竪切紙

友之進　宮本重三郎の本文墨引確認の下ヶ札あり

馬場忠五郎他2名届書（河原新田高ならび小作地移替 嘉永4年亥8月 1通・朱書・下 し556－69

え跡地宮本慎助拝領屋敷坪改につき絵図面届書） ヶ札・貼り札・

馬場忠五郎・堀内荘治、立合竹花新介　小泉九左衛門他1 竪切紙
名の本文墨引確認の下ヶ札あり、貼り札あり

馬場忠五郎他2名届書（小作年貢移替え跡地坂本太郎 嘉永4年亥8月 1通・朱書・下 し556。70

左衛門添拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　馬場忠 ヶ札・竪切紙

五郎・堀内荘治、立合竹花新介　小泉九左衛門他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

馬場忠五郎他2名届書（年貢移替え跡地倉田左高拝領 嘉永4年亥8月 1通・朱書・下 し556－71

屋敷坪改につき絵図面届書）　馬場忠五郎・堀内荘治、 ヶ札・竪切紙

立合竹花新介　小泉九左衛門他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

（今井美濃輔引上地坪改め絵図面） 年欠 1通・朱書・竪 し556。72

切紙

（堀田隼之助引上地坪改め絵図面） 病欠 1通・朱書・竪 し556－73

切紙

田中万作他2名届書（今井美濃絹引上地坪改につき絵 嘉永5年子5月 1通・竪切紙 し556－74

図面届書）　田中万作・団野円平・水道方元〆小頭荒井弥
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平

田中万作他2名届書（堀田隼之助引上地坪改につき絵 嘉永5年子5月 1通・竪切紙 し556－75

図面届書）　田中万作・団野円平・水道方元〆小頭荒井弥

平

関田慶左衛門他2名届書（今井美濃輔引上地坪改につ
@き絵図面届書）　　　　　　　　　閥田慶左衛門・堀田荘治、立合加藤久

嘉永5年忌5月 1通・下ヶ札・

G切継紙
し556－76

太夫　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

関西編鶴讐矯壁際諸紺響離戻 嘉永5年子5月 1通・下ヶ札・

G切紙
し556－77

太夫　田中万作他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

宮本重三郎他1名届書（今井美濃輔拝領屋添屋敷坪改 嘉永5年子10月 1通・朱書・竪 し556－78

につき絵図面届書）　宮本重三郎・堀田荘治・元〆小頭 切紙

荒井弥平．

草銀鱗纏鱗薦要搬講麗麗澤篭会 嘉永6年丑2月 1通・下ヶ札・』

G切紙
し556－79

門・占野勝之進、立合橋本茂左衛門　団野円平他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

神戸治助他2名届書（小山壱岐拝領下屋敷坪改につき 天保14年壬9月 1鋪・ 『し556－80

絵図面届書）　神戸治助・鈴木伝治・小頭柳沢安右衛門 603×1060・

池田良右衛門他2名届書（小山壱岐拝領下屋敷坪改に 天保14年壬9月

朱書

P鋪・

　　　1．　圏

ｵ556－81

つき絵図面届書）　池田宇右衛門・関田慶左衛門、立合 293×1030・
原田糺　神戸治助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札

小林三左衛門他3名届書（御薬園磐代につき絵図面届 巳11月 1鋪・ し556－82

書）　小林三左衛門・池田良右衛門・関田慶左衛門、立合 570×370・
中村象五郎　神戸治助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あ 朱書・下ヶ札

関田仁左衛門他£名届書（竹花勘兵衛拝領屋敷坪改に 天保14年卯3月 1通・下ヶ札断 し556－83

つき絵図面届書）　改関田慶左衛門・渡辺承之助、立合 簡・竪切紙

中村義一郎

関購嚢輪軸騨驚難解顯謝灘 弘化3年巳8月 1通・

T50×360・

し556－84

竹周蔵　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札

関田慶左衛門他2名届書（佐川又左衛門拝領屋敷坪改 嘉永元年申4月 1鋪・ し556む5

につき絵図面届書）　関田慶左衛門・宮本慎助、立合伊 540×370・

東新右衛門　宮本重三郎他1名の本文墨引確認の下ヶ札 朱書・下ヶ札

あり

関田慶左衛門他2名届書（太谷津栄治他拝領屋敷坪改 嘉永元年申4月 1鋪・ し556－86

につき絵図面届書）関田慶左衛門・宮本慎助、立合伊 544×362・
東新右衛門　宮本重三郎他1名の本文墨引確認の下ヶ札 朱書・下ヶ札

あり

馬場忠吾他2名届書（石倉嘉太夫返上地坪改につき絵 弘化4年未7月 1鋪・下ヶ札・ し556－87

図面届書）　馬場忠吾・小嶋元之允、立合原田糺　高橋 竪切紙

喜左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

馬場忠吾他2名届書（石倉嘉太夫返上地坪改につき絵 弘化4年未7月 1通・下ヶ札断 し556－88

図面届書）馬場忠吾・小嶋元之允、立合原田糺 簡・朱書・四切
紙

（清水喜兵衛屋敷坪改絵図面）　関田慶左衛門、立合 弘化3年午12月 1通・竪切紙 し556・89

西沢甚左衛門

伊東栄治他2名届書（三輪正之助拝領屋敷坪改につき 弘化3年午2月 1通・下ヶ札断 し556－90

絵図面届書）　伊東栄治・竹内多占、立合佐竹周蔵 簡・朱書・竪切
紙

小林佐兵衛他2名届書（中嶋渡浪差上地佐川又左衛門 弘化2年高8月 1鋪・ し556－91
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拝領屋敷坪改につき絵図面届書）小林佐兵衛・宮本 834×710・
堤町、立合宮下三郎治　田中万作他1名の本文墨引確認 朱書・下ヶ札

の下ヶ札あり

関駿齢二二難轟蟷籍饗翻羨蓋 弘化2年巳4月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－92

右衛門　宮本重三郎他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（山城嘉善允拝領屋敷坪改に 嘉永3年戌2月 1通・ し556－93

つき絵図面届書）　関田慶左衛・水野清右衛門、立合佐 278×1020・
藤小左衛門　倉澤四郎左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ 朱書・下ヶ札・

札あり 彩色

草矯離智識i魑雑翻麓寺糊離 嘉永3年戌2月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556・94

衛門・倉田三之丞、立合北澤大蔵　神戸美之助他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

馬場忠吾他2名届書（小松八三郎拝領屋敷坪改につき 嘉永3年戌2月 1通・朱書・下 し556－95

絵図面届書）　馬場忠吾・柳崎良作、立合伊藤新右衛門 ヶ札・竪切紙

宮本重三郎他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

宮本重三郎他2名届書（小松八三郎拝領屋敷講料につ 嘉永3年戌2月 1通・朱書・竪 し556－96

き絵図面届書）　宮本重三郎・柳甚左衛門・元〆小頭荒 切紙
井弥平

馬場忠吾他2名届書（木村帯刀屋敷の内揚地坂西正右 嘉永3年戌正月 1通・下ヶ札断 し556－97

衛門拝領屋敷暉暉につき絵図面届書）馬場忠吾・ 簡・朱書・竪切

半田亀作、立合伊藤新右衛門 紙

宮鎭難轡騨齢欝差議欝辮蝶 嘉永2年酉4月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－98

立合伊藤新右衛門　倉澤四郎左衛門他1名の本文墨引確
認の下ヶ札あり

馬場忠吾他2名届書（東條清見拝領屋敷坪改につき絵 嘉永元年申12月 1通，朱書・下 し556－99

図面届書）　馬場忠吾・池田富之進、立合竹花習太郎 ヶ札・竪切紙

柳草左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

青柳三左衛門他2名届書（田中左衛門差上地岩下重司 嘉永元年申10月 1通・朱書・下 し556・100

拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　青柳丈左衛門・酒 ヶ札・竪切紙

井市治、立合岡田隆吉　鈴木伝治他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

草川吉右衛門他2名届書（沖右衛門組安之助他1名差
@上地小野全野拝領屋敷坪改につき絵図面届書）

嘉永元年申9月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－101

草川吉右衛門・丸山保次、立合伊藤新右衛門　鈴木伝治
他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

水井忠治他2名届書（橋詰藤五郎拝領屋敷坪改につき 嘉永元年申5月 1通・朱書・下 し556－102

絵図面届書）　水井忠治・池田富之進、立合伊藤新右衛 ヶ札・竪切紙

門　高橋喜左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

春山浄写他2名届書（久保喜伝治差上地小野宗順拝領 嘉永3年戌3月 1通・朱書・下 し556－103

屋敷坪改につき絵図面届書）　春山磯治・高橋義角、 ヶ札・竪切紙

立合北沢大蔵　団野円平他1名の本文墨引確認の下ヶ白あ

（宮川長太夫拝領屋周辺絵図） 年欠 ・1通・竪切紙 し556－104

馬場忠吾他2名届書（西條村内坂西正右衛門久拝領屋 嘉永3年戌11月 1通・朱書・下 し556－105

敷二丁につき絵図面届書）　馬場忠吾・高坂民左衛門、 ヶ札・竪切紙

立合西沢甚左衛門　馬場忠吾他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

野心薪灘蟹纏爵鷺1寸瞬丁丁簾讐 嘉永4年亥5月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－106

治、立合山口頼介　田中万作他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり
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馬場忠吾他2名届書（赤塩喜平太引上地坪改につき絵 嘉永4年亥6月 1通・朱書・下 し556－107

図面届書）　馬場忠吾・半田亀作、立合原田糺　小泉弥 ヶ札・竪切紙

兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

馬韓喬難名顯擁壁翻惜麟臼講 嘉永4年亥6月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－108

兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

馬場忠吾他2名届書（窪田慎六屋敷地の内揚地回町立
@卓拝借地坪改につき絵図面届書）　　　　　　　　　　　　　　　　　馬場忠吾・酒井市

嘉永4年亥6月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－109

治、立合竹花新介　小泉九兵衛他1名の本文墨引確認の
下ヶ札あり

（南新田村丸山雷門屋敷高除地絵図面）改野中喜左 弘化4年未8月 1通・朱書・竪 し556－110

衛門・小嶋理兵衛、立合坂本町助 切紙

関田慶左衛門他2名届書（和田学徳助への辺地・拝領
@地坪改につき絵図面届書）　関田慶左衛門・堀田荘治、

嘉永6年丑11月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－111

立合竹花新介　神戸美之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札
あり

伊東栄治他2名届書（金井美濃輔拝領屋敷特改につき 嘉永7年期閏7月 1通・朱書・下 し556－112

絵図面届書）　伊東栄治・野中佐左衛門、立合小林太一 ヶ札・竪切紙

郎　増沢義平他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（金井美濃輔拝領屋敷坪改に 嘉永7年期8月 1通・朱書・下 し556－113

つき絵図面届書）　野中佐左衛門、竹内多面、立合片 ヶ札・竪切紙

岡千吉　団野円平他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（千喜良左内差上地祢津直人 嘉永7年期12月 1通・朱書・下 し556－114

拝領屋敷恩命につき絵図面届書）　関田慶左衛門、 ヶ札・竪切紙

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

宮奢羅農薪騨門門舘野灘平野 安政2年卯2月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－115

栄作、立合竹花富之進　倉沢四郎左衛門他1名の本文墨
引確認の下ヶ札あり

宮本慎助平2名届書（佐藤安喜拝領下屋敷賢愚につき 安政2年卯2月 1通・朱書・下 し556－116

絵図面届書）　宮本慎助・関田荘助、立合西沢甚七郎 ヶ札・竪切紙

倉沢四郎左衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

夏目栄作他2名届書（野津繁人拝領下屋敷坪改につき 安政2年卯3月 1通・朱書・下 し556－117

絵図面届書）　夏目栄作・水野清右衛門、立合窪田利左 ヶ札・竪切紙

衛門　橋沢義平他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（河原新田小作地共移替改地恩田轡師拝領屋敷坪改 安政2年卯4月 1通・朱書・竪 し556－118

絵図面）　三輪徳左衛門・倉沢四郎右衛門・金児貞助、元 紙

〆小頭助荒井松三郎　別に宮本慎助・夏目栄作、立合内川
小六の署名

（恩田野州拝領屋敷坪改絵図面）　三輪徳左衛門・倉沢 安政2年卯4月 1通・朱書・竪 し556－119

四郎右衛門・金児貞助、元〆小頭助荒井松三郎　別に宮 紙

本慎助・夏目栄作、立合内川小六の署名

関田慶左衛門他2名届書（西條村高地移替地近藤忠之 安政2年卯4月 1通・朱書・下 し556－120

進千拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　関田慶左衛 ヶ札・竪切紙

門、萩野八左衛門、立合坂本斎助　高橋市兵衛他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（西蒸留高地移替地近藤忠之 安政2年卯3月 1鋪・ し556－121

進千拝領屋敷坪改につき絵図面届書）　関田慶左衛 1060×533・
門、青山弘治、立合内川小六　田中万作他1名の本文墨 朱書・下ヶ札・

引確認の下ヶ札あり 彩色・

小野献金太他2名届書（恩田杢拝領屋敷坪改につき絵 天保12年丑3月 1通・朱書・下 し556－122

図面届書）　小野左金太・半田藤作、立合桑名左金太
c野喜兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

ヶ札・竪切紙
●
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団野喜兵衛他2名届書（恩田杢拝領屋敷坪改につき絵 天保12年丑3月 1通・朱書・竪 し556－123

図面届書）団野喜兵衛・宮本慎助、立合柳沢安右衛門 切紙

片羅姦難廻膿齢罐1『輪晶晶醤雛壇 天保12年丑4月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－124

之進、立合桑名左金太　鈴木伝治他1名の本文墨引確認
の下ヶ札あり

青柳忠太他2名届書（野村善五右衛門拝領屋敷坪改に 天保11年子7月 1通・下ヶ札断 し556・125

つき絵図面届書）　青柳忠太・野中八太夫、立合桑名左 簡・朱書・竪切

金太 紙

伊東栄治他2名届書（河原舎人拝領屋敷坪改につき絵 年欠 1通・朱書・彩 し556－126

図面届書）伊東栄治・小林佐兵衛、立合中村義一郎 色・竪切紙・左

部欠損

（木村帯刀拝領屋敷神改につき絵図面届書）神戸美 年欠 1通・朱書・下 し556－127

之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり ヶ札・竪切継
紙・左部欠損

青柳又左衛門他2名申上書（代官町藤田繁之潮上納屋 嘉永2年間12月 1通・朱書・下 し556－128

敷他坪改につき絵図面申上書）　青柳又左衛門・梯崎 ヶ札・竪切継
良作、立合伊藤新右衛門　田中増治他1名の本文墨引確 紙・欠損

認の下ヶ札あり

高野覚之心血2名申上書（評定所周辺他坪改につき絵 嘉永2年酉10月 1鋪・ し556－129

図面申上書）高野覚之進・宮澤善治、立合伊藤新右衛 514×358・
門 朱書・欠損

［弘化二面蛸壷両津小路新堰図面］ 弘化3年丙午 1通・朱書・竪 し556－130

切継紙・左部
欠損

関田浩左衛門他2名届書（東條清見差上地青木五郎左
@衛門拝領屋敷坪改につき絵図面届書）関田慶左衛

弘化3年午12月 1鋪・

T46×355・

し556－131

門・小林佐兵衛、立合西沢甚右衛門　神戸美之助他1名の 朱書・下ヶ札

本文墨引確認の下ヶ札あり

（千本柳村嘉左衛門地と持高高除地改絵図面） 年欠 1通・朱書・竪 し556－132

切紙

（中牧村中村良左衛門屋敷地高丘改絵図面）　改小野 弘化3年午8月 1通・堅切紙 し556－133

左金太・青柳丈左衛門、立合西沢甚右衛門

入箋麟薔縫魅『温温条舗欝弊特 弘化2年巳3月 1通・朱書・下
鮪D・竪切紙

し556－134

花富之進　鈴木伝治他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

町田権之助他2名届書（春山六左衛門拝領屋敷坪改に 天保15年辰8月 1通・朱書・下 し556－135

つき絵図面届書）　町田権之助・小嶋理兵衛、立合岡田 ヶ札・竪切紙

隆吉　増沢慶治他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（代官町通周辺野饗絵図面）関田慶左衛門・小林佐兵 天保15年辰11月 1通・葦切継紙 し556－136

衛、立合宮下三郎治

馬場忠吾他2名申上書（木村帯刀引上地坪改につき絵 天保15年辰7月 1鋪・ し556－137

図面申上書）　馬場忠吾・関田慶左衛門、立合伊藤房吉 556×368・
下ヶ札断簡

町田権之助他2名届書（石黒八郎添屋敷坪改につき絵 天保14年卯12月 1鋪・ し556－138

図面届書）　町田権之助・草川吉右衛門、立合中村仲多 385×770・
宮本重三郎他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 下ケ札

関田慶左衛門他2憂患上書（片岡此面・望月繁之助拝
@領屋敷坪改につき絵図面申上書）　関田慶左衛門・小

天保14年卯6月 1鋪・

T40×357・

し556－139

林佐兵衛、立合小池泰吉　増沢慶治他1名の本文墨引確 朱書・下ヶ札・

認の下ヶ札あり 他2鋪絵図面添
■

町腱雲離寡羅陰欝蟹需準準雛笑 天保13年頃9月 1通・下ヶ札断
ﾈあり・朱書・

し556－140
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一郎、立合清野新之助
● 竪切紙

関田慶左衛門他2名申上書（坂本喜代馬拝領屋敷二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　関田慶左衛門・海淵龍助、　につき絵図面申上書）

@合中村義一郎　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札

天保13年寅3月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－141

あり

高野覚之進他2名申上書（中村孝太夫拝領屋敷坪改に
@　　　　　　　　　　高野覚之進・南沢喜代治、中村義　つき絵図面申上書）

天保8年酉12月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－142

一郎　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

（山廣地坪改絵図面） 天保6年未4月 1鋪・ し556－143

594×385

町田権之助他2名届書（増田助之丞返上屋敷地坪改に
@　　　　　　　　　改町田権之助・相原織之助、立合西　つき絵図面届書）

天保11年子2月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し556－144

嵩置右衛門　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他
@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・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－145

衛、立合矢野倉総研　神戸治助他1名の本文墨引確認の
下ヶ札あり

小野左金太他2名申上書（伴左衛門組団之丞拝借屋敷 天保11年子正月 1通・朱書・下ヶ し556－146

坪改につき絵図面申上書）　小野左金太・小林佐兵衛、 札・竪切紙

立合橋本茂左衛門　小泉弥兵衛他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（大嶋磯右衛門拝領屋敷坪改
@につき絵図面申上書）　　　　　　　　　　　　町田権之助・青柳忠太、立合

天保11年子7月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－147

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

（大嶋磯右衛門拝領屋敷坪改絵図面） 天保11年子7月 1通・竪切紙 し556－148

（片岡源左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　宮本清之助・小 天保6年未4月 1通・朱書・竪切 し556－149

泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治 紙

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556－150

つき絵図面申上書）　小野左金太・堀内太一郎、立合矢 切紙

野倉総蔵　小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

青柳忠太他2名申上書（藤田源助差上屋敷地伝兵衛組・増治拝借地坪改につき絵図面申上書）　青柳忠太・ 天保9年戌12月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556。151

渡辺丞之助、立合中村義一郎　倉沢邦治他1名の本文墨
引確認の下ヶ札あり

町田権之助他2名四上書（片岡此面拝領屋敷坪改につ 天保10年亥7月 1通・朱書・下ヶ し556－152

き絵図面申上書）　町田権之助・梯崎半之丞、立合山寺 札・竪切紙

常吉　西村杢右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

青柳忠太他2名申上書（井上与惣左衛門差上地水井忠 天保10年亥8月 1通・朱書・下ヶ し556－153

蔵拝領屋敷坪改につき絵図面申上書）　青柳忠太・ 札・竪切紙・左

堀内太一郎、立合橋［欠損］柳八十八他1名の本文墨引確 部欠損

認の下ヶ札あり

小野左金太他2名届書（藤田永甫引上地坪改につき絵 天保6年未閏7月 1通・下ヶ札・竪 し556－154

図面届書）　小野左金太・青柳忠太、立合伊藤新右衛門 切紙

小泉弥兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

小野左金太他2名届書（田中左衛門拝領屋敷坪改につ 天保8年酉5月 1通・朱書・下ヶ し556－155

き絵図面届書）　小野左金太・堀内太一郎、立合矢野倉 札・竪切紙

惣蔵　柳八十八他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

町田権之助他2翁忌上書（真田二三郎拝領屋敷二三に 天保8年酉11月 1通・朱書・下ヶ し556－156

つき絵図面申上書）　町田権之助、入久左衛門、立合 札・竪切紙

中村儀一郎　柳八十八他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（殿町御用地坪改につき絵図 天保8年酉11月 1通・竪切紙 し556－157

面申上書）町田権之助、入久左衛門、立合中村義一郎
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（真田初三郎拝領屋敷坪改絵図面）　西村杢右衛門・小 天保8年酉11月 1通・朱書・竪切 し556－158

泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治　柳八十八他1名の本文墨引 紙

確認の下ヶ札あり

小野左金太他2名工上書（宮沢左一郎拝領屋敷野州に 天保9年戌5月 1通・朱書・下ヶ し556－159

つき絵図面申上書）　小野左金太、関田慶左衛門、立 札・竪切紙

合中村仲多　西村杢右衛門他1名の本文墨引確認の下ヶ札
あり

（宮沢左一郎拝領屋敷坪改絵図面）　西村杢右衛門・小 天保9年戌5月 1通・竪切紙 し556－160

泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治

（宮沢八一郎拝領屋敷坪改絵図面）西村杢右衛門・小 天保9年戌5月 1通・竪切紙 し556－161

泉弥兵衛、小頭宮沢左伝治

小野島金太恒温上書（大嶋文内拝領屋敷引上地坪改 天保9年戌7月 1通・下ヶ札断 し556。162

につき絵図面申上書）　小野左金太、青柳忠太・［以下 簡あり・朱書・
欠損］ 下ヶ札・竪切紙

小警麟欝1鴇（弓雛品品腰鱗辮樗講 天保9年戌12月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙・左
し556。163

兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 部欠損

中村孝太土野2名申上書（中村元尾屋敷の内御用地坪 天保7年申正月 1通・朱書・下ヶ し556－164

改につき絵図面申上書）改中村孝太夫・高野覚之進、 札・竪切紙

立合坂西正三郎　田中泰右衛門他1名の本文墨引確認の下
ヶ札あり

中村孝太磁心2名申上書（御用地引替地中村元尾拝領 天保7年申正月 1通・下ヶ札・竪 し556－165

地坪改につき絵図面申上書）血中前面太夫・高野覚 切紙

之進、立合坂西正三郎　田中泰右衛門他1名の本文墨引
確認の下ヶ札あり

中村孝太夫他2名申上書（栗木島民差上地三輪徳左衛
@門拝領屋敷坪改につき絵図面申上書）改中村孝太

天保7年申正月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－166

夫・青柳忠太、立合清野新兵　宮本清之助他1名の本文墨
引確認の下ヶ札あり

（高野権之丞拝借地坪改絵図面）　小林三左衛門、中 天保6年未10月 1通・下ヶ札・竪 し556・167

村孝太夫、立合坂西正三郎　宮本清之助他1名の本文墨 切紙

引確認の下ヶ札あり

中島宇吉他2名申上書（片岡源左衛門拝借地坪改につ 天保6年未4月 1鋪・ し556・168

き絵図面申上書）　中島宇吉、青柳忠太、立合伊藤新 557×550・
右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札

中村孝太夫他2名申上書て矢野倉総之進拝領屋敷坪改 天保6年未6月 1通・朱書・下ヶ し556－169

につき絵図面申上書）　改中村孝太夫・関田慶左衛門、 札・竪切紙

立合伊藤新右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認の
下ヶ札あり

中島宇吉他2名申上書（片岡源左衛門拝領屋敷坪改に 天保6年未4月 1通・朱書・下ヶ し556－170

つき絵図面申上書）　中島宇吉、青柳忠太、立合伊藤 札・竪切紙

新右衛門　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

三韓籍紬織i醤塩煎一応鱗二二 天保6年未4月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し556－171

吉、半田藤作、立合九嶋与兵衛　宮本清之助他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

中島宇吉他2名申上書（岩下渡太夫拝領地の内菅沼九
@兵衛替地囲込坪改につき絵図面申上書）改中島宇

天保6年間4月 1通・下ヶ札・竪

ﾘ紙
し556－172

吉、半田藤作、立合九嶋与兵衛　宮本清之助他1名の本
文墨引確認の下ヶ札あり

中編離奮膿明野下問鰹羅装 天保5年午12月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙

し556－173

甚右衛門　柳八十八他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり
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池田良右衛門他2名四上書（矢沢監物拝領下屋敷坪改　につき絵図面申上書）　改池田良右衛門、中島宇吉、
天保6年未2月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－174

立合中村義一郎　柳八十八他1名の本文墨引確認の下ヶ札
あり

渡辺与三他2引墨上書（山岸助蔵拝領屋敷坪改につき
@絵図面申上書）　改渡辺与三、堀内太一郎、立合清野

天保6年未3月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－175

新平　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

渡辺与三他2書駒上書（喜代之助組安右衛門拝借地坪
@改につき絵図面申上書）　改渡辺与三、相原織之助、

天保5年午11月 1通・朱書・竪切 し556－176

立合中村義一郎

町嬰灘鴨脚謄纏騎返赫i警釜景 天保5年午9月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－177

田糺　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり

竹内三助他2二二上書（中嶋渡浪拝領地坪改につき絵
@図面申上書）改竹内三助、高野鶴蔵、立合伊藤新右

天保5年午10月 1通・朱書・竪切 し556－178

衛門

竹難鎌誕暑（禰騰1細叙弊旨 天保5年午10月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－179

竹内藤助他2名申上書（中島渡浪拝領屋敷続拝領地坪
@改につき絵図面申上書）竹内藤助、相原織之助、立

天保5年午8月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－180

合田中佐右衛門　団野喜兵衛他1名の本文墨引確認の下ヶ
札あり

片響灘辮i鶴上灘潔欝難饗蟹高邑 天保5年午5月 1鋪・

T35×350・

し556－181

糺　宮本清之助他1名の本文墨引確認の下ヶ札あり 朱書・下ヶ札・

貼紙

（鹿野牧人小作地願他豊明につき絵図面申上書）改 天保4年巳10月 1通・貼紙・四切 し556。182
町田権之助・中村孝之助、立合田中佐右衛門 紙

（西澤甚之助小作地願他坪改につき絵図面申上書） 天保4年巳10月 1通・貼紙・堅切 し556－183
改町田権之助・中村孝之助、立合田中佐右衛門 紙

柳八十八他2名申上書（長岡富五郎拝領屋敷他聞改に
@つき絵図面申上書）　改柳八十八・倉沢邦治、立合宮沢

文政3年寅正月 1通・朱書・竪切 し556－184

佐伝治

（窪田忠治拝領屋敷他坪改絵図面）柳八十八・田中 文政11年子12月 1通・朱書・竪切 し556－185
万作、小頭坂本啓治 紙

（南沢甚之介拝領屋敷他坪改絵図面）亀野喜兵衛・倉 天保4年巳10月 1通・朱書・竪切 し556－186
沢邦治、小頭宮沢左伝治 紙

（南沢甚之介拝領屋敷他坪改絵図面）　改町田権之 天保4年巳10月 1通・朱書・竪切 し556－187
助・中村孝太夫、田中佐右衛門 紙

天保5年午5月 1通・朱書・下ヶ

D・竪切紙
し556－188

町膜鵜欝躍1（南瀦罐野戦嚢網　立合原田糺

天保4年巳12月 1通・朱書・竪切 し556－189

増沢慶治他4名届書（春原惣左衛門明屋蝿帳改につき
@絵図面届書）　増沢慶治・長岡藤吉・片桐重之助・団野喜　兵衛、　　　　立合原田糺

天保5年午3月 1通・竪切紙 し556－190

（山浦にて拝借預分子絵図面） 1通・竪切紙 し556－191
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竹内藤助他2名届書（大日方善太夫揚げ地の内所藤通 天保4年巳3月 1通・朱書・竪切 し556－192

領拝領地坪改につき絵図面届書）　竹内藤助・高野鶴 紙

蔵、立合土屋常左衛門

竹内藤野他2名届書（高久伊之介拝領地坪改につき絵 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し556－193

図面届書）竹内藤助・高野鶴蔵、立合土屋常左衛門

町田権之助他2名届書（出船祐宜引上屋敷坪改につき 年欠 1通・竪切紙 し556－194

絵図面届書）　改町田権之助・中村孝太夫、立合田中清
右衛門

（小泉栄左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　改中村孝太 天保4年巳4月 1通・朱書・竪切 し556－195

夫・丸山平左衛門、立合富岡安左衛門 紙

（阿藤通碩拝領地坪改絵図面）改柳八十八・鈴木伝治、 天保4年巳3月 1通・朱書・竪切 し556・196

水道方元〆小頭宮沢左伝治 紙

（高久伊之介拝領跡地甲州絵図面）改柳八十八・鈴木 天保4年巳3月 1通・竪切紙 し556－197

伝治、水道方元〆小頭宮沢左伝治

（長岡富五郎拝領屋敷愚心絵図面）　改柳小野金太・丸 文政13年寅正月 1通・朱書・竪切 し556－198

山平左衛門、立合星崎幾右衛門 紙

（竹内八十五郎拝領屋敷坪改絵図面）　改町田権之 心乱 1通・朱書・竪切 し556－199

助・青柳忠太、立合中村義一郎 紙

（村田覚兵衛納領地坪改絵図面）改宮本清之助・中村 天保4年巳2月 1通・朱書・二二 し556－200

孝太夫・半田藤作・田中万作、立合伊藤新右衛門 紙

（竹山町村田覚兵衛引上屋敷曇霞絵図面）　改宮本清 天保4年忌2月 1通・竪切紙 し556－201

之助・中村孝太夫・半田藤作・田中万作、立合伊藤新右衛

（西村源治拝領屋敷野鳩絵図面）改小野左金太・野中 文政12年下3月 1通・朱書・摩切 し556－202

八兵衛、立合中村義一郎 紙

（山寺友吉他拝領屋敷坪改絵図面）　改宮本清之助・西 文政11年子12月 1通・朱書・摩切 し556－203

村源治、小頭坂本啓治 紙

（吉郎右衛門組左源治拝借屋敷坪改絵図面）　改小野 文政1ユ年子12月 1通・朱書・竪切 し556－204

左金太・草川吉右衛門、立合丸山泰助 紙

（山寺友吉拝領屋敷坪改絵図面）　改町田権之助・箕田 文政11年子12月 1通・朱書・二二 し556－205

慶左衛門、立合梯崎幾右衛門 紙

（玉井与一拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之助・箕田 文政11年子12月 1通・朱書・竪切 し556－206

慶左衛門、立合梯崎幾右衛門 紙

（北澤源次兵衛拝領屋敷坪改絵図面）　改水井忠蔵・半 文政11年子10月 1鋪・ し556－207

田藤作、立合丸山泰助 550×365・
朱書

（長岡富五郎拝領屋敷坪改絵図面）改水井忠蔵・半田 文政11年亥4月 1通・朱書・四切 し556－208

藤作、立合佐竹周蔵 紙

（北澤源次兵衛拝領屋敷坪改絵図面）　改水井忠蔵・長 文政10年亥4月 1通・朱書・斜切 し556－209

岡藤吉、立合坂西喜平太 紙

（矢野倉惣之助拝領屋敷坪改絵図面）改本宮彦作・高 文政2年卯6月 1通・朱書・斜切 し556－210

橋権左衛門、立合坂西喜平太 紙

（家中拝領屋敷坪改絵図面） 二二 1通・朱書・貼 し556－211

紙・竪切紙・左
部欠損

（殿町北澤源兵衛差上地坪改絵図面） 年欠 1通・竪切紙 し556－212

（八兵衛組源右衛門拝借地他面改絵図面）　改小野左 文政11年子正月 1通・朱書・竪切 し556・213

金太・片桐重之助、立合西沢甚右衛門 紙
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（西沢源治拝領屋敷坪改絵図面）改伊東栄治・片桐重 文政10年亥6月 1通・朱書・竪切 し556－214
之助、立合中村義一郎 紙

（小林市治拝領屋敷坪改絵図面）改水井忠蔵・長岡藤 文政10年亥4月 1通・朱書・竪切 し556－215
占、立合坂西喜平太 紙

（石倉富治拝領屋敷坪改絵図面）改水井忠蔵・長岡藤 来政10年亥4月 1通・朱書・竪切 し556－216
占、立合坂西喜平太 紙

（坂本常左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改伊東栄治・中 文政10年亥5月 1通・朱書・竪切 し556・217
嶋宇占、立合水野十郎兵衛 紙

（家中拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之助・長岡藤下、 文政10年亥5月 1通・竪切紙 し556－218
立合清野新平

（篠原玄忠拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－219
宇占、立合水野喜兵衛 紙

（坂巻専助明屋敷坪改絵図面）改小泉弥兵衛・倉沢邦 年男 1通・竪切紙 し556－220
治、小頭宮下左伝治

（大野弥市拝領屋敷坪改絵図面）　改町田権之助・中嶋 文政9年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－221

油鼠、立合水野喜兵衛 紙

（坂口條左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改町田権之 文政9年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－222
助・中嶋正比、立合水野喜兵衛 紙

（篠原玄忠他拝領屋敷坪改絵図面） 丁丁 1通・朱書・竪切 し556－223
紙

（馬場町御用地坪改絵図面）　改池田良右衛門・高橋権 文政7年申3月 1通・朱書・竪切 し556－224
左衛門 紙

（鹿野牧人拝領屋敷坪改絵図面）　占三十助・水野友作、 文政7年申11月 1通・朱書・竪切 し556－225
立合中村象五郎 紙

（伊東栄治拝領屋敷坪改絵図面）宮沢彦左衛門・馬場 文政8年酉10月 1通・朱書・竪切 し556。226
元之助、立合水野七郎兵衛 紙

（宮川道左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改片岡安太， 文政9年戌正月 1通・朱書・竪切 し556－227
夫・町田源左衛門・中村義一郎 紙

（植木彦兵衛拝領屋敷坪改絵図面）　改片岡安太夫・町 文政9年戌正月 1通・朱書・竪切 し556－228
富源左衛門・西澤甚右衛門 紙

（恩田野晒拝領屋敷坪改絵図面）　改丁岡安太夫・町田 文政9年戌正月 1通・朱書・竪切 し556－229
源左衛門・中村義一郎 紙

（手甲孫子介拝領屋敷坪改絵図面）　改高橋権左衛 文政8年酉12月 1通・朱書・竪切 し556－230
門・馬場元之助、立合竹花勘兵衛 紙

（伊東重平拝借地坪改絵図面）　改宮沢彦左衛門・馬場 文政8年酉10月 1通・朱書・竪切 し556・231
元之助、立合水野七郎兵衛 紙

（金児総左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　改長岡助右衛 文政7年申11月 1通・朱書・丁丁 し556－232
門・町田権之助、立合竹内六郎兵衛 紙

（栗山喜左衛門引上地坪改絵図面）改佐藤小文治・小 （文政9年）戌12月 1通・朱書・竪切 し556－233
林三左衛門、立合伊藤小一右衛門 紙

（相原幾五郎拝領屋敷野卑絵図面）　改町田源左衛 文政5年午12月 1通・朱書・竪切 し556－234
門・水野友作、立合中村義一郎 紙

（表柴町御用地坪改絵図面）改池田良右衛門・高橋権 文政7年申3月 1通・朱書・竪切 し556・235
左衛門　1826／03 紙

（山田清勝拝領屋敷町改絵図面）改高橋権左衛門・片 文政3年辰11月 1通・朱書・竪切 し556・236
岡与一郎、立合富岡安左衛門 紙
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（野本忠左衛門拝領屋敷坪改絵図面）改片桐元吉・吉 文政3年辰8月 1通・朱書・竪切 し556－237

澤十助、立合富岡安左衛門 紙

（片岡惣右衛門拝領屋敷坪改絵図面）改小林三左衛 文政7年申4月 1通・朱書・竪切 し556－238

門・町田権之助、立合水野七郎兵衛 紙

（片井宗造拝領屋敷坪改絵図面）改古田彦作・平出与 文政6年忌7月 1通・朱書・竪切 し556－239

左衛門、立合水野七郎兵衛 紙

（祢津神平拝領屋敷他二二絵図面）　改町田源左衛 年三 1通・朱書・竪切 し556－240

門・関田庄助、立合中村象五郎 紙

（池田要人拝領屋敷坪改絵図面）改町田源左衛門・関 年欠 1通・朱書・四切 し556－241

田庄助、立合中村象五郎 紙

（御用地坪改絵図面）改吉澤民右衛門・町田権之助、立 寅5月 1通・貼紙・竪切 し556－242

合竹花平右衛門 紙

（御用地坪改絵図面）改町田源左衛門・関田庄助、立合 年記 1通・竪切紙 し556－243

中村象五郎

（十河半蔵屋敷・小作地他品評絵図面）　改関田守之 年欠 1通・朱書・竪切 し556－244

丞・片桐重之助、立合竹花勘兵衛 紙

（用水地付近絵図面） 年欠 1通・朱書・彩 し556－245
色・貼紙・竪切

高野数右衛門他3名申上書（田町岩太跡屋敷間数他改 文政7年申4月9日 1通・朱書・貼 し556・246

につき絵図面申上書）　改高野岩太・長岡助右衛門・団 紙・紙切継紙

野喜兵衛

某届書（代官町原織人引上地間数他改につき絵図面 文政6年 1通・竪切継紙・ し556－247
届書） 左部欠損

（深尾立朴拝領屋敷坪改絵図面）　神戸治助・増沢慶 文化14年丑9月 1通・朱書・竪切 し556－248

治・小沢民弥 紙

（家中領屋敷坪改絵図面） 年欠 1通・竪切継紙・ し556－249

左部欠損

（横山正逸拝領屋敷坪改絵図面）　改池田良右衛門・小 文政2年卯7月 1通・朱書・竪町 し556－250

野四郎三郎、立合中村義一郎 紙

（家中領屋敷虚心絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－251
継紙・左部欠損

（宮下左伝治拝借地・小作地引上分坪改絵図面） 年欠 1通・貼紙・二二 し556。252
継紙

（西木町伊勢町伝兵衛屋敷地無二絵図面）　改正岩彦 文政7年申正月 1通・竪切紙・左 し556－253

作・半田藤右衛門、立合清野新平 部欠損

（西木町木町嘉助屋敷地坪改絵図面）改二二彦作・半 文政7年申正月 1通・竪切紙 し556－254

田藤右衛門、立合清野新平

（西木町木町弥左衛門屋敷地坪改絵図面）　謡言岩彦 文政7年申正月 1通・竪切紙 し556－255

作・半田藤右衛門、立合清野新平

（新規甲唄地所地坪改絵図面）　改宮下三郎治・関田庄 （文政7年）申4月 1通・朱書・竪切 し556－256

助、立合伊藤新右衛門 紙・上部欠損

（御用地引替地場所坪改絵図面）改宮下三郎治・関田 文政7年忌4月 1通・朱書・四切 し556－257

庄助、立合伊藤新右衛門 紙

町果灘膿鯉騨鋸罐佐船齢鯨猫 文政2年卯3月 1通・朱書・竪切

?E一部欠損

し556・258

祐左衛門・宮本清之助・鈴木伝治、立合中村義一郎
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（立田県連拝領屋敷同製絵図面）改吉沢十助・水野友 文政7年申11月 1通・朱書・飛切 し556－259

作、立合中村像五郎 紙

（西木喜左衛門拝領屋敷他県改絵図面）改池田良右 文政7年申2月 1通・朱書・竪切 し556－260

衛門・高橋権左衛門、立合清野新平 紙

（御用地・引替地坪改絵図面）改吉沢十助・高橋権左衛 文政7年申5月 1通・竪切紙 し556－261

門、立合伊藤新右衛門

宮瀟雛照醤魁轟縣艦騨四駅雫蒲絵 文政6年未2月 1通・朱書・竪切

?E一・部欠損

し556・262

宮下三郎治他伺書（立田玄連小作地拝領願につき絵 文政6年未3月 1通・朱書・貼 し556－263
図面伺書）改宮下三郎治・竹内［以下欠損］ 紙・下ヶ札・竪

切紙・一部欠損

（麻紀和仲太拝領屋敷他坪改絵図面）　小野唯右衛 文政3年辰10月 1通・朱書・竪切 し556－264
門・長岡助右衛門・中村義一郎 紙・一部欠損

（嶋田長庵拝領屋敷他地改絵図面）　改高橋権左衛 文政3年辰12月 1通・朱書・竪切 し556－265
門・［以下欠損］ 紙・一・部欠損

小林三左衛門他2名届書（関犀川式小作地の内片井喜 文政3年辰12月 1通・朱書・竪切 し556－266

太郎屋敷続き引上地拝領屋敷六野改絵図面届書） 紙
小林三左衛門・宮下三郎治・改中村義一郎

（磐田源蔵拝借地堺坪改絵図面） 芳平 1通・朱書・竪切 し556－267
紙・後欠か

（成本治左衛門拝領屋敷腎助絵図面） 年子 1通・朱書・貼 し556。268

紙・竪切紙・破
損甚大

（松林油画拝領屋敷坪改絵図面）　改高野数右衛門・高 文政3年辰10月 1通・朱書・竪切 し556－269

橋権左衛門、立合坂西喜平太 紙

（沢元馬拝領屋敷他坪改絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－270
継紙・破損甚大

（馬場町御用地坪改絵図面）改高野数右衛門・同高橋 文政3年辰10月 1通・竪切紙 し556－271

権左衛門、立合坂西喜平太

（座元厳一戴屋敷隅隅絵図面）改小林三左衛門・町田 文化14年丑12月 1通・朱書・竪切 し556－272

権之助、立合山内唯七 紙

宮澤彦兵衛他7名目上書（石倉金右衛門跡屋敷間数・ （文政元年）寅6月25日 1通・激切継紙 し556。273
建家改につき絵図面申上書）宮澤彦兵衛・片岡与一
郎・神戸治助・増沢慶治・宮本常吉、御蔵番松木善左衛門・
野中八兵衛、立合水野七郎兵衛

海灘諦讐臆鰍鴨助引握辮改｝こっき 文政元年寅6月 1通・朱書・盛切

p紙・後欠
し556・274

某氏　　上書（平出喜左衛門引上屋敷坪改につき絵図面　　上書）

年欠 1通・朱書・竪切

p紙・後難
し556－275

（山崎久右衛門拝領屋敷坪改絵図面）改吉沢民右衛 文化15年寅正月 1通・朱書・弓場 し556－276
門・中嶋祐左衛門、立合中村義一郎 紙・一部欠損

海沼八十輝輝申上書（開田庄助引上屋敷坪改絵図面） 文政元年寅6月 1通・朱書・竪切 し556－277
改海沼八十郎・町田権之助・団野喜兵衛 紙・一部欠損

（菅沼弥右衛門拝領屋敷坪改絵図面）改吉澤民右衛 文政元年寅7月 1通・朱書・竪切 し556－278
門・古論彦作、立合中村義一郎 紙

（東寺尾村御用地坪改絵図面）　改吉澤民右衛門・町田 （文政元年）寅5月 1通・竪切紙 し556－279
権之助、立合竹花甚右衛門

［田町明屋敷三ツ割絵図面］ 年欠 1通・朱書・押切 し556－280
紙・後欠
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（田町明屋敷三ツ割絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－281

紙・破損甚大

（安藤十郎左衛門屋敷添小作地坪改絵図面）　改宮沢 文政4年巳2月 1通・朱書・竪切 し556－282

彦左衛門、立合中村義一郎 紙

梯崎喜作他2名申上書（裏柴町上御地巣坪改につき絵 8月 1通・竪切紙 し556－283

図面申上書）改梯崎喜作・宮下三郎治、立合中村義一

Y
（座元厳一頂戴屋敷屋敷坪改絵図面）　改神戸治助、 文化14年丑12月 1通・朱書・竪切 し556－284

立合小沼民弥 紙

（小山弥一郎拝領屋敷坪改絵図面）　改片桐惣右衛 文政5年午10月 1通・朱書・竪切 し556－285

門・、宮下三郎治、立合伊藤新右衛門 紙

（臼田源蔵拝領屋敷他坪改絵図面）　改池田良右衛 文政7年申3月 1通・朱書・竪切 し556－286

門・高橋権左衛門、立合中村象五郎 紙

（宮入久三郎拝領屋敷他坪改絵図面）改小野四郎三 文政2年卯8月 1通・朱書・竪切 し556－287

郎・宮本友之丞、立合竹花喜右衛門 紙

（海沼龍左衛門拝領屋敷坪改絵図面）　長岡助右衛 文化11年戌3月 1通・朱書・竪切 し556－288

門・入安右衛門、立合竹花甚右衛門 紙・製革・破損
甚大

（松林清瀬拝領屋敷坪改絵図面）　改佐藤小文治［以下 年欠 1通・朱書・竪切 し556－289
欠損］ 紙・後欠・破損

甚大

（上村養益拝領屋敷他誌改絵図面）　改古岩十右衛 文化11年戌12月 1通・朱書・竪切 し556－290

門・吉沢民右衛門、立合片山小才二 継紙

（片岡十郎右衛門引上地坪改絵図面）改小野唯右衛 文化11年戌3月 1通・竪切紙 し556－291

門・町田治右衛門、立合山内唯七

（山本孝次郎拝領屋敷他坪改絵図面） 年欠 1通・朱書・四切 し556－292
紙・破損甚大

（恩田伝之助引替地他難航絵図面） 年欠 1通・朱書・竪切 し556－293
紙・破損甚大

（某屋敷添年貢分拝借地坪改絵図面）　改長岡助右衛 （文化11年）戌12月 1通・朱書・二二 し556－294

門・佐藤小文治、立合片山小才二 紙・前欠・破損
甚大

（土地図面坪改絵図）宮本清之助・増沢慶治・小沼民弥 文政2年卯7月 1通・朱書・竪切 し556－295
紙・前置・破損
甚大

矢野愚直右衛門他2名届書（富岡弥三郎元屋敷面坪改 （文化3年）寅12月 1通・朱書・竪切 し556－296

につき絵図届書）改矢野倉直右衛門・片岡治郎右衛門、 紙・前欠・破損

立合柳沢彦三郎 甚大

璽野饗鶴響顧躍繍鵯暗調軽 文化3年寅12月28日 1通・朱書・竪切

?E前欠・破損
し556－297

門・立合柳沢彦三郎 甚大
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