
［史料一1］
（No．770）

　　　　神文前書

一私共御代官役被仰付候条御為第一与奉存御後闇儀仕間敷候、御役目無僻怠相勤可申事

一御収納之時分者支配村々江罷出御足軽共狸無之様正路可申付候、第一御損立不申候様可仕候、自然御百姓

　困窮之郷村茂候ハ・其子細御郡奉行所江有様可申達候、若又困窮之村二親子兄弟親類縁者知音之好有之候

　共依沽贔屓を以其沙汰仕間敷事

　　但御収納時分支配江罷出候節厳重正路可申付候、尤時分菜大根薪等之外一切賄受申間敷事、

一村々諸役義申付候節依沽贔屓成儀仕間敷候井手代之者郷中御用之儀二付依惜贔屓私欲我儘成義不仕、其上

　百姓方6音物一切受納不申候様急度申付候事

一郷中諸公事申来候節依沽贔屓成儀仕間敷候、尤手前二而難計義者御郡奉行所へ其子細可申達候

一年貢金御小役金無油断入精取立候上御用番御家老中迄申上御帳二付、其上御金奉行所迄上納可仕事

　　但支配江金銀穀物等惣而利倍付之借物一切仕間敷事

一金銀銭籾御百姓手前取立自分之用事二一切遣申問敷候、勿論御郡中本田新田川欠山抜入下干損改参り候節

　親子兄弟親類縁者知音たり共依怯贔屓仕間敷候

一郷中人足伝馬私用之儀者不及申狼遣ひ申間敷候井御足軽御用召仕博明不申候ハ・吟味仕早々返シ可申候、

　御郡中親類縁者由緒手寄有之候共町人手代組頭足軽百姓方噛ヨリ音物不及申、妻子下人等迄一切受用仕間敷

　候事

　　　享保十三申年

　　御代官誓詞神文之年号月日

　　　享保十三申年　　　　　　石井小大夫

　　　　　　　　　　　　　　萩原太五右衛門

　　　　　　　　　　　　　　石倉金右衛門

　　　　　　　　　　　　　　石倉伊右衛門

　　　　　　　　　　　　　　近藤喜右衛門

　　　　　　　　　　　　　　森　彦助

　　　同年九月七日　　　　　千喜良平右衛門

　　　享保十七子十月十九日　　大日向荘右衛門

　　　　　　　　　　　　　　大日向七右衛門

　　　　　　　　　　　　　　高田造酒丞

　　　享保十九寅四月十六日　　牧野権右衛門

享保十九寅八月二日

元文二巳五月廿三日

同年七月二日

同五申十月三日

寛保二戌十一月廿三日

同三亥四月十八日

延享二丑二月廿三日

同年七月十一日

同四丑三月二日

寛延元辰九月十一日

寛延二巳二月十九日

同年十一月十六日

宝暦二申七月十二日

同三酉十月廿八日

同年十二月二日

石倉兵蔵

星野幸左衛門

上村何右衛門

原　四郎兵衛

岡嶋荘蔵

春原平兵衛

大日向荘右衛門

小林茂助

高野荘兵衛

加藤喜右衛門

森山千右衛門

関根数之進

千木良清太郎

近藤与四郎

与良甚五右衛門

井上伝右衛門

師田荘五郎

関山治兵衛
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同五亥八月廿八日

同年九月六日

同年十二月十五日

同七丑正月十九日

宝暦九卯五月十九日

同十辰十二月廿八日

同十二午十二月廿八日

明和二酉八月廿八日

同三戌八月六日

同四亥八月二日

同七寅二月廿五日

安永五申七月二日

同七戌四月二日

天明二寅十二月廿九日

同六午四月廿一日

同年九月二日

寛政十一未二月廿八日

同十二申五月十八日

享和元酉十二月十六日

享和三亥十月六日

文化九申十月二日

同十酉八月十一日

同十二亥十月十六日

同十三子十二月六日

同十四丑十二月廿五日

文政二卯閏四月十六日

同年六月九日

文政三辰八月二日

同五午九月二日

同八酉十一月十九日

同十亥十二月十一日

同年十二月十四日

同十一子二月廿五日

同年十一月

森　新助

千喜良清大夫

柳　八右衛門

斉藤四郎右衛門

石倉団蔵

関根数之進

坂口条左衛門

宮沢丹下

〆木治郎右衛門

長谷川藤五郎

篠崎　屯

佐野友左衛門

成沢源吾

佐藤軍治

野村善大夫

東條与一郎

成沢文治

守山嘉藤太

入　藤九郎

大嶋多吉

吉村左平

関山藤三郎

近藤最角

小林円四郎

上原友左衛門

成沢小右衛門

師田幾五郎

保崎荘助

徳嵩恒吉

宮下治部蔵

小林奥左衛門

師田幾五郎

野村雄蔵

岡部八十喜

中山有之助

山田兵次

宮下善左衛門

右之内綿貫五兵衛神文不相見

　天保五午　　　　　　　　西沢軍治

　同年七月廿五日　　　　　依田甚兵衛

　同十一子三月十三日　　　南沢甚之介
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［史料一2］
（No．773－2）

　　　御条目

一家中侍不依高下兼々申付候諸法度相背井対百姓町人等不作法成もの於有之ハ可申達事

　　附足軽仲問又もの以下に至迄可為同前事

一家老共井諸役人威光をたて奢又者依帖贔負我儘成もの於有之ハ早速可申達事

一一諸役人其役儀致油断就万端依帖贔負理不尽之働於有之者是又有体可申達事

一一町人百姓致困窮候哉其役人或ハ地頭代官非儀成申付をもいたし在々町人迄致迷惑候哉或ハ其身不似合奢致

　候もの有之候哉成程入念見出及聞候趣可申達事

一一家中嫁聚婿入之祝儀又者衣類振舞等之儀申付候倹約に相背不応分限奢たるもの於有之者可申達事

一供番井勤番致解怠もの於有之者可申達事

一不依高下又ものに至迄不作法成もの及聞見出次第可申達事

一普請方惣而勘定方其外不依何事年寄共差図次第立合少も依帖贔負なく可遂吟味事

一男女好色狼井博変仕候ともから於有之者不依上下可申達事

　　附不依何事申達候儀於有之者早速可申達事

　右條々厳重可相守之者也

　　嘉永四辛亥年十月廿七日

［史料一3］
（No．773－1）

　　　御小条目

一此度目付役申付候間国家之為第一二聯以後闇儀不致成程入念致致油断間敷候、万事申付候法度相守就中今

　度申付候九ケ条之条目此小条目厳重相守可申候、此以後不依何事申付候法度猶以違背仕間敷候、家老共之

　儀者不及申近習之用人申渡候共隠密之儀一切他言仕間敷候、当主自身政務筋承候時節者申達候儀別段家老

　共江者申聞間敷候、尤家老共6尋候儀有之節者有体可申述候、若心得違二而家老共江申述候上二而当主江

　申達候儀有之節者餐可申付事

　　但当主幼少之内家老共政務承候節者万事家老共江可申達候

…家中無役席家老共初平士不依高下及足軽仲問又もの以下井百姓町人等迄於何事茂申付候法度之趣内々二而

　茂破候者有之候者縦令親子兄弟親類縁者又者知音之好身たり共少茂依惜贔屓なく正路に急度可申達事

一目付仲ケ問用向可申合候、伸ケ間申達候儀…統申合相談連判一味之儀者善悪一同二可存候、其外仲ケ問之

　儀 一存二存込候儀者一人之判形二而可申達候、右之趣他人者不及申親子兄弟親類縁者たり共一切他言仕問

　敷事

一一威光を立私之奢いたし又は中悪敷者之儀自分之遺恨を以当主井家老共江悪様申立間敷事

一家中之面々井百姓町人又者於江戸出入之諸職人諸町人二被相頼不依何事二取持立仕間敷候、尤親類縁者由

　緒手寄有之候共町人手代組頭足軽百姓方＊ヨリ其方者不及申妻子附人等迄音物一切受用仕間敷事

　右條々厳重可相守もの也

　　嘉永四辛亥年十月廿、二日
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依田家略系図

　
祐

　
女

　
采

　
木

祖
相

　
◎

生死年月日及葬地不知

法名大龍院一桂道智居士

某　右同人室欺未審

慶安3年庚寅9月14日卒
法名白露院月峯窓円禅定尼

　中興祖

◎依田又兵衛
慶安3年庚寅8月15日被召出百石御朱印頂戴

真田家二奉仕ス、或日沼田浪人ナルベシト、

居住信濃国更級郡桑原村

万治3年庚子8月16日卒

法名忠興院祖慶常玖禅定門

室某

寛文2年壬寅5月14日卒

法名光昌院月峯良心禅定尼

2代

◎甚五左衛門

　　初名源八郎
実松代藩士桑名與一左衛門時勝次男

元禄5年壬申1月7日卒

法名大見院道山即中居士

室某

享保20年乙卯9月20日卒
法名通妙院覚了貞円大姉

3代

◎政之進
信濃国埴科郡松代馬場町二移住ト云フ

元文5年庚申1月9日卒

法名永正院月窓常春居士
葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

室某

元文4年己未12月15日卒
法名観操院通峯智円大姉

葬地前同断

4代

◎忠英　縫殿進
実松代藩士安藤弥五兵衛十二男

元禄12年己卯生
安永8年己亥9月7日卒、行年81

法名照玄院心宗友円居士
葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

室某

養父政之進女

享保3年戊戌生
寛政11年己未7月24日卒、行年82
法名永明院寿光良照大姉

　葬地前同断

女子縫殿進室

某　　松代藩士上村某養子トナル

清巷守廉大和尚
　　当国佐久郡深草村長秀院住持
　　明和7年庚寅6月24日卒

某　　寛保元年辛酉9月16日卒

　　法名秋紅童子
　　葬地松代御安町禅宗龍泉寺

某　　寛延改元宝暦4年辛未4月14日卒

　　法名桃善童子
　　葬地前同断

女子　同年4月17日卒

　　法名玉走童女
　　葬地前同断

卒
子

四
童
断

月
全
同

n
霜
前

年
名
地

同
法
葬

某

5代

◎忠興

某　　宝暦8年戊寅5月25日卒

　　法名良雲童子
　　葬地前同断

延享3年丙寅生
文政元戊寅年2月10日昼午後卒、行年73

法名単相院直翁禅旨居士
葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

　清左衛門

室某
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松代藩士野村儀左衛門長女

明和3年丙戌1月6日婚縁願済
安永6年丁酉10月16日卒
法名伝相院節光俊貞大師

葬地前同断

後室

　松代藩士野村儀左衛門二女

　文化3年丙寅5月8日卒
　法名聖山院廟室意然大姉

　葬地前同断

某　　宝暦10年庚辰11月24日卒

　　　法名露雪童子

　　　葬地前同断

玄屋　松代藩医安藤某養子トナル

　6代
◎忠、貞

室

明和6年己丑生子松代

寛政9年丁巳12月16日卒行年29

法名梅昌院春窓道運居士

葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

　　縫殿進

松代藩士星野清之助女忠貞死去之後実家江帰

リ遺腹之女子出生再嫁同藩斉藤孝之助

女子　松代藩士山中勇右衛門江嫁ス

喚蓮社誉上人探阿一堂毘山大和尚

　　　武蔵国豊島郡三田寺町願海寺住持

　　　文政2年己卯9月25日卒葬干同寺

玄民　幼名見長

　　　松代藩医中村某之養子トナル

　7代
◎利貞
　（トシタダ）

木工右衛門

実松代藩士金井甚五右衛門次男　金井氏
後改岩下

安永2年癸巳生
天保12年辛丑4月26日巳ノ中刻卒行年69

法名真良院観応誠心居士

葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

室　こと

　松代藩士樋口民衛四女
　寛政2年庚戌生

　明治4年辛未8月20日酉ノ刻卒行年82
　法名真光院観室智音大姉

女子　あい

　　　文政6年未ll月24日松代藩士星野清之助養女
　　　トナリ同藩士小林仁之助江嫁ス

　8代
◎忠順
　（タダズミ）

　　又兵衛　　甚兵衛　　幼名金治

実松代藩士長谷川利八次男

文化元年甲子3月15日生
慶応2年丙寅10月2日未上刻卒行年63

法名義心院孝観忠順居士

葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

室　ふき

　木工右衛門利貞長女

　文化7年庚午4月朔日生
　明治22年己丑1月21日午後5時過卒行年80
　法名月心院宝室妙鏡大姉
　葬地前同断

女子　ふき

　　　又兵衛忠順室

　9代
◎利継
　（トシツグ）

　　源之丞　　幼名虎作
実松代藩士長谷川唯見次男

文政8年乙酉ll月生
慶応元年乙丑1月9日酉ノ刻卒行年41

法名法真院本源義鑑居士
葬地松代御安町禅宗高安山龍泉寺

　旧藩制家督前死去之嗣子ハ世代ヲ除キ嫡孫
　承祖トシテ其子二家禄ヲ賜リ家督ヲ命ゼラ

　ル・例ナレドモ今家系ヲ調ブルニ当リ改テ
　世代二載ス

室　しげ

　又兵衛忠順長女
　文政10年丁亥1月27日夜亥刻生干松代

　慶応3丁卯年1月29日暁丑ノ下刻卒行年41
　法名法運院本説貞心大姉
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葬地前同前

女子　しげ
　　　源之丞利継室

女子　ふさ
　　　文政12年己丑8月22日暁寅ノ刻生干松代

　　　長野県士族高野秀嬰妻

女子　よし
　　　文化8年辛未11月26日生
　　　松代藩士斉藤友衛江嫁シー男子ヲ生ム後病二

　　　依テ離縁復籍
　　　天保6年乙未12月26日未ノ刻卒行年25

　　　法名本光源瑞大姉

　　　葬地前同断

　11代
◎元　　明治10年2月13日生干松代町字竹山町
（ハジメ）　実長野県士族宮下秀大次男

　　　　明治30年丁酉4月9日入籍

　　　　昭和8年3月12日死亡
　　　　春嶽院良道元光居士　龍泉寺

　10代
◎稠美　　忠之進　　政之進　　幼名祐太郎一
（シゲミ〉嫡孫承祖

　　　　弘化2年乙巳ll月15日巳ノ刻生干松代

　　　　明治34年5月18日死亡

　　　　巌松院忠純稠美居士　龍泉寺

女子　千代

　　　元室
　　　明治12年8月31日午前1時生干松代町

　　　字馬場町llO7番地
　　　昭和16年6月28日死亡　63才

　　　貞▽院永光千代大姉　龍泉寺

室　みつ
　松代藩士村田覚兵衛長女

　嘉永6年癸丑12月20日生干松代殿町
　大正12年2月15日午前6時死亡
　妙真院照室貞光大姉　龍泉寺

女子　花
　　　明治8年乙亥9月30日東京市生干築地町

　　　同9年8月8日午後9時卒享年1

　　　法名玉夢禅童女
　　　葬地東京府下武蔵国荏原郡南品川禅宗海曇寺

忠致　　謙次郎　　　海軍省出仕
（タダムネ）嘉永元年戊申4月16日未刻生干松代

　　　明治9年丙子10月3日午後6時東京市芝区新

　　　桜田町寄留地二於テ卒享年28年7ケ月

　　　法名忠峯院大円活道居士
　　　葬地東京府下武蔵国荏原郡南品川禅宗海曇寺

妻　さく

　東京府下雑司谷村農長島長太郎養女実者旧
　幕府家人某遺腹之女忠致死去後実家江差戻ス

　景呈　　幼名呈三郎
嘉永3年庚戌12月17日生干松代

松代藩士佐野喜見養子トナル

秀
（イサキ

女子　こう

　　　嘉永6年癸丑11月18日生干松代

忠雄　　13代
◎長男　　　和彦　昭和3年2月18日生

　　　　　　幸子（横浜市）

建昭和5年2月11日生
すみか（長野市松代町）

男二

32年3月30日午後9時25分生干松代町字馬

llO7番地
7年10月16日死亡

代
雄
治
町
成

12

忠
明
場
平

　
男

　
長

元
◎

宮川幸市（福井市）

　　豊子　昭和7年3月18日生

妻　てい

　昭和59年4月18日死亡

武夫　昭和9年2月12日生
寿子（小県郡東部町）

女
　
男

長
　
三

須田雅彦（長野市松代町）

　　美代子　昭和11年9月26日生

明治37年1月2日生
大正10年4月10日午後ll時上田市馬場
町4372番地　病院ニテ死亡火葬

玉雲院喜見妙瑞大姉　龍泉寺

もと長女

女二久夫　明治39年8月31日生男二
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　　　　　　明治41年2月23日午後4時死亡
　　　　　　智玉幻光童子　龍泉寺

三男　光夫　明治42年4月22日生

　　　　　　昭和4年7月28日死亡　火葬
　　　　　　精楽院心光明円居士　龍泉寺

二女　年　　明治44年9月7日生

四男　武四　大正3年9月2日生

　　　　　　昭和19年4月30日戦死　遺骨不帰
　　　　　　新帰真大勲院義嶽武功居士

三女　志げ　大正9年3月28日生

　　　　　　　　　　　　（出典「依田氏家系」（No．765） 、及び須田雅彦・美代子御夫妻の御教示により作成）
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依田家／知行所／宛行

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

依田家／知行所／宛行

知行宛行状 真田信之 依田又兵衛 複写 慶安3年8月15日 1通 761

（旧冬御知行御廃止之処、当年新穀御蔵入迄之間御飯
　米差出二付申上）　小森村名主五左衛門他10名　依田
　政之進様

明治3年9月 竪紙・1通 789

　　知行所免相目録

木工右衛門

（知行所免相目録）　渡辺友右衛門・綿貫五郎兵衛・菅沼
　九左衛門　依田木工右衛門殿　779－1～32紙瑳一括

文化6年12月 横切継紙・1通 779－30

（知行所免相目録）　金井甚五左衛門・高山平十郎・渡辺
　友右衛門　依田木工右衛門殿

文化8年12月 横切継紙・1通 779－31

（知行所免相目録）　綿貫五郎兵衛・菅沼九左衛門・鹿野
　外守　依田木工右衛門殿

文化11年12月 横切継紙・1通 779－32

（知行所免相目録）　菅沼九左衛門・鹿野外守・菅沼弥右
　衛門　依田木工右衛門殿　不足俵米請取指図短冊共

文政元年12月 横切継紙・1通 779－24

（知行所免相目録）　金井左源太・鹿野外守・菅沼弥右衛
　門　依田木工右衛門殿

文政2年12月 横切継紙・1通 779－26

（知行所免相目録）　金井左源太・鹿野外守・岡嶋荘蔵・

望月権之進依田木工右衛門殿
文政5年12月 横切継紙・1通 779－23

（知行所免相目録）　金井左源太・岡嶋荘蔵　依田木工右
　衛門殿

文政8年12月 横切継紙・1通 779－27

甚兵衛

（知行所免相目録）　金井左源太・岡嶋荘蔵・興津権右衛
　門　依田甚兵衛殿　779－1～32紙蹉一括

文政10年12月 横切継紙・1通 779－29

（知行所免相目録）　岡嶋荘蔵・興津権右衛門・竹村権左
衛門依田甚兵衛殿

文政11年12月 横切継紙・1通 779－22

（知行所免相目録）　岡嶋荘蔵・興津権右衛門・竹村権左
　衛門・金児丈助　依田甚兵衛殿

文政12年12月 横切継紙・1通 779－28

（知行所免相目録）　岡嶋荘蔵・興津権右衛門・竹村権左
　衛門・金児丈助　依田甚兵衛殿

天保元年12月 横切継紙・1通 779－25

（知行所免相目録）　岡嶋荘蔵・興津権右衛門・金児丈助
　依田甚兵衛殿

天保2年12月 横切継紙・1通 779－19

（知行所免相目録）　興津権右衛門・岡嶋荘蔵・金児丈助
　依田甚兵衛殿

天保3年12月 横切継紙・1通 779－20

（知行所免相目録）　興津権右衛門・岡嶋荘蔵・金児丈助
　依田甚兵衛殿

天保4年12月 横切継紙・1通 779－21

（知行所免相目録）　岡嶋荘蔵・竹村金吾・菅沼九兵衛・
　長谷川深美　依田甚兵衛殿

嘉永5年12月 横切継紙・1通 779－18
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依田家／知行所／知行所免相目録

（知行所免相目録）　竹村金吾・菅沼九兵衛・山寺源大 嘉永6年12月 横切継紙・1通 779－17

夫・宮下兵馬・高田幾太・磯田音門　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　竹村金吾・菅沼九兵衛・山寺源大 安政2年12月 横切継紙・1通 779－14

夫・宮下兵馬・高田幾太　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　竹村金吾・山寺源大夫・磯田音門・ 安政3年12月 横切継紙・1通 779－12

宮下兵馬・高田幾太　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　竹村金吾・山寺源大夫・磯田音門・ 安政4年12月 横切継紙・1通 779－13

宮下兵馬・高田幾太　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　竹村金吾・山寺源大夫・磯田音門・ 安政5年12月 横切継紙・1通 779－16

宮下兵馬・高田幾太　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　竹村金吾・山寺源大夫・磯田音門・ 安政6年12月 横切継紙・1通 779－15

宮下兵馬　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　星野弥右衛門・寺内多宮・岡嶋荘
　蔵・金児丈助　依田甚兵衛殿　不足俵米請取指図短冊共

未12月 横切継紙・1通 779－1

（知行所免相目録）　星野弥右衛門・興津権右衛門・岡嶋 午12月 横切継紙・1通 779－2

荘蔵・金児丈助　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　寺内多宮・岡嶋荘蔵・金児丈助・菅 酉12月 横切継紙・1通 779－3

沼弥惣右衛門　依田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　岡嶋荘蔵・金児丈助・竹村金吾依 丑12月 横切継紙・1通 779－4

田甚兵衛殿

（知行所免相目録）　寺内多宮・岡嶋荘蔵・金児丈助・菅 申12月 横切継紙・1通 779－6

沼弥惣右衛門　依田甚兵衛殿

又兵衛

（知行所免相目録）　山本源大夫・磯田音門・宮下兵馬・
　長谷川三郎兵衛・斉藤友衛　依田又兵衛殿　7794～32紙

万延元年12月 横切継紙・1通 779－11

繕一括

（知行所免相目録）　山本源大夫・磯田音門・長谷川三郎
　兵衛・斉藤友衛・草間元司　依田又兵衛殿　不足俵米請

文久元年12月 横切継紙・1通 779－10

取指図短冊共

（知行所免相目録）　磯田音門・成沢勘左衛門・長谷川三
　郎兵衛・斉藤友衛・草間一路　依田又兵衛殿　5－1・2紙繕

亥12月 横切継紙・1通 779－5－1

一括

（知行所免相目録）　磯田音門・成沢勘左衛門・長谷川三 子12月 横切継紙・1通 779－5－2

郎兵衛・斉藤友衛・草間一路　依田又兵衛殿

（知行所免相目録）　磯田音門・成沢勘左衛門・長谷川三
　郎兵衛・斉藤友衛・草間一路・祢津繁人　依田又兵衛殿

丑12月 横切継紙・1通 779－7

政之進

（知行所免相目録）　磯田音門・成沢勘左衛門・長谷川三
　郎兵衛・斉藤友衛・草間一路・佐藤為之進　依田政之進

慶応2年12月 横切継紙・1通 779－9

殿　不足俵米請取指図短冊共　779－1～32紙繕一括

（知行所免相目録）　磯田音門・成沢勘左衛門・長谷川三
　郎兵衛・草間一路・佐藤為之進・岡野弥右衛門　依田政

卯12月 横切継紙・1通 779－8

之進殿　不足俵米請取指図短冊共
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依田家／知行所／年貢・小役

年貢・小役

小物成井小役覚帳（大熊村・小森村・小鍋村） 享保16年2月21日 横美半・1冊 2
控帳　利貞　表裏表紙は文化3年近江屋作右衛門呉服御通帳
　反故紙

文化（5）戊辰年12月 横半半折・1冊 768

御知行所収納物覚手抽（大熊村・小森村・小鍋村千木
　組）　依田利継

嘉永5年正月 横長半・1冊 1

勘定目録

安政2卯年勘定帳（小森村、大熊村、小鍋村）

（年貢小役勘定帳）（大熊村・小森村・小鍋村）

安政2年

1安政4年

横長半仮綴・1綴

横長半・1冊

50

793－12

勘定目録（小森村）

（年貢小役勘定目録）　小森村御蔵本源吉　依田甚兵衛様
　御内

天保5年12月 横長半・1冊 793－11

（当寅御年貢御小役御勘定）御上帳　小森村御蔵元重三
郎依田甚兵衛様御内

天保13年12月 横長半・1冊 47

当巳御年貢御小役書上帳　小森村御蔵元常平　依田甚兵
　衛様御納所

弘化2年12月 横長半・1冊 45

当戌御年貢御小役御物成諸勘定御書上帳　小森村御蔵
　本恒左　依田甚兵衛様御内御役人衆中様

嘉永3年12月 横長半／24～26合
綴・1冊

25

当亥御年貢井御小役共御書上帳　小森村御蔵本垣左　依
　田甚兵衛様御内御役人衆中様

嘉永4年12月 横長半／30～32合
綴・1冊

30

依田甚兵衛様当御年貢御小役書上　小森村御蔵本恒作
　依田甚兵衛様御内

安政4年12月 横長半／22～23合
綴・1冊

22

勘定目録（小鍋村千木組）

酉之御年貢御小役勘定御目録帳　小鍋村千木組御蔵本孫
　右衛門　依田甚兵衛様御内

嘉永2年12月 横長半／27～29合
綴・1冊

27

戌御年貢御小役御書上帳　小鍋村千木組御蔵本孫右衛門
　依田甚兵衛様御内

嘉永3年12月 横長半／24～26合
綴・1冊

24

亥御年貢御小役共御書上帳　小鍋村千木組御蔵本孫右衛
　門　依田甚兵衛様御内

嘉永4年12月 横長半／30～32合
綴・1冊

31

子之御年貢御小役御書上帳　小鍋村千木組御蔵本孫右衛
　門依田甚兵衛様御内

嘉永5年12月 横長半／33～35合
綴・1冊

34

当丑御年貢御小役御書上帳　小鍋村千木組御蔵本孫右衛
　門　依田甚兵衛様御内

嘉永6年12月 横長半／36～38合
綴・1冊

37

卯御目録御書上帳　小鍋村千木組御蔵本孫右衛門　依田
　甚兵衛様御内

安政2年12月 横長半／39～41合
綴・1冊

39

辰御年貢諸役勘定御目録御書上帳　小鍋村千木組御蔵本
　孫右衛門　依田甚兵衛様御内

安政3年12月 横長半／19～21合
綴・1冊

20

（安政4巳年勘定）　小鍋村千木組御蔵本林左衛門 安政4年12月17日 横切継紙／22～23 23－2
合綴・1通

午御年貢御小役御目録帳　小鍋村千木組御蔵本林左衛門 安政5年12月 横長半／42・43合 42
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依田源之丞様御内 綴・1冊

御年貢目録御書上帳　小鍋村千木組御蔵本林左衛門　依
　田源之丞様御内御役人様

万延元年12月 横長半／13～15合
綴・1冊

14

亥御年貢御小役目録御書上帳　小鍋村千木組御蔵本林左
　衛門　依田源之丞様御内御役人衆中様

文久3年12月 横長半／10～12合
綴・1冊

11

当子御年貢御小役勘定目録御書上帳　小鍋村千木組御
　蔵本林左衛門　依田源之丞様内御役人様

元治元年12月19日 横長半／7～9合
綴・1冊

8

丑御年貢御小役御目録御書上帳　小鍋村千木組御蔵本林
　左衛門　依田又兵衛様御内御役人様　丁間に慶応2寅5月

慶応元年12月 横長半・折紙・1
冊・1通

44

帰宅之節土産物覚

依田家／知行所／年貢・小役

当酉御年貢御小役御物成皆済御書上帳　小森村御蔵本
　恒左　依田甚兵衛様御内御役人衆中様

嘉永2年12月 横長半／27～29合
綴・1冊

28

当子御皆済御目録　小森村御蔵元作右衛門　依田甚兵衛
　様御内御役人衆中様

嘉永5年12月 横長半／33～35合
綴・1冊

35

当丑御皆済御目録　小森村御蔵元作右衛門　依田甚兵衛
　様御内御役人中

嘉永6年12月 横長半／36～38合
綴・1冊

36

当寅御皆済御目録御勘定帳　小森村御蔵本彦市依田甚 安政元年12月 横長半・1冊 46

兵衛様御内御役人衆中様

当卯御年貢井御小役皆済目録御書上帳　小森村御蔵本
　駒之助　依田甚兵衛様御内

安政2年12月 横長半／39～41合
綴・1冊

40

当辰御年貢井御小役皆済目録御書上帳　小森村御蔵本
　由松依田甚兵衛様御内

安政3年12月 横長半／19～21合
綴・1冊

19

当未御皆済御目録　小森村御蔵元友右衛門　依田源之丞
　様御内御役人衆中

安政6年12月 横長半／16～18合
綴・1冊

16

当申御皆済御目録　小森村御蔵本清兵衛依田源之丞様
　御内御役人衆中

万延元年12月 横長半／13～15合
綴・1冊

13

当戌御皆済御目録　小森村御蔵元新之丞　依田源之丞様
　御内御役人中

文久2年12月 横長半／4～6合
綴・1冊

4

当亥御年貢皆済御目録御書上帳　小森村御蔵元彦三郎・
　惣百姓中　依田又兵衛様御内御役人中様

文久3年12月 横長半／10～12合
綴・1冊

10

御皆済御目録御書上帳　小森村御蔵元駒之助　依田又兵
　衛様御内御役人中様

元治元年12月 横長半／7～9合
綴・1冊

7

皆済目録（小森村）

未御年貢御小役皆済目録御書上帳　小鍋村千木組御蔵
　本林左衛門

安政6年12月 横長半／16～18合
綴・1冊

17

御年貢御小役勘定皆済御書上帳　小鍋村千木組御蔵本林
　左衛門　依田源之丞様御内御役人　一部欠損

文久元年12月19日 横長半・1冊 48

当戌御年貢御小役皆済目録御書上帳　小鍋村千木組御
　蔵本林左衛門　依田源之丞様御内御役人中様

文久2年12月 横長半／4～6合
綴・1冊

5

皆済目録（小鍋村千木組）

胃糖日録k人黒刺ノ
（酉御年貢御小役皆済勘定帳）　大熊村御蔵元平兵衛・
　惣百姓　依田甚兵衛様御内御役人衆中

嘉永2年12月 横長美／27～29合
綴・1冊

29

皆済目録（大熊村）
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御年貢皆済勘定御目録帳　大熊村御蔵元新六・惣百姓
　依田甚兵衛様御内御役人衆中

嘉永3年12月 横長美／24～26合
綴・1冊

26

御年貢御小役皆済勘定御目録　大熊村御蔵元松五郎・惣
　百姓　依田甚兵衛様御内御役人衆中

嘉永4年12月 横長美／30～32合
綴・1冊

32

御年貢御小役皆済御目録　大熊村御蔵元喜右衛門・惣御
　百姓　依田源之丞様御内御役人衆中

嘉永5年12月 横長美／33～35合
綴・1冊

33

御年貢御小役皆済勘定御目録　大熊村　後欠 嘉永6年12月 横長美／36～38合 38
綴・1冊

御年貢御小役皆済御目録　大熊村御蔵元丈右衛門・惣百
　姓　依田源之丞様御内御役人衆中

嘉永7年12月 横長美・1冊 49

御年貢皆済御目録　大熊村御蔵本伝左衛門・惣百姓　依
　田源之丞様御内御役人衆中

安政2年12月 横長美／39～41合
綴・1冊

41

（辰御年貢御小役皆済御目録）　大熊村御蔵本勇之丞・
　惣百姓　依田源之丞様御内御役人衆中様

安政3年12月 横長半／19～21合
綴・1冊

21

御年貢皆済御目録　大熊村御蔵元虎之丞・惣百姓　依田
　源之丞様御役人衆中

安政4年12月 横長美／22～23合
綴・1冊

23－1

御年貢皆済御目録帳　大熊村御蔵元友七・惣百姓　依田
　源之丞様御役人衆中様

安政5年12月 横長美／42・43合
綴・1冊

43

御年貢御小役皆済御目録　大熊村　後欠 安政6年12月 横長半／16～18合 18
綴・1冊

御年貢御小役皆済勘定御目録　大熊村御蔵元利兵衛・惣
　御百姓　依田源之丞様御内御役人衆中

万延元年12月 横長半／13～15合
綴・1冊

15

御年貢皆済御目録　大熊村御蔵元浅治郎・惣百姓　依田
　源之丞様御内御役人衆中

文久2年12月 横長半／4～6合
綴・1冊

6

御年貢皆済御目録帳　大熊村御蔵元太平　依田又兵衛様 文久3年12月 横長半／10～12合 12
綴・1冊

御年貢御小役皆済御目録　大熊村御蔵本元治・惣代太平
　依田源之丞様御内御役人衆中様

元治元年12月 横長半／7～9合
綴・1冊

9

依田家／役職／任免

役職／任免

縫之進

（小幡助市組番入）　依田縫之進 享保5年10月朔日 横切継紙・1通 780－2

（任御目付役）　依田縫之進 享保16年9月23日 横切紙・1枚 780－1

（任払方御金奉行）　依田縫殿進 宝暦2年8月15日 横切紙・1枚 780－7

（任御金奉行）　依田縫之進 3月28日 横切紙・1枚 780－3

（御役御免）　依田縫殿進
10月29日 横切紙・1枚 780－8

清左衛門

（鈴木治部右衛門組番入）　依田清左衛門 宝暦13年12月朔日 横切紙・1枚 780－4

縫殿進

（玉川左門組御番入）　依田縫之進 寛政9年8月25日 横切紙・1枚 780－6
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依田家／役職／任免

（祢津丈之助組御番入）　依田木工右衛門 寛政10年4月19日 横切紙・1枚 780－11

（任御納戸役）　依田木工右衛門 文政3年6月18日 横切紙・1枚 780－10

（御役御免）　依田木工右衛門 文政9年9月4日 横切継紙・1通 780－14

木工右衛門

（藤田典膳組番入）　依田甚兵衛 文政9年11月晦日 横切継紙・1通 780－110

（任御役場方御番頭支配）　依田甚兵衛 文政10年正月15日 横切紙・1枚 780－108

（任御役場方御番士）　依田甚兵衛 文政10年正月15日 横切紙・1枚 780－109

（免御番勤）　依田甚兵衛 天保3年正月28日 横切継紙・1通 780－117

（祢津神平組番入）　依田甚兵衛 天保4年正月15日 横切紙・1枚 780－115

（任御代官）　依田甚兵衛 天保5年7月25日 横切紙・1枚 780－68

（免御役（御代官）、原準之助組番入）　依田甚兵衛 天保15年5月25日 横切継紙・1通 780－112

（任元方御金奉行）　依田甚兵衛 （弘化3年）12月5日 横切紙・1枚 780－64

（役替任目付役）　依田甚兵衛 弘化4年7月18日 横切紙・1枚 780－62

（免御役（御目付）、任御役場方御番士）　依田甚兵衛 嘉永元年8月8日 横切継紙・1通 780－116

（任役場方物頭使役兼帯）　依田甚兵衛 （嘉永5年）5月2日 横切紙・1枚 780－111

（停源之丞出浦民部組番入）　依田甚兵衛 （嘉永6年）5月28日 横切継紙・1通 780－98

（任取次役使役兼帯）　依田甚兵衛 （安政2年）正月5日． 横切紙・1枚 780－101

（任海防御人数臨時出役御旗奉行）　依田甚兵衛 4月15日 横切継紙・1通 780－102

（任海防御人数臨時出役）　依田甚兵衛 8月20日 横切継紙・1通 780－104

口達（中山有之助支配村方可有支配）　依田甚兵衛 横切紙・1枚 780－106

甚兵衛

（任太田御陣屋敷御普請奉行・御徒士頭・御武具奉行 横切紙・1枚 780－79

心得）　依田又兵衛

（任警衛方物頭兼帯）　依田又兵衛 （文久元年）ll月15日 横切継紙・1通 780－77

（任岡本精一郎代太田陣屋詰、来月15日出立19日着可
有）　依田又兵衛

元治元年5月14日 横切継紙・1通 780－76

（任太田御陣屋詰）　依田又兵衛 ll月15日 横切紙・1枚 780－75

又兵衛

以♂乙運

（玄米三人扶持、祢津三十郎組番入）
　政之進　　「文久2壬戌年」は異筆

依田又兵衛・同文久2年正月晦日 横切継紙・1通 780－47

政之進

侭！乙坐

（出浦民部組御番入）　依田源之丞

（任先備臨時出役）　依田源之丞

嘉永6年5月28日

嘉永7年10月3日

横切継紙・1通

横切紙・1枚

780－20

780－21

源之丞
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依田家／役職／誓詞

（任学校懸）　依田源之丞 元治元年6月12日 横切継紙・1通 780－24

（御人救出上京）　依田源之丞 元治元年7月24日 横切継紙・1通 780－23

（任学校砲術教授方助）　依田源之丞
横切継紙・1通 780－22

政之進

（任太田陣屋詰）　依田政之進 文久2年正月晦日 横切継紙・1通 780－45

（任横浜増徳院裏山手御固出役）　依田政之進 文久3年4月18日 横切継紙・1通 780－46

（任御警衛方御番士）　依田政之進 元治元年4月H日 横切紙・1枚 780－41

（免御警衛方御番士、恩田織部組番入）　依田政之進 慶応元年5月21日 横切継紙・1通 780－40

（任御近習役）　依田政之進 慶応元年ll月18日 横切紙・1枚 780－59

（太田陣屋出張中、御警衛方御番士与可心得）　依田
　政之進　灰色宿紙

横切紙・1枚 780－48

忠之進

（免文聰院様御近習役）　依田忠之進 明治2年12月13日 横切継紙・1通 780－57

（命御兵制士官学校兵学修行）　依田忠之進 明治3年2月18日 横切継紙・1通 780－56

（任戸籍取調掛助）　依田忠之進 明治4年10月9日 横切継紙・1通 780－54

（庁出頭命令）　理事依田忠之進殿 11月12日 横切継紙・1通 781－9

（任第4区仮副戸長）　依田忠之進
横切紙・1通 780－53

誓　詞

（召評定所、誓詞可被相勤）　望月頼母　依田木工右衛
　門殿

12月28日 横切紙・1枚 780－12

（召評定所、御役誓詞血判可有）　恩田靭負　依田甚兵
　衛殿

天保5年8月朔日 横切紙・1枚 780－71

（召評定所、御目付加役誓詞血判可有）　鎌原石見　依
　田甚兵衛殿

8月26日 横切継紙・1通 780－72

（召自分長屋、御目付助誓詞血判可有）　望月主水依
　田甚兵衛殿

9月25日 横切継紙・1通 780－73

（召評定所、御役誓詞血判可有）　鎌原石見　依田甚兵
　衛殿

7月19日 横切継紙・1通 780－74

（召評定所、目付加役誓詞血判可有）　河原舎人　依田
　源之丞殿

（嘉永7年）8月26日 横切紙・1枚 780－18

（召評定所、御目付誓詞血判可有）　望月主水　依田源
　之丞殿

安政5年3月22日 横切紙・1枚 780－19

（召自分長屋、誓詞血判可有）　玉川左門　依田政之進
　殿

慶応元年12月14日 横切継紙・1通 780－60
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依田家／役職／役附・役料

役附・役料

（玄米壱人扶持被下）　依田甚兵衛 天保9年7月29日 横切継紙・1通 780－105

（御役附足軽五人御預）　依田甚兵衛 弘化4年7月18日 横切紙・1枚 780－63

（御役附足軽5人被成下）　依田源之丞 安政5年3月22日 横切継紙・1通 780－16

（御役料玄米3人扶持被下置）　依田源之丞 安政5年3月22日 横切紙・1枚 780－17

（御役料玄米弐人扶持下付）　依田政之進 慶応元年ll月18日 横切紙・1枚 780－39

（御役料玄米弐人扶持返上）　依田政之進 慶応2年11月24日 横切紙・1枚 780－49

登城召

（家督御礼登城召、献上物書上）　望月治部左衛門　［欠 享保4年4月13日 横切継紙・1通 781－10

損］殿

（名代一人登城召）　祢津甚平依田縫殿進殿　異筆奥書
　「寛保2壬戌10月28日二願書差上候」

寛保2年10月28日 横切紙・1枚 781－7

（俸所次郎御目見被仰付、登城召、献上物書上）　望
　月治部左衛門　依田縫殿進殿

3月14日 横切継紙・1通 781－5

（帰着御目見登城召、土産一種可被差上）　望月治部左 2月21日 横切継紙・1通 781－21

衛門依田縫之進殿

（初御目見召登城）　矢沢将監依田木工右衛門殿 寛政ll年5月14日 横切継紙・1通 780－15

（俸甚兵衛初御目見召登城）　恩田靭負　依田木工右衛 文政7年8月14日 横切継紙・1通 780－13

門殿

（病気二付名代壱人登城召）　鎌原伯書　依田木工右衛門 9月3日 横切継紙・1通 781－44

殿

（名代一人停甚兵衛同道登城召）　小山田采女　依田木 11月10日 横切継紙・1通 781－11

工右衛門殿

（登城召）　真田図書依田木工右衛門殿 ll月24日 横切継紙・1通 781－48

（登城召）　真田図書依田木工右衛門殿 12月14日 横切紙・1枚 781－43

（登城召）　望月頼母依田木工右衛門殿 12月24日 横切継紙・1通 781－40

（登城召）　恩田靱負　依田甚兵衛殿 文政10年正月14日 横切継紙・1通 781－46

（登城召）　恩田靱負　依田甚兵衛殿 天保2年5月1日 横切継紙・1通 781－35

（登城召）　恩田頼母依田甚兵衛殿 天保4年正月14日 横切紙・1枚 781－33

（登城召）　矢沢監物　依田甚兵衛殿 天保5年7月24日 横切継紙・1通 781－39

（登城召）　真田図書依田甚兵衛殿 （天保15年）5月24日 横切継紙・1通 781－34

（俸源之丞初御目見同道登城召、献上物書上）　恩田 弘化3年9月15日 横切継紙・1通 781－47

頼母依田甚兵衛殿

（病気二付名代一人登城召）　恩田頼母依田甚兵衛殿 （嘉永元年）8月7日 横切継紙・1通 781－23

（登城召）　鎌原石見　依田甚兵衛殿 7月17日 横切紙・1枚 781－15

（御役成御礼登城召、御肴代可有献上）　恩田靱負　依 8月14日 横切継紙・1通 781－49
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依田家／役職／御用召

田甚兵衛殿

（登城召）　鎌原石見依田甚兵衛殿 11月13日 横切継紙・1通 781－12

（家督御礼井父木工右衛門隠居御礼登城召、献上物書
　上）　小山田采女依田甚兵衛殿

11月14日 横切継紙・1通 781－36

（登城召）　小山田采女依田甚兵衛殿 ll月29日 横切紙・1枚 781－45

（病気二付名代一人・嫡孫政之進同道登城召）　鎌原伊 7月17日 横切継紙・1通 781－32
野右衛門　依田又兵衛殿

（登城召）　望月主水依田源之丞殿 安政5年3月21日 横切継紙・1通 781－19

（依田又兵衛嫡孫宛行頂戴御礼名代登城召、献上物書
上）　望月帰一郎依田源之丞殿

文久2年3月14日 横切継紙・1通 781－20

（御評議之義有之二付）　平治　源之丞様灰色宿紙 2月9日 横切継紙・1通 868－16

（登城召）　鎌原伊野右衛門　依田政之進殿 元治元年4月10日 横切紙・1枚 781－17

（親類壱人同道登城召）　赤沢助之進依田政之進殿 慶応2年H月23日 横切継紙・1通 781－2

（家督之御礼登城召、献上物書上）　赤沢助之進　依田 慶応2年11月24日 横切継紙・1通 781－3
政之進殿

（縫殿進御目見召登城）　恩田木工　依田政之進殿 3月27日 横切紙・1枚 780－36

（登城召）　望月帰一郎　依田政之進殿 5月20日 横切紙・1枚 781－4

（登城召）　赤沢蘭渓依田忠之進殿 12月12日 横切継紙・1通 781－1

（初御目見甚兵衛名代同道登城召、献上物書上）　小 安政6年4月14日 横切継紙・1通 781－16
山田壱岐　依田祐太郎殿

（依田甚兵衛御役成御礼名代登城召、御肴代可有献上）
　鎌原石見　菱沼源之進殿

2月27日 横切継紙・1通 781－28

御用召

（縫殿進親類一人同道自宅召）　望月監物　金井木工右 2月20日 横切継紙・1通 781－14
衛門殿

（自宅召）　望月監物　依田木工右衛門殿 4月18日 横切紙・1枚 781－13

（自宅召）　矢沢将監　依田木工右衛門殿 6月17日 横切継紙・1通 781－42

（自宅召）　真田志摩　依田木工右衛門殿 6月20日 横切継紙・1通 781－41

（病気二付名代壱人自宅召）　望月主水　依田甚兵衛殿 天保3年正月28日 横切継紙・1通 781－38

（御殿召）　望月主水依田甚兵衛殿 （嘉永5年）5月1日 横切継紙・1通 781－25

（御殿召）　望月主水依田甚兵衛殿 （安政2年）正月！0日 横切継紙・1通 781－26

（御殿召）　望月主水依田甚兵衛殿 5月27日 横切継紙・1通 781－29

（自分御長屋召）　玉川左門依田甚兵衛殿 12月8日 横切継紙・1通 781－31

（嫡孫政之進召連御殿召）　玉川左門　依田又兵衛殿 正月29日 横切継紙・1通 781－24

（御殿召）　小山田采女　依田又兵衛殿 11月14日 横切継紙・1通 781－30

（兼帯御役御礼御殿召、御肴代可有献上）　玉川左門
　依田又兵衛殿

12月8日 横切継紙・1通 781－27
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依田家／役職／御供召

（仮御用部屋召）　真田志摩　依田源之丞殿 嘉永6年5月27日 横切継紙・1通 781－18

（南部坂御殿召）　玉川左門　依田政之進殿 慶応元年ll月17日 横切紙・1枚 781－22

（依田縫殿進家督御礼二付屋敷召、献上物書上、依田清
左衛門隠居献上物書上）　望月監物　上村何右衛門殿

閏7月14日 横切継紙・1通 781－6

御供召

（任御前様御供御道中御宿割）　依田又兵衛 元治元年12月4日 横切継紙・1通 780－81

（免御宿割）　依田又兵衛 （元治元年）12月10日 横切継紙・1通 780－82

（御参府御供）　依田政之進 慶応元年6月10日 横切継紙・1通 780－61

御代官

諸控（松代6江戸迄里程、江戸屋敷書上、地方役人書 横切半・1冊 739
上等）

誓詞神文前書写　享保13年～天保ll年までの誓詞一覧あり 享保13年 半・1冊 770

手控（新屋鋪事、新判之事、残物上納事、除帳者之事、
　馬市中絶之所致度願之事、市場馬市之振合、欠落之
　事、欠落附立之事）

天保2～6年 横切半・1冊 74

山里組合村々（村名控）　依田忠順控 天保7年11月6日写 横切小型（6，3× 738
16）・1冊

御巡見御用掛覚書　入村愛控　宮下主6仮受写 天明8年（天保9年2月 横美半折・1冊 207
17日写）

御巡見一件控忠順 天保9年3月 半・1冊 208

村方規定御書上帳　鬼無里村名主嘉三郎他15名　御代官 天保9年閏4月 横長美・1冊 635

所

手控（村方諸願書留）　依田忠順 天保14年4月 半・1冊 213

御目付

（目付仲間条目）　断裁 折紙・1通 618－11

御條目写　延宝2年11月の條目 享保7年ll月12日書之 竪紙・1枚 769

御条目 嘉永4年10月27日 横切継紙・1通 773－2

御目付条目

1卯口　I　J　J　7ドロ

御小条目 嘉永4年10月22日 横切継紙・1通 773－1

御目付小条目

コ駅｝　　ノ」

（御役勤方心得留書）　前欠 文政10年3月 横半半折仮綴・1
冊

184

勤　方
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依田家／役職／御目付

差向心得之記　全　依田源之丞利継　御役被仰付候節之
　部・初当番之部・当番日心得之部、御届之部、差抱之部、
　御答之部、武芸御覧被仰出之部、御目付役仰付之次第、
　右二付為知ケ所、江戸同役江為知之事、御前様江御請状、
　御役成之御礼被仰付候節　汀戸同得汗吹腋案ウ　御詐府

安政5年3月 横半半折・1冊 111

横半半折仮綴・！口83

冊　　　　　i

向
部
御
右
御
之
之
江
御
御
諸
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

835－21

835－24

横切継紙・1通

横切継紙・1通

（正月元旦勤方日記）　灰色宿紙

（18・19日祭礼両日勤方日記）　灰色宿紙

勤仕録

勤仕録　中（宝暦10年～文政5年） 横半半折・1冊 93

勤仕録　下（享保15年～文政4年）鑑察寮置附 横切半・1冊 94

年中行事勤仕録　全　依田利継拍 安永9年～文政8年（嘉 横半半折・1冊 97
永6年6月写）

御道中勤仕録　依田忠継写 慶応元年 横美半折・1冊 98

江府勤番振合　依田忠継写 慶応元年秋写 横美半折・1冊 99

御広間当番心得　勤仕録　全　依田利継拍 嘉永6年6月写 横半半折・1冊 100

勤仕録心得書　全　依田利継招　右振合者弘化四丁未年
　二月改革之由、嘉永六癸丑年五月廿八日御番入被仰付、
　即日樋口筆頭6借用写置

嘉永6年5月28日写 横半半折・1冊 101

横切半（青表紙四105
ツ目綴）・1冊

224

801－0

美・1冊

1袋

1冊1801一「（12×8）

1冊1801－2（12×8）

1冊』801－3（12×8）

1綴「801－4－1（12×8）

竪
　
竪
　
竪
　
竪

1綴1801－4－2（12x8）

1冊1801－5－2（12×8）

1綴1801－6（12×8）

1801－7（12．2×8）

竪
　
竪
　
竪
　
竪
綴

（勤仕録）　御広間帳之事、御広間油、御目付役焚炭之事、元文2年～寛政7年
御広間面番井御給仕事・大検見之事・願事等覚・道中御，

　荷物貰目之事、不参帳之事、御目付申渡事井立会、万心，
　得之事　丁間挿入文書2点（①朱青墨いんにく持やう　墨
　うつり秘伝、②薬調合覚）あり、天部破損

江府御響御養子御願被蒙仰候御当日御式之次第

袋（勤仕録）　（袋書r戌正月御門帳四帳御陣屋鋪御
　目付」

　年中行事　全

　御留守年　年中行事

　御留守中　年頭節句御祝儀之次第

小穫灘付之次第・格式江仰付之御式・御加増被…

　（修行人）

　古　年中行事

　御帰城之御式全　　　　　　　陵政5年改

　小書院諸御礼之次第
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依田家／役職／御目付

御法事節御参詣之式、御法会読経御聴聞之式 竪（12．2×8）・1 801－8

綴

（御旧臣御目見） 竪折（12×8）・1 801－9

枚

御在城年雨宮山王神事取計次第 竪（12．2×8）・1 801－10

綴

武芸御覧之御式 竪（12、3x83）・ 801－11

1綴

盆中御棚御拝礼之式 竪（12，2×8）・1 801－12

綴

拝礼席之図 竪（12．2×8）・1 801－13

綴

正月15日・正月21日 竪（12×8）・1綴 801－14

2月朔日 竪（12×8）・1綴 801－15

御礼之節謁之次第、同断献上物之次第　御礼之節謁 竪（12×8）・1綴 801－16

之次第、同断献上物之次第

玄猪御餅頂戴之次第 安政5年10月改置 竪（12。2×8）・1 801－17

綴

（亥年御収納積、他中野中之条両御陣屋江非常之節
御固御人数行列など）　紙繕一括

竪（12．2×8）・

59枚

801－18

袋（勤仕録）　間取図面反故紙 1袋 802－0

（御出入御扶持・御役附御扶持、御普請奉行支配・

議糠簾艶禦舗薇鵜麟甲傾支
竪（12x8）・1綴 802－1

（御在城正月朔日・2日式次第） 竪（12×8）・1綴 802－2

（正月3日御流頂戴之次第） 竪（12×8）・1綴 802－3

（御在城正月4日式次第） 竪（12×8）・1綴 802－4

（正月9日式次第） 竪（12×8）・1綴 802－5

（正月11日大書院・小書院御具足餅頂戴式次第） 竪（12×8）・1綴 802－6

（正月12日式次第） 竪（12×8）・1綴 802－7

恐悦御機嫌伺之次第 竪（12×8）・1綴 802－8

御在城節句八朔御礼之次第、同断大書院一同之図 竪（12×8）・1綴 802－9

御奉納騎射之記、同見物之記 9月17日 竪（12×8）・1綴 802－10

弓銃御褒美永久之御極 竪（12×8）・1冊 802－11

御供触之記 安政3年～安政6年 竪（12×8）・1冊 802－12

御前様貞松院様御供触之記　利継拍 文久3年3月 竪（12×8）・1綴 802－13

御前様此表江被為入侯節御行列、御休泊之義伺、御
　前様御着輿之御式

竪（12×8）・1綴 802－14

（大書院・小書院・御居問諸式図）　紙繕一括 竪（12×8）・51
枚

802－15

天王祭礼之御式』依田利継拍 紙筒・1枚 802－16
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