
依田家／役職／御目付

口上覚（跡式相続願）
　左衛門殿　奥書あり

御城番清野組牧右衛門 池田儀 文久元年7月8日 竪紙・1枚 775

家中／一件

佐久間修理八丁堀願立一件取調書類

（一）（別紙書類一印より十四印迄之手順取調書取） （嘉永6年）10月 横長美・1冊 749
佐久間修理

（二）（取調書取書類） 横長美・1冊 750

（四）（江戸家老御答案）　望月主水 10月10日 横長美・1冊 751

（六）（防禦人数出組合御用状） 横長美・1冊 752

（七）（家老宛江戸家老申達案、家老申立書）、（八）
　（江戸家老宛御書下）、（九）（御殿山御願立不及御

6月19日、6月24日 横長美・1冊 753

組戻旨江戸家老宛留守居書状）

（十）（佐久間修理御目通願御尋二付目付申上書） 6月29日、7月、10月2 横長美・1冊 757
馬場弥三郎 日

（十一）（郡奉行認侯下案）、（十二）（江戸井国家老 7月晦日、9月28日 横長美・1冊 756
宛真田志摩書類）

（十四）（家老御答書）　鎌原伊野右衛門 10月 横長美・1冊 760

（佐久間修理願立一条目付返答書）　御目付　（小山 嘉永6年10月23日 横長美・1冊 754
田）壱岐

（御内密御尋二付目付返答書）　　（斉藤）友衛 10月16日 横長美・1柵 755

（目付口上覚）　一場茂右衛門 9月24日 横長美・1冊 758

（家老内願及差図書） 9月28日～10月3日 横長美・1冊 759

佐久間修理一件達書類 766

（佐久間修理在所出立二付達書）　佐久間修理親類複 （嘉永7年）9月23日 1通 766－1

写

（佐久間修理親類預達書）　佐久間修理親類　複写 4月5日 1通 766－2

（佐久間恪二郎親類御預中出奔侯始末御宥恕御沙汰 12月8日 1通 766－3
書）　佐久間恪二郎親類　複写

（佐久間修理御知行井屋敷地召上二付郡奉行江可引渡 1通 766－4
旨申渡）　佐久間修理親類　複写

（佐久間修理江府学校督学蟄居二付除名伺）　佐久間 12月29日 1通 766－5
修理　複写

（海陸御備向掛手附申渡）　真田信濃守家来佐久間修 1通 766－6
理　複写

（佐久間修理蟄居申付）　真田信濃守家来佐久間修理 9月18日 1通 766－7
複写

包紙　上書「象山先生二関スル文書」（佐久間修理一件 包紙・1枚 804
関係書類）

（佐久間修理親類御差図書）　佐久間修理親類　80ゆ1一 安政5年2月 横切継紙・1通 804－1－1

1～12紙繕一括

（親類之外面会厳敷差留差図書）　佐久間修理親類 横切紙・1枚 804－1－2

（佐久間恪二郎親類名面、12名分） 横切継紙・1通 804－1－3
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（佐久間修理親類住居出入差図書）　佐久間修理親類 横切紙・1枚 804－1－4

（佐久問修理能々慎べき旨差図書） 横切紙・1枚 804－1－5

（佐久間修理親類御差図書）　佐久問修理親類 （安政5年）2月17日 横切継紙・1通 804－1－6

（佐久間修理殿御宅番所立替之義御尋二付返答書） 10月 横切紙・1枚 804－1－7

佐久間修理殿宅番所番人　佐久間修理殿御親類中様

（佐久間修理不慎之義二付尚取締方差図書）　佐久間 9月14日 横切・1枚 804－1－8

修理親類

口上覚（佐久間修理親類少二付遠縁内縁之内3、4人 安政5年2月 横切継紙・1通 804－1－9

出入御許容嘆願書）　依田源之丞、山田見龍　灰色
宿紙　　　　　　　　　　　　　　　　，

（佐久間恪二郎親類名面、18名分）　依田政之進灰 横切継紙・1通 804－1－11

色宿紙

（別紙名面之者通路御許容差図書）　佐久問修理親類 横切継紙・1通 804－1－12

（別紙御差図有之、寅年以来被仰渡書付添廻状） 2月18日 横切紙・1枚 804－1－10

源之丞、見龍　熊之助様他5名

（極密之以御含御内々申上書　塩野熊之助・白井平
左衛門・菅銭太郎親類名面江加へたき旨）　北山

10月8日 横切継紙・1通 804－2－1

安世　灰色宿紙、804－2－1～3紙繕一括

（長谷川善兵衛両3日出入御勘弁二付申上書）　北山 10月14日 横切継紙・1通 804－2－2

安世　灰色宿紙

（佐久間修理義二付源大夫面会許可申上書）　北山安 10月16日 横切継紙・1通 804－2－3

世　灰色宿紙

（鎌原伊野右衛門、金児忠兵衛動静書上）　灰色宿 14日 横切継紙・1通 804－3－1

紙、804－3－1～10紙繕一括

（矢沢将監志摩御預当番之義二付申上書）　金左衛門 3月8日 横切紙・1枚 804－3－2

灰色宿紙

（御側役被仰付儀二付動静書上） 25日 横切継紙・1通 804－3－3

（御目付評議留）　刑左衛門　前欠、灰色宿紙 正月13日・14日 横切継紙・1通 804－3－4

（御目付評議留）　刑左衛門灰色宿紙 16日・17日 横切継紙・1通 804－3－5

機密（御目付評議留）　灰色宿紙 15日 横切紙・1枚 804－3－6

機密（御目付評議留） 20日～24日 横切継紙・1通 804－3－7

（御目付評議留）　灰色宿紙 2月19日・20日 横切継紙・1通 804－3－8

（御目付評議留）　灰色宿紙 2月3日～13日 横切継紙・1通 804－3－9

（馬場茂八郎、加藤直衛親類共嘆願二付御差図留） 2月26日 横切継紙・1通 804－3－10

十郎右衛門　采女殿　灰色宿紙

（佐久間修理御吟昧中改而揚屋入差図書）　佐久間 横切継紙・1通 804－4－1

修理親類

（佐久間修理逼塞御免、従公辺上京御達、京着之節
　御口達留書）　佐久間修理

3月7日 横切継紙・1枚 804－4－2

（佐久間修理駕篭井両掛拝借許可）　依田甚兵衛 横切紙・1枚 804－4－3

御用状（佐久間修理附添被仰付二付拝借金上納之義） 9月23日 横切紙・1枚 804－4－4

望月主水　依田甚兵衛殿　灰色宿紙
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（佐久間修理御預二付取締筋差図書）　佐久間修理親 横切紙・1枚 804－4－5
類

（佐久間修理家内之者御屋敷内江引移候様差図書） 横切紙・1枚 804－4－6

佐久間修理親類

（佐久間修理拝借武器書物返上差図書）　佐久間修理 横切紙・1枚 804－4－7
親類

（佐久間修理留守宅取締筋差図書）　佐久間修理親類 横切紙・1枚 804－4－8

（佐久間修理家内御屋敷内江引移侯後取締筋差図書） 横切継紙・1通 804－4－9
佐久間修理親類

（佐久間修理親類名面申立御答筋八田競勘弁之義御 12月5日 横切継紙・1通 804－4－10

内々申上書）　北山安世

（志摩・伊野右衛門先ハ慎位之御答御内密申上書） ll月 横切継紙・1通 804－4－11

灰色宿紙

廻達（他所親類6飛脚罷越一条二付）　灰色宿紙 19日夜 横切継紙・1通 804－4－12

（佐久間修理親類内願之儀御尋二付申上書）　御目付 安政5年10月 横切継紙・1通 804－5－1

巻上「安政5午10月16日頼母江出」　灰色宿紙

（願人急病二付代人書面差出御内々申上）　友衛　灰 2月16日 横切紙・1枚 804－5－2

色宿紙

（御内咄之義明日口上二て御含迄二申立候積り申上書） 12月18日 横切紙・1枚 804－5－3

（佐久間御在所江指越、附添被仰付二付申入書）　甚 （安政元年）9月28日 横切継紙・2通 804－5－4

兵衛　源之丞殿　9月22日認置書付（佐久間修理附添其
表江罷越二付草履取馬喰町端迄看板着用旅仕度二而着日
御差出可被下旨）共

（八田競御答之義御内密願書） 横切継紙・1通 804－5－5

（謝物金銭持参人修理勝手口迄無差支通し候様伺書） 12月 横切継紙・1通 804－5－6
依田源之丞

（佐久間修理宅番所引替一条内評議申上書）　末尾 10月 横切継紙・1通 804－5－7
灰色宿紙

（北山安世面会顛末書） 横切紙・1枚 804－5－8

口上覚（佐久問修理宅番人居所、外箱番所引替之義 10月18日 横切継紙・2通 804－5－9
二付）　佐久間修理親類　鎌石見様　灰色宿紙共

（御目付評議書）　灰色宿紙 2月21日 横切・1枚 804－6

（御目付評議書）　灰色宿紙 2月26日 横切継紙・1通 804－7

（御目付評議書）　灰色宿紙 3月1日 横切継紙・1通 804－8

（御目付評議書） 3月23日 横切継紙・1通 804－9

（御預人有之家族湯治伺）　巻上r速見調」　灰色宿 3月10日 横切継紙・1通 804－10

紙

（御目付評議留）　灰色宿紙 3月15日・16日 横切継紙・1通 804－11

（佐久間修理御預被仰付候処、外宅之義二付当御屋敷 横切紙・1枚 804－12

二而御長屋拝借差図書）　佐久問修理親類

（佐久問修理親類少二付親類共嘆願差図書）　佐久間 横切紙・1枚 804－13

修理親類

（佐久問修理親戚之列二加度御届書）　塩野熊之助他5 11月24日 横切継紙・1通 804－14

名
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十二柵人砲演習中附覚　佐久間修理行司依田源之丞・ 3月 横切継紙・1通 804－15

菅銭太郎　灰色宿紙

（佐久間修理宅番所建替之義御尋二付為念書取返答 10月 横切継紙・1通 804－16

書）　佐久間修理殿宅番所番人　佐久間修理殿御親類
中様灰色宿紙

口上覚（英国軍艦来着不容易事件二付御発駕嘆願） 3月 横切継紙・1通 804－17

口上書写（関所通行頼状）　北山安世福島御関所 元治元年7月2日 横切継紙・1通 804－18

（通行手形無之二付北山安世身元間合）　山村甚兵衛 （元治元年）7月 横切継紙・1通 804－19

家来原九郎左衛門他2名　真田信濃守様御役人衆様

（北山安世福島御関所二而病気滞留二付連戻差図書） 横切継紙・1通 804－20

口上覚（佐久問修理於京地死去二付跡目御立嘆願書） 横切継紙・1通 804－21

佐久間修理不慎一条関係書類 850－1

（佐久間修理不慎儀御尋二付申上書留）　御目付　巻 9月10日 横切継紙・1通 850－1－1

上「卯9月10日壱岐殿御下尋付差出ス」

（佐久問修理親類江御達之儀二付申上書）　御目付 9月13日 横切継紙・1通 850－1－2
巻上「卯9月13日壱岐殿出ス」

（佐久間修理親類差拍之義御尋二付申上書）　御目付 9月14日 横切紙・1枚 850－1－3

巻上「卯9月14日出ス」

（佐久間修理住居見廻之儀御内々申上書）　御目付 9月23日 横切継紙・1通 850－1－4

巻上「卯9月23日御月番壱岐殿へ差出ス」

（佐久間修理住居廻り締方義二付申上書）　御目付 10月6日 横切継紙・1通 850－1－5
巻上「卯10月6日壱岐殿へ左京殿取次」

（佐久間修理親類書一件御答筋之儀二付猶申上書） 10月15日 横切紙・1枚 850－1－6
御目付　巻上「卯10月15日壱岐殿へ出ス」

佐久間修理名前一条関係書類 850－7

（佐久間修理名前一条御内々申上書写）　窪田慎六 3月12日 横切継紙・1通 850－7－1

（佐久間修理名前一条窪田慎六申立二付御内々申上
書）　源之丞 3月24日 横切継紙・1通 850－7－2

下目付召捕一件書類 810－4

（西条村分地二而召捕者伺取調書）　灰色宿紙 天保4年7月24日・同25
日

横切継紙・1通 810－4－1

（西条村下目付召捕之義御褒美調書）　灰色宿紙 天保4年7月 横切継紙・1通 810－4－2

（新御安口召捕者御用番江申立職奉行引渡）　灰色 天保8年12月14日 横切継紙・1通 810－4－3

宿紙

（新小越町徳右衛門召捕取調書）　灰色宿紙 天保14年10月4日・同5
日

横切継紙・1通 810－4－4

（矢代村勝蔵公事方手付召捕差図書）　灰色宿紙 嘉永5年2月4日 横切継紙・1通 810－4－5

師田民治隠居富之進家内難渋一件書類　紙繕一括 812－5

回章（家内難渋評議二付）　壱岐　将監様・帰一郎様 10月24日 横切継紙・1通 812－5－1

灰色宿紙

（家内難渋穿墾用状）　小山田壱岐当番御目付中 10月28日 横切紙・1枚 812－5－2

（御目付）回状　源之丞刑左衛門様・正司様灰色宿 12月16日 横切紙・1枚 812－5－3
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紙

（家内難渋御尋二付返答書）　御目付　12月18日壱岐殿 12月18日 横切継紙・1通 812－5－4

江差出、灰色宿紙

（家内難渋穿墾調書）　下目付　灰色宿紙 12月 横切継紙・1通 812－5－5

（家内難渋穿繋調書）　調役灰色宿紙 文久元年12月 横切継紙・1通 812－5－6

（御目付用状）　虎尾他7名　一二三様・小平次様　灰 12月 横切継紙・1通 812－5－7

色宿紙

（師田熊之助・富之進妻答申渡）　灰色宿紙 文政2年5月26日 横切継紙・1通 812－5－8

（師田富之進・熊之助答申渡） 嘉永3年5月12日 812－5－9

（師田富之進答申渡）　灰色宿紙 嘉永7年正月25日 横切紙・1枚 812－5－10

（師田富之進再実家へ罷越慎申渡） 文久元年12月21日 横切継紙・1通 812－5－11

（御番頭宅二而師田民治親類へ御達） 横切継紙・1通 812－5－12

小野喜平太妻穿馨一件書類 812－6

（小野喜平太妻評議用状） 12月8日 横切紙・1枚 812－6－1・

（小野喜平太妻穿墾手紙書抜） 横切継紙・1通 812－6－2

原忠治郎祖母不行跡一件書類　紙磋一括 812－9

口上覚（親類共嘆願書）　原忠次郎親類原半七郎他2 7月 横切継紙・1通 812－9－1

名　灰色宿紙

（御尋二付返答書案）　御目付灰色宿紙 7月 横切紙、横切継 812－9－2

紙・1通、1枚

袋（御医師一件関係書類）　上書r御医師之事」 1袋 816

（被仰出御医師へ達）　灰色宿紙 天保4年 横切継紙・1通 816－1

（御医師一件書類目録）　灰色宿紙 弘化4年 横切継紙・1通 816－2

（再論御医師一件書類目録） 安政4年 横切紙・1枚 816－3

（御医師被下物書上）　灰色宿紙 横切継紙・1通 816－4

（御医師職業衰頽減禄減給等愚意申上書）　源之丞 正月15日 横切継紙・1通 816－5

貫兵衛様

回章（御医師之義二付御尋申上）　貫兵衛・源之丞 正月27日 横切継紙・2通 816－6

小平治様他7名　下書共

六印袋内　9月13日舎人殿6伺二因而御書下 横切継紙・1通 816－7

六印袋之内　御内定御医師跡式相続之事　灰色宿紙 横切継紙・1通 816－8

御内定御医師跡式相続之事　灰色宿紙 横切継紙・1通 816－9

機密もの手拍　後半にr御医師減禄減給之事」あり 3月29日～9月18日 横半半折・1冊 816－10

戌年渡辺左太郎穿馨関係書類　紙繕一括 817－3

（渡辺左太郎穿馨一件上書案写） 文久2年12月 横切継紙・1通 817－3－1

（渡辺左太郎穿馨抜書） 文久2年12月 横切継紙・1通 817－3－2

戌年望月繁之助弟友治郎穿馨一条書類　紙繕一括 817－5

（望月友治郎御答筋之義御尋二付申上書）　御目付 文久2年9月 横切継紙・1通 817－5－1
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巻上「文久2年9月助之進殿へ差出」　灰色宿紙、貼紙

（望月友治郎一条穿墾書）　後欠 横切継紙・1通 817－5－2

四（望月友治郎一条差図書）　兵庫灰色宿紙 （文久2年）9月26日 横切継紙・1通 817－5－3

五（望月友治郎一条差図書）　左京灰色宿紙 （文久2年）9月28日 横切継紙・1通 817－5－4

（望月友治郎一条相手方不落着之義再御尋二付評議下
書）　灰色宿紙、貼紙

横切継紙・1通 817－5－5

申年館孝右衛門水揚一条申立関係書類　紙緩一括 817－9

（未4月中御書取被仰渡写）　灰色宿紙 未4月 横切継紙・1通 817－9－1

（再度被仰渡被成下度御書取案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 817－9－2

三（水揚之義御内々嘆願書）　館孝右衛門灰色宿紙 申4月 横切継紙・1通 817－9－3

四（館孝右衛門申立之義二付申上書）　御収納郡方 5月10日 横切紙・1枚 817－9－4
灰色宿紙

五（水揚之義御内々申上書）　館孝右衛門灰色宿紙 5月14日 横切継紙・1通 817－9－5

六（館孝右衛門申立之義二付申上書）　御収納郡方 5月27日 横切継紙・1通 817－9－6
灰色宿紙

七（館孝右衛門申立之義二付申上書）　御勘定吟味 6月9日 横切紙・1枚 817－9－7
灰色宿紙

八（館孝右衛門拝借金穿繋書）　宮下兵馬小山田壱 6月11日 横切紙・1枚 817－9－8
岐様灰色宿紙

九（館孝右衛門内借返上有無穿繋書）　御勘定吟味 6月13日 横切継紙・1通 817－9－9
灰色宿紙

十（館孝右衛門拝借金御尋二付再評書）　御勝手元〆 6月17日 横切継紙・1通 817－9－10
灰色宿紙

二（館孝右衛門拝借金之義二付再申上書）　御勝手 7月17日 横切継紙・1通 817－9－11
元〆　灰色宿紙

二（館孝右衛門拝借金之義二付申上書）　御勘定吟味 7月19日 横切継紙・1通 817－9－12
灰色宿紙

四（要文書入御報）　壱岐左門様灰色宿紙 7月19日 横切継紙・1通 817－9－13

五（館孝右衛門御内借之義二付申上書）　片岡＋郎兵 7月28日 横切継紙・1通 817－9－14
衛　灰色宿紙

六（御役方御手段金之内館孝右衛門拝借金高申上書） 申7月 横切紙・1枚 817－9－15

御賄役灰色宿紙

七（館孝右衛門拝借金之義二付尚又申上書）　御勝 8月25日 横切継紙・1通 817－9－16

手元〆役灰色宿紙

（館孝右衛門水揚井拝借金之義御尋二付評議書）　灰 横切継紙・2通 817－9－17
色宿紙、下書共

（拝借金高書上）　〆金65両灰色宿紙 横切紙・1枚 817－9一曜8

原忠治郎母井飯島留之助穿馨一条関係書類　紙繕一括 文久3年 825－9

（原忠治郎親類御鎚嘆願書）　原忠治郎親類　灰色宿 2月 横切継紙・1通 825－9－1
紙

（与良内蔵助親類御内密御縄嘆願書）　与良内蔵助親 2月 横切継紙・1通 825－9－2
類綿内右門他6名　灰色宿紙
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（飯島楠左衛門親類御内密嘆願書）　飯島楠左衛門親 2月 横切継紙・1通 825－9－3

類上原弘衛他5名　灰色宿紙

（原忠治郎母井飯島留之助等御答筋御尋二付申上書）
　巻上「将監殿6穿馨被仰付候処伺之上助之進殿へ差出」

4月ll日 横切継紙・1通 825－9－4

灰色宿紙

（山口助太郎母先例書）　天保15年8月18日　灰色宿紙 横切継紙・1通 825－9－5

（山口助太郎母答書）　弘化2年～嘉永5年灰色宿紙 横切継紙・1通 825－9－6

（出奔先例書）　文政ll年～安政4年　灰色宿紙 横切紙・1枚 825－9－7

金井弥惣左衛門御目通願一件関係書類　紙縫一括 文久元年 833－2

壱（弥惣左衛門御目通奉願候処、穿墾書計を以申上
　候始末御尋書）

（文久元年）酉9月12日 横切継紙・1通 833－2－1－1

弐（一存二而申上候儀、御内密之儀御直二申上之節心
　得御尋二付申上書）　森木一二三　巻上r文久元酉9

（文久元年）酉9月12日 横切継紙・1通 833－2－1－2

月12日夕八半時頃采女殿江差出候控」

三（弥惣左衛門殿へ御尋書）　巻上r酉9月13日四時 横切継紙・1通 833－2－1－3

前弥惣左衛門殿へ御尋之事」

乾（御内々嘆願書）　金井弥惣左衛門　巻上r折懸上 （文久元年）9月12日 横切継紙・1通 833－2－2－1

は書も同断、采女殿へ印封二而出」　灰色宿紙

坤（御尋之義返答書）　金井弥惣左衛門　巻上r折懸 （文久元年）9月12日 横切継紙・1通 833－2－2－2

上は書も同断、采女殿へ印封二而出」　灰色宿紙

（御尋之義返答書之一書）　金井弥惣左衛門　灰色宿
　紙

（文久元年）9月13日 横切継紙・1通 833－2－2－3

（弥惣左衛門返答書御尋二付申上書）　祢津刑左衛門 （文久元年）9月 横切紙・1通 833－2－2－4

灰色宿紙

（弥惣左衛門御役御免処置不服申立書）　一二三 （文久元年）9月14日 横切継紙・1通 833－2－3

（御役方内密穿墾方之義二付御内々申上書）　刑左衛 （文久元年）9月25日 横切継紙・1通 833－2－4

門　連名様灰色宿紙

（弥惣左衛門御役御免処置承知二付江戸へ返報） （文久元年）9月 横切継紙・1通 833－2－5

御足軽共両人於町方如何敷酒食一件関係書類　紙縫一
　括

833－8

（御足軽共両人於町方如何敷酒食致候義二付申上） 子5月19日 横切継紙・1通 833－8－1

御目付　灰色宿紙

（御足軽共両人於町方如何敷酒食致候義二付穿馨書） 5月 横切継紙・1通 833－8－2

調役　灰色宿紙

宮川国蔵於宅博突興行一条評議書類　紙繕一括 834－1

申上（宮川国蔵於宅博突興行仕侯趣穿馨）　下目付 （文久3年）亥正月 横切継紙・2通 834－1－1

一　申上（宮川国蔵於宅博突致し候一件穿墾書） （文久3年）12月 横切継紙・1通 834－1－2

下目付甚左衛門　灰色宿紙

二（宮川国蔵等御答筋之義御尋二付申上書）　灰色
　宿紙

横切継紙・1通 834－1－3

三（先例御見合）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－1－4

四（宮川国蔵等御答筋評議書）　神平　灰色宿紙 12月24日 横切継紙・1通 834－1－5

五（宮川国蔵等御答筋評議書）　新六　灰色宿紙 12月25日 横切継紙・1通 834－1－6
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六（宮川国蔵等御答之義二付申上書）　長谷川三郎兵 12月25日 横切紙・1枚 834－1－7
衛　灰色宿紙

七　回章（宮川国蔵等御答筋）　将監伊野右衛門様 12月25日 横切継紙・1通 834－1－8
他3名　灰色宿紙

八（村方博変人別取締方御尋二付申上書）　灰色宿 12月26日 横切継紙・1通 834－1－9
紙

八二添　申上（宮川国蔵於宅博変手合人別取調） 亥12月 横切継紙・1通 834－1－10
御手附倉田九野右衛門・宮川伝十郎

九　御用状（廻状江御書添礼）　将監伊野右衛門様 12月27日 横切継紙・1通 834－1－11
他3名　灰色宿紙

（宮川国蔵於宅博突興行穿難書）　調役灰色宿紙 （元治元年）子3月18日 横切継紙・1通 834－1－12

（宮川国蔵於宅博変興行一条二付猶御尋二付申上書）
案共　御目付案巻上r但馬殿へ差出」　灰色宿紙共

子3月24日 横切継紙・2通 834－1－13

（宮川国蔵等御轡之義二付申上書案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－1－14

原忠次郎養母・与良内蔵助混雑一件書類　紙繕一括 837－1

書状写（与良内蔵助混雑一件二付意見書）　宮本彦 7月25日 横切継紙・1通 837－1－1
之進　一場茂右衛門様　巻上朱書「7月24日之義二付同
月25日之手紙写」　灰色宿紙

書状（与良内蔵助混雑一件二付一場氏江之御手紙拝
　見意見書）　樋口　宮本様灰色宿紙

25日 横切継紙・1通 837－1－2

（原忠次郎養母与良内蔵助方江引取混雑一件穿繋書
　下案）　調役貼紙、灰色宿紙

9月 横切継紙・1通 837－1－3

（原忠次郎養母与良内蔵助方江引取混雑一件取調書） 横切継紙・1通 837－4－4
灰色宿紙

（規定写）　四郎左衛門　倉田又右衛門殿灰色宿紙 万延2年2月 横切継紙・1通 837－1－5

（御内話御取極二付口上書写）　内蔵助　茂右衛門様・ 4月5日 横切継紙・1通 837－1－6
徳右衛門様・右門様　灰色宿紙

（親類江差出侯規定印書写）　四郎左衛門　右門様・ （文久2年）戌4月14日 横切紙・1枚 837－1－7
茂右衛門様・徳右衛門様　灰色宿紙

（親類江差出候規定書写）　四郎左衛門　右門様・茂 横切継紙・1通 837－1－8
右衛門様・徳右衛門様　灰色宿紙

北山一条関係書類 838－2

壱（北山藤三郎妻大病二付上東京之義御聞置申上書） （明治4年）辛未9月25 竪半折・1枚 838－2－1
荒井弥平・依田忠之進・和田数雄　県庁御中 日

弐（親類北山安世、別紙容体書添死去御届書）　荒 （明治4年）辛未9月25 竪半折・1枚 838－2－2
井弥平・依田忠之進・和田数雄　松代県御庁 日

参（北山安世容体書）　渋谷玄岱 9月25日 横切継紙・1通 838－2－3

四（亡北山評決申付）　松代県庁士族北山安世親類 （明治4年）辛未9月25
日

横切継紙・1通 838－2－4

（弟藤三郎江家名存続嘆願書） 横切継紙・1通 838－2－5

真田志摩鎌原伊野右衛門親類方上書一件関係書類　紙 838－6
繕一括

（真田志摩鎌原伊野右衛門御親類様方への上書拍等
　差上方評義留）　灰色宿紙

7月26日 横切継紙・1通 838－6－1
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（御家老職進退伺）　鎌伊灰色宿紙 10月6日 横切継紙・1通 838－6－2

（鎌原伊野右衛門御答筋申立書案） 横切継紙・1通 838－6－3

（鎌原伊野右衛門親類御預御免申立書）　灰色宿紙 横切紙・1枚 838－6－4

小宮山登所業一条関係書類　紙繕一括 850－2

申上（小宮山登所業穿難書）　喜右衛門　巻上朱書 6月 横切継紙・1通 850－2－1

「喜右衛門下案」　灰色宿紙

（小宮山登御答筋書留）　嘉永5年・安政6年　灰色宿 横切継紙、横切 850－2－2

紙 紙・1通、1枚

（小宮山登履歴書留）　嘉永2年～安政2年灰色宿紙 横切紙・1枚 850－2－3

（小宮山登所業御賢慮内密嘆願書）　三次灰色宿紙 5月20日 横切継紙・1通 850－2－4

原主米格合一条関係書類 850－3

八御内定書抜 横切紙・1枚 850－3－1

九（原権右衛門退身之伜主米格合之義二付大目付申 5月29日 横切継紙・1通 850－3－2

立書）　神平　灰色宿紙

十（原権右衛門退身之伜主米格合之義二付御中老申 6月3日 横切継紙・1通 850－3－3

立書）　左京　灰色宿紙

（原権右衛門退身之伜主米格合之義御尋二付評議書） 万延元年6月3日 横切継紙・1通 850－3－4

巻上「万延元年6月3日舎人殿へ」　灰色宿紙

成沢勘左衛門借地一件関係書類 850－4

（成沢勘左衛門借地之義御内々御賢慮嘆願書）　丹 2月28日 横切継紙・1通 850－4－1

治　灰色宿紙

（成沢勘左衛門借地之義御尋二付申上書）　御目付 2月 横切継紙・1通 850－4－2

巻上「御中老美濃輔殿6相廻候二付評義之上尚又御同人
へ差出、2月29日夕刻差出」　灰色宿紙

御用状（成沢勘左衛門借地之義別紙評義書類差上） 2月29日 横切紙・1枚 850－4－3

源之丞　美濃輔様

矢沢直之助湯治一件書類 850－6

（矢沢直之助真田志摩御預中湯治御内慮伺書）　三 （万延元年）閏3月 横切継紙・1通 850－6－1

次　灰色宿紙

（矢沢直之助湯治評議書）　美之輔灰色宿紙 （万延元年）閏3月18日 横切継紙・1通 850－6－2

（矢沢直之助湯治之儀御尋二付申上書）　御目付　巻 （万延元年）閏3月19日 横切継紙・1通 850－6－3

上「閏3月19日美濃輔殿6同夕刻御同人へ遣ス、万延元
年之事」　灰色宿紙

（柳沢甚三郎養母井娘不取締乱暴一一件穿墾書）　下目 2月 横切継紙・1通 870－1

付　灰色宿紙

（柳沢甚三郎家事混雑調書）　調役灰色宿紙 2月 横切継巻紙・1巻 800－5

（江府家中刃傷一件目付取調書留） 横長美・1冊 741

（左門殿御処置柄之義御内密御尋二付極密評議書）　御 酉正月 横切継紙・1通 817－6

目付

家中／行状

行状穿墾関係書類 紙縫一括 836－2
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（瀧村守衛行状不宜不博之義申上書下案）　灰色宿 文政2年2月 横切継紙・1通 836－2－1
紙

（丹波島村留女召抱遊興等御尋二付申上書下案）　灰 文政2年閏4月 横切継紙・1通 836－2－2
色宿紙

（西木町中村屋逸八郎於宅博変興行二付申上書）　灰 文政2年5月 横切継紙・1通 836－2－3
色宿紙

（宮本喜一郎・郷原吉郎左衛門行状穿墾書下案） 文政2年7月6日 横切継紙・1通 836－2－4
灰色宿紙

（紺屋町二而打螂切付侯一件穿墾書）　松本記兵衛・ 文政9年8月29日 横切継紙・1通 836－2－7
玉井清大夫　巻上「調役差出候即日御用番へ差出」
灰色宿紙

里見渡理穿馨一件書類　紙緩一括 812－4

（行跡所行穿馨調書）　下目付灰色宿紙 12月 横切継紙・1通 812－4－1

（不行状穿墾調書）　調役灰色宿紙 12月 横切継紙・1通 812－4－2

丸茂宗弥行状穿墾関係書類　紙繕一括 840

（丸茂宗弥義二付御内密嘆願書）　佐藤三次灰色宿紙 3月 横切継紙・1通 840－1

（丸茂宗弥行状不宜義二付穿墾書）　調役左平次　灰 4月 横切継紙・1通 840－2
色宿紙

（丸茂宗弥行状不宜義二付穿盤書）　下目付喜右衛門 4月 横切継紙・1通 840－3
灰色宿紙

（丸茂宗弥親類嘆願之趣御尋二付申上書）　巻上r5月 5月朔日 横切継紙・1通 840－4
朔日助之進殿へ差出」　灰色宿紙

（長谷川甚大夫遊蕩一条書類留）　一印～九印（一、二 2月20日～27日 横切継紙・1通 845－1
印省略）　巻上「3月5日御下左門殿」　灰色宿紙

御用状（佐久間修理方太鼓ヲ打鉄砲稽古之儀心得違） 9月25日 横切継紙・1通 850－10
小山田壱岐　斉藤友衛

原忠次郎養母家出一件書類　紙緩一括 834－15

草案（原忠次郎母数日遠方江不沙汰二罷出候次第御
　内密御鎚嘆願書写）　与良内蔵助親類灰色宿紙

2月 横切継紙・1通 834－15－1

（原忠次郎養母穿馨書）　下目付仁左衛門　灰色宿紙 3月 横切継紙・1通 834－15－2

（原忠次郎母家出一件穿馨書）　調役灰色宿紙 3月 横切継紙・1通 834－15－3

（西条村弥惣左衛門家来出奔届書） 17日 横切継紙・1通 818－2－5－3

御用状（金井弥惣左衛門召仕出奔二付取計被下度）
　下書、灰色宿紙

横切紙・1枚 818－2－5－4

家中／賞罰

御賞・御恩赦・御褒詞関係書類　紙繕一括 836－4

高野広馬御賞筋関係書類　紙繕一括 836－4－1

江ノ壱（高野広馬学問修行済御賞筋申上書）　江府 12月 横切継紙・1通 836－4－1－1－1

御目付　下札あり、灰色宿紙
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江ノ弐（高野広馬御賞筋之義二付申上書）　御勘定 12月28日 横切継紙・1通 836－4－1－1－2

吟味灰色宿紙

江ノ三（高野広馬御賞筋之義二付申上書）　左京 12月27日 横切継紙・1通 836－4－1－1－3

灰色宿紙

江ノ四（高野広馬御賞筋評議廻状）　左門　頼母様 12月28日 横切継紙・1通 836－4－1－1－4

他4名　灰色宿紙

壱（高野広馬御賞筋之儀御尋二付申上書）　御目付 正月 横切継紙・1通 836－4－1－1－5

灰色宿紙

壱（御賞筋之儀御尋二付申上書才口）　御目付下札あ 正月 横切継紙・2通 836－4－1－2－1

り、下書共、灰色宿紙共、1～4灰色宿紙帯一括

弐（学間修行御賞筋御内尋二付申上書）　馬場弥三郎 正月 横切継紙・1通 836－4－1－2－2

灰色宿紙

三（御賞筋江府御目付申立之趣御尋二付申上書） 2月 横切継紙・1通 836－4－1－2－3

御勝手元〆　灰色宿紙

（玄米弐人御扶持永被下、文武学校御用取調掛申付） 3月8日 横切紙・1枚 836－4－1－2－4

三二添（御見合）　灰色宿紙共 横切継紙、横切 836－4－1－3

紙・2通、1枚

（御賞筋猶御尋二付申上書）　御目付　灰色宿紙 2月 横切継紙・1通 836－4－1－4

御用状（指図書）　河原舎人　斉藤友衛殿 2月10日 横切紙・1枚 836－4－1－5

飛脚才領組御賞筋関係書類　紙緩一括 836－4－2

（飛脚才領組小頭、同人馬懸り御賞筋申上拍）　御 安政元年 横切継紙・1通 836－4－2－1

供懸一場茂右衛門　灰色宿紙

（人馬掛之者御賞筋之儀御内々申上書案）　御目付 巳ll月 横切継紙・1通 836－4－2－2

巻上「御勝手方主水殿江出ス」　灰色宿紙

御恩赦関係書類　紙繕一括 836－4－3

（若殿様御誕生二付御答之者御恩赦之義申上書案） 横切継紙・1通 836－4－3－1

灰色宿紙

（御恩赦之義三奉行御評議書類御内々拝借願）　十 12月朔日 横切継紙・1通 836－4－3－2

郎右衛門

（出水之節登城向江御褒詞有無伺書）　御目付　巻上 8月 横切継紙・1通 836－4－4

「8月29日舎人殿へ」　灰色宿紙

善光寺町蔀卸一件支配之者御賞筋一件関係書類　紙繕 833－3

一括

（善光寺町蔀卸一件二付支配之者御賞筋之義申上書） （文久2年）3月ll日 横切継紙・1通 833－3－1

巻上「文久2戌3月ll日助之進殿へ差出」　灰色宿紙

一印申上（津田転御出精二付御賞筋伺書）　山寺源 10月 横切継紙・1通 833－3－2

大夫　灰色宿紙

（御支配所善光寺町蔀卸一件二付支配之者等御賞筋申 10月 横切継紙・1通 833－3－3

上書）　郡奉行（山寺源大夫他3名）　灰色宿紙

御賞筋申立拍 文久2年10月 横半半折・1冊 86

（御湯治之節御供支配御賞筋二付内廻章）　金左衛門 文久2年10月11日 横切継紙・1通 835－16

同役連名様　灰色宿紙共

（砲術御賞筋申立写） 文久2年4月 横切継紙・1通 835－17

（戊辰戦行賞、高8石）　山崎多作組滝沢孝作 12月晦日 横切継紙・1通 799－1
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（戊辰戦行賞、高12石）　久保文左衛門 12月29日 横切継紙・1通 799－2

（戊辰戦行賞、高12石）　前欠 12月29日 横切継紙・1通 799－3

（戊辰戦行賞、高8石）　半田小一郎 12月晦日 横切継紙・1通 799－4

（戊辰戦行賞、高8石）　松山又五郎 12月晦日 横切継紙・1通 799－5

（亡父栄次郎戊辰戦行賞、高8石）　五明鶴太郎 12月29日 横切継紙・1通 799－6

（戊辰戦行賞、高10石）　渡辺喜久蔵 12月29日 横切継紙・1通 799－8

（戊辰戦行賞、高12石）　中川八＋五郎 12月29日 横切継紙・1通 799－9

不行跡者御答関係書類　紙繕一括 812－8

（栗山五郎作親類御答申渡）　灰色宿紙 天保12年9月5日 横切継紙・1通 812－8－1

（渡辺十大夫御答申渡） 嘉永5年11月4日 横切紙・1枚 812－8－2

（江戸二而不行跡御答書上）　灰色宿紙 安政3年12月27日 横切継紙・1通 812－8－3

（山口左馬介御答申渡）　灰色宿紙 安政4年2月27日 横切継紙・1通 812－8－4

（池村良太郎御轡申渡）　灰色宿紙 安政4年3月25日 横切紙・1枚 812－8－5

（渡辺左太郎御答申渡）　灰色宿紙 安政6年7月28日 横切紙・1枚 812－8－6

（慎遠慮・退職者書上）　灰色宿紙 享和2年正月18日～天 横切継紙・1通 812－8－7
保10年3月29日

片岡亀之進御答筋御尋一件書類　紙繕一括 文久3年 825－5

一口上覚（亀之進行状始末書）　依田又兵衛灰色宿 2月27日 横切継紙・1通 825－5－1
紙

二口上覚（亀之進一条御調御流之旨）　依田又兵衛 2月27日 横切継紙・1通 825－5－2
灰色宿紙

三（亀之進御在所暇被下、厳重御答筋有之旨）一内 2月28日 横切継紙・1通 825－5－3
蔵允　御用番様　灰色宿紙

四口上覚（片岡亀之進御詫嘆願書）　片岡亀之進 2月27日 横切継紙・1通 825－5－4
灰色宿紙

五口上覚（亀之進嘆願筋之義二付内々申上書）　御 2月 横切継紙・1通 825－5－5
陣屋御徒士頭助　灰色宿紙

六（亀之進所業内密穿墾二付申上書）　御陣屋御目付 2月27日 横切継紙・1通 825－5－6

方調役灰色宿紙

（七印から十二印書類書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 825－5－7

十三（亀之進御答筋評議書）　左門壱岐様灰色宿 3月3日 横切継紙・1通 825－5－8
紙

（亀之進御答筋御尋二付申上書）　巻上r亥4月帰一郎 横切継紙・1通 825－5－9
殿へ差出」　灰色宿紙

家臣御答関係書類　紙繕一括 834－5

（福田小平太御答筋之義御尋二付申上書）　巻上r帰 戌2月28日 横切継紙・1通 834－5－1
一郎殿へ出ス」　灰色宿紙

（相沢龍太郎穿馨申立廻達案）　祢津他6名　灰色宿紙 3月7日 横切継紙・1通 834－5－2

（相沢龍太郎御答筋之義御尋二付申上書）　御目付 （文久2年）戌3月8日 横切継紙・1通 834－5－3
端裏書「帰一郎殿へ出」

一72一



依田家／役職／御目付

（相沢龍太郎御答筋之義御尋二付申上書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－5－4

（相沢龍太郎慎仰付） 3月14日 横切継紙・1通 834－5－5

（海野寛男御番組木村帯刀触面廻状紛失之義御尋二付 3月12日 横切継紙・1通 834－5－6

申上書）　巻上r帰一郎殿へ出」

（坂野勝介穿盤書御賢慮伺）　灰色宿紙 3月 横切継紙・1通 834－5－7

（一場茂右衛門穿墾書御賢慮伺）　灰色宿紙 3月 横切紙・1枚 834－5－8

玉川渡御答関係書類　紙縫一括 834－8

（玉川渡一条御答筋御尋二付申上書案）　巻上r帰一 亥3月6日 横切継紙・1通 834－8－1

郎殿へ差出」　灰色宿紙共

五（評議書）　左京灰色宿紙 3月7日 横切継紙・1通 834－8－2

七（評議回状）　帰一郎石見様他4名灰色宿紙 6月28日 横切継紙・1通 834－8－3

八（評議案文書入御報）　御用番様灰色宿紙 7月27日 横切継紙・1通 834－8－4

九（玉川渡一条御答筋御尋二付申上書）　江府御目付 7月 横切継紙・1通 834－8－5

灰色宿紙

十（評議書）　左門　壱岐様灰色宿紙 7月25日 横切継紙・1通 834－8－6

十一御用状（評議御答二付意見書）　壱岐　左門様 10月24日 横切継紙・1通 834－8－7

灰色宿紙

十二（両角玄脩御答筋評議書）　左門　壱岐様灰色 7月25日 横切継紙・1通 834－8－8

宿紙

（玉川渡等御答筋再御尋二付申上書）　御目付　巻上 9月13日 横切継紙・1通 834－8－9

「9月13日帰一郎殿へ差出」　灰色宿紙

（御答筋先例書）　天保9年4月14日・天保15年8月8日 横切継紙・1通 834－8－10

灰色宿紙

御答同道人関係書類　紙縫一括 834－10

（御轡同道人書上）　灰色宿紙 横切紙・1枚 834－10－1

（御答同道人先例書）　安政3年8月12日・安政5年11月 横切継紙・1通 834－10－2

22日　灰色宿紙

（評定不参名面）　文政ll年～安政6年灰色宿紙 横切継紙・3通 834－10－3

（閉門取計一例） 横切継紙・1通 834－10－4

（鎌原伊野右衛門慎先例）　文久元年lo月　灰色宿紙 横切紙・1枚 834－10－5

（御目見以下御答筋肩書）　灰色宿紙 酉3月 横切継紙・1通 834－10－6

（評定所出座之覚）　書役・勘定者 卯11月 横切継紙・1通 834－10－7

（評定所立会廻状）　灰色宿紙 横切紙・2通 834－10－8

（評定所立会図面） 横切継紙・1通 834－10－9

袋　上書「御答廻達入」 1袋 866

（諏訪部半之丞御宛行井格式取上押込廻達）　源之 安政5年9月29日 横切継紙・1通 866－1－1

丞刑左衛門様他ll名　8664－1～14紙繕一括

（諏訪部半之丞亡意斉跡目相応之者可相願旨申渡） （安政5年）9月29日 横切継紙・1通 866－1－2

諏訪部半之丞親類
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（菅銭太郎慎御免廻達）　源之丞刑左衛門様他8名 安政5年10月20日 横切継紙・2通 866－1－3

（御台場方御物頭奥村良左衛門御沙汰廻達）　源之 安政5年11月27日 横切継紙・1通 866－1－4
丞刑左衛門様他8名

（犠報罫喜糠御番勤御免逼塞御側医大竹イ中 文久元年12月29日 横切継紙・1通 866－1－5

（平治差拍伺廻達）　源之丞刑左衛門様他8名 （文久2年）閏8月25日 横切紙・1枚 866－1－6

（小野権兵衛閉門御免廻達）　源之丞刑左衛門様他 3月朔日 横切継紙・1通 866－1－7
10名

（矢野倉謙兵衛・柳沢音三郎逼塞申渡廻達）　＋郎 3月20日 横切継紙・1通 866－1－8
右衛門　刑左衛門様他ll名

（柳沢甚三郎慎廻達）　源之丞刑左衛門様他11名 3月20日 横切継紙・3通 866一ト9

（宮川藤吉逼塞御免廻達）　三郎左衛門　刑左衛門様 4月10日 横切継紙・1通 866－1－10
他10名

（柿崎甚蔵逼塞御免廻達）　十郎右衛門　刑左衛門様 9月10日 横切継紙・1通 866－1－11
他10名

（清野道之一条穿盤書廻状）　源之丞　刑左衛門様他3 9月11日 横切継紙・1通 866－1－12
名　灰色宿紙

（松木束逼塞御免廻達）　源之丞刑左衛門様他11名 9月晦日 横切継紙・1通 866－1－13

（池村良太郎弟御免廻達）　源之丞刑左衛門様他8名 10月20日 横切継紙・1通 866－1－14

（原忠治郎祖母慎御免仰付）　866一別～7紙緩一括 文久元年8月11日 横切紙・1枚 866－2－4

（八田本之進隠居之上慎廻達）　源之丞刑左衛門様 （文久2年）閏8月25日 横切継紙・1通 866－2－2
他9名

（小山田壱岐慎御免廻達）　小平治刑左衛門様他8名 正月22日 横切継紙・1通 866－2－3

（斉田虎尾・綿貫泰蔵慎御免、綿貫新兵衛遠慮御免
廻達）　源之丞刑左衛門様他10名

4月21日 横切継紙・1通 866－2－4

（御飛脚才領組新之助吟味中御付人御宛行取上、同
組清三郎・市兵衛吟味中後見取上廻達）　友衛・

8月3日 横切継紙・1通 866－2－5

刑左衛門　治左衛門様他7名

（某御答廻達）　治左衛門　刑左衛門様他ll名　前欠 9月29日 横切継紙・1通 866－2－6

（樋口旗之助20石御引上逼塞、堀内権左衛門玄米1人
御扶持引上永給人江御引下隠居之上逼塞仰付）

ll月5日 横切継紙・1通 866－2－7

（御答者書上）　24家 安政3年4月16日～万延 横切継紙・1通 866－3
元年8月22日

（高田多兵衛逼塞御免廻達）　源之丞　刑左衛門様他 万延元年閏3月28日 横切継紙・1通 866－4
ll名

（長谷川深美蟄居、近藤友喜・加藤直衛逼塞、真田
志摩永蟄居仰付）

文久元年4月 横切継紙・1通 866－5

（望月主水退職之上慎、轟文助慎廻達）　小平治刑 6月22日 横切継紙・1通 866－6
左衛門様他8名

（鎌原伊野右衛門隠居之上蟄居仰付）　灰色宿紙 横切継紙・1通 866－7

（灘懸騨鱗灘1編太退役之旗坂本 866－8

阿藤玄斉御答筋関係書類　紙繕一括 安政6年 869－6
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一（阿藤玄斉穿難極密申上書）　御陣屋敷御目付灰 5月 横切紙・1枚 869－6－1

色宿紙

二（阿藤玄斉穿墾書）　調役 7月 竪紙半折・2枚 869－6－2

三（阿藤玄斉御答筋御尋二付申上書）　御目付　奥書 7月 横切継紙・1通 869－6－3

に中村周庵御見合あり　灰色宿紙

四（阿藤玄斉御答筋御尋二付申上書）　御勘定吟味 8月 横切紙・1枚 869－6－4

灰色宿紙

五（阿藤玄斉御答筋評議書）　左門　助之進様　灰色 8月2日 横切継紙・1通 869－6－5

宿紙

六（先例書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 869－6－6

七（阿藤玄斉御答筋評議書）　左門　助之進様灰色 8月3日 横切継紙・1通 869－6－7

宿紙

（阿藤玄斉御答筋之儀廻状）　左門・助之進御用番 8月5日 横切継紙・1通 869－6－8

様（壱岐様他3名）　灰色宿紙

（阿藤玄斉御答筋之儀御尋二付申上書）　御目付　巻 8月 横切継紙・1通 869－6－9

上「未8月21日御用番壱岐殿江差出」　灰色宿紙

廻章（阿藤玄斉御答筋評議）　源之丞治左衛門様・ 安政6年8月21日 横切継紙・1通 869－6－10

正司様

慎繰出井離縁差戻関係書類　紙磋巻 811－2

慎繰出　上　灰色宿紙 寛政10年11月29日～弘 横切継紙・1巻 811－2－1

化2年2月5日

慎繰出　下　灰色宿紙 弘化元年～文久元年8 横切継紙・1巻 811－2－2

月17日

離縁井親元へ差戻（繰出）　灰色宿紙 文化7年3月2日～嘉永7 横切継紙・1通 811－2－3

年6月15日

長谷川深美御答一件書類

（御答筋御尋二付申上）　御目付　（小山田壱岐殿） 嘉永6年ll月 横切・1通 747
下札、宿紙

（当今風評内々申上）　御目付壱岐殿灰色宿紙 未12月ll日 横切・1通 748

差拍伺書類　紙緩一括 805－4

口上覚（差控伺）　竹花其右衛門他5名　奥山忠左衛門安政4年2月5日～7月10 横切継紙・1通 805－4－1

他5名　灰色宿紙 日

口上覚（差控伺）　竹村金吾他3名　望月主水他3名 安政4年正月4日～4月 横切継紙・1通 805－4－2

灰色宿紙 20日

口上覚（差控伺）　竹村慶次郎他12名　望月主水他12 安政4年正月4日～5月9 横切継紙・1通 805－4－3

名　灰色宿紙 日

口上覚（差控伺）　原隼之進他3名　赤沢助之進他3名 7月18日 横切継紙・1通 805－4－4

灰色宿紙

口上覚（差控伺）　立田楽水他5名　斉田千三郎他2名 3月24日～10月9日 横切継紙・1通 805－4－5

灰色宿紙

口上覚（差控伺）　柳沢森太他4名　西村九右衛門他4 10月9日～3月24日 横切継紙・1通 805－4－6

名　灰色宿紙

口上覚（差控伺）　関山平治　赤沢助之進灰色宿紙 閏8月25日 横切紙・1枚 805－4－7

口上覚（差控伺） 横切継紙・1通 805－4－8
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口上覚（差控伺）　堀内権之進他14名　富岡宗三郎他 安政6年6月14日～文久 横切継紙・1通 805－4－9
14名　灰色宿紙 元年3月28日

（差控伺）　灰色宿紙 天保15年3月14日～嘉 横切継紙・1通 805－4－10
永7年7月23日

口上覚（差控伺）　竹花其右衛門他11名　祢津神平他 横切継紙・1通 805－4－11
11名　灰色宿紙

（差控伺）　灰色宿紙 天保15年2月5日～安政 横切継紙・1通 805－4－12
3年9月23日

小林友太郎不行跡二付追放一件書類 800－4

（追放申渡書） （文久2年）8月29日 横切継紙・1通 800－4－1

（小林友太郎御請書下案）　小林友太郎海野寛男殿 文久2年8月29日 横切継紙・1通 800－4－2

（御書付井当人御請書写） 文久2年8月29日 横切継紙・1通 800－4－3

（御目付評議申渡廻状）　小弥太・源之丞　刑左衛門 （文久2年）8月29日 横切継紙・1通 800－4－4
他10名

（小林友太郎屋敷改御目付廻状）　小弥太刑左衛門 （文久2年）8月晦日 横切継紙・1通 800－4－5
他11名　灰色宿紙

（小林友太郎屋敷改立会人名面下書） 横切紙・1枚 800－4－6

（伜浪一共窺二他行、慎仰付）　出浦惣右衛門　832．75．1 12月21日 横切継紙・1通 832－75－1
～3紙繕一括

（籟二他行、慎仰付）　煩望月繁之助・名代久保三郎 12月21日 横切継紙・1通 832－75－2

（籍二他行、慎仰付）　沢喜代太郎 12月21日 横切継紙・1通 832－75－3

（御足軽両人御答筋之儀伺）　御普請方鹿野伴治・矢野 6月 横切継紙・1通 868－3－1
茂・宮島嘉織　紙縫一括、灰色宿紙

（樋口旗之助・堀内権左衛門答筋先例） 7月朔日 横切紙・1枚 868－3－2

（京都御本陣之方調役壱人下目付壱人御用召）　依田 横切継紙・1通 868－3－3
源之丞

（伜馬輔不行跡二付慎仰付）　御番士宮沢度治紙繕一括、 天保13年12月5日 横切紙・1枚 868－5－1
灰色宿紙

（伜又蔵不行跡二付慎仰付）　藤田右仲灰色宿紙 天保14年2月25日 横切継紙・1通 868－5－2

（伜楠蔵教示御沙汰、楠蔵退役仰付）　御側役御前様御 弘化4年5月2日 横切継紙・1通 868－5－3
守役兼帯飯島楠左衛門、御近習役飯島楠蔵　　「江府二而」
灰色宿紙

（次男又左衛門杏花見物心得違之義二付御沙汰）　御側 弘化2年4月21日 横切紙・1枚 868－5－4
頭取煩寺内多宮・名代寺内多門　灰色宿紙

（山越新八郎不法所業二付慎逼塞仰付）　山越新八郎 11月8日 横切継紙・1通 868－7

（善光寺蔀卸一件春日善九郎御賞筋伺書下案）　灰色 横切継紙・2通 868－24
宿紙

（里見渡理、大草瑞泉御答筋申上書）　灰色宿紙 横切継紙・1通 868－30

（里見渡理不行跡穿馨書）　調役包紙 5月 横切継紙・1通 868－32

（坂野勝介慎仰付） 2月29日 横切紙・1枚 868－34

（松木源八・岡野湯之助御答筋留）　灰色宿紙 安政5年11月16日・弘 横切継紙・1通 868－48

化2年9月28日
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（江府下目付北島久大夫御賞筋之義御内々申上書） 万延元年12月 横切継紙・2通 869－5－2

御目付　下書共、灰色宿紙

（江府下目付北島久大夫21ケ年間役歴） 横切継紙・1通 869－5－3

（久大夫義御賞筋二付下目付永田与左衛門・同佐藤千八 横切継紙・2通 869－5－4
御見合書）　下調書共

（永田与左衛門先例二付意見書）　刑左衛門　源之丞様 万延元年12月20日 横切紙・1枚 869－5－5

灰色宿紙

（評定所にて名代之者差支二付同道申渡侯者へ押込・逼 天保14年6月18日 横切紙・1枚 807－2
塞仰付）灰色宿紙

（倉沢四郎右衛門御答一条御内々申上書）　御普請方 酉12月 横切継紙・1通 800－3

灰色宿紙

（小宮山甲之助父不博二付定府御免之旨親類差図書） 横切継紙・1通 806－2

小宮山甲之助親類

（坊主共御答之書抜）　灰色宿紙 寛政12年閏4月3日～天 横切継紙・1通 811－4

保9年11月3日

（鎌原伊野右衛門隠居之上慎被仰付候節取計方案） 安政5年ll月22日 横切継紙・1通 821－10

灰色宿紙

（鈴木熊次郎屋敷地御引上之義評議二付申上書）　御目 9月 横切継紙・1通 847－4
付　灰色宿紙

（御扶持増・格付・御賞筋名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 850－8

（御取次役御賞筋之儀二付申上書）　依田又兵衛控 未10月24日 横切紙・1枚 857－1

（御台場御物頭助岡本広人御賞筋之儀二付申上書）　御 11月 横切継紙・1通 857－3
物頭

（御取次定助井御台場御物頭心得岡本精一郎御賞筋之 2月 横切継紙・1通 857－10

儀二付申上書）　依田又兵衛

（御取次定助井御台場御物頭心得岡本精一郎御褒美筋 戌10月18日 横切継紙・1通 857－12

之儀二付伺書）　依田又兵衛　巻上r戌10月18日矢野氏
出府二付頼差出ス」　桃色宿紙

（御賞筋伺書） 横切継紙・1通 857－14

（前田角次郎御手充御褒美之儀二付内々申上書）　奥貼 閏5月29日 横切継紙・1通 857－24

付別紙（下札）あり、御手充凡積、御褒美先例

（御役方調役助之者共江御褒美之儀申上書）　御物頭 申10月8日 横切紙・1枚 857－29

巻上「申10月8日出ス」

（掃除頭御道具番兼茂里助御褒美筋之儀申上書拍） 申10月5日 横切紙・1枚 857－30

（御賞筋申渡）　御陣屋敷御留守居中・御目付中 12月23日 横切継紙・1通 857－34

褒詞（鳥目30疋）　御陣屋敷割番帳附杖突掃除頭御目付 横切紙・1枚 857－47

手附兼吉左衛門

褒詞（鳥目50疋）　御陣屋敷割番帳附杖突掃除頭御目付 12月 横切紙・1枚 857－48

手附兼吉右衛門

（韮山形御船稽古御褒美筋申立）　御物頭 10月 横切継紙・1通 861－8

口上書取（御役替御取次役就任之節頂戴物之儀二付申
　上書）　依田甚兵衛・石倉藤右衛門

正月26日 横切紙・1枚 861－10

（御台場御物頭助役御賞筋伺書） 横切継紙・1枚 861－12
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家中／着服

御家中着服一条関係書類 834－2

二（公義着衣服之制度御改革二付御在所着服之義御 文久3年ll月 横切継紙・1通 834－2－1

尋二付申上書）　御目付伊野右衛門殿

三（此表着服之義御尋二付申上書）　三奉行 12月 横切継紙・1通 834－2－2

四　廻状（別紙御答案御廻談）　勘左衛門　音門様他 11月29日 横切継紙・1通 834－2－3
3名

五（回状別紙申立）　主鈴 12月 横切継紙・1通 834－2－4

六　回章（猶又別紙評議書御回談）　勘左衛門　音 ll月29日 横切継紙・1通 834－2－5

門様他3名

七（着服之御答申上候二副御内々申上書）　成沢勘 12月2日 横切紙・1枚 834－2－6
左衛門

八（御在所御家中衣服之義二付申上書）　御勘定吟味 12月 横切継紙・1通 834－2－7

九（御在所御家中衣服之義二付申上書）　神平 12月3日 横切継紙・1通 834－2－8

十　申上（御先々代御家中着服之義御尋二付）　三 11月21日 横切継紙・1通 834－2－9

次　灰色宿紙

十一（着服演説触書抜）　文政6年8月27日～文政12年 横切継紙・1通 834－2－10

12月28日　灰色宿紙

十二（慶斗目長袴井平日肩衣着用之義御先々代之御 12月4日 横切継紙・1通 834－2－11

様子御尋二付御内密申上書）　三次灰色宿紙

十四（三次申聞候趣与は相違申立）　左京　袖書 横切継紙・1通 834－2－12

「十三印　文久3亥年ll月中御在所被仰出之演説面略ス」
灰色宿紙

十五（此表着服之義再御尋二付申上）　三奉行灰色 12月ll日 横切継紙・1通 834－2－13

宿紙

十六（此表着服制度再御尋二付申上）　御目付 文久3年12月11日 横切継紙・1通 834－2－14

家中／普請

家中普請関係書類 805－1

（新規普請申立之儀以来心得伺）　懸り御目付　灰色 文政9年3月 横切継紙・1通 805－1－1

宿紙

口上覚（普請御聞置願）　榎田弥惣兵衛他5名　恩田 2月19日～ll月15日 横切継紙・1通 805－1－2

頼母他4名　灰色宿紙

（普請為知ケ所）　灰色宿紙 横切紙・1枚 805－1－3

岩下章五郎弓術稽古所建替関係書類 850－11

口上覚（岩下章五郎弓術稽古所建替伺書）　岩下章 2月22日 横切継紙・1通 850－11－1

五郎　灰色宿紙

（岩下章五郎弓術稽古所建替之儀御尋二付申上書下 横切継紙・1通 850－11－2

案）　御目付　巻上「御中老美濃輔殿6相廻候二付即」
灰色宿紙

834－17横切継紙・1通

家中／調書

（倉嶋菊治義二付御徒士頭御内慮伺書類井穿馨書御下御万延2年正月
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尋二付申上書）　御目付　巻上r万延2酉2月1日将監殿
へ差出」

（矢野倉謙兵衛家事不締之趣穿難書）　調役灰色宿紙 2月 横切継紙・1通 837－12

（矢野倉謙兵衛不締穿繋書）　下目付灰色宿紙 2月 横切継紙・1通 870－6

申上（駿河屋重吉方二而紛失物之儀穿馨書）　下目付 9月 横切継紙・1通 845－2

（祢津刑左衛門方へ之投訴之義二付御内々申上書）　山 12月18日 横切継紙・1通 850－5

寺源大夫灰色宿紙

（桑名左太郎井戸替之義御尋二付申上書）　灰色宿紙 横切紙・1枚 828－20

（桑名左太郎御答中井戸替之義御尋二付申上書）　巻上
「4月25日美濃輔殿取次同日差出」　灰色宿紙 横切継紙・1通 837－14

（江戸遊里一条辰7月厳敷被仰出6卯8月中迄凡度数覚） 横長半・1冊 845－3

家中／諸願

阿藤賢逸医術修行関係書類　紙繕一括 835－2

（阿藤賢逸医術修行之義御内聞伺）　医学頭取立田楽 7月 横切継紙・1通 835－2－1

水他3名　灰色宿紙

口上覚（京都表医術修行願）　賢逸　楽水様他3名 7月 横切継紙・1通 835－2－2

灰色宿紙

（阿藤賢逸医術修行之義御尋二付申上書）　巻上r子7 子7月22日 横切継紙・1通 835－2－3

月22日御下夕刻伊野右衛門殿へ差出」

（阿藤賢逸医術修行之義評議書）　新六　灰色宿紙 7月22日 横切紙・1枚 835－2－4

十河彦次郎姉引越関係書類　紙縫一括 812－10

（十河彦次郎姉引越為仕度御内密願書）　富之助　灰 12月14日 横切継紙・1通 812－10－1

色宿紙

（十河彦次郎姉引越之義御尋二付返答書）　御目付 12月22日 横切継紙・1通 812－10－2

灰色宿紙

佐久間修理実母井妻共北山安世方看病関係書類　紙縫 841

一括

（佐久間修理実母井妻共看病罷越度義御尋二付申上 10月 横切紙・1枚 841－1

書）　御目付　巻上r未10月2日采女殿6御下　十郎
右衛門取調差出」　灰色宿紙

（佐久間修理実母井妻共北山安世方看病御内密嘆願 10月2日 横切継紙・2通 841－2

書）　三次　灰色宿紙共

（先例添御内密嘆願書）　三次灰色宿紙 10月2日 横切紙・1枚 841－3

（先例書抜）　天保14年4月朔日　灰色宿紙 横切紙・1枚 841－4

諸願書関係書類　紙繕一括 851

（湯治願書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 851－1

（湯治願見合之処、再願）　山岸左内　灰色宿紙 4月13日 横切継紙・1通 851－2

口上覚（両家縁組願留）　斉藤増喜、徳田五百人　御 横切継紙・1通 851－3

連名殿　灰色宿紙

（他所縁組願書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 851－4

口上覚（伜出府願）　保崎荘助祢津三＋郎殿灰色 11月朔日 横切紙・1枚 851－5
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宿紙

（参宮願書抜）　灰色宿紙 横切継紙・1通 851－6

口上覚（実父看病願）　御番士佐野喜見　御番頭殿 6月29日 横切継紙・1通 851－7
灰色宿紙

（実母附添看病願）　長谷川藤蔵　御家老連名殿灰色 10月20日 横切継紙・1通 851－8
宿紙

口上覚（病症快方二付出勤願）　中山兵助　御連名殿 横切継紙・1通 851－9
灰色宿紙

口上覚（碓氷御関所女通御手判願留）　春原六左衛 8月25日 横切継紙・1通 851－10

門　小山田壱岐殿他4名　灰色宿紙

口上覚（碓氷御関所女通御手判願）　増田助之丞 6月25日 横切継紙・1通 851－11

御番頭殿灰色宿紙

口上覚（碓氷御関所女通御手判願写）　増田助之丞 横切紙・1枚 851－12

御番頭殿灰色宿紙

口上覚（伜嘉蔵御奉公筋為見習度願留）　宮嶋守人 横切継紙・1通 851－13

御家老連名中　河舎人様　灰色宿紙

（小林柔介句読方頭取6調役兼帯被仰付二付御賢慮願） 文久3年 横切継紙・1通 833－4－6
左金吾・一二馬　前欠

（腹痛二付養生願）　平治　源之丞様 6月7日 横切継紙・1痛 818－1－5

口上覚（看病願）　依田源之丞鎌原石見殿他3名　灰色9月20日 横切継紙・1通 822－4
宿紙

口上覚（長滞府御免願） 横切継紙・1通 826－10

届諸家中／諸伺

離縁届井種々届書類　紙縫一括 822－2

（諸屈留）　聾養子、婚姻、離縁、縁者差戻、養女、出 嘉永3年8月29日～嘉永 横切継紙・1通 822－2－1
生女子丈夫、夏足袋、忌服　灰色宿紙 4年9月21日

（諸届留）　不縁、厄介、門口建替、出勤伺、湯治出立 嘉永3年2月22日～8月 横切継紙・1通 822－2－2
日延、歩行　灰色宿紙 20日

（諸届留）　忌服、捨銭箱、養子、養女灰色宿紙 嘉永4年閏2月11日～12 横切継紙・1通 822－2－3
月26日

（諸届留）　勢州参宮、紛失、江戸出立、普請、再縁、 安政4年正月13日～同 横切継紙・1通 822－2－4
御目見不出来　灰色宿紙 12月15日

（諸届留）　離物置建設、類焼、湯治灰色宿紙 3月18日～4月24日 横切継紙・1通 822－2－5

（婚姻不整内離縁届）　矢野倉謙兵衛　金井美濃輔様 9月20日 横切継紙・1通 822－2－6
灰色宿紙

忌中届書抜書類　紙緩一括 822－6

（死去届演説留）　灰色宿紙 天保12年4月3日 横切継紙・1通 822－6－1

（忌中届書抜）　灰色宿紙 文久元年3月～12月14
日

横切継紙・1通 822－6－2

（忌中届書抜）　灰色宿紙 正月 横切紙・1枚 822－6－3

（忌服届）　灰色宿紙 3月12日 横切継紙・1通 822－6－4

（親類忌服届案）　富永治左衛門　赤　助之進様灰色 横切継紙・1通 822－6－5
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