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祭礼松葉御桟敷之図　依田とし継　安政5年8月写 天保3年11月11日 竪紙・1枚 802－16－1

松葉御桟敷下之図、御桟敷二階図 竪紙・2枚 802－16－2

天王祭礼御式（次第） 竪（12×8）・1綴 802－16－3

袋（勤仕録）　上書r依田源之丞拍」 1袋 803－0

御流御給仕勤方関係書類 803－1

御流御給仕心得　依田源之丞拍　丁間に嘉永7年11月26天保10年正月3日 横半半折、竪紙・ 803－1－1
日利継写御流頂戴図1枚、3月3日御流被下置二付御給仕 1冊、2枚
勤下案1枚あり

御流御給仕勤方拍　依田利貞 横半半折・1冊 803－1－2

江戸御在所御流御請仕勤方書留　武治 横切美・1冊 803－1－3

（御流御給仕勤方図面）　武治拍 文化2年 1鋪（2乞5×67） 803－1－4

（御流御給仕勤方図面） 1鋪（2＆5×27．5） 803－1－5

（御流御給仕勤方図面） 1鋪（3＆5×28） 803－1－6

加州様御通行二付道橋加役勤方関係書類　紙繕一括 803－2

加州様御通行二付道橋方助相勤侯節勤方 折紙・1枚 803－2－1

御馳走御用被仰付相勤侯節承合等日記　大嶋智義拍 天保3年4月8日 横半・1冊 803－2－2

名無翻縢箕内物頭宮島守瓜真田信濃守内物 小型（10×4）
・3枚

803－2－3

御用之品覚帳（勤仕録） 横半・1冊 803－2－4

御手本（筑前守殿通行二付川普請廻状留）　依田呈 安政4年5月20日 横半半折・1冊 803－2－5
三郎源利善

覚（宿割、入用之品書上） 折紙・1枚 803－2－6

覚（入用品書上） 折紙・1枚 803－2－7

（恐悦伺次第） 横切紙・1枚 818－1－9

10月朔日恐悦伺之記　灰色宿紙 10月朔日 横切継紙・1通 818－1－10

袋（勤仕録関係書類） 1袋 819

御具足餅頂戴関係書類　紙維一括 819－1

安政5午改御具足餅頂戴之次第　灰色宿紙 安政5年 横切継紙・1通 819－1－1

正月ll日堀田速見御具足餅頂戴之次第　灰色宿紙 819－1－2

御不快之節年頭御礼之次第関係書類　紙繕一括 819－2

（御不快之節年頭御礼之次第　正月元旦〉　灰色宿 横切継紙・1通 819－2－1
紙

（御不快之節年頭御礼之次第　正月2日・4日）　灰
色宿紙

横切継紙・1通 819－2－2

（御不快之節年頭御礼之次第　正月6日夜・9日・11
日・12日・15日）　灰色宿紙

横切継紙・1通 819－2－3

御在城中正月御礼之心覚書類　紙繕一括 819－3

（御在城中正月御礼之心覚　2日西村十郎右衛門）
灰色宿紙

横切継紙・1通 819－3－1
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（御在城中正月御礼之心覚　2日・3日）　灰色宿紙 横切継紙・1通 819－3－2

（御在城中正月御礼之心覚　3日堀田速見）　灰色 横切継紙・1通 819－3－3

宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　3日御流頂戴）　灰色 横切継紙・1通 819－3－4

宿紙

（正月4日御日記付下調）　灰色宿紙 横切継紙・1通 819－3－5

（御在城中正月御礼之心覚　4日）　灰色宿紙 横切継紙・2通 819－3－6

（御在城中正月御礼之心覚　4日御徳居之者） 横切継紙・1通 819－3－7

（御在城中正月御礼之心覚　5日68日迄）　灰色宿 横切継紙・1通 819－3－8

紙

（御在城中正月御礼之心覚　9日616日迄）　灰色 横切継紙・1通 819－3－9

宿紙

（御在城御不快之節正月御礼之心覚　12日）　灰色 万延2年 横切継紙・1通 819－3－10

宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　12日神宮寺・修験・社 横切継紙・1通 819－3－11

家・和合院）

（御在城中正月御礼之心覚　12日神宮寺・修験・社 横切継紙・1通 819－3－12

家・和合院）　灰色宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　12日神宮寺・修験・社 横切継紙・1通 819－3－13

家・和合院）　灰色宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　17日竹田金左衛門） 横切紙・1枚 819－3－14

灰色宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　18日西村氏当番之処依 横切紙・1枚 819－3－15

田源之丞）　灰色宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　19日626日迄）　灰色 横切継紙・1通 819－3－16

宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　27日28日）　灰色宿紙 横切継紙・1通 819－3－17

（御在城中正月御礼之心覚　晦日62月2日迄）　灰 横切継紙・1通 819－3－18

色宿紙

（御在城中正月御礼之心覚　大書院）　灰色宿紙 横切紙・1枚 819－3－19

（御在城中正月御礼之心覚　大書院）　灰色宿紙 横切継紙・1通 819－3－20

御居間二而被仰付、拝領物之次第関係書類　紙繕一括 819－4

（御居間二而被仰付之次第　御家老・御中老・大目 横切継紙・1通 819－4－1

付）　灰色宿緯

（御居間二而被仰付之次第図） 竪切紙・1枚 819－4－2

（拝領物之次第　御家老・御中老・大目付・無役席） 横切継紙・1通 819－4－3

灰色宿紙

（拝領物之次第図） 竪切紙・1枚 819－4－4

御礼式関係書類　紙緋一括 835－5

（御礼事有之節取計）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－5－1

（御留守年年頭御礼之日記書抜）　安政7年正月 横切継紙・1通 835－5－2
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（御礼帳書抜）　万延元年　灰色宿紙 横切紙・1枚 835－5－3

（御礼式次第）　灰色宿紙
横切継紙・1通 835－5－4

（御在城年正月5日6日7日式次第）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－22

（2月25日御礼式書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－23

御祝儀次第関係書類
838－3

（御留守中年頭節句八朔等御祝儀之次第）　灰色宿
　紙

横切継紙・1通 838－3－1

（正月4日御礼式次第　初）　後欠、灰色宿紙 横切継紙・1通 838－3－2

（正月4日御礼式次第　二番）　灰色宿紙 横切継紙・1通 838－3－3

（正月4日御礼式次第　三）　灰色宿紙
横切継紙・1通 838－3－4

（正月12日御礼式次第　社寺修験）　灰色宿紙 横切継紙・1通 838－3－5

規式

御役被仰付手順書類
805－2

（誓詞廻状振、印鑑改取計、江府同役へ頼之書状案
文）

横切紙・1枚 805－2－1

（誓詞之節廻達案）　速見　刑左衛門他7名 7月10日 横切継紙・1通 805－2－2

（御役附御足軽5人）　依田源之丞 3月22日 横切継紙・1通 805－2－3

（御役料玄米3人扶持）　依田源之丞 3月22日 横切継紙・1通 805－2－4

（目付役）　依田源之丞 3月15日 横切・1枚 805－2－5

（御目付役被仰付手順之事）　当番西村＋郎右衛門
　灰色宿紙

3月22日 横切継紙・1通 805－2－6

（初世話番江戸頼状案文）　灰色宿紙 横切・1枚 805－2－7

（目付被仰付江戸同役江頼状案文）　灰色宿紙 横切継紙・1通 805－2－8

（御内條目拝見二付江戸へ頼状案文）　灰色宿紙 横切継紙・1通 805－2－9

（御役成之御礼江戸へ頼状案文）　灰色宿紙 横切・1枚 805－2－10

（御目付役被仰付御前様へ之御請状案文）　灰色宿
　紙

横切・1通 805－2－11

（御在城御目付被仰付御前様御請状案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 805－2－12

（依田源之丞御役料頂戴二付御肴献上江府月番江伺候
様申渡）　灰色宿紙

3月22日 横切紙・1枚 805－2－13

演説連名関係書類　紙緩一括
812－2

（演説詰込之義御奥元〆役御尋二付申上）　御目付
　下書共（灰色宿紙）

7月 横切継紙・2通 812－2－1

（御触事御奥支配与連名之義二付申上）　御奥元〆役
　灰色宿紙

7月 横切継紙・1通 812－2－2

（連名之義御内尋二付御内々返答書）　御奥元〆役
　灰色宿紙

嘉永7年2月 横切継紙・1通 812－2－3

（御奥元〆役御奥支配連名之義御内々御尋二付返答
　書）　表御右筆組頭　付札、灰色宿紙

7月 横切継紙・1通 812－2－4
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（十郎右衛門用状）　＋郎右衛門　灰色宿紙 23日 横切継紙・1通 812－2－5

（源之丞用状、勘返状）　源之丞　速見様・平治様 7月23日 横切継紙・1通 812－2－6

灰色宿紙

（十郎右衛門用状、勘返状）　＋郎右衛門　刑左衛門 7月24日 横切継紙・1通 812－2－7

様・正司様灰色宿紙

（十郎右衛門用状）　十郎右衛門源之丞様灰色宿紙 7月25日 横切紙・1枚 812－2－8

（源之丞用状）　源之丞速見様灰色宿紙 7月25日 横切紙・1枚 812－2－9

（刑左衛門内々申上書）　刑左衛門灰色宿紙 7月晦日 横切継紙・1通 812－2－10

（文政11年10月連名演説先例書）　御用番恩田靱負 横切継紙・1通 812－2－11

灰色宿紙

（江府御守役御奥支配等演説差図書）　灰色宿紙 横切紙・1枚 812－2－12

御達面（連名之儀二付）　灰色宿紙 嘉永7年 横切継紙・1通 812－2－13

（目付取調下書）　灰色宿紙 横切紙、横切継
紙・1枚、3通

812－2－14

御式御出之節御侍御徒士甲掛足袋関係書類　紙繕一括 812－7

一（甲掛足袋之儀二付伺）　御刀番灰色宿紙 12月 横切紙・1枚 812－7－1

一二添（甲掛足袋文政11年日記先例書抜）　灰色宿 横切継紙・1通 812－7－2

紙

一二添（甲掛足袋安政5年先例書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 812－7－3

二（御目見以下之儀二付伺書）　御刀番灰色宿紙 12月 横切継紙・1通 812－7－4

三（表御右筆組頭御内々申上書）　表御右筆組頭 12月21日 横切継紙・1通 812－7－5

灰色宿紙

（甲掛足袋之儀御尋二付返答書下書）　御目付灰色 横切継紙・1通 812－7－6

宿紙

御覧一覧之節之図 814－1

射芸一覧之節御場所囲之図　安政2年10月御普請方へ （安政2年10月） 竪切紙・1枚 814－1－1

懸合置

（安政3年図） 安政3年 横切継紙・1通 814－1－2

御覧之節御場所図面 安政6年 横切紙・1枚 814－1－3

剣術御一覧大書院御庭御場所見取之図又写 安政7年閏3月朔日 竪切紙・1枚 814－1－4

文久元4月中之図　灰色宿紙 文久元年4月 横切継紙・1通 814－1－5

御酒被下之節井御目見以下支配関係書類　紙磋一括 814－3

御目見以下御酒被下候支配取調申上書　御目付　巻
　上「正月20日御用番将監殿へ差出」

万延2年正月 横切継紙・1通 814－3－1

（御酒頂戴之図） （万延2年） 竪切紙・1枚 814－3－2

御目見以下支配献上之義伺　灰色宿紙 （万延2年）2月 横切紙・1枚 814－3－3

雄若様御不快一件書類　紙繕一括 818－2－2

御用状（雄若様御不快御用席不残御登城之旨）　＋
　郎右衛門　弥右衛門様・金左衛門様

4月24日 横切継紙・2通 818－2－2－1

依田家／役職／御目付
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御用状（雄若様御不快芦付御平癒之御祈祷御相談被
　下度）　弥右衛門　御当番様

4月24日 横切継紙・1通 818－2－2－2

（雄若様御不快二付4月24日目付留書）　西村＋郎右衛
　門

4月24日 折紙・1枚 818－2－2－3

（御一覧之節御預人有之者御内極） 安政6年9月 横切継紙・1通 818－2－5－1

（乍勤仕御預之人御一覧之心得）　灰色宿紙
横切紙・1枚 818－2－5－2

御退隠御養子一条関係書類
828－21

御用状（御退隠御養子一条二付）　友衛御同役中様 正月7日 横切継紙・1通 828－21－1

（御退隠御養子一条二付返書）　御同役中　友衛様灰
　色宿紙

正月21日 横切継紙・1通 828－21－2

御判物到着次第書類
805－3

（御判物到着之次第）　灰色宿紙 嘉永7年9月10日 横切継紙・1通 805－3－1

（御判物到着之次第）　灰色宿紙 安政2年3月朔日～3月 横切継紙・1通 805－3－2
18日

寺社御朱印渡関係書類　紙繕一括
835－1

（寺社御朱印渡次第）　灰色宿紙 正月8日 横切継紙・1通 835－1－1

（寺社御朱印渡先例書）　安政4年正月2日　灰色宿紙
横切継紙・1通 835－1－2

覚（年始御礼銭受取、御納戸収）　水井市治依田源之
　丞殿

文久3年正月 横切紙・1枚 835－33－1

（当亥年始御礼銭上納催促）　御元方依田源之丞様 12月18日 横切紙・1枚 835－33－2

鎌原伊野右衛門内密御書下洩侯一条関係書類　紙緩一
　括

837－7

一
士

回章（御書下相洩候上、為写取候次第御答伺）
　宮岐　頼母様他4名　灰色宿紙

11月19日 横切継紙・1通 837－7－1

二（類例書抜）　文政8年、安政3年灰色宿紙
横切継紙・1通 837－7－2

三（鎌原伊野右衛門一条大目付評議井御答案）　帰
　一郎　灰色宿紙

ll月20日 横切継紙・1通 837－7－3

四（御答案同意書）　美濃輔灰色宿紙 ll月20日 横切紙・1枚 837－7－4

（鎌原伊野右衛門殿儀御尋二付申上書）　御目付　巻
　上「午11月21日壱岐殿へ」

ll月21日 横切継紙・1通 837－7－5

（伊野右衛門宛御書下写）
横切継紙・1通 837－7－6

御礼席井御給仕之節図面　国元
半・1冊 116

御大政 文政10年2月 横切半・1冊 143

御法式）　無役席井御家老重病之節為御尋被成下御使者
候事、末期之願取扱之事、他　後欠

文政7年～同10年 横半半折仮綴・1
冊

145

郵帰城之御式（案文）　貼紙多し
美・1冊 214

た殿様若殿様年頭御祝儀被進之御式 美・1冊 215

元服略式　依田利継璽書に嘉永2年5月26日、飯島與作勝
休が伝写許可した文言あり

嘉永2年5月25日写 半・1冊 546

松明心得）
半・1綴 621－3

依田家／役職／御目付
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寺社人御朱印頂戴順覚 横長美大・1冊 767

御判物江府江差出候節同断着之節とも取計（方留） 嘉永7年5月29日・安政
2年3月朔日

横半半折・1冊 778

（御酒頂戴当日次第書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 810－2

（御役料頂戴肴献上、御役成御礼之義伺差図留）　前 横切継紙・1通 847－6

欠、灰色宿紙

（諸御礼事御改政之義組頭内申立留）　灰色宿紙 文久2年 横切継紙・1通 834－18

（評定所御役方加役申渡次第）　灰色宿紙
横切継紙・1通 834－24

御酒頂戴二付諸向刻限取調
横切継紙・1通 824－4

（親類御預被仰付置候親類共武芸御一覧差拍有之度
面々）　灰色宿紙 横切紙・1枚 835－6

依田家／役職／御目付

下目付役義訴訟取計先例　紙繕一括 814－4

口上覚（柄沢吉兵衛伜藤吉跡式相続願）　柄沢吉兵 安政4年8月5日 横切継紙・1通 814－4－1

衛灰色宿紙、破損大

（江戸下目付松坂九兵衛役儀御赦免訴訟一条）　灰
　色宿紙

文政12年2月28日・晦
日

横切継紙・1通 814－4－2

（江戸下目付町田惣七役儀御赦免訴訟一条）　灰色 天保8年5月16日・17日 横切継紙・1通 814－4－3

宿紙

（江戸下目付永田与左衛門青銅200疋御目録）　灰色 天保10年7月8日 横切紙・1枚 814－4－4

宿紙

（増田武右衛下目付申付）　灰色宿紙 （嘉永3年）7月11日 横切継紙・1通 814－4－5

（下目付佐藤千八末期願一条）　灰色宿紙 嘉永4年10月28日 横切継紙・1通 814－4－6

学校下目付之儀二付御内々申上　御目付 10月 横切継紙・1通 814－4－7

学校下目付之儀二付申上　御勝手元〆 10月10日 横切継紙・1通 814－4－8

（坂野勝介跡式相続二付親類共内密口上申聞候趣認取
御内々伺）　御目付

12月12日 横切継紙・1通 814－4－9

江戸下目付役儀訴訟井御賞関係書類　紙瑳一括 万延元年 869－5

壱（江戸下目付北島久大夫病気不勝二付役義訴訟願
　書評議書）　灰色宿紙、紙縫一括

万延元年12月16日 横切継紙・1通 869－5－1－1

弐（久大夫願書下案）　下目付北島久大夫　下目付連 万延元年12月 横切継紙・1通 869－5－1－2

名殿灰色宿紙

三（江府下目付北島久大夫役義訴訟伺書）　御目付
　巻上「右二付此添書致御用番へ差出」　灰色宿紙

万延元年12月19日 横切紙・1枚 869－5－1－3

（嘉永6年12月江戸下目付小沼熊蔵役義訴訟一条前例

書上）　灰色宿紙

横切継紙・1通 869－5－1－4

小林柔介兼帯役関係書類　紙繕一括
812－11

（小林柔介兼帯二付御内々申上書案）　灰色宿紙 8月 横切継紙・1通 812－11－1

（小林柔介御役方兼帯二付江戸6手紙）　灰色宿紙 横切継紙・1通 812－11－2

廻状（小林柔介調役本役二致度旨）　勘返状　灰色 8月28日 横切継紙・1通 812－11－3

宿紙

役儀
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（山里高札、諸張紙留） 黒罫紙（片面9行） 天和2年～安政2年4月
28日

160×123仮綴・1
冊

164
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公儀借財

公儀借財一件評議書類 744

（内密申上）　頼母 灰色宿紙 正月 横切・1通 744

（頼母殿申立評議書） 舎人　采女様 灰色宿紙 正月26日 横切・1通 745

（頼母副言書）　頼母 灰色宿紙 正月 横切・1通 746

御　供

　（御供井交代之者名面）

　（交代之者名面）

　御休附

　（湯治場見取図）

御供人馬鑑札関係書類　紙繕一括

　（貞松院様御供人之鑑札請取ケ所申上書）
　　頭　灰色宿紙

　（御前様御供人馬鑑札取集ケ所申上書）
　　灰色宿紙

御代参

（若殿様御初入二付御道中御供一巻） 寛政4年4月 横半半折・1冊 142

大殿様御大病二付殿様為御看病御参府之節留書 文政11年7月5日～9月9
日

横長美仮綴・1冊 186

御参府之節御供被仰付候二付日記 嘉永2年 横半半折・1冊 117

（御本供御跡供心得）　依田利継拍 安政元年 半・1冊 146

袋　上書「御湯治二付書類入　南御殿御次」 慶応3年5月 1袋 880－2

（湯治中取替覚・雑費簿等綴）
横美半、横半、横 880－2－1
切紙・1綴（2冊、
1枚）

（御城6湯田中湯治御先番御供名面）
横切継紙・1通 880－2－2

（御供井交代之者名面）
横切継紙・1通 880－2－3

（御偉＃亦梓ナ著匁面、

御供小子4月

御供小頭子4月

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

竪紙・1枚

横切継紙・1通

880－2－4

880－2－5

880－2－6

880－2－7

834－9

834－9－1

横切継紙・1通　　834－9－2

勢州御代参往来手形関係書類　紙繕一括
837－16

（勢州御代参出立二付御関所往来手形評議書） 正月 横切継紙・1通 837－16－1

（勢州御代参往来手形之義二付申上書）　御勘定吟味 正月 横切紙・1枚 837－16－2

法　事

感応院様7回御忌御法事関係書類　紙繕一括

　（感応院様7回御忌御法事世話番心得）　灰色宿紙

安政5年

6月15日 横切継紙・1通

835－4

835－4－1
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（感応院様7回御忌御法事詰名面）　6月16・17日　灰 横切継紙・1通 835－4－2

色宿紙

（御役方6御法事御触拍） 横切継紙・1通 835－4－3

（御法事二付御触廻状之覚）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－4－4

（御法事二付御触之覚）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－4－5

（前日御法事詰心得）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－4－6

（御法事御触御渡之心拍）　御用所御内條目之内6書 横切継紙・1通 835－4－7

抜

（御法事二付稽古井学校心得）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－4－8

（御法演説先例）　文政13年6月25日　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－4－9

（御法事不参之者取計先例）　安政4年2月7日円陽院様 横切継紙・1通 835－4－10

御法事灰色宿紙

（御法事之節拝礼献上無之者取計先例）　天明5年～ 横切継紙・1通 835－4－11

嘉永3年

（乾徳院様御法事之節拝礼献上取計先例）　天明5年 横切継紙・1通 835－4－12

11月19日

（大暁院御法事之節拝礼差図先例）　文政12年9月6日 横切継紙・1通 835－4－13

灰色宿紙

（御法事後日心得案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－4－14

若殿様御卒去井御法事関係書類　紙繕一括 814－5

（若殿様御不例御用状）　＋良右衛門・一二三 7月2日 横切紙・1枚 814－5－1

（若殿様御卒去二付慎方書上） 7月4日・6日 横切継紙・1通 814－5－2

（豊隆院様御初七日御法事次第） 横切継紙・1通 814－5－3

御代参御参詣御精進関係書類　紙縫一括 833－5

（御家老御代参日書上） 横切継紙・1通 833－5－1

（鯛蹄畿欝御駄御肱御殿御 横切継紙・1通 833－5－2

（御参詣日書上） 横切継紙・1通 833－5－3

（御精進日書上） 横切継紙・1通 833－5－4

（戌年御法事書上） （文久2年） 横切継紙・1通 833－4－4

円明院様27回御忌御法事詰御番士名面　長谷川甚大夫 12月7日 横切紙・1枚 835－29

覚（仏事日書上） 横切紙・1枚 835－30

（御忌御法事二付御代香名面案文） 横切継紙・1通 835－31

（御法事之節御香彙副寺江引渡請取文言）　灰色宿紙 横切継紙・1通 818－1－8

（会津御家来6香典金等預手形）　会津御家来小山角 横切継紙・1通 804－24

馬・広沢富二郎

依田家／役職／御目付

公　争

公裁一件
　書）

　完（公事裁許仕置留、元文年中被仰出御定
長谷川善鑑写

天保12年12月写　　　横切半・1冊 181

公　事
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（公事方懸り御収納方懸り公事方懸り御勘定役村方公
事出入取調申上書下書）

横長美・1冊 743

城内取締

御城内逆上者侵入一件関係書類　紙繕一括
811－6

（御尋二付御目付申上書）　御目付灰色宿紙 正月 横切継紙・1通 811－6－1

（御城代より勘弁申立）　御城代灰色宿紙 12月 横切継紙、横切 811－6－2
紙・1通、1枚

口上覚（御尋二付大御門番当番我妻返答書）　清水
　清蔵　上原弘衛様　灰色宿紙

万延元年12月 横切継紙・1通 811－6－3

口上覚（御尋二付中御門番人返答書）　中御門御番人
　御城附組仙之助　伊木億右衛門殿　同組小頭小宮山権
左衛門奥書灰色宿紙

万延元年12月24日 横切継紙・1通 811－6－4

口上覚（御尋二付中御門御番人金作後見返答書）
　中御門御番人御城附組金作後見喜代治　伊木億右衛門
　殿　同組小頭小宮山権左衛門奥書　灰色宿紙

万延元年12月24日 横切継紙・1通 811－6－5

口上覚（御尋二付中御城附組仙之助同組金作後見喜
　代治返答書添書）　伊木億右衛門　灰色宿紙

12月24日 横切継紙・1通 811－6－6

口上覚（御尋二付大御門番人3名返答書）　大御門御
　番人三治・友右衛門・国治　御城御同心頭様御役所
　灰色宿紙

万延元年12月 横切継紙・1通 811－6－7

（御城内逆上者侵入類例調書、天保13年）　灰色宿
紙、6－8－1～3紙緩一括

横切継紙・1通 811－6－8－1

（御城内逆上者侵入類例調書、嘉永4年）　灰色宿紙
横切継紙・1通 811－6－8－2

（嘉永3年例書大目付江貸出）　灰色宿紙 横切紙・1枚 811－6－8－3

（御城内逆上者侵入類例調書、嘉永3年）　灰色宿紙
横切継紙・1通 811－6－8－4

（逆上者一条伺書）　御城同心灰色宿紙 12月26日 横切継紙・2通 811－6－9

（御尋二付御目付返答書）　御目付灰色宿紙 正月 横切継紙・1通 811－6－10

（再御尋二付御目付返答書）　御目付灰色宿紙 2月 横切継紙・1通 811－6－11

（評議廻達）　源之丞三郎左衛門様灰色宿紙 2月18日 横切継紙・1通 811－6－12

（再御尋二付返答書）　御目付灰色宿紙 2月 横切紙・1枚 811－6－13

（番人御沙汰書）　灰色宿紙
横切継紙・1通 811－6－14

再壱（清水清蔵御答筋之義伺）　御城同心頭安藤右
　膳・上原弘衛・長井平馬　灰色宿紙

2月8日 横切継紙・1通 811－6－15

再二（清水清蔵御答筋案伺伺）　御城同心頭安藤右
　膳・上原弘衛・長井平馬　灰色宿紙

2月8日 横切継紙・1通 811－6－16

再三（大御門中御門番人共御答筋之義伺）　御城同
　心頭安藤右膳・上原弘衛・長井平馬　灰色宿紙

2月8日 横切継紙・1通 811－6－17

再四（大御門中御門番人共御答筋之案伺）　御城同
　心頭安藤右膳・上原弘衛・長井平馬　灰色宿紙

2月8日 横切継紙・1通 811－6－18

再五（逆上者一条御尋二付申上書）　御城同心頭　灰
　色宿紙

2月8日 横切継紙・1通 811－6“9

再六（先例御一覧後御下願）　御城同心頭灰色宿紙 横切紙・1枚 811－6－20
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再七（先例御一覧後御下願）　御城同心頭灰色宿紙 横切継紙・1通 811－6－21

再八（番人共御答勘弁願）　御城代　灰色宿紙 2月 横切継紙・1通 811－6－22

再九（清水清蔵以御情不及答旨）　灰色宿紙 横切継紙・1通 811－6－23

（逆上者一条以御情不及答旨御普請奉行申渡）　灰 横切継紙・1通 811－6－24

色宿紙

（番人共御答申渡）　御城代・御普請奉行灰色宿紙 天保13年9月19日 横切継紙・1通 811－6－25

（番人共御答申渡）　灰色宿紙 嘉永4年2月9日 横切継紙・1通 811－6－26

二之丸引橋御門番所出火関係書類　紙繕一括 811－7

（出火之節諸役人勤方書留）　灰色宿紙 弘化2年5月8日 横切継紙・1通 811－7－1

（出火之節御賞筋）　御普請奉行・御城代・町奉行灰 （弘化2年）5月29日 横切継紙・1通 811－7－2

色宿紙

（出火之節御轡筋）　灰色宿紙 （弘化2年）5月28日 横切継紙・1通 811－7－3

御殿焼失関係書類　紙繕一括 811－8

（御殿焼失評議書）　下書 横切継紙・1通 811－8－1

（御殿焼失御答筋）　灰色宿紙 嘉永6年7月23日 横切継紙・1通 811－8－2

（御殿焼失御答筋）　灰色宿紙一 横切紙・1枚 811－8－3

（元御城番組肴町富左衛門母跡目相続許可）　灰色 横切紙・1枚 811－8－4

宿紙

御本丸出火関係書類 835－27

御届案（出火消防、一ノ手・ニノ手御人数名面、繰
　込人数名面）　森木一二三灰色宿紙

ll月15日 横切継紙・1通 835－27－1

（御本丸大奥御飯屋辺御出火御届書）　下座見佐藤弥 11月16日 横切継紙・1通 835－27－2

一・宮沢吉治　灰色宿紙

（御帰城二付大手木戸飾付立番其外差図書）　御目付 午7月4日 横切継紙・1通 804－25

御武具方様灰色宿紙

煙の知せ 横切紙・1枚 809

（御城内向締筋御尋二付返答書）　下書・灰色宿紙 横切継紙・1通 811－10

（御城内乱心者紛込先例）　天保13年・弘化5年・万延元 横切継紙・1通 835－14

年　灰色宿紙

須坂悪所場一件関係書類　紙繕一括 836－3

内回状（於須坂表悪所場弊害評議）　源大夫音門 庚申11月19日 横切継紙・1通 836－3－1

様他4名　灰色宿紙

（須坂町悪所場弊害御内々申上書）　東川田村岡村庄 申11月22日 横切継紙・1通 836－3－2

作　灰色宿紙

穿墾書（須坂町悪所風聞）　玉井吉＋郎・今井民平 11月23日 横切継紙・1通 836－3－3

灰色宿紙

（須坂町悪所場弊害二付川東村々御取締方之義申上
　書）　高野車之助　灰色宿紙

ll月25日 横切継紙・1通 836－3－4

諸取締
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（須坂町悪所場予防之義御尋二付申上書）　高野車之 ll月28日 横切継紙・1通 836－3－5
助　灰色宿紙

（須坂町悪所場予防之義御尋二付評議草稿）　御目付 申11月28日 横切継紙・1通 836－3－6
巻上「申ll月28日帰一郎殿612月2日出ス」　灰色宿紙

御医師謝物関係書類　紙繕一括 838－4

（御医師江謝物之儀二付申上書）　御目付　主水殿　灰 未2月3日 横切継紙・1通 838－4－1
色宿紙

（御医師江謝物演説之儀御尋二付申上書）　御目付 未4月13日 横切継紙・1通 838－4－2
主水殿

（御医師江薬礼之義演説案文二付内々伺）　美濃輔 4月12日 横切継紙・1通 838－4－3
主水様

（天保度御達心得違之族も有之、違失有之間敷御側役
御達）　御側役前欠

横切紙・1枚 847－7

（御参府中御跡取締演説触留）　御目付中　灰色宿紙 3月9日 横切継紙・1通 868－17

（若輩之旅途中石打停止演説触）　灰色宿紙 嘉永6年7月7日 横切紙・1枚 868－33

（学校稽古所柱等江致楽書候者有之取締筋演説留）
　灰色宿紙　86941・2紙繕一括

横切継紙・1通 869－4－2

（御作事向出火一条猶御普請奉行申立書類御下御尋二付
　申上書）　灰色宿紙

6月 横切継紙・1通 834－20

倹約
5力年倹約関係書類 805－6

（五ケ年倹約条目）　灰色宿紙、下札 安政6年12月 横切継紙・1通 805－6－1

（五ケ年倹約御達可心懸旨）　灰色宿紙 （安政7年力） 横切継紙・1通 805－6－2

御役所諸品減略関係書類　紙繕一括 811－1

（蝋燭油減略御勘定吟味役達写）　　（御勘定吟味役） （文久元年）酉8月17 横切継紙・1通 811－1－1
（御目付様方）　灰色宿紙 日・同20日

（御用紙筆墨代焚炭等減略御勘定吟味役達写）　＋
　郎兵衛　御目付様　灰色宿紙

文久元年8月26日 横切継紙・1通 811－1－2

（小蝋燭上中下名目出来二付）　＋郎兵衛　御目付役様
　灰色宿紙

（文久元年）酉9月朔日 横切継紙・1通 811－1－3

（油炭御勝手方壱岐殿差図書写）　灰色宿紙 （文久元年）酉10月29
日

横切紙・1枚 811－1－4

戌年倹約一条二付御書下等書類　紙繕一括
817－1

（御家中倹約触）　灰色宿紙 横切継紙・1通 817－1－1

（5ケ条倹約可被取計旨）　助之進江 （文久2年）12月3日 横切継紙・1通 817－1－2

御減略筋一条関係書類　紙縫一括
834－11

（御減略筋取調案）　御目付貼紙灰色宿紙 酉6月14日 横切継紙・1通 834－11－1

（御減略筋之義伺按）　御目付　灰色宿紙 7月 横切継紙・1通 834－11－2

二（向々結込取調ケ所伺）　下札、灰色宿紙 横切継紙・1通 834－11－3

三（是迄手紙廻状差出侯加ケ所書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－11－4

一51一



依田家／役職／御目付

四（御勝手向御逼迫二付御目付見込御役方御用紙御
減略評議書井伺書）　新六　灰色宿紙

6月 横切継紙・1通 834－11－5

五（御目付書式減略申立評議書）　美濃輔　灰色宿 3月10日 横切継紙・1通 834－11－6

紙

六（御減略筋御目付申立之儀二付申上書）　御勝手 6月13日 横切紙・1枚 834－11－7

元〆　灰色宿紙

七（御減略之義再御尋二付申上書）　御目付　巻上 酉6月19日 横切継紙・1通 834－11－8

「助之進殿へ差出」　灰色宿紙

八　回状（御減略之義御目付見込）　灰色宿紙 6月19日 横切紙・1枚 834－11－9

九（御目付6演説箇所結込之義奉伺侯付取調方之義
御内々申上書）　表御右筆組頭灰色宿紙

6月20日 横切継紙・1通 834－11－10

十一（御城代御番頭端書伺）　　r朱書入御中老」　灰 横切紙・1枚 834－11－11

色宿紙

十二（御目付演説減略一条評議書）　美濃輔　灰色 7月3日 横切継紙・1通 834－11－12

宿紙

（御省略筋之義御渡ケ所）　灰色宿紙 酉4月 横切継紙・1通 834－11－13

（無役席演説連名差図書）　灰色宿紙 酉8月17日 横切継紙・1通 834－11－14

江戸土産饒別一条関係書類　紙磋一括 869－3

一　廻状（土産饒別節倹之儀）　舎人頼母様他3名2月17日 横切継紙・1通 869－3－1

灰色宿紙

二（江戸饅別土産之儀御尋二付申上書）　御目付　巻
上「未2月27日出ス舎人殿へ」　灰色宿紙

2月 横切継紙・1通 869－3－2

三・四（江戸土産饒別之儀御尋評議書）　神平・美 2月27日・3月5日 横切紙・1枚 869－3－3

濃輔　灰色宿紙

五（江戸土産饒別等之儀御尋二付申上書）　三奉行 4月13日 横切継紙・1通 869－3－4

灰色宿紙

六（江戸土産饅別一条三奉行御答書二付猶御尋二付申
上書）　御目付　巻上r未4月15日舎人殿へ出ス」

4月 横切継紙・1通 869－3－5

灰色宿紙

七　廻状（土産饒別節倹之儀）　舎人　壱岐様他4名 4月16日 横切継紙・1通 869－3－6

灰色宿紙

八（江戸往来土産物等之儀二付贅言御書取）　主水 4月16日 横切継紙・1通 869－3－7

灰色宿紙

九（江戸土産饒別一条猶御尋二付申上書案）　御目
付　巻上「未4月20日舎人殿」　灰色宿紙

4月 横切継紙・1通 869－3－8

（百姓町人共葬式倹約触達写）　灰色宿紙 天保2年4月27日 横切継紙・1通 833－4－1

（御倹約演説触）　灰色宿紙 嘉永7年正月18日 横切継紙・1通 828－19－18

（上着倹約達書）　灰色宿紙 子年、安政5年12月27
日

横切継紙・1通 828－19－20

（肩衣倹約達書）　灰色宿紙 子年、安政5年12月朔
日、安政6年12月13日

横切継紙・1通 828－19－21

（御減略中御用紙証文之義伺）　御目付　灰色宿紙 文久2年4月 横切継紙・1通 811－9

（御倹約御内々申上書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 828－19－19

（乗馬供連、着服倹約、馬具毛織押懸御触）　灰色宿 横切継紙・1通 828－19－22
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紙

（着服之義内々申上書）　灰色宿紙、下書 横切継紙・1通 828－19－23

（被仰渡倹約之儀二付意見申立書） 横切継紙・1通 852－2

囲　穀

囲穀農兵関係書類　紙繕一括 844

（囲穀農兵之儀御尋二付申上書）　御目付　灰色宿紙 11月 横切継紙・1通 844－1

廻状（囲穀農兵之儀評議）　友衛　陽之助様他5名11月3日 横切継紙・1通 844－2
灰色宿紙

（囲穀農兵等之儀意見書）　陽三郎灰色宿紙 11月4日 横切継紙・1通 844－3

廻章（囲穀農兵之儀再評議）　友衛　繁人様他6名ll月6日 横切継紙・1通 844－4
灰色宿紙

（囲穀農兵等之儀意見書）　源蔵灰色宿紙 11月6日 横切継紙・1通 844－5

検見
検見関係書類　紙繕一括

837－5

（検見之手拍）　7月27日～8月16日　灰色宿紙 文久3年 横切継紙・1通 837－5－1

御用状（大検見御用、出立日限差図）　三郎兵衛 8月16日 横切継紙・1通 837－5－2
源之丞様灰色宿紙

廻状（大検見廻村来ル24日出立差図二付）　源之丞
　弥右衛門様他ll名

8月18日 横切継紙・1通 837－5－3

御用状（郡奉行・御勘定吟味御役方御人数二付検見
　廻村中止報知）　小平次源之丞様灰色宿紙

8月20日 横切継紙・1通 837－5－4

（片岡文治於評定所小検見御用誓詞血判申渡）　依
　田源之丞灰色宿紙

横切紙・1枚 837－5－5

（亥秋大検見延引二付御内々申立案）　助之進宛　灰色 亥年 横切継紙・1通
宿紙 800－2

祭礼
9月酉之日御祭礼大般若開善寺申立関係書類　紙緩一
　括

869－1

（大般若修行開善寺申立評議伺書）　舎人　御用番様
　灰色宿紙

正月5日 横切継紙・1通 869－1－1

（大般若御入料之義二付申上書）　御勝手元〆　灰色宿
　紙

2月16日 横切継紙・1通 869－1－2

（大般若義再御尋二付申上書）　御目付　下書、灰色宿
　紙

横切継紙・1通 869－1－3

壱　口上覚（大般若修行許可御執成願）　開善寺
　矢野式左衛門他2名　灰色宿紙

9月3日 横切継紙・1通 869－1－4

二（御祭礼般若執行之義伺書）　御宮奉行灰色宿紙 9月3日 横切継紙・1通 869－1－5

三　口上覚（大般若御入料品々書上下付願）　開善
　寺檀行事灰色宿紙

9月 横切継紙・1通 869－1－6

四（大般若修行之義御尋御伺書）　御宮奉行　灰色 9月 横切継紙・1通 869－1－7
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宿紙

五（大般若修行開善寺申立之義御尋二付申上書） 9月 横切紙・1枚 869－1－8

寺社奉行灰色宿紙

六（大般若修行開善寺申立之義御尋二付申上書） 9月 横切継紙・1通 869－1－9

御勝手元〆　灰色宿紙

七（大般若修行開善寺申立之義御尋二付申上書） 10月 横切紙・1枚 869－1－10

御目付　灰色宿紙

八（大般若修行開善寺申立之義御尋二付申上書） 10月 横切継紙・1通 869－1－11

御勘定吟味灰色宿紙

九（大般若執行開善寺願之義御尋二付申上書）　帰 10月8日 横切継紙・1通 869－1－12

一郎　灰色宿紙

十（大般若之義御内々御尋二付申上書）　右兵衛灰 11月 横切継紙・1通 869－1－13

色宿紙

十一（御両宮神主堀内連差出候内存書取）　右兵衛 横切継紙・1通 869－1－14

灰色宿紙

十二（大般若之義御内々御尋二付申上書）　右兵衛 11月 横切継紙・1通 869－1－15

灰色宿紙

十三（大般若之義二付申上書）　右兵衛　灰色宿紙 11月 横切継紙・1通 869－1－16

十四（白鳥大明神御祭礼之節小神楽執行嘉永7年9月
朔日申渡御見合）　灰色宿紙

横切紙・1枚 869－1－17

十五（白鳥大明神御祭礼之節小神楽執行、大般若転
読之義二付申渡案）　寺社奉行・御宮奉行灰色宿紙

横切継紙・1通 869－1－18

十六（大般若之義別紙壱印より九印を以御尋二付評 12月23日 横切継紙・1通 869－1－19

議書）　美濃輔灰色宿紙

十七（大般若之義二付申上書）　御勘定吟味灰色宿 12月 横切継紙・1通 869－1－20

紙

十八（大般若之義二付再御尋二付申上書）　御勝手元 12月 横切継紙・1通 869－1－21

〆　灰色宿紙

十九　廻状（大般若之御入料之義）　舎人　頼母 正月4日 横切継紙・1通 869－1－22

様・采女様灰色宿紙

廿　廻状（大般若料小神楽料引分之義）　助之進 正月16日 横切紙・1枚 869－1－23

壱岐様・左門様　灰色宿紙

廿一　廻状（大般若料小神楽料引分之義）　助之進 正月21日 横切継紙・1通 869－1－24

壱岐様・左門様　灰色宿紙

諏訪宮御柱神事関係書類　紙繕一括 836－1

一　口上覚（御柱神事執行仕度願書）　内山上総
宮主鈴様・成勘左衛門様　練光寺願書共（朱書）　灰

万延元年閏3月 横切継紙・1通 836－1－1

色宿紙

二（御柱神事御許容願写）　伊勢町世話人惣代藤兵衛 万延元年閏3月 横切継紙・1通 836－1－2

他3名　御奉行所　奥書あり　灰色宿紙

三（御柱神事別紙御許容願写）　伊勢町世話人惣代藤 万延元年閏3月 横切継紙・1通 836－1－3

兵衛他3名　御奉行所　奥書あり　灰色宿紙

四（諏訪宮御神事之義二付伺書）　宮下主鈴・成瀬勘 （万延元年）閏3月28日 横切継紙・1通 836－1－4

左衛門　灰色宿紙

（諏訪宮御神事評議書）　灰色宿紙 （万延元年）閏3月28日 横切継紙・1通 836－1－5
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（諏訪宮御柱神事之義御尋二付申上書） 御目付 巻 （万延元年）閏3月 横切継紙・1通 836－1－6
上「申閏3月28日帰一郎殿6尋同晦日差出ス」 灰色宿
紙

祭礼乗馬之者着服関係書類 811－3

（倹約之旨御馬奉行江被仰渡候段心得候様） 灰色 文久（元）酉年6月27 横切紙・1枚 811－3－1
宿紙 日

（着服倹約御用番江被仰渡候二付達） 依田源之丞 3月27日 横切継紙・1通 811－3－2
丸茂宗弥様灰色宿紙

（御両宮御社参御帰り後神主堀内御広問へ出候哉先
例書抜）　灰色宿紙

横切紙・1枚 811－3－3

祭礼御馬割 文久元年 横半半折・仮1冊 469

覚（祭礼之節大手木戸立番名面写）　割番　　　　　　安政6年8月17日

（舞鶴山御祭礼騎射乗馬之者共減少、出精方法上書案，正月29日
　拍）　斉藤友衛

袋　上書「機密書類　祭礼一件之書類入」

（祭礼之節着服等之義御尋二付申上書）　下書、灰色宿，
　紙

御用状（見合相廻）　正司　源之丞様灰色宿紙

（祭礼演説書抜）　嘉永7年8月～安政4年8月　灰色宿紙　 万延元年7月

（天王祭礼一条御尋二付申上留）　御目付　灰色宿紙　　文政2年6月9日

（祭礼御桟敷詰演説）　灰色宿紙

（祭礼之節着服倹約触下案）　灰色宿紙

（祭礼之節供連人数、着服等之義演説留）　嘉永7年8月』

　～安政5年12月　灰色宿紙

（御留守中祭礼之節御達）　灰色宿紙、8～12紙繕一括

（御在城中祭礼之節御達）　灰色宿紙

（御在城中祭礼之節御達）　灰色宿紙

（御在城祭礼当日次第）　灰色宿紙

（御留守祭礼之節御達）　灰色宿紙

一　口上覚（天王祭礼羽織着用不致旨願書）　御徒士
　灰色宿紙、13～18紙縫一括

二（御徒士羽織着用之義二付願書）　御徒士頭　灰色宿1
　紙

三（御徒士羽織着用尾尋二付申上書）　御刀番　灰色宿
　紙

四（祭礼御供之御徒士羽織着用御尋二付御内々申上書）1

　三治灰色宿紙

（御徒士羽織着用御尋二付申上書）　左京　灰色宿紙

（御徒士羽織着用御尋二付申上書）　御目付　灰色宿紙

祭瀟鰻懸書誉紙西村＋郎右衛門祢津刑左衛門殿r

安政2年

安政3年

，安政4年

安政4年8月18日

1安政6年

8月

E8月

8月

8月

月
月
8
Q
O

・19日横切紙・1枚

　　横切紙・1通

804－23

818－6－1

1袋　　　　　　828

横切継紙・1通　　828－1

横切継紙・1通　　828－2

横切継紙・1通　　828－3

横切継紙・1通　　828－4

横切継紙・1通　　828－5

横切継紙・1通　　828－6

横切継紙・1通　　828－7

　　横切継紙・1通　　828－8

　　横切継紙・1通　　828－9

・19日横切継紙・1通　　828－10

　　横切継紙・1通　　828－11

　　横切継紙・1通　　828－12

　　横切継紙・1通　　828－13

横切紙・1枚 828－14

横切継紙・1通　　828－15

横切継紙・1通　　828－16

横切継紙・1通

横切継紙・1通

828－17

828－18

828－19
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（祭礼之儀二付伺書）　御馬奉行灰色宿紙 8月 横切継紙・1通 828－19－1

（祭礼之節着服毛織押懸供連之義御尋二付申上書） 8月 横切紙・1枚 828－19－2

御目付　巻上「未8月14日壱岐6御下即日出ス」　灰色
宿紙

（祭礼之義御尋二付申上案）　御目付　巻上r申7月24 7月 横切継紙・1通 828－19－3

日美之輔殿6翌日差出」　灰色宿紙

（祭礼着服之義演説触）　御目付中　灰色宿紙 安政4年7月8日・ll日 横切継紙・1通 828－19－4

（去未年町方祭礼減略演説触）　灰色宿紙 安政6年8月10日 横切継紙・1通 828－19－5

（祭礼之義等申上書）　源之丞 7月29日 横切継紙・1通 828－19－6

（祭礼之義壱岐殿書取）　灰色宿紙 横切紙・1枚 828－19－7

（天王祭礼之節着服之義御尋二付申上書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 828－19－8

下書

（天王祭礼着服之義演説触）　灰色宿紙 安政4年8月8日・11日 横切紙・1枚 828－19－9

（着服御内々申上書）　灰色宿紙下書 横切継紙・1通 828－19－10

（諸国）祭礼法会年中行事　長善 天保12年6月写 竪切半・1冊 125

天王御祭礼乗馬致候者心得帳　依田源之丞善継 天保15年7月16日写 横半半折・1冊 140

（欠）　　　　　　　　　　　（欠）

八幡宮□□行列目録　□□番頭人武井久右衛門　破損大 美・1冊 450

服忌令　天・地・人 元禄6年12月21日～ 竪小型（8×13） 376
・3冊

養実服忌弁疑　依田利継　筒井忠英図解 安政5年10月20日写 半・1冊 378

服忌令　依田利継帯封 万延元年9月・10月写 竪紙・3枚 377

服忌伺　乾　服忌令撰註分釈 半・1冊 379－1

服忌伺　上之巻・中之巻 半・2冊 379－2

服忌

板橋宿過人馬継一件関係書類　紙繕一括 833－1

壱（板橋宿過人馬遣之義御報知）　板橋宿改所出役
　中山耕十郎　真田信濃守様道中懸御役人中様　灰色宿
　紙

万延元年5月10日 横切継紙・1通 833－1－1

弐（過人馬遣之義二付申上書）　津田転灰色宿紙 （万延元年）5月21日 横切継紙・1通 833－1－2

三（御預所へ先触之義二付心得御達之義二付申上書） （万延元年）5月23日 横切継紙・1通 833－1－3

御目付灰色宿紙

四（過人馬遣宿々払戻之義御尋二付申上書）　御目 （万延元年）5月23日 横切継紙・1通 833－1－4

付　巻上「申5月23日左門殿へ差出」　灰色宿紙

（過人馬遣宿々払戻之義御評議廻状）　一二三・弥惣 （万延元年）5月26日 横切継紙・1通 833－1－5

左衛門　御同役中様

（人馬過遣宿之義評議承知返報案）　連名　弥惣左衛
　門様・一二三様　巻上「6月9日江戸へ返報遣」　灰色

（万延元年）6月9日 横切継紙・1通 833－1－6

宿紙

御関所井江戸出口番所印鑑一条関係書類　紙繕一括 837－9

通行
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（御鑑札雛形伺書〉　御右筆灰色宿紙 10月8日 横切紙・1枚 837－9－1

（御鑑札雛形御尋二付返答書）　津田転　玉左門　灰色 12月8日 横切紙・1枚 837－9－2

宿紙

（御鑑札御渡方之義御内々伺書）　御右筆　灰色宿紙 12月8日 横切紙・1枚 837－9－3

一　回状（道中筋江戸口々出入御印鑑模様替二付） 12月10日 横切継紙・1通 837－9－4

左門　志摩様・壱岐様　灰色宿紙

二　御用状（江戸出入口井御関所御印鑑御尋二付返 12月11日 横切紙・1枚 837－9－5
答）　津田転　玉左門　灰色宿紙

三　回状（道中筋江戸口々出入御印鑑二付再伺） 12月ll日 横切継紙・1通 837－9－6

左門　志摩様・壱岐様　灰色宿紙

四イ印　書状（印鑑御差出方御問合返報）　松平錐 12月10日 横切継紙・1通 837－9－7

三郎内山中弁蔵　津田転様　灰色宿紙

五ロ印　書状（印鑑御差出方尚又御問合返報）　幸 12月10日 横切紙・1枚 837－9－8

野鑓太郎・山中弁蔵他1名　津田転様　灰色宿紙

六（印鑑一条之義申上書）　津田転灰色宿紙 12月10日 横切継紙・1通 837－9－9

（御関所井江戸出口番所印鑑二而通行之義同席触到来 12月12日 横切継紙・1通 837－9－10

報知）　玉川左門・小山田壱岐・真田志摩　御用番様
灰色宿紙

（御在所江御廻し之印鑑井雛形共出来之義申上書） 12月12日 横切継紙・1通 837－9－11

御留守居灰色宿紙

覚（津田転従江戸信州松代迄通行手形） 文久3年12月18日 横切紙・1枚 837－9－12

御関所通行印鑑一条関係書類　紙縫一括 837－10

（御関所通行方之義二付御内々申上書）　表御右筆組 12月16日 横切継紙・1通 837－10－1

頭　灰色宿紙

（印鑑一条評議書）　新六　灰色宿紙 12月17日 横切紙・1枚 837－10－2

廻状（印鑑一条評議）　源之丞　小平次様・虎尾様・ 12月18日 横切継紙・1通 837－10－3

小弥太様灰色宿紙

（御関所等通行之義御尋二付申上書）　灰色宿紙 12月18日 横切継紙・1通 837－10－4

（鑑札雛形）　灰色宿紙共 横切継紙、横切紙、 837－10－5

横切折紙・1通、3
枚

（道中御取締向二付御関所へ印鑑差出方之義伺書）　御 亥12月 横切継紙・1通 837－11－1

預所郡方（高田幾太）　灰色宿紙、紙縫一括

（御預所御役所伺書評議書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 837－11－2

人馬賃銭払関係書類　紙繕一括 837－13

（人馬賃銭払御用状返報按）　速見　弥惣左衛門様 6月12日 横切継紙・1通 837－13－1

灰色宿紙

（人馬賃銭払御用状別紙返報案）　速見　弥惣左衛門 6月12日 横切継紙・1通 837－13－2

様　灰色宿紙

（人馬賃銭書上） 横切継紙・1通 837－13－3

先触之記へ入候もの一紙（類）　紙磋一括 814－2

（御預所人馬継先触） 万延元年6月5日 横切紙・1枚 814－2－1
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（先触之義二付申達） 5月8日 横切継紙・1通 814－2－2

道中先触之記　乙　直秩写　正徳元年5月～嘉永4年11月 天保10年12月写 横切半・1冊 178
貼紙

道中先触之記　甲　直秩写　明和6年9月19日～天保12年2 天保10年12月写 横切半・1冊 165
月7日　貼紙

（道中先触留書）　献上物先触、御馬先触之事、途中追先 明和2年8月2日～弘化3 横半半折・1冊 176
触之事、先触書上之事、先触紛失之事他 年4月朔日

道中貫目品々留 寛政元年5月25日 横半半折・1冊 276

御道中御宿割勤方書抜　金井清令写寛政10年10月～享 文政2年5月写 横半半折・1冊 169
和2年7月

（人馬継諸用留） 安政5年3月20日～6月 横半半折仮綴・1 201
28日 綴

先触差出覚　先触請取覚　依田利継 安政5年5月朔日～8月 横切半仮綴・1冊 202
20日

（大宮宿之人足共御供御家老采女殿供勢之内江酒代申 文久元年7月 横切継紙・1通 821－1－10

請度口論一件御聞済二付御請書写）　中山道大宮宿役
人惣代年寄力五郎他3名　御目付様御役所

（御小休御本陣類焼二付普請金拝借願井御道中人馬掛添 文久元年12月 横切継紙・1通 855－3

口上覚）　御道中人馬掛御目付方御役所碓氷峠山中
御小休御本陣　灰色宿紙

（神奈川為御警衛碓氷御関所鉄砲証文控）　河原左京 文久3年3月15日 横切紙・1枚 868－11

碓氷御関所　灰色宿紙

覚（信濃守養母貞松院江戸御発輿道中先触）　西村＋ 文久3年3月17日 横切継紙・1通 821－1－9

郎右衛門　武州板橋宿6松代迄宿々間屋中　灰色宿紙

御行列帳　依田政之進写 文久3年3月21日 横切半仮綴・1冊 195

（先触之記）　駿河　中仙道板橋宿6守山宿迄宿々問屋年 （文久3年）亥3月23日 横切継紙・1通 835－20

寄・助郷村々・当分助郷村々名主組頭　灰色宿紙

（新地村御伝馬賃銭滞一条伺留）　前欠 文久4年正月 半綴・1綴 619－2

覚（道中筋之記拝借）　依田源之丞　山中小平次殿・竹 文久4年2月9日 横切継紙・1通 835－34

内金左衛門殿・関山平治殿

覚（人足・軽尻書上、泊付）　巻上r文久4子年2月29日文久4年2月29日 横切継紙・1通 835－35

江府6岸太五之丞差出」

（先触及び貫目御定二付御留守居より道中奉行へ演説 酉5月 横長美・1冊 187
留書）

（7月22日先触取調覚）　源之丞　一二三様・嘉兵衛様 7月22日 横切紙・1枚 804－26

下書、灰色宿紙

覚（追先触雛形）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－22

（本馬・人足書上）　此表6中俣一平家来、江戸6三村大 横切紙・1枚 835－32

之助家来　灰色宿紙

御用状（家来江府江出立二付道中先触井手形別紙之通 2月4日 横切継紙・1通 835－49

願書）　三郎兵衛　御目付中様

（新地村継立之義二付人馬懸申立候義御尋申上書） 横切継紙・1通 837－2

（江戸二而御在所井太田御陣屋往復手形之義演説案） 12月12日 横切継紙・1通 837－8

御目付中　灰色宿紙

道中先触　真田信濃守内依田源之丞　信州田中宿6武州板 2月7日 横切継紙・1通 854－1
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橋宿迄宿々間屋中　折封

道中先触　真田信濃守内依田源之丞信州田中宿武州板橋 3月9日 横切継紙・1通 854－2

宿迄宿々問屋中　折封

道中先触　真田信濃守内依田源之丞信州海野宿6武州板3月20日 横切継紙・1通 854－3

橋宿迄宿々間屋中　折封

（御領分井御支配所附人馬懸り申立書4ケ宿受書）　灰 横切継紙・1通 868－29

色宿紙

家中／取立

大銃方御取立関係書類　紙磋一括 813－1

（大銃方御人数積り之義御尋二付取調書）　蟻川賢之 8月2日 横切紙・1枚 813－1－1

助

（大銃方之義申上書）　太五之丞 8月7日 横切紙・1枚 813－1－2

（御番士之義二付申上書）　長谷川三次兵衛 8月8日 横切継紙・1通 813－1－3

（大銃方可被仰付者共名面取調之義二付申上書）　御 8月10日 横切継紙・1通 813－1－4

目付

（大銃方御番士被仰付等之義二付申上書）　高野広馬 8月10日 横切継紙・1通 813－1－5

（御番士組分井大銃方之義御尋二付申上書）　岡野治 8月11日 横切継紙・1通 813－1－6

右衛門

（大銃方御人撰之義御尋二付再申上書）　御目付 8月15日 横切継紙・1通 813－1－7

（大砲組御取建之儀御内々申上書）　高野車之助 8月29日 横切継紙・1通 813－1－8

（大銃方被仰付方御番士組分之義等申上書）　御目 8月 横切継紙・1通 813－1－9

付

二（大銃方御取立之義御尋二付申上書）　御目付 9月朔日 横切継紙・1通 813－1－10

四（高野東之助申立之趣御尋付申上書）　御目付 9月4日 横切継紙・1通 813－1－11

（大銃方御取立之義二付申達）　志摩　但馬 9月6日 横切継紙・1通 813－1－12

（小銃御物頭、大銃之方御物頭名面）　貼紙 横切紙・1枚 813－1－13

（御番士名面）　貼紙 横切継紙・1通 813－1－14

（大銃方28人名面） 横切継紙・1通 813－1－15

（火薬調合危器材拝借願）　平左衛門　依田様 5月12日 横切紙・1枚 813－1－16

（地磁・人砲・天砲配備書）　蟻川賢之助　貼紙 竪継紙・1通 813－1－17

御役者取立関係書類　紙繕一括 838－5

二（御役者之義御尋二付申上書）　御留守居　灰色宿 2月晦日 横切継紙・1通 838－5－1

紙

十二（御役者御取立之義二付愚意申上書）　灰色宿 横切継紙・1通 838－5－2

紙

（御役者共御取立有無御尋二付申上下案）　御目付 辰正月13日 横切継紙・1通 838－5－3

巻上「辰正月13日舎人殿へ出ス」　灰色宿紙

家中／役儀

御武具方一条関係書類 紙繕一括 848
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一（直胤作引替之義二付御内々嘆願書）　金児忠兵衛 10月 横切継紙・1通 848－1
灰色宿紙

二（直胤作短刀御之分御払之分再度伺書）　御武具 10月 横切継紙・1通 848－2
奉行　灰色宿紙

三（直胤作短刀御払御尋二付申上書）　御勘定奉行 10月 横切継紙・1通 848－3
灰色宿紙

（直胤作短刀御払伺等之儀御尋二付申上書）　御目付 10月 横切継紙・1通 848－4
巻上「巳10月5日主水殿へ出ス」　灰色宿紙

（御武具方一条儀御尋二付申上書）　御目付　巻上 10月 横切継紙・1通 848－5
「巳10月11日頼母殿へ出ス」　灰色宿紙

（御武具方誓詞書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 848－5

家中／跡式

名跡御建御役方手続書類 810－3

（佐野家苗跡相続二付親類願書写）　灰色宿紙 嘉永7年8月9日・安政2 横切継紙・1通 810－3－1

年6月28日

（竹内新八郎跡目相続手続調書井親類差図書）　灰 嘉永2年7月23日・同25 横切継紙・1通 810－3－2
色宿紙 日

（苗跡取次見出）　灰色宿紙 天保3年2月25日～安政 横切継紙・1通 810－3－3
2年6月28日

（牧野家名跡相続手続調書井親類差図書）　灰色宿 嘉永3年6月朔日 横切継紙・1通 810－3－4
紙

（原岩尾名跡一件） 810－3－5

（御宛行御取上格式御下身分押込仰付）　灰色宿紙 12月29日 横切継紙・1通 810－3－5－1

口上覚（竹内藤願書受取、原岩尾家名相続二付親類 12月9日 横切継紙・1通 810－3－5－2

共願書下書）　灰色宿紙

口上覚（原岩尾家名相続二付親類共願書）　保科此 2月15日 横切継紙・1通 810－3－5－3

面・西山恒三郎　祢津刑左衛門殿他8名

（師岡七郎右衛門苗跡相続取調書）　灰色宿紙 天保13年7月20日～同 横切継紙・1通 810－3－5－4

28日

（苗跡取次見出）　灰色宿紙 弘化4年9月7日～嘉永7 横切紙・1枚 810－3－5－5

年8月9日

石黒八郎出奔跡目一件評議書類　紙繕一括 800－1

一（親類共御内密嘆願書）　三次 亥6月 横切継紙・1通 800－1－1

二（旧家出奔之者跡目之義御内々御尋付返答書） 亥6月 横切継紙・1通 800－1－2
右兵衛

三（佐藤三次内密申立之趣御尋二付大目付評議書） 亥7月3日 横切紙・1枚 800－1－3
神平　灰色宿紙

四（家老指図書）　左京灰色宿紙 亥7月7日 横切継紙・1通 800－1－4

（伊野右衛門殿6御尋二付同人へ差出下案）　灰色宿 亥8月 横切継紙・1通 800－1－5
紙

（古岩彦作跡目相続二付相応之者可相願旨郡奉行申渡立 3月9日 横切継紙・1通 807－3
会廻章）　源之丞弥惣左衛門他3名
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