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（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治28年9月5日 横切紙・1枚 787－24

（松代表暇許可）　依田稠美 明治29年11月5日 横切継紙・1通 787－7

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治30年9月9日 横切紙・1枚 787－9

（為詰番上東京申付）　依田稠美 明治32年9月23日 横切紙・1枚 787－12

貨幣出納簿　東京芝琴平町2番地依田氏　明治8年11月御供
　ニテ出京、同10年4月御暇ニテ帰国迄之計算／明治10年9月8日

明治8年～同17年 横半半折・1冊 266

松代出発在京中日記／明治12年4月上東京及滞在中金銭出
納簿／明治13年10月6同14年10月マテ在京日記／明治15年4
月上東京同16年5月帰郷迄之旅費及滞在中日記／明治16年
10月6同17年11月マテ在京日記

下総小見川及常陸息栖村辺御遊猟伊達様御同行之節入 明治16年2月20日～28 横長半（327～336 335－1

料調　依田稠美 日 は紙繕1括）・！冊

記（伊達従五位様御一同深谷御猟之節御入料）　依田 明治16年12月9・10日 横長半（327～336 335－2

稠美 は紙緩1括）・1冊

日光御参詣井伊香保御遊覧入料帳　依田稠美 明治18年8月14日～24 横長半（327～336 327
日 は紙繕1括）・1冊

日光御遊覧井伊香保御湯治御勘定帳　依田稠美 明治18年8月14日～24 横長半・1冊 325
日（同18年8月31日作
帳）

臨時入金簿 明治18年11月7日～同 横半半折・1冊 281

23年9月13日

記（伊達様御同行野州御遊猟之節御入料）　依田稠美 明治20年3月26日～28 横長半（327～336 335－3

日 は紙繕1括）・1冊

塩原御入料拍　依田稠美 明治20年8月5日～10月 横長半（327～336 329
2日 は紙繕1括）・1冊

記（鎌倉6浦賀辺御遊覧之節御入料）　依田稠美 明治21年2月24日～27、 横長半（327～336 328
同22年7月21・22日 は紙緩1括）・1冊

記（小泉町伊達宗陳様御同行豆州熱海及伊東地方御遊
　猟之節御入料）　依田稠美

明治22年1月8日～21日 横長半（327～336
は紙緩1括）・1冊

335－4

予州宇和島へ被為入侯御入料御勘定帳依田稠美 明治22年4月23日～5月 横長半（327～336 331

26日 は紙繕1括）・1冊

塩原井二那須近傍御遊猟御入料拍　依田稠美 明治22年10月19日～26 横長半（327～336 336
日 は紙繕1括）・1冊

記（塩原行御入料支払）　依田稠美 明治23年7月24日～8月 横長半（327～336 330
8日 は紙続1括）・1冊

塩原御猟御入料調（献立表付載）　依田稠美 明治25年3月26日～4月 横長半（327～336 332
6日 は紙繕1括）・1冊

久能山御参詣之節諸御払拍（献立表付載）　依田稠美 明治25年6月25日～28 横長半（327～336 333－1

日 は紙繕1括）・1冊

塩原御別邸へ被為入候諸御勘定調（献立表付載）　依 明治25年7月15日～8月 横長半（327～336 333－2

田稠美 15日 は紙繕1括）・1冊

金銭出納簿　依田 明治26年ll月～同33年 横半半折（列帖 267
10月 綴）・1冊

出納日記　依田拍 明治26年ll月1日～同 横半半折・1冊 256

出納簿
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27年6月23日

野州塩原御遊猟御勘定帳（献立表付載） 依田稠美 明治27年10月27日～II 横長半 （327～336 334
月4日（同27年ll月7日 は紙繕1括） ・1冊
作帳）

塩原御供御入用下調　依田拍 （明治）31年8月1日～ 横長半・1冊 326
14日

久能山、塩原行書類 333

御遊猟伊達様御同行之節入料書類 35

日　記

日記、東京行雑記　依田 明治12年4月8日～同13 横半半折・2冊合 246
年4月28日 綴

東京晴雨日記依田氏 明治15年4月10日～同 横半半折・1冊 241
16年5月7日

記（日光・榛名等社参費用勘定取調書）　依田稠美 明治18年8月14日～31
日

横長半・1冊 303

上京手拍　依田稠美 明治19年10月14日～25 横小型半折（9．5 240
日 ×12．2）・1冊

日記（館林行）　表紙にはr館林行」とあるも、明治20年
5月3日1泊だけ

明治19年10月26日～同
20年7月1日

横切小型（8．8×
12．5）・1冊

232

日記（塩原行） 明治20年第7月1日～ll 横切小型（8。8× 235
月30日 12．5）・1冊

（詰番日記） 明治20年8月～同33年 半・1綴 448
10月

日記 明治21年2月1日～3月 横切小型（8．8× 239
25日 12．3、8．1×12，1）

・2冊合綴

那須塩原御猟手記 明治22年10月19日～27 横小型半折（9．8 236
日 ×12．7）・1冊

日記　虫損 明治23年5月14日～12 横小型（8．2×12．3） 233
月末 ・1冊

（塩原御別邸行御供日誌） 明治23年7月24日～8月 半・1綴 617－5
8日

日記 明治24年1月1日～11月 横切小型（8．5× 234
8日 12．3）・1冊

鎌倉御滞在中雑用日記　依田拍 明治27年6月27日～9月 横半半折・1冊 255
20日

塩原（猟）日記 明治27年10月27日～ll 横切小型（8．3x 230
月4日 9．4）・1冊

日記 明治28年ll月23日～同 横半半折・1冊 248
29年4月13日

鎌倉日誌　八松園 明治29年3月8日～5月 横半半折・1冊 257
15日

御出先御用留　依田拍 明治29年5月6日～10月 横半半折・1冊 250
28日

日記（起相州国府津） 明治29年9月8日～10月 横半半折・1冊 249
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沿日

塩原御供日記 虫損 1
旨
明治29年10月14日～28 横半半折・1冊 251

日

出入日記 明治30年11月1日～同
31年10月19日

横半半折・1冊 252

（那須・塩原御猟御共日誌）

記（上総地方御遊猟御入料調）

（那須塩原行日記）

日記

日記（熱海御猟）

その他

i明治30年11月18日～281
日

明治30年12月26日～29
日

明治31年8月1日～14日

騰32年5月17日～6月

1明治32年12月25日～同
33年1月5日

半・1綴　　　　　623－3

横長半・1冊　　　254

横小型半折（9．5265－2
×12．5）265－1と合、

綴・1冊

横半半折・1冊　　290

横半半折・1冊　　253

帰国二付諸事手拍 依田 後欠 明治H年10月 横半半折（265－2 265－1

と合綴）・1冊

帰国用意物 依田拍 明治13年4月 横半半折・1冊 245

帰国準備拍 明治27年11月 横半半折・1冊 278

帰国日記 依田稠美 明治33年10月20日～22 横小型半折（8．5 237
日 ×125）　1冊

御二女田鶴子様御結婚之儀真田家家扶より通知二付廻 6月13日

　状　依田　山口様他5名　裏書「松代町鈴木雄之助　屋代
　警察署松代分署警部林藤次郎宛盗難御訴」

横切紙・1枚 881－6

海軍省

（海軍用火箭ノ管台詳説） 「海軍省」茶罫紙（片面13（明治2年） 美（仮綴）
i

・1綴 497
　行）

ヒ　ラ

ロ軍官員給俸定則　附賑憧　虫損大　　　　　　　　　、明治3年閏10月19日

（見習士官撰抜之概則）　　　　　　　　　　　　　，明治4年5月

（海陸軍律）　　［後欠］　　　　　　　　　　　　　　 明治4年8月28日

兵部省職制表　依田忠致　　　　　　　　　　　　　明治（4年）辛未12月

野砲一大隊仮人馬表　依田、忠致　　　　　　　　　　明治（4年）辛未12月

英第一リイドル単語暗諦録　金子蔵　　　　　　　　朋治5年6月

（砲弾各種取調報告書）　鹿児島海軍製造所　海軍武庫司明治7年8月20日
　御中　　「海軍省」青罫紙（片面8行）

八サンチメトル野戦砲演習式　　r海軍省」青罫紙（片面…明治7年12月3日

　10行）

（武器製造代金支払申出書）　武庫司依田忠致　海軍出’明治8年5月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一103一
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・1冊
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依田家／役職／海軍省

張所御中　「海軍省」青罫紙（片面8行）

諸兵器弾薬及附属品受払表　14等出仕依田忠致　相違
　無旨として奥書に「海軍秘書官小森沢長政」　　「海
　軍省」青罫紙（片面10行）

明治8年6月中 美・1冊 504

（轍購縫欝i麹諦繍鞭案磯麟身 明治8年7月14日 美（2冊）・1綴 503

紙（片面10行）

（諸砲舎備附兵器調）　r海軍省」青罫紙（片面8行） 明治8年9月調 半（仮綴）・1綴 499

（長崎赴任依田氏送別漢詩）　（依田忠致） （明治8年） 横切紙・1枚 780－33

記（器具請取）　中邨忠兵衛兵器局御役所青罫紙（片 明治9年1月 半・1綴（2枚） 523－1
面10行）

横須賀出張中日記　兵器局依田忠致 明治9年3月19～31日 横半半折・1冊 85

横須賀造船所貯蔵（21サンチメートルクルップ砲及び
　部品目録）　　「海軍省」茶罫紙（片面13行）

明治9年3月到着 美仮綴・1綴 512

大鉋置所仮物取建方御入用取調書　芦川仙吉代鈴木幸吉 明治9年3月 半・1冊 492
青罫紙（片面8行）

（3週間加養願）　兵甲第8号　海軍省14等出仕依田忠致 明治9年9月18日 竪紙・2枚 523－2
海軍兵器局副長海軍少佐末川久敬殿　同日付海軍大軍医
加賀美光賢の診断書添付、願書裏書に明治9年9月20日内
乾278号で聞届書（朱書）

（病気加養願、診断書添、写）　依田忠致　海軍兵器局 明治9年9月18日 竪紙・1枚 619－12
副長海軍少佐末川久敬殿

（廃物機器弾薬鹿児島製造所江差廻シ申出書）　兵器 7月8日 半仮綴・！綴 515
掛　出張所御中　「海軍省」青罫紙（片面8行）

小隊令依田忠致 横切小型（8．5× 384
14）・1冊

銃兵令詞 横切小型（8．5× 385
16）・1冊

（龍駿艦・日進艦・東艦　物品数量表）（諸艦備付実
弾・榴弾・信管等兵器調）　r海軍省」青罫紙（片面

美・1綴（3枚） 489

10行）

諸艦備附兵器調　　r海軍省」青罫紙（片面8行） 半（8冊）・1綴 498

（武庫装備品調）　r海軍省」青罫紙（片面8行） 半・1冊 507

（砲種砲数砲配等一覧表）　r海軍省」青罫紙（片面8 美仮綴・1綴 508
行）

（長四斤一砲隊弾薬器械調）　　r海軍省」青罫紙（片面8 半仮綴・1綴 511
行）

武庫職制　　r武庫司」青罫紙（片面8行） 半・1冊 514

水兵本部（長4斤砲2門装備品書上）　r海軍省」青罫 半仮綴・1綴 516
紙（片面8行）

武庫職制　　r海軍省」青罫紙（片面8行） 半・1冊 517

大砲及属具表　印刷物　表のみ 竪紙・1枚 523－5

（隊員官名） 折紙・1枚 523－10

（東艦砲実弾図面等） 竪継紙（5通）・1 528
綴
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（日進艦砲空弾原型図等） 竪継紙（8枚）・1

綴

529

（第一丁卯艦砲榴弾原型図等） 竪継紙（3枚）・1 530
綴

（小型銃部品等図面） 竪紙（5枚）・1綴 531

（弾正図他図面） 竪継紙（4枚）・1 532
通

（兵器図面） 竪紙（2枚）・1綴 533

第一陳之図 竪継紙（3枚）・1 534
綴

歩兵一聯隊人員表 竪紙・1枚 777－4

（軍艦搭載砲装備）　海軍省青罫紙（片面8行） 半・1冊 408

模爾窒砲二十徒乙母投発試表破損大　r須気酒屋蔵書」 美（仮綴）・1綴 488

黒罫紙（片面8行）

（砲弾製法）　前欠黒罫紙（片面9行） 竪小型仮綴（16．5
×12，5）・1綴

505

（弾薬製法） 美仮綴・1綴 510

（砲器図面）　前欠 竪継紙・1通 526

（砲器付属品図面） 竪継紙・1通 527

（海軍省・長野県辞令）　長野県深川清住町万年橋側霊 786－23

雲院内蜷川賢之助同居依田謙次郎殿　封筒

（依田謙次郎、伝次郎、忠致辞令写）　青色罫紙 明治元年11月～明治8 竪紙美大半折・1 786－21

年9月9日 枚

（免足軽砲術世話方）　依田謙次郎灰色宿紙 明治2年11月22日 横切紙・1枚 786－8

御書付（明治3年辞令）　折封 明治3年6月 786－24

（庁出頭命令）　理事依田謙次郎 明治3年6月24日 横切継紙・1通 786－24－1

（兵学二等助教申付）　依田謙次郎 明治3年6月25日 横切紙・1枚 786－24－2

御書付（兵学権助教申付）　松代県庁　依田謙次郎　折 明治4年9月2日 横切継紙・1通 786－25

封

（謙次郎武庫司海軍掛出頭命令写）　海軍省　長野県
　「筑摩県　東京出張」青色罫紙（片面8行）

（明治5年）壬申4月30
日

竪紙半折・1枚 786－23－1

（謙次郎武庫司海軍掛出頭命令）　長野県　依田謙次郎
　「長野県　東京出張」青色罫紙（片面8行）

（明治5年〉壬申4月30
日

竪紙半折・1枚 786－23－2

（等外1等出仕、但造船局分課）　海軍省依田謙次郎 （明治5年）壬申5月2日 横切紙・1枚 786－18

（武庫司等外一等出仕）　海軍省依田謙次郎 （明治5年）壬申11月4
日

横切・1枚 786－22

（来28日午前10時出頭命令）　本省　海軍武庫司14等出
　仕依田忠致　　「海軍省」青色罫紙（片面8行）

明治8年1月25日 竪紙・1枚 780－32

（貯蔵弾薬等調査トシテ長崎表出張）　海軍省　海軍武 明治8年1月28日 横切紙・1枚 780－25

庫司14等出仕依田忠致

辞令・命令
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（任事務掛兼）　長崎海軍出張所　武庫14等出仕依田忠致 明治8年5月6日 横切紙・1枚 780－26

（兵器局配属）　海軍省　14等出仕依田忠致 明治8年5月8日 横切紙・1枚 780－28

（補14等出仕）　海軍秘書官正六位遠武秀行　依田忠致 明治8年5月8日 竪紙・1枚 780－35

（帰京命令）　長崎海軍出張所依田忠致 明治8年7月21日 横切紙・1枚 780－27

（倉庫課砲器掛配属）　兵器局依田忠致 明治8年9月9日 横切紙・1枚 780－30

（司畷課配属）　海軍武庫司　依田忠致 明治7年12月20日 横切紙・1枚 780－29

（補海軍武庫司14等出仕）　海軍秘書官正6位森沢長政 明治7年12月23日 竪紙・1枚 780－34
海軍武庫司15等出仕依田忠致

（故忠致江貸渡書籍返却命令）　兵器局庶務課依田稠
　美殿

3月10日 横切紙・1枚 780－31

（庁出頭命令）　理事依田謙次郎 3月24日 横切継紙・1通 786－7

（免兵学2等助教）　依田謙次郎 3月25日 横切紙・1枚 786－19

戸籍取調掛助

（戸籍編成二付長野県廻達拍）　依田忠継拍 （明治4年）辛未10月10
日

半・1冊 794－3

依戸籍筆工覚　一輪堂 明治5年正月 横半半折・1冊 794－1

依戸籍筆工料留　破損大 明治5年5月 横長美・1綴 794－2

依（戸籍編成雛形）　第4区依田忠継 半・1冊 794－4

勤役／大手門番

大手勤仕録 延享～天保 横切美・1冊 90

御律廻臨盒暢候菱穐途繍鱗繕痴灘盆〒
　座心得御達依田忠順

宝暦2年～文化2年 横半半折・1冊 望30

大手御番所御使役勤仕録 宝暦9年～享和元年 横切半・1冊 112

御広間方御供方着服其外心得　依田忠順控　江戸記事 天明3年～嘉永元年 横美半折・1冊 哩07
末尾1丁欠損

御取次役勤方日記、巻之下　江戸記事 天明7年～寛政5年 横切美・1冊 108

大手御番所勤方　依田忠順控22帳之内 天明8年正月 横美半折・1冊 51

御使者勤方　依田忠順江戸 文化10年早春写 横半半折・1冊 110

大手御役被蒙仰侯節御相番様被仰合書　依田忠順控 文化12年8月 横美半折・1冊 54
表紙貼紙「依田忠順控」の下は切取　22帳之内、袋入15
帳之内

大手御番所下座帳　依田忠順　表紙貼紙r依田忠順」の文化13年5月 横美半折・1冊 55
下は「金井好久」　22帳之内、袋入15帳之内、表紙貼紙
「依田忠順」の下は「金井好久」

大手御門両札之写　依田忠順控　表紙貼紙r依田忠順控」 文化13年7月写 横美半折・1冊 52
の下は「金井好久」　22帳之内、袋入15帳之内
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依田家／勤役／大手門番

御番所内代返番之儀問合一件、昼之内通物、御供廻腰
　掛江入置候一件、交代途中御三家様御奥様方江下座

文化13年7月写 横美半折・1冊 56

心得御達　依田忠順控　表紙貼紙「依田忠順控」の下は
「金井好久」　綿内氏6借用写、西丸大手書抜二相見候付
是江書入　22帳之内　袋入15帳之内、

大手御門夜中出入御帳認メ方　依田忠順控　表紙貼紙
　「依田忠順控」の下は「金井好久」　22帳之内、袋入15帳
　之内

火翻羅燦譲磯簾繍騰醒響人瀟轟貢
　控　表紙貼紙「依田忠順」の下は「金井好久」　奥村安
　茂士より得写、22帳之内、袋入15帳之内

御麟讐犠董衆禦癒蘇駈蕎家禦穿踊融
　事、桜田通大手江御詰一件　依田忠順控　表紙貼紙
　「依田忠順控」の下は「金井好久」　綿内満教6借用写置、
　22帳之内、袋入15帳之内

大手交代御行列帳、同御当番中出火之節御行列、同御
　非番中出火之節御行列　依田忠順控　表紙貼紙r依田
　忠順控」の下は「金井好久」　綿内氏6借用写、22帳之
　内、袋入15帳之内

公護翻産灘馨書懸艘笛懇総離建繰溜
　依田忠順控　表紙貼紙「依田忠順控」の下は「金井好久」
　綿内氏借用写、22帳之内、袋入15帳之内

文化13年7月

文化13年7月写

文化13年7月写

文化13年7月写

文化13年7月写

綾姫君様山王江御宮参之節大手御番所勤方伺書、大納文化13年7月写
　言様浅草筋江御成之一件、大手御門役中御当番井御
　非番之節面番立番御人割覚　依田忠順控　表紙貼紙
　「依田忠順控」の下は「金井好久」　奥村安茂士より得写、
　22帳之内、袋入15帳之内

大手御成一件御成之節人留心得　依田忠順控　表紙貼紙
　「依田忠順控」の下は「金井好久」　前嶋好亮士より得写、
　22帳之内、袋入15帳之内

御門継書抜、夜中御門二而心得、夜中不時出入書抜
　依田忠順　表紙貼紙「依田忠順」の下は「金井好久」
　綿内氏6借用写、袋入15帳之内

文化13年7月写

文化13年7月写

御張紙写　依田忠順控　表紙貼紙r依田忠順控」の下は文化13年11月
　「金井好久」　大手御番所二而写之、22帳之内、袋入15帳
　之内

御広間控　依田忠順控江戸記事

御広問帳拍　江戸記事　袋綴内挿入文書あり

込合之節御供畳之図
　図　依田忠順

御広間心得　依田忠順

文政6年～天保2年

文政6年～嘉永6年

非常之節御供備之図井御略供之文政8年5月

大手御番所見聞記録抜書
　内

文政10年早春写

依田甚兵衛（忠順）　22帳之文政10年3月写

御成平伏規矩合　依田忠順控　22帳之内

三町（四方火消）勤方、公儀被仰出覚　依田忠順

公醗翻翻蝶書鷺江纏翻齢離芝鑑懲
　得　依田忠順

横美半折・1冊　　57

横美半折・1冊　　58

横美半折・1冊　　59

横美半折・1冊　　61

横美半折・1冊　　62

横美半折・1冊　　63

横美半折・1冊　　65

横美半折・1冊　　73

横美半折・1冊　　53

横半半折・1冊　　95

横半半折・1冊　　103

横半半折・1冊　　122

横半半折・1冊　　131

横半半折・1冊　　71

文政10年9月吉祥日　　横半半折・1冊　　72

文政10年9月中秋日　　横半半折・1冊　　83

寛延元年3月20日～寛横半・1冊
政10年4月26日（文政
10年9月上旬写）

141
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依田家／勤役／大手門番

大灘灘解難離茸襲尋櫨騰護璽
　大手御門勤方覚　依田忠順控22帳之内

文政10年IO月下旬写 横半半折・1冊 68

御門継之事、夜中箱番二而之心得、夜中不時出入書抜 享保7年～文政8年（文 横半半折・1冊 102
依田忠順写 政10年10月下旬写）

御小性組御門継之事　御広式文使之事　御城江弓入候
灘甑禦繍響鯉側醤諮家来6御F弓継之事

寛政9年2月9日～文化3
年12月29日（文政10年
10月5日改）

横半半折・1冊 138

御門帳認方（大手御門夜中出入覚帳）　依田忠順 文化13年（文政10年10 横半半折・1冊 113
月上8日写）

御非番中出火之節騎馬役心得　依田甚兵衛写 文政10年12月3日写 横半半折・1冊 119

口上断之写　依田忠順 文政ll年2月 横半半折・1冊 129

綾誓灘豊麗雛参葎節突季離暫総癬御辮
　之節面番立番御人割覚　依田忠順

文政11年3月写 横半半折・1冊 126

御成一件御成之節入留心得書　依田忠順 文政ll年3月9日写 横半半折・1冊 82

文化3年4月晦日増上寺御成一件拍　依田忠順写綿内満 文政ll年3月15日写 横半半折・1冊 127
教内拍

新詰振合控　依田忠順裏表紙r依田忠順」の上に抹消貼文政12年9月吉日 横美半折・1冊 109
紙あり

御奉書火消心得　依田忠順控22帳之内 文政12年10月上旬写 横美半折・1冊 69

御摯魏盛審臭覚御覆謹，猛偶番所取計紘大 文政12年ll月10日 横美半折・1冊 70

御防御書出井方角覚　依田忠順控綿内満久6写 宝暦4年4月～宝暦5年5 半・1冊 209
月（天保3年正月中旬
写）

（大手御番所勤方覚）（御規式御成定日、御成一件、大
　手御番所取計一件、行列之次第、番人之覚、大手御
番所井外固着服覚）

天保6年11月28日写 横美半折仮綴・1
綴

88

大手御番所御書付類、御譲書、日光御法会写書　依田 享保6年～寛政4年（嘉 横半半折・1冊 106
忠順控　奥村氏借用 永3年9月中旬写）

大手御番所下座行儀之次第井御成之一巻、但人留方立
　切等之事　宮澤格茂奥村氏ヨリ借用

正徳6年～天保2年（嘉
永5年3月写）

横半半折・1冊 96

（西丸大手御門6出候伺書写、正徳6年～文政12年） 嘉永6年5月写 横切美・1冊 91
解題宮澤氏ヨリ借用

祭礼御馬割 万延元年8月 横半半折・1冊 81

大手御非番中騎馬心得　依田忠順控　表紙貼紙r依田忠 横美半折・1冊 60
順控」の下は削られているが「金井」か　22帳之内、袋
入15帳之内

大手御門御門継　依田忠順控表紙貼紙r依田忠順控」の 横美半折・1冊 64
下は削られているが「金井好久」　宝暦3年～寛政6年、
22帳之内、袋入15帳之内

柳営周歳録　依田忠順控22帳之内 横美半折・1冊 66

大手御門外固井着服其外定　依田忠順22帳之内 横美半折・1冊 67

大手御番所惣下座半下座之覚 横半半折・1冊 80
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依田家／勤役／大手門番

諸御礼之次第帳之内ヨリ撰出留置

勤≠ヂTf車加圭：信若十夕溢E巾m什口茸善鴫

　　　　　　　　　　l
　　　　　i
塒内御番所1

横半半折仮綴・1
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横美半折・1冊

120

133

619－4

620－1

横美半折・1冊

横半半折・1冊

美・2枚

竪紙・1枚

621－4美・1綴

竪小型（19，5×636
13．7）・1冊

大手御番所万端心得　御役場方御番士拍　依田忠順
　大手勤番被仰付候節6交代迄之心得、御武器物頭御出番
　之節、御退番之節、面番代り平士御出番之節、歩士出平
　士御出番之節、平士中代り、跡出、先帰、御番所二而昼之
　心得、夜中心得、箱番之心得　御鍵番、御帳役、不寝、
　御成之節、平伏、人払、御使者、御給仕、内番、鵜之首
　立番、鵜之首見廻り、下馬外固、山王祭礼之事、用意之
　品、振合覚　竹箋見出付

（御番所勤方覚）

御本供　御城下御野掛　御曲輪内　出火出水之節御立
　退御行列帳依田忠順控

御門番勤方覚　前欠

諸御門番所御法令書　中雀御門、中之御門、大手三之御
　門

（御門番勤方書上、附御社参御近例）　御社参御近例は安永5年4月

御供下座所絵図面

11637（54．5×37．5

鋪
御取次役拍（御広間見取図）

829－12横切継紙・1通御役場方御物頭　灰色宿紙（大手御門番被蒙仰二付達）

小絵図

大手門番役向関係小絵図 867

琉球人登城之節固絵図　3枚之内　忠順　酒井雅楽頭様文化3年10月22日 竪紙（28×39．5〉 867－1

御番中　867－1～58紙紐一括 ・1枚

琉球人上野井御老中方若年寄方江相廻り候節之絵図 文化3年10月22日 竪紙（28×39．5） 867－2

3枚之内　依田忠順酒井雅楽頭様御番中貼紙 ・1枚

琉球人登城之節外固絵図　3枚之内　依田忠順　酒井雅文化3年10月22日 竪紙（27。5×39．5） 867－3

楽頭様御番中 ・1枚

竪紙（27，5×39．5）867－4

・1枚

竪紙（27．5x39，5）867－5

　1枚

琉球人登城之節御出仕之方様御供廻り操入侯節立番図境延元年ll月
　依田忠順　松平下総守様奥平大膳大夫様御番中　貼紙　　！

琉球人登城付古沢半右衛門方持参絵図面　依田忠順　　寛延元年12月

竪紙（27．5×39．5）867－6

　1枚

竪紙（28x39。5）867－7

　1枚

竪紙（27．5×39）ト867－8

琉球人上野井御老中様方若年寄様方江相廻り候節之絵寛政2年ll月
　図　依田忠順　明和元年同様、寛政8年同様

朝鮮人之節立番絵図面　御徒目付秋山豊五郎殿小川孫七宝暦14年2月ll日
　郎殿於蘇鉄間被相渡候　依田忠順

当御門御橋御普請二付玄猪之節箒場井御橋江提灯置絵宝暦13年10月3日
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依田家／勤役／大手門番

図　2枚之内　忠順牧野駿河守様御番中 ・1枚

当御門御橋御普請二付玄猪之節簿場所井御橋江提灯置
　場絵図　2枚之内　御橋江提灯置所絵図　忠順牧野駿

宝暦13年10月3日 竪紙（27．5x39）

・1枚
867－9

河守様御番中　貼紙

当御門外御畳蔵前御堀出洲凌土置場所絵図面写　依田 文化5年8月16日 竪紙（28×39．5） 867－10

忠順　堀田相模守様御番中 ・1枚

当御門御橋掛直二付木置場竹竹馬出来二付明朔日立番之
　儀御徒目附之番所江伺侯処、此絵図之通可相勤旨御
　徒目附衆被申渡侯二付絵図写　忠順　牧野駿河守様御

宝暦13年8月29日 竪紙（28×39．5）

・1枚

867－11

番中　貼紙

当御門御橋掛直二付為御見被成侯絵図面写　忠順奥平 文化8年2月10日 竪紙（27．5×39） 867－12

大膳大夫様御番中　貼紙 ・1枚

内桜田内御櫓江被為成候御沙汰付両番申合伺書井平伏
　場所等相伺侯処、御附札済絵図面　2枚之内　依田

寛政7年8月 竪紙（27．5×39）

・1枚
867－13

忠順　酒井左衛門尉様此方様御番中

神田祭礼　3枚之内　忠順 文化12年 竪紙（27．5×39） 867－14

・1枚

神田祭礼立固絵図　忠順 文化12年9月13日 竪紙（27．5×38．5） 867－15

・1枚

神田祭礼御供廻り橋置候場所絵図　依田忠順 文化12年9月13日伺済 竪紙（27．5x39） 867－16

・1枚

御神忌済町入御能之節内固伺済絵図　2枚之内　依田 文化12年5月12日 竪紙（275×38．5） 867－17

忠順　戸田采女正様御番中 ・1枚

御神忌済町入御能之節外固伺済絵図　2枚之内　忠順 文化12年5月12日 竪紙（27．5x38．5） 867－18

戸田采女正様御番中 ・1枚

公方様大手御門通御夜分提灯之図　忠順安永6年ヨリ 竪紙（27．5×39） 867－19

相用 ・1枚

紅葉山御成之節図　依田忠順 竪紙（28×39．5） 867－20

・1枚

大納言様西丸御移徒二付御目見場所絵図面　忠順桑原 明和6年12月8日 竪紙（27．5×39，5） 867－21

善兵衛様6御徒目附鈴木孫四郎殿杉浦文左衛門殿を以御 ・1枚
渡、御名内青木浪江

外腰掛仮休息所井幕張之絵図面　忠順松平越中守様小 天明5年10月晦日 竪紙（28×39．5） 867－22

笠原左京大夫様御番中　貼紙 ・1枚

外腰掛御修復付伺書2通井絵図1枚　依田忠順松平甲斐 寛政8年3月23日 竪紙（27．5×39，5） 867－23

守様御番中 ・1枚

外腰掛御修復二付仮腰掛補理之絵図面　忠順松平下総 寛政7年3月11日 竪紙（27．5×395） 867－24

守様御番中　貼紙 ・1枚

下轍螺雛製懸翻響舗瓢灘置糀鶯儀 寛政5年12月29日 竪紙（27．5×395）

・1枚
867－25

松平甲斐守様酒井雅楽頭様御番中　貼紙

御勘定所入口井柵矢来建直シ注文絵図面　依田忠順 文化10年5月9日 竪紙（27．5x39．5） 867－26

堀田相模守様御番中　貼紙 ・1枚

於二丸蓮光院様江献上物之節絵図面　忠順戸田采女 天明6年11月2日 竪紙（27．5×39） 867－27

正様御番中　貼紙 ・1枚

惣献上之節内堅絵図　竹千代様御誕生之節　4枚之内 寛政4年6月 竪紙（27．5×38．5） 867－28

但3枚写置　忠順戸田因幡守様酒井修理大夫様御番中 ・1枚

惣献上二付内外桝立御絵図　2枚之内　忠順奥平大膳 宝暦12年11月朔日 竪紙（27．5×39） 867－29

一110一



依田家／勤役／大手門番

大夫様御番中 ・1枚

惣献上二付内外桝立御絵図　2枚之内　忠順　奥平大膳宝暦12年11月朔日 竪紙（275×38，5） 867－30

大夫様御番中 ・1枚

竹千代様御誕生之節献上外固絵図　6枚之内但外5枚ハ 寛政4年7月13日 竪紙（28×39，5） 867－31

有来引合置　忠順酒井修理大夫様此方様御番中 ・1枚

大手御門持場絵図　依田忠順　阿部伊賀守様酒井雅楽頭 享和3年8月 竪紙（275×395） 867－32

様御番中 ・1枚

大手御門渡御櫓御修復付朱引之通竹木御取建絵図面之 文化10年8月13日 竪紙（28．5×39．5） 867－33

写　依田忠順 ・1枚

大手御番所廻り場絵図写　忠順 竪紙（27．5×38．5） 867－34

・1枚

大手御門桝形内張番所御修覆付仮番所絵図　依田忠順 寛政8年8月25日 竪紙（27．5×38．5） 867－35

酒井修理大夫様御番中 ・1枚

大手御門外御橋御修覆有之候二付御橋絵図　坂本与右衛 寛保2年8月2日 竪紙（27．5×39） 867－36

門持参之　忠順 ・1枚

大手御門通御之節　忠順 竪紙（27．5×39） 867－37

・1枚

大手御門御橋御掛直御修覆付為御見被成侯絵図面写 寛政7年9月8日 竪紙（27．5×39） 867－38

依田忠順　酒井左衛門尉様御番中　貼紙 ・1枚

御台様御着帯為御祝儀惣献上二付内外固伺済絵図　2枚寛政7年12月 竪紙（27．5×39） 867－39

之内　依田忠順此方様御番中 ・1枚

御講舗帯禦囎驚紳外固伺済絵図2枚之寛政7年12月 竪紙（27．5×395）

・1枚

867－40

当番半固之図　忠順 竪紙（27．5×38．5） 867－41

・1枚

御橋半分宛御修覆北之方出来南之方江御取掛之節鵜首 文化8年3月朔日 竪紙（275x38．5） 867－42

立固場所江竹矢来御取建付都而立固有之侯節北之方 ・1枚
江相立可申竹矢来脇江相立可申哉伺候絵図　依田忠
順　貼紙

御流玄猪外固御簿之図　忠順 文化12年6月直之 竪紙（27．5x39．5） 867－43

・1枚

御番所御修覆二付仮御番所之節大手御門通御之節主人 寛政8年8月6日 竪紙（27．5×39） 867－44

御目見井番士平伏場所取絵図　忠順本紙2枚二認有之 ・1枚
貼紙

御鵯雛雛欝鷲祝難瀞輪煕共罷出候 文化3年4月朔日 竪紙（27．5×39）

・1枚

867－45

御兜献上二付内外固絵図　2枚之内　忠順此方様御番中寛政5年4月28日 竪紙（275×38．5） 867－46

・1枚

御兜献上二付内外固絵図　2枚之内　外固　依田忠順 寛政5年4月28日 竪紙（27．5x39） 867－47

此方様御番中 ・1枚

東腰掛御修覆二付仮腰掛御補理候得共間挟二付御出仕日 寛政8年3月26日 竪紙（27．5×39） 867－48

等之節仮腰掛左右江運番所指置番人引移候様御達二 ・1枚
付差出候絵図面拍　忠順此方様御番中

平川口6一橋様神田橋御屋形江通御之節　忠順 竪紙（27．5×38．5） 867－49

・1枚

三丁固場絵図　忠順拍 嘉永2年5月写 竪紙（27，5×39．5） 867－50

・1枚
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和田倉川6常磐橋御門通御之節　忠順 竪紙（27．5×39） 867－51

・1枚

（東腰掛番人絵図）　忠順松平越中守様御番中　貼紙 延享2年10月7日 竪紙（275x395） 867－52

・1枚

御尋二付書上候図面　5枚之内（外腰掛番人）　忠順 文化12年12月24日 竪紙（28x39．5） 867－53

・1枚

（内腰掛番人図）　2枚之内　忠順 竪紙（275×39．5） 867－54

・1枚

遠成之節当御門通御平伏組手桶之図　忠順 竪紙（27．5×385） 867－55

・1枚

御番所御修覆二付仮御番所之節大手御門通御之節主人
　御目見井番士平伏場所絵図　忠順小笠原左京大夫様

安永4年12月 竪紙（275×38．5）

・1枚

867－56

此方様御番中　貼紙

御本丸大手御番所図　依田忠順 竪紙（275×38．5） 867－57

・1枚

袋　上書「諸御礼席井献上物御畳目図　拝礼席絵図面 竪紙、竪継紙（25 867－58

入」　忠順袋入 ×16、25×63．5、
14×20（5枚）、19

×13、25×16、25
×64）・10枚

袋　上書「西丸大手絵図面　17枚　金井好文写」 文化13年正月 1袋 867－59

867－59～136紙磋一括

御本丸御徒士目付正木伴蔵殿篠崎源大夫殿御小人目 竪紙（28．5×38） 867－59－1

付和田平助相沢吉兵衛召連被参被相渡御持場廻り ・1枚
場絵図面写　金井好文

西丸下元御厩跡明地絵図　金井好文　内藤様6 竪紙（28．5×38） 867－59－2

・1枚

安永4年10月2日御部屋様増上寺御参詣之節絵図面 竪紙（28．5x38） 867－59－3

金井好文　松平内膳正当番中　貼紙 ・1枚

西丸大手従坂下馬場先御門通御之節提灯配之図　金 竪紙（28．5×38） 867－59－4

井好文 ・1枚

西丸下馬本固立番之図　金井好文　太田備中守様6借 竪紙（28．5x38） 867－59－5

用之写、酒井河内守6借用之写 ・1枚

紅葉山御成之節固之絵図　2枚之内　金井好文松平 竪紙（28．5×38） 867－59－6

午之助当番中 ・1枚

西丸大手火事之節台張配之図　金井好文 竪紙（28．5×38） 867－59－7

・1枚

西丸大手当番半固絵図　金井好文 竪紙（28．5×38） 867－59－8

・1枚

西丸大手交代之節武器繰込之図　金井好文 竪紙（28．5×38） 867－59－9

・1枚

西丸大手公方様下馬先通御二而増上寺御成之節御番 竪紙（28．5×38） 867－59－10

主様御目見場所番士平伏場所下馬先通り並手桶出 ・1枚
侯図　金井好文

西丸大手公方様大納言様当御門通御之節平伏之図井 竪紙（28．5×38） 867－59－11

並手桶　金井好文 ・1枚

西丸大手大納言様坂下通御立切之図　金井好文 竪紙（28．5×38） 867－59－12

・1枚
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山里通御成之節人留方取調井絵図面　金井好文　本 竪紙（28．5×38） 867－59－13

多中務大輔様御番中 ・1枚

西丸大手七時御門明之節燭台台張提灯出方之図　金 竪紙（28．5×38） 867－59－14

井好文 ・1枚

西丸大手御老若様夜中御登城之節御門内提灯配之図 竪紙（28．5×38） 867－59－15

金井好文 ・1枚

西丸江惣献上之図　金井好文 竪紙（28．5×38） 867－59－16

・1枚

公方様坂下御門6下総守屋敷前脇馬場先御門通御浜 竪紙（28．5×38） 867－59－17

御庭還御夜二入候二付提灯差置候絵図面　金井好文 ・1枚
松平下総守当番中

竹千代様御誕生二付献上之節内桝之図　4枚之内　但し寛政4年6月 竪紙（28．5×38） 867－60

3枚写置　金井好久戸田因幡守様酒井修理大夫様御番 ・1枚
中　貼紙　867－60～63帯一括

大手御門惣献上之節下馬固絵図　竹千代様御誕生之節 寛政4年6月 竪紙（29×38．5〉 867－61

4枚之内　但し3枚写置　金井好久戸田因幡守様酒井 ・1枚
修理大夫様御番中

惣献上之節内固絵図　竹千代様御誕生之節　4枚之内 寛政4年6月 竪紙（28．5×38．5） 867－62

但3枚写置　金井好久戸田因幡守様酒井修理大夫様御 ・1枚
番中

竹千代様御誕生之節献上外固絵図　6枚之内　但し外5 寛政4年7月13日 竪紙（28．5×38．5） 867－63

枚ハ有来引合置　金井好久　酒井修理大夫様此方様御 ・1枚
番中

内桜田御櫓江被為成候御沙汰二付両番申合伺書井平伏 寛政7年8月 竪紙（28．5×38．5） 867－64

場所等相伺候処、御附札済絵図面　2枚之内　金井 ・1枚
好久　酒井左衛門尉様此方様御番中

（内桜田御櫓江被為成候御沙汰二付両番申合伺書井平伏 竪紙（28．5×38，5） 867－65

場所等相伺候処、御附札済絵図面　2枚之内）　金 ・1枚
井好久

御神忌済町人御能之節外立固伺済絵図　2枚之内　金 文化12年5月12日 竪紙（28．5x38．5） 867－66

井好久　戸田采女正様御番中 ・1枚

御神忌済町人御能之節内固伺済絵図　2枚之内　金井 文化12年5月12日 竪紙（28．5×38．5） 867－67

好久　戸田采女正様御番中 ・1枚

御兜献上二付内外固絵　2枚之内　外固　金井好久此 寛政5年4月28日 竪紙（28．5×38．5） 867－68

方様御番中 ・1枚

御兜献上付内外固絵図　2枚之内　金井好久此方様御 寛政5年4月28日 竪紙（28．5x38．5） 867－69

番中 ・1枚

御兜献上之節立固絵図　2枚之内　金井好久小笠原右 寛政6年4月 竪紙（28．5×38．5） 867－70

近将監様御番中 ・1枚

種姫君様御道具当御門御道筋二相成侯二付伺絵図面　金 天明7年11月 竪紙（28．5x38．5） 867－71

井好久　867－71・72帯一括 ・1枚

種姫君様御道具当御門御道筋二相成侯二付伺絵図面　金 天明7年11月 竪紙（28，5×38．5） 867－72

井好久 ・1枚

惣献上二付内外桝立御絵図　2枚之内　金井好久奥平 宝暦12年11月朔日 竪紙（28．5×38．5） 867－73

大膳大夫様御番中　867－73・74帯一括 ・1枚

惣献上二付内外桝立御絵図　2枚之内　金井好久奥平 宝暦12年H月朔日 竪紙（28。5×38．5） 867－74

大膳大夫様御番中 ・1枚

神田祭礼　3枚之内　金井好久 文化12年 竪紙（28．5×38．5） 867－75

・1枚
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神田祭礼御供廻り差置候場所絵図　金井好久 文化12年9月13日 竪紙（28．5×38．5） 867－76

・1枚

9月15日神田祭礼立固絵図　金井好久 文化12年9月13日 竪紙（28．5×38．5） 867－77

・1枚
（脱力）

当御門御橋御普（請）二付玄猪之籍場所井御橋江提灯置 宝暦13年10月3日 竪紙（28．5×38．5） 867－78

所絵図　2枚之内　金井好久牧野駿河守様御番中貼 ・1枚
紙

琉球人登城之節外固絵図　3枚之内　金井好久酒井雅 文化3年10月22日 竪紙（28．5×38．5） 867－79

楽頭様御番中 ・1枚

琉球人登城之節外固絵図　金井好久　明和元年同様、寛 寛政2年11月 竪紙（28．5x38．5） 867－80

政8年同様、寛延元年同様 ・1枚

琉球人登城之節固絵図　3枚之内　金井好久　酒井雅楽文化3年10月22日 竪紙（28．5×38．5） 867－81

頭様御番中　貼紙 ・1枚

琉球人上野井御老中方若年寄方江相廻り候節之絵図 文化3年10月22日 竪紙（28．5×38．5） 867－82

3枚之内　金井好久酒井雅楽頭様御番中貼紙 ・1枚

琉球人上野井御老中様方若年寄様方江相廻候節之絵図 寛政2年ll月 竪紙（28．5×38．5） 867－83

3枚之内　金井好久明和元年同様、寛政8年同様 ・1枚

琉球人登城二付古沢半左衛門方持参絵図面　金井好久 寛延元年12月 竪紙（28．5×38．5） 867－84

・1枚

琉球人登城之節御出仕之方様御供廻り繰入候節立番図 寛延元年11月 竪紙（28．5×38、5） 867－85

金井好久　松平下総守様奥平大膳大夫様御番中　貼紙 ・1枚

文化12年12月24日御尋二付書入候絵図面　5枚之内　金文化12年12月24日 竪紙（28。5×38。5〉 867－86

井好久 ・1枚

大手御門毎朝御門明立之図　金井好久寛政9年御尋二付寛政9年 竪紙（28。5x38．5） 867－87

書上之拍 ・1枚

外腰掛仮休息所井幕張之絵図面　金井好久松平越中守 天明5年10月晦日 竪紙（28．5×38．5） 867－88

様小笠原左京大夫様御番中　貼紙 ・1枚

大手御番所廻り場御絵図　金井好久松平直次郎様御番 明和元年7月17日 竪紙（28．5×38） 867－89

中 ・1枚

外腰掛御修覆二付伺書2通井絵図面1枚　但1通斗書　金寛政8年3月23日 竪紙（28．5×38） 867－90

井好久　松平甲斐守様御番中 ・1枚

当御門御橋掛直二付木置場竹矢来出来二付明朔日立番之 宝暦13年8月29日 竪紙（28，5×38） 867－91

儀御徒目附之番所江相伺候処、此絵図之通可相勤旨 ・1枚
御徒目附衆被申渡候二付絵図写　金井好久牧野駿河
守様御番中　貼紙

大手仮御番所絵図　金井好久　小笠原左京大夫様此方様 安永4年12月 竪紙（28．5×38．5） 867－92

御番中 ・1枚

大手御非番中御詰之節固場図　金井好久 竪紙（28．5×38．5） 867－93

・1枚

御流玄猪外固御籍之図　金井好久 文化12年6月 竪紙（28．5×38．5） 867－94

・1枚

峯姫君様御結納二付内外立固絵図　金井好久松平下総 文化2年2月13日 竪紙（28．5×38．5） 867－95

守様御番中 ・1枚

元姫君様文姫君様山王御宮参帰御之節西丸御広式江御 文化12年9月21日 竪紙（28．5×38．5） 867－96

立寄二付人払絵図　金井好久松平甲斐守様御番中 ・1枚

公方様大手御門6酒井雅楽頭様御屋鋪角通御成之節提 安永6年 竪紙（28．5×38．5） 867－97

灯之図　金井好久　安永6酉御尋二付書上図、此方様御番 ・1枚
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　中

吹齢蔚鰍雛羅鰹編翻魏製繕濃編 文化12年12月2日 竪紙（28．5×38．5）

・1枚

867－98

浜御庭江御成之節当御門人留御絵図写　金井好久
文化12年12月2日被仰渡

通御御成之節番主御目見井番士平伏場所御尋二付両番 天明3年正月20日 竪紙（28．5×38．5） 867－99

申合差出候絵図　金井好久酒井左衛門尉様御番中 ・1枚

通御御成之節番主御目見井番士平伏之場所両番申合差 竪紙（285×38．5） 867－100
上侯絵図　稲葉丹後守様御番中　金井好久 ・1枚

御成之節還御前出火有之両番被成御詰通御之節御目見 寛政9年12月29日 竪紙（2＆5×38．5） 867－101
場所御伺済絵図面　金井好久　松平下総守様御番中 ・1枚
貼紙

大納言西御丸御移徒二付御目見場所絵図面　金井好久 明和6年12月8日 竪紙（28．5×38。5） 867－102
御名内青木浪江 ・1枚

公方様御規式御成御門通御平伏手桶之図　金井好久 竪紙（2＆5×38．5） 867－103
・1枚

綾姫君様御宮参二付人払絵図面　金井好久　此方様御番 寛政9年9月朔日 竪紙（28，5×38，5） 867－104
中　貼紙 ・1枚

大手御番所廻り場絵図写　金井好久 竪紙（28．5×38。5） 867－105
・1枚

出火之節大手張番之絵図　金井好久 竪紙（28．5×38） 867－106
・1枚

平川口6一ツ橋様之神田橋御屋形江通御之節　金井好 竪紙（285×38．5） 867－107
久 ・1枚

御老若様方御登城御退出立番差出置候絵図　金井好久 安永9年2月25日 竪紙（28．5x38．5） 867－108
・1枚

御台様御着帯為御祝儀献上二付内外立固伺済絵図　2枚寛政7年12月 竪紙（28，5×385） 867－109
之内　非番　金井好久此方様御番中 ・1枚

御台様御着帯為御祝儀献上二付内外立固伺済絵図　2枚
　之内　金井好久此方様御番中

寛政7年12月 竪紙（28．5×38．5）

・1枚
867－110

山王祭礼御絵図　金井好久御目付稲生次郎左衛門様御徒 享保8年6月8日 竪紙（28．5×38．5） 867－111
目付田中八郎大夫殿中山平左衛門殿を以御渡、阿部豊後 ・1枚
守様土井大炊頭様御番中

大手御門通御之節主人御目見井番士平伏場所絵図　金 安永4年12月 竪紙（28．5x38） 867－112
井好久　小笠原大膳大夫様此方様御番中　貼紙 ・1枚

大手御門御橋御掛直御修覆二付為御見被成候絵図面写 寛政7年9月8日 竪紙（28．5×38．5） 867－113
金井好久　酒井左衛門尉様御番中　貼紙 ・1枚

御出仕有之御退出前下坂御門通浜御庭江御成二付人払 寛政9年12月朔日 竪紙（2＆5×38，5） 867－114
伺済絵図井伺書抜書　金井好久此方様御番中 ・1枚

大手御門外腰掛裏掃除場之御尋二付朱引之通心得罷在
　候旨認差出候絵図面　金井好久此方様御番中

寛政4年10月24日 竪紙（285×38．5）

・1枚
867－115

和田倉御門6常磐橋御門通御之節　金井好久 竪紙（2＆5×3＆5） 867－116
・1枚

大手御門通御之節　金井好久 竪紙（28．5×38．5） 867－117
・1枚

年始五節句月並嘉祥公家衆登城其外御出仕御外固之図 寛政2年4月 竪紙（28．5×38．5） 867－118
金井好久 ・1枚
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御転任御兼任被為済御祝儀御能之節芝居町共罷出候二 文化13年4月朔日 竪紙（28，5×38） 867－119
付内外立固絵図　金井好久酒井左衛門尉様御番中 ・1枚

御番所御修覆二付仮御番所之節大手御門通御之節主人 寛政8年8月6日 竪紙（28．5×38．5） 867－120
御目見井番士平伏場所絵図　金井好久榊原式部大輔 ・1枚
様酒井修理大夫様御番中　貼紙

大手御門持場絵図　金井好久　阿部伊勢守様酒井雅楽頭 享和3年8月 竪紙（28．5×3＆5） 867－121
様御番中 ・1枚

大手御門外御橋御修覆有之候二付御橋絵図　坂本与右衛 寛保2年8月2日 竪紙（28．5×38） 867－122
門持参之　金井好久 ・1枚

大手御渡御櫓御修覆二付朱引之通竹矢来御取建絵図面 文化10年8月13日 竪紙（28，5×38．5） 867－123
之写　金井好久 ・1枚

大手御門桝形内張番所御修覆二付仮番所絵図　金井好 寛政8年8月25日 竪紙（2＄5×38。5） 867－124
久　酒井修理大夫様御番中 ・1枚

於ニノ丸蓮光院様江献上物之節絵図面　金井好久　戸 天明6年ll月2日 竪紙（2＆5×38．5） 867－125
田采女正様御番中　貼紙 ・1枚

当御門御橋掛直二付為御見被成候絵図面写　金井好久 文化8年2月10日 竪紙（285x38．5） 867－126
奥平大膳大夫様御番中　貼紙 ・1枚

御橋半分宛御修覆北之方出来南之方江御取掛之節鵜首 文化8年3月朔日 竪紙（28．5×38） 867－127
立固場所江竹矢来御取建二付都而立固有之候節北之
方江相立可申竹矢来脇江相立可申哉伺候絵図　金井

・1枚

好久　奥平大膳大夫様御番中　貼紙

当御門外御畳蔵前御堀出洲凌土置場所絵図面写　金井 文化5年8月16日 竪紙（28．5×38．5） 867－128
好久　堀田相模守様御番中 ・1枚

御勘定所入口井柵矢来建直シ注文絵図面　金井好久 文化10年5月9日 竪紙（285×3＆5） 867－129
堀田相模守様御番中　貼紙 ・1枚

下御勘定所御修覆出来入口明直候付水溜桶置場替候付 寛政5年12月29日 竪紙（28．5×38．5） 867－130

御番所江之御届井絵図面差出候控　金井好久松平 ・1枚

甲斐守様酒井雅楽頭様御番中　貼紙

外腰掛御修覆二付仮腰掛補理之絵図面　金井好久松平 寛政7年3月ll日 竪紙（28，5×385） 867－131

下総守様御番中　貼紙 ・1枚

（外東腰掛番人絵図）　金井好久松平越中守様御番中 延享2年5月7日 竪紙（2％x385） 867－132
貼紙 ・1枚

東腰掛御修覆二付仮腰掛御補理候得共間挟二付御出仕日
　等之節仮腰掛左右江運番所差出番人引移侯様御達二

寛政8年3月26日 竪紙（28．5x385）

・1枚
867－133

付差出候絵図面拍　金井好久此方様御番中

朝鮮人之節立番之絵図面　金井好久　御徒目付秋山豊五 宝暦14年2月11日 竪紙（285×38．5） 867－134
郎殿小川孫七郎殿於蘇鉄間被相渡候、此方様御番中 ・1枚

和田倉御門6龍之口御乗船之節　金井好久 竪紙（28．5×3＆5） 867－135
・1枚

御鷹之雁御拝領之節固之図　金井繁宜　彩色　貼紙 竪紙（27．5×395） 867－136
・1枚

包紙　上書「前田橋絵図面　谷戸橋絵図面　旅宿絵図 867－137
面」

前田橋絵図面 竪紙（28，5×41） 867－137－1

・1枚

谷戸橋番所絵図面 竪紙（28×38）・ 867－137－2
1枚

旅宿絵図面 文久元年9月13日 竪紙（28x41）・ 867－137－3
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i
1枚

深川霊巌寺之絵図面 竪紙（27．5×39．5） 867－138

1
1

・1枚

（屋敷普請絵図） 1 竪紙（24．5x32）

・1枚
867－142

（陣立図） し 竪紙（25．5×33） 867－143
・1枚

松原者

松原者部屋頭不正一条書類　紙繕一括

　　　　L愚　陸八店』宣r巳一百鉱白垂管、 膚’口＿委

　　i
自　女　此 寺ノ盆　な　　口 描和幻婁鮮 ’雨

834－13

ΩQ■　→Q　1　唖834－13－1－11通横切継紙宮沢太一郎組蓑1文久4年2月一　口上覚（松原部屋頭縄書写）
　助　御割番所　灰色宿紙、紙繕一括

834－13－1－2横切継紙・1通

834－13－1－3横切継紙・1通

834－13－1－4

834－13－2－1横切継紙・1通

834－13－2－2横切紙・1枚

834－13－2－3横切継紙・1通

834－13－2－4横切継紙・1通

834－13－2－5横切紙・1枚

834－13－3－1横切継紙・1通

834－13－3－2横切紙・i枚

834－13－3－3横切継紙・1通

834－13－4－1横切継紙・1通

834－13－4－2横切継紙・1通

834－13－4－3横切継紙・1通

834－13－4－4横切継紙・1通

834－13－4－5横切継紙・1通

834－13－4－6横切継紙・1通

834－13－4－7横切紙・1枚

二（松原部屋頭不正之取計役義御免二付縫書添書），子2月
　割番　灰色宿紙

三（松原部屋頭蓑助義二付御内々申上書）　杖突
　灰色宿紙

四（元松原部屋頭蓑助義二付別紙差添伺）

一（松原御役割万吉縄書井松原部屋頭縄書添書写）文久4年2月
　松原部屋頭林之助　御割番所　灰色宿紙、紙縫一括

二（松原者元役割不行届義鎚書添書）　割番　灰色，子2月
　宿紙

三（松原役割万吉義二付御内々申上書）　杖突　灰色2月
　宿紙

四（元松原役割万吉義二付別紙差添伺）　御普請方2月
　灰色宿紙

（文久2年6月御見合）　灰色宿紙

一（松原者安兵衛縄書井松原部屋頭縄書添書写）文久4年2月
　松原部屋頭林之助　御割番所　灰色宿紙、紙繕一括

三（松原役割助安兵衛義御内々申上書）　杖突　灰2月
　色宿紙

四（元松原役割助安兵衛義二付別紙差添伺）　御普2月
　請方　灰色宿紙

四覚（松原者取調）　松原部屋頭林之助灰色宿紙、3月
　紙繕一括

五（松原者之義二付御内々申上書）　御普請方　灰色3月
　宿紙

六（松原者名前計二而人無之風聞有之委細穿馨書）子2月
　下目付　灰色宿紙

七（松原部屋頭初答筋之義御尋付申上書）　御目付2月
　灰色宿紙

八（松原詰辻御仲間不揃二付穿墾書）　下目付　灰色子3月
　宿紙

九（松原部屋頭等御答筋之義御尋付申上書）　御目3月
　付　灰色宿紙

十　御用状（松原部屋頭等御答筋御尋書）　左門3月22日
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御用番様灰色宿紙
横切継紙・1通 834－13－4－8

（松原者穿墾書相違申立）　中断、灰色宿紙
横切紙・1枚 834－13－4－9

（松原者3名御答案）　中断、灰色宿紙

二十一（松原者部屋頭蓑助等御答筋評議書）　神平 4月6日 横切継紙・1通 834－13－5－1
灰色宿紙、紙緩一括

廿二（松原者部屋頭蓑助等御答筋評議書）　内膳 横切継紙・1通 834－13－5－2
灰色宿紙

廿三（松原者部屋頭蓑助等御答筋之義二付申上書） 5月6日 横切継紙・1通 834－13－5－3
高野広馬　灰色宿紙

廿四　廻状（松原者御答筋）　助之進但馬様他4名5月6日 横切継紙・1通 834－13－5－4
灰色宿紙

廿六（宮沢太一郎組源助義二付御内々伺）　御普請 5月 横切継紙・1通 834－13－5－5
方　下札、灰色宿紙

廿七（蓑助本人源助御答筋之義御尋二付申上書） 5月 横切継紙・1通 834－13－5－6
御目付　灰色宿紙

廿八　評議（松原者御答筋）　左門　壱岐様灰色宿 6月5日 横切継紙・1通 834－13－5－7
紙

廿九　御用状（松原者一条御評議承知、答之義御普
　請奉行調落申立）　左門　助之進様灰色宿紙

6月2日 横切紙・1枚 834－13－5－8

（蓑助本人源助御答筋之義御尋二付申上案）　巻上 子6月17日 横切継紙・2通 834－13－5－9
「助之進殿へ差出」、灰色宿紙

（松原者東川田村庄作御尋申口留） 半・1冊 217

海　防

異国船渡来一件書類 1綴 613

（会津侯御領分山城国陣屋付キ御代官より之文通写） 半・仮1綴 613－1
［破損大］

亥7月於御役所写諸家6御留　破損大 半・仮1綴 613－2

（御達書、来状、御直廻状、大目付廻状留）　破損 半・仮1綴 613－3
大

松翻舗塑醗輔離煙欝聯籔錯禦 安政7年正月 半・仮1綴 613－4

来不法之始末）

（海防御人数等日記） 嘉永6年 半・仮1綴 613－5

（伊藤、川島、吉田手簡写） 半・仮1綴 613－6

桑名侯上書（亜墨利加国要求処置）　破損大 丑7月13日 美・仮1綴 614－1

（講武所稽古二付意見書、リニー大調練依田へ御頼片付 半・1綴 614－4
け度願書）

（異国船応接留書） （安政元年）寅正月 竪紙・1枚 618－12

嘉永6年6月3日浦賀沖へ異国船渡来一件浦賀迄参り候 （嘉永6年） 竪紙・1枚 619－1

者之聞書之写

御警衛為御指揮急御参府御人数調表　破損大 竪紙・1枚 619－10
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依田家／勤役／海防

（異国船渡来諸留書綴）　前欠（丁数r廿…」～r五＋」） 半仮綴・1綴 625

（大目付回状留） 横長美・1冊 627－2

相州浦賀異船防禦之図　彩色、蔵書印r樋口蔵」 （38．4x　gO．3）　1 675
鋪

（江戸湾警衛図）　依田利継彩色、3紙之内 嘉永6年写 （38．8×55．2）　1 678
鋪

（相模湾警衛図）　依田利継彩色、3枚之内 嘉永6年写 （38．7x68．7）　1 681
鋪

（相模湾周辺図）　依田利継　彩色、3枚之内 嘉永6年写 （38．6×69）・1鋪 686

（横浜近郊図）　鎌呈両人写　彩色 文久2年9月 （65．9X　l65．7）・1 700
鋪

誓約（御先備臨時出役組合）　樋口弥治郎　依田源之丞 嘉永6年10月 横切紙・1枚 771

殿　封紙

（江戸詰足軽人撰名面案）　灰色宿紙 横切継紙・1通 806－1

（内海御警衛被蒙仰、神奈川表御警衛御免報知）　灰 5月16日 横切継紙・1通 835－36

色宿紙

（江府詰人、装備品等二付申上書）　灰色宿紙 3月26日 横切継紙・1通 837－18

（松平越中守様江御内慮伺差出井異船渡来二付御固人数 8月27日 横切継紙・1通 838－11

等申達）　真田志摩　矢沢但馬様

御用状（品川沖難船介抱御礼）　吉田平之助　津田転 12月 横切継紙・1通 860－1－1

様・干川一学様　様・玉川一学様

名前書（細川様衆6先達而問合之節取扱候名前）

（御上屋敷二同役御増之儀二付御内々申上書）　御取次
　紙繕一括

（出府御供御手充二付下目付嘆願書下案）

江府海岸防禦御人数行列帳　依田源之丞利忠

酒井左衛門尉様より御直廻状（亜墨利加使節申立之趣
　共）写

応接場警衛人数行列帳　御目付方斉藤利和拍

御警衛人数合印雛形　酒井下野守家来赤堀元之介

10月

嘉永6年6月

安政4年11月17日

嘉永7年2月6日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切半・1冊

美・1冊

横長半・1冊

半・1冊

860－1－3

861－1

864

193

362

370

374

行　列

海防御人数行列帳 表紙「不用」 1嘉永3年2月19日 横切小型（6．5× 365
1 16）・1冊

海防御人数行列帳 表紙貼紙「宮下丹下」
E

横長美・1冊 366

海防御人数行列帳

海防御人数行列帳　依田甚兵衛

海防御人数行列帳　依田甚兵衛

横長美・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

367

368

371

太田陣屋

横浜警衛（太田御陣屋）関係書類　紙繕一括 829－1
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依田家／勤役／海防

（太田御陣屋御請取）　灰色宿紙 2月4日 横切紙・1枚 829－1－1

（太田御陣屋御請取）　灰色宿紙 2月15日 横切継紙・1通 829－1－2

（太田御陣屋屋敷詰名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 829－1－3

（神奈川辺御警衛之御振）　灰色宿紙 横切継紙・1通 829－1－4

（太田御陣屋詰申付名面）　小平次 御同役中様 灰 ll月 横切継紙・2通 829－1－5
色宿紙

（太田御陣屋詰申付名面）　灰色宿紙 酉12月26日 横切継紙、横切紙 829－1－6
・1通、1枚

戌年太田御陣屋6此表へ往来日合関係書類 紙繕一括 817－4

一（御陣屋6御在所江罷越候日合之義伺） 御陣屋 （文久2年）8月 横切継紙・1通 817－4－1
御目付　灰色宿紙

二（御用番宛御用状）　内蔵允御用番様 灰色宿紙 （文久2年）8月晦日 横切紙・1枚 817－4－2

三（御勘定吟味御用状）　御勘定吟味 灰色宿紙 （文久2年）閏8月2日 横切紙・1枚 817－4－3

四（御用番宛御用状）　左門御用番様 巻上「閏月9 （文久2年）閏（8）月2日 横切紙・1枚 817－4－4
日助之進殿御尋」　灰色宿紙

（太田御陣屋6此表へ相越候日合之義御尋二付申上下
書）　目付灰色宿紙

（文久2年）閏8月11日 横切紙・1枚 817－4－5

（太田陣屋、神奈川陣屋調練之義伺留） 10月朔日・正月晦日・ 横切継紙・1通 818－4－8
3月11日

袋（横浜太田御陣屋敷之略図　本牧牛込村遠見番所6
　方角里程図　横浜之図鎌次郎呈三郎写所のもの）

1袋（660～664同
一袋）

660～664

太田御陣屋地略図　彩色 文久元年仲秋謄写 1鋪（27．5×522） 660

太田御陣屋地略図面　彩色、貼紙 1鋪（24．3×49．6） 661

（横浜之略図）　依田源之丞利継　彩色、 貼紙 文久2年5月写 1鋪（48×137．6） 662

（本牧牛込村遠見番所6方角里程略図） 彩色 文久2年4月 1鋪（566×56） 663

（本牧牛込村遠見番所6方角里程略図） 彩色 1鋪（56．2×ll4。6） 664

太田御陣屋詰中金銭出納日記　依田氏 文久2年2月～同3年10
月

横半半折・1冊 268

（太田御陣屋敷交代之節先触）　一二三 御同役中様 文久2年5月13日・14日 横切継紙・1通 821－2－3
灰色宿紙

御次第書（太田御陣屋敷江御人数繰出二付） 横長半・1冊 373

（太田御陣屋詰用立金下付）　依田政之進 横切紙・1枚 834－23

御台場

江戸警衛関係書類　紙縫一括 855－2

（御台場不足品償方二付極密申上書） 御物頭 下案 12月 横切継紙・2通 855－2－1
共

（韮山形御船御引渡二付漕方稽古達留） 安政5年 ・6 横切紙・1枚 855－2－2
年

（御台場御備小銃錆磨御手入二付差図留） 安政6年12月晦日 横切紙・1枚 855－2－3
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