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（御台場据筒附属之品々新規御出来井損物御修覆御
入料之儀二付伺）　御物頭

横切紙・1枚 855－2－4

（大破損物書上） 横切紙・1枚 855－2－5

覚（36斤御筒及び附属小道具書上） 横切紙・1枚 855－2－6

（捻廻手子棒御手入之儀二付申上書）　御物頭 横切紙・1枚 855－2－7

（合薬御囲高書上） 折紙・1枚 855－2－8

（公辺御役人様v方御台場臨時御見廻り之節之儀二付 横切紙・1枚 855－2－9

申上書）　御物頭

（御警衛井宿々勤番御人数之儀二付御内々申上書） 10月9日 横切継紙・1通 855－2－10

高野車之助　灰色宿紙

回章（御警衛井宿々勤番御人数之儀三奉行評議申渡 10月9日 横切紙・1枚 855－2－11

二付）　壱岐　将監様・助之進様・帰一郎様　灰色宿
紙

（御台場御囲合薬貫目書留） 折紙・1枚 855－2－12

（御台場勤番之処、御武具方助御許容願）　依田又 正月 横切継紙、横切紙 855－2－13

兵衛・藤田繁之丞・岡本精一郎　下案共 ・1通、1枚

（御取次役再勤御内々願書）　依田又兵衛 7月4日 横切紙・1枚 855－2－14

（御役方御人少二付御手充金上納御内々申上書）　依 正月 横切紙・1枚 855－2－15

田又兵衛

御用状（塩鴨御献上二付御留守居助可被勤旨）　玉 4月17日 横切継紙・1通 855－2－16

川左門　依田又兵衛殿　灰色宿紙

御用状（御人繰合方差支二付暫之内御取次当番可被 4月9日 横切継紙・1通 855－2－17

勤旨）　玉川左門　依田又兵衛殿灰色宿紙

御用状（別紙之通可被心得旨）　玉川左門　依田又兵 5月20日 横切継紙・1通 855－2－18

衛殿　灰色宿紙

御用状（別紙之通可被心得旨）　玉川左門　依田又兵 8月13日 横切紙・1枚 855－2－19

衛殿

（御物頭御台場非番之節御取次当番勤差図書）　依 横切継紙・1通 855－2－20

田又兵衛

（本役之方当番兼勤差図書）　依田又兵衛　灰色宿紙 横切紙・1枚 855－2－21

（座間殿6寺内氏へ申来別条留）　浜御殿御成等　灰 戌4月5日 横切継紙・1通 855－2－22

色宿紙

内海御警衛一件書類 袋・1袋 865－1

（御台場御引渡御程合伺）　藤田繁之丞紙繕一括 11月 横切継紙・1通 865－1－1

（御台場御引渡頃合二付岩瀬様御用人迄問合之趣申上 11月19日 横切継紙・1通 865－1－2

書）　津田転灰色宿紙

御用状（御台場御引渡報知）　主水頼母様灰色宿 ll月21日 横切継紙・1通 865－1－3

紙

（御台場御警衛別条書）　巻上r正月28日付」 横切継紙・1通 865－1－4

（御陣屋敷御足軽両人部屋替申立書）　御陣屋敷御目付 3月 横切継紙・2通 855－1－1

下案共

（御陣屋敷御足軽両人部屋替井御内穿墾願書）　下案 横切継紙・1通 855－1－2

（御陣屋敷御門番当6月中大代り之節帰辻者共申上書） 閏3月 横切継紙・1通 855－1－3
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御陣屋敷御目付

（御陣屋敷江御長屋替申渡）　依田甚兵衛 横切紙・1枚 855－1－4

（御広間休息所明り取之儀二付御内々伺）　御取次 ll月 横切紙・1枚 855－1－5

（御広間炭代金請求）　弥三郎依田様 4月 横切継紙・1通 855－1－6

（古道具引替之儀二付再伺書）　御陣屋敷御留守居御目付 4月 横切継紙・1通 855－1－7－1

紙繕一括

（引替古道具書上） 横切継紙・1通 855－1－7－2

（螺驕繍鰭灘翻灘劉矯
申越旨）　甚兵衛　源之丞殿　前欠

（嘉永6年）9月7日 横切紙・1枚 629－6

覚（御用番赤沢助之進6会津様衆6御台場勤方二付内
問合之書類之拍）

安政4年9月15日 横切継紙・1通 857－6

（勤番中夫給扶持共1人1人分宛被下置候様御内々申上
書）　御物頭　桃色宿紙

文久元年9月24日 横切継紙・1通 857－9

覚（御台場装備） 横長半・1冊 372

（御台場御普請見積図） 丑8月 竪継紙・1通 638

（江戸湾御台場図） 1鋪（31β×38．8） 682

（御台場番士屯所見取図） 2枚（24．7×32．1、 696
24．8×323）

（六番御台場見取図）　貼紙 1鋪（4＆3×63励 699

御台物御足軽御人遣書上 横切・1枚 801－1－5－1

（御台場御備西洋小筒御手入之儀二付申上書控） 10月14日 横切紙・1枚 857－2

（鰍灘解人様方臨時御出之節御入料之品湘差 横切継紙・1通 857－4

（御台場詰之者江暑気払御茶頂戴井半居風呂之儀伺書） 閏5月 横切紙・1枚 857－5
御物頭

（船頭水主御減之儀御尋二付申上書）　御物頭 2月 横切継紙・1通 857－7

（御減略御趣法御台場御都合筋御尋二付申上書）　依田 11月 横切紙・1枚 857－8
又兵衛

（御台場御囲合薬積替御取延之儀二付申上拍） ll月22日 横切紙・1枚 857－11

（御台場勤方留） 折紙、横切継紙、 857－13

横切紙・1綴

口上書取（御手充御不審之儀治定申立）　、依田甚兵衛 5月 横切継紙・2通 857－15

下案

（御台場御据筒小道具入箱井長持御出来之儀二付申上
書）　御物頭

3月 横切継紙・1通 857－16

（御台場御据筒附属捻廻新規御出来之儀二付申上書） 2月 横切紙・1枚 857－17

御物頭

書状（御長屋諸道具代金請取等）　権三郎又兵衛様 2月29日 横切継紙・1通 857－18

（箱番所御取建之儀二付申上書）　御物頭 12月 横切継紙・1通 857－19

（御台場御据附御筒手入之儀御尋二付申上書拍）　御物 5月 横切継紙・1通 857－20

頭
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（御台場御備附小銃御筒手入之儀二付申上書）　御物頭 9月 横切継紙・1通 857－21

（中嶋流5貫目御筒車台預御聞置申上書）　御物頭 12月 横切紙・1枚 857－22

申上（流行病為御救芳香散取調差出侯処、無沙汰二付 3月 横切紙・1枚 857－23

御賢慮願書）　御物頭

御用状（明日越前様御役人御陣屋敷拝見、出番遅刻二 10月14日 横切紙・1枚 857－25

付御居延可被成旨）　依田又兵衛　岡本精一郎様　裏
書あり（御陣屋敷破損修覆御手入伺下案）

極密申上（出格御省略中御人少御手充御見合）　依田 11月 横切継紙、横切紙 857－26

又兵衛　下案共 ・1通、1枚

御用状（長命平三郎長詰相当之前借内々伺書）　藤田 横切紙・1枚 857－27

繁之丞依田又兵衛様

（出役井定助共前々之振合を以御手充伺書）　下案共 横切紙・2枚 857－28

巳御手充過頂戴之分井上納分（書上）　紙繕一括 折紙、横切継紙、 857－31

横切紙・2通、3枚

覚（浅黄無地9枚代金受取）　玉川堂鉄五郎上 巳9月19日 横切紙・1枚 857－32

（御役方調役之儀井臨時夜廻り二付蝋燭之儀二付申上書） 6月 横切継紙・1通 857－33

御物頭

（御陣屋敷夜廻り之向江蝋燭御渡之儀二付申上書）　御 6月 横切継紙、横切紙 857－35

陣屋敷御目付 ・1通、1枚

（御陣屋敷御門番卯時壱人御渡御引揚之儀二付申上書） 12月 横切紙・1枚 857－36

御陣屋敷御目付

（御陣屋敷下目付御門番夜廻り二付品々御入料申上書） 12月 横切紙・1枚 857－37

御陣屋敷御目付

（去未12月中御陣屋敷御入料品々取調申上書）　御陣 申正月 横切継紙・1通 857－38

屋敷御留守居・御目付

（表御玄関井御内玄関夜中御使者御使到来之節蝋燭御
入料之儀二付申上書）　御取次

12月 横切紙・1枚 857－38

（御陣屋敷下目付御門番井掃除之者共法被雨具其外御
掃除道具類相損侯二付引替之儀二付再申上書）　御陣

4月 横切紙・1枚 857－39

屋敷御留守居・御目付

（御陣屋敷御門面番所三つ御道具6尺棒之儀二付伺書） 4月 横切紙・1枚 857－40

御陣屋敷御目付　奥書「4月8日宮本迄出ス」

（御陣屋敷御門内見返板塀御出来之儀二付申上書）　御 正月 横切継紙・1通 857－41

陣屋敷御留守居

（当正月中御陣屋敷御入料品々取調申上書）　御陣屋 2月 横切継紙・1通 857－42

敷御留守居・御目付

（御船溜井船路堀凌之儀二付申上書）　御物頭・御陣屋 3月 横切継紙・1通 857－43

敷御留守居　下案

（騒灘輔輸鷲大鰯嘉蕪納膿螺御 酉10月 横切紙・1枚 857－44

（御陣屋敷御門番御引揚差支申立之儀、足軽揚扶持手 横切継紙・1通 857－45

段金二而取計報知）　御陣屋敷御目付裏書（御台場御
据筒附属捻廻御出来申立案）

（御広間下番泰助御足軽江組入申立書）　依田又兵衛 10月 折紙・1枚 857－46

（御役方御助合御断り申立書）　宮沢丹下・依田甚兵 横切継紙・2通 857－49
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衛・石倉藤右衛門　窪田慎六様　下案

覚（御取次御手充金頂戴過分受取）　石倉藤右衛門・ 安政6年正月 竪紙・1枚 857－51

依田甚兵衛　西村源蔵殿

（御台場玉置所霧除井下座台之儀二付申上書拍）　御物 12月 横切継紙・1通 861－2
頭

（御台場御筒雨覆留箋御出来之儀二付申上書）　御物頭 10月 横切継紙・3通 861－3
下案共

（臨時夜廻り蝋燭井台帳提灯之儀二付申上書拍）　御物 6月 横切継紙・1通 861－5
頭

（御台場夜廻り之節増人数井提灯持等二付申上書） 横切継紙・1通 861－6

（御台場御備西洋小筒玉薬雷火管井ハトロン出来之儀二
付伺書）

折紙・1枚 861－7

口上書取拍（御役方助勤断二付）　丹下・甚兵衛・藤右 12月 横切継紙・1通 861－9
衛門

（御台場火薬蔵漆喰塗之儀二付申上書）　玉川一学 閏5月23日 横切紙・1枚 861－11

（御台場御備小銃御手入之儀二付申上書）　御物頭　巻 10月 横切継紙・1枚 861－13

上「未ll月14日岡本を以出ス」

（於御陣屋敷臨時御船取扱之儀御尋二付申上書） 午6月12日 折紙・1枚 861－14

凡聞留（浜辺吹上船井破損屋敷等災害状況） 横切紙・1枚 861－15

（大銃車台御船小屋二入置手附之者見廻り之儀御武具方 横切継紙・1通 884－25
申立二付申上書）　御陣屋敷御留守居

和宮下向警衛

和宮様御下向警衛関係書類　紙繕一括 842

（和宮様御下向御警衛御達留） 8月 横切継紙・1通 842－1

（和宮様御下向御達留）　灰色宿紙 9月朔日 横切継紙・1通 842－2

（和宮様御下向御警衛惣御入数）　灰色宿紙 10月16日調 横切継紙・1通 842－3

（和宮様御下向御道筋御警衛御名面） 横切継紙・1通 842－4

（和宮様御下向御休泊割）　灰色宿紙 横切継紙・1通 842－5

（御警衛御番所勤番御番士名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 842－6

袋　上書「和宮様御下向御警衛」 文久元年 1袋 853－1

（和宮様御発輿御頃合等之義申上書）　玉川一学 （文久元年）9月14日 横切紙・1通 853－1－1

一御用状（和宮様御下向御達旨）　小山田采女・玉 （文久元年）9月21日 横切継紙・1通 853－1－2－1

川一学　矢沢将監様・望月帰一郎様　灰色宿紙、紙繕
一括

二（御下向御懸り御目付様6之御達書等相添品之伺） （文久元年）9月20日 横切継紙・1通 853－1－2－2

玉川一学　巻上朱書「9月24日江戸6之もの」　灰色宿
紙

三御用状（御下向御先御跡御固先達而相達候通可被 （文久元年）9月 横切継紙・1通 853－1－2－3

心得旨）　小倉但馬守　灰色宿紙

四（御下向御用掛役人付）　9月23日・25日出立灰 横切継紙・2通 853－1－2－4
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色宿紙

（御休泊割）　9月23日出立、京都迄灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－2－5

口上覚（長瀬村、腰越村、芦田宿、八幡宿、小田井 横切継紙・1通 853－1－2－6

宿人馬継御勤番御道筋之義）　御警衛出役御飛脚才
領組　御目付方御役所　巻上「写済」　灰色宿紙

（御下向之節御先御跡御固之者心得方御目付衆御達） 8月 横切継紙・1通 853－1－3－1

神保伯書守・小倉九八郎　灰色宿紙

（御下向掛御徒目付衆6御達之覚）　津田転灰色宿 横切継紙・1通 853－1－3－2

紙

（御下向二付堂上方御名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－3－3

（御警衛二付御用意物凡積）　巻上r御勘定吟味手抽之 横切継紙・1通 853－1－3－4

写」　灰色宿紙

（御警衛御人数凡積）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－3－5

（御下向御用掛名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－4－1

（御下向御用中御頼之名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－4－2

（御下向二付江戸掛名面）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－4－3

（御警衛御人数凡積）　灰色宿紙 （文久元年）酉10月 横切継紙・1通 853－1－5

（線毛御車行列井御役人附）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－6

（御下向行列役人数積）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－1－7

御警衛惣御人数 横半・1冊 853－1－8

袋　上書「和宮様御下向二付御道固一件」 文久元年 1袋 853－2

和宮様御下向二付御先御跡御警衛行列 横長美・1冊 853－2－1

和宮様御下向之節御先御跡御警衛行列 横切半・1冊 853－2－2

和宮様御下向付下諏訪宿6芦田宿迄御道固御人数行文久元年10月 横切半・1冊 853－2－3
列　依田利継拍

沓懸宿二而御人数開場之略図 横切紙・1枚 853－2－4

須坂堀長門守様御固場之略図 横切紙・1枚 853－2－5

八幡宿全図　853－3－1～12紙繕一括 竪紙・1枚 853－3－1

八幡宿京之方（図） 竪紙・1枚 853－3－2

八幡宿江戸之方（図） 竪紙・1枚 853－3－3

和田宿全図 竪紙・1枚 853－3－4

和田宿京之方（図） 竪紙・1枚 853－3－5

和田宿江戸之方（図） 竪紙・1枚 853－3－6

扉峠諏訪侯御固小屋之図 1鋪（24．5×4乳5〉 853－3－7

小田井宿（図） 竪紙・1枚 853－3－8

（沓懸宿江戸口開場図） 竪紙・1枚 853－3－9

（芦田宿図） 竪紙・1枚 853－3－10

（和田宿6沓掛宿迄之間御警衛被蒙仰侯節取立処之略 竪紙・1枚 853－3－11
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図）　依田源之丞利継　彩色

（有坂村・大川村・古町村御固図） 1鋪（25×635） 853－3－12

（御警衛御人数往返次第下書） 半帳・1冊 853－4

（御警衛御人数凡積案） 横切半・1冊 853－5

（前後御警衛、枝道閑道御警衛方書上）　黒色罫紙（片 竪小型（16×12） 853－6
面9行） ・1綴

（御警衛方再度伺御附札留）　黒色罫紙（片面9行） 竪小型（16×12） 853－7

・1綴

（御道固被蒙仰候御書付写）　黒色罫紙（片面9行） 竪小型（16×12） 853－8

・1綴

（諸用留）　黒色罫紙（片面9行） 竪小型（16×12） 853－9

・2綴

（御下札書上）　黒色罫紙（片面9行）、朱書 竪小型（16×12） 853－10

・1枚

（御警衛人数積）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－11

（御道固人数積）　灰色宿紙 横切継紙・1通 853－12

覚（御道固出役之節夜具） 横切紙・1枚 853－13

小田井宿（図） 横切紙・1枚 853－14

芦田宿（図） 横切紙・1枚 853－15

御道固御人数配　黒罫紙（片面9行） 竪小型（16．2× 277
122）・仮1冊

（禾驕甑繍姦野確響難欝鷺無離 9月 横切継紙・1通 814－2－3

通和田宿迄宿々間屋中　灰色宿紙

御用状写（和宮様御通行済二付）　灰色宿紙 （文久元年〉11月7日 横切紙・1枚 818－1－6

（御足軽人数再調） 折紙・1枚 818－2－1－1

（桜馬場標札場詰図）　灰色宿紙 横切継紙・1通 818－2－1－2

（御途中雨天風烈二付諏訪宿滞留聞書留）　中断、灰色 横切継紙・1通 818－2－1－3

宿紙

（惣御人数賄調）　灰色宿紙 横切継紙・1通 818－2－1－4

（御固場御用済二而惣御人数古町引取、鼠宿泊二而一同 11月8日 横切継紙・1通 818－2－1－5

帰着二付取計方）　十郎右衛門・金左衛門　正司様他5
名

（夜具用意心得書） 横切継紙・1通 818－2－1－6

御道固御人数往返次第書　灰色宿紙 横切継紙・1通 818－2－3－1

（御道固被仰付二付條々） 10月 横切継紙・1通 818－2－3－2

定（御道固御人数出二付）　灰色宿紙 10月 横切継紙・1通 818－2－3－3

（和宮様御下向御道固江戸家老用状）　小山田采女・玉 10月18日 横切継紙・．1通 818－2－4－1

川左門　矢沢将監様他3名

（御道固里程人数積書）　灰色宿紙 横切紙・1枚 818－2－4－2

御用状（和宮様20日京都御発輿急触達到来）　和田宿 10月23日 横切紙・1枚 818－2－4－3
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刑部丞　懸り目付役様　灰色宿紙

（長持才領江内済金渡）　後欠力 横切紙・1枚 818－2－4－4

（公家衆和田宿御泊凡覚）　端裏書r和田宿6之来状 （文久元年）H月6日 横切継紙・1通 818－4－3
御本陣図添」　灰色宿紙

（御道固御警衛勤方伺留）　灰色宿紙 文久元年10月 横切継紙・1通 818－5－4

覚（御道固御警衛勤方伺留）　津田転 （文久元年）9月 横切継紙・1通 818－6－4

（御道固御警衛惣人数積）　灰色宿紙 横切継紙・1通 818－6－5

和宮様御下向之節御道中筋御輿御先御跡御警衛（惣御
　人数伺書）　津田転灰色宿紙

8月 横切継紙・1通 818－6－8

（和宮様御下向之節御先御警衛御人数）　灰色宿紙 横切継紙・1通 818－6－11

（前後御警衛御持場付）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－16

和田峠6芦田迄御道固ノ略図 1鋪（24．5×62．5） 867－139

（和田峠6芦田迄道筋略図） 1鋪（24×78．5） 867－140

（和田宿本陣見取図）　和田宿御本陣松代御出入長井重左 1鋪（44×50。5） 867－141
衛門

回状（和宮様御下向之節御警衛御人数出諸予備評議） 10月ll日 横切継紙・1通 870－4
源大夫　音門様他4名　灰色宿紙

防長征討

（長州征討面々書上） （元治元年）子8月20日 横半半折仮綴・1 78
綴

（長州追討御免二付達）　大坂御城代 8月 横切継紙・1通 838－13

（長州御追討被仰渡二付松平越中守様江差出候御内慮御
伺井御附札写）　真田信濃守様御内高野広馬

8月27日 横切継紙・1通 838－12

（防長征伐顛末留）　破損大 半・1綴 623－1

（防長征伐達書留） 半・1綴 623－2

防長征伐書留綴（6月25日大坂詰6申来玖波・関戸駅
　間交戦周辺図共、西国押手之内申来侯書付写、風聞
　書、芸66月10日之書翰、阿州侯書面写、伊予松
　山6来状写他）

半仮綴、竪継・1
綴、1通

624

（朝廷6被仰出事（中断）、因州侯6御受書、芸州侯6
御受書、加州侯6御届書写）

折紙・1枚 629－7

（長州勅使下向・援兵、紀州加田浦・姫路辺鑑察人数 横切継紙・1通 835－28
書上）　6月16日、7月17日　灰色宿紙

此程御届被申達侯井伊掃部頭人数去ル14日於芸防国境
　戦争之節味方死傷（人名書上）

半・1冊 615－2

北越戦

北越戦関係書類 862－2

一127一
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（越口出張御人数留）　依田 横切継紙・1通 862－2

（小千谷御陣屋二而5月2日到来手簡留） （明治元年） 横切継紙・1通 862－2

（北越戦二付北陸道総督府感状写）　フケ大 （慶応4年）6月18日 竪紙・1枚 621－2

（北越戦顛末記）　依田　絵図あり （明治元年）8月24日写 竪紙・1枚 619－7

京都警衛

京都御守衛関係書類　紙緩一括 834－14

（京都御守衛為御用関田庄助宿々通行先触）　信州 文久3年6月19日出立 横切継紙・1通 834－14－1

麻績宿み江州大津宿迄宿々間屋中　灰色宿紙

（先触泊附）　灰色宿紙 文久3年9月7日出立 横切紙・1枚 834－14－2

（泊付） 横切継紙・1通 834－14－3

（泊付）　灰色宿紙 横切継紙・1通 834－14－4

京都へ弐人飛脚急ぎ之泊附　巻上r子5月12日出」 （元治元）子年5月12日 横切継紙・1通 834－14－5

灰色宿紙

京都御警衛関係書類　紙緩一括 835－25

（医師体之者を切殺シ首を三条高札江懸置建札写） 横切紙・1枚 835－25－1

亥7月　灰色宿紙

（三条大橋、本能寺門張札写）　亥7月　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－25－2

（大津宿札場張紙写）　灰色宿紙 横切継紙・1通 835－25－3

（京都公卿、会津侯、薩州、長州動勢聞書留）　＋ 8月22日 横切継紙・1通 835－25－4

郎右衛門・刑左衛門　灰色宿紙

（中立売辺出火穿馨書）　下目付灰色宿紙 8月14日 横切継紙・1通 835－25－5

御用状（京都動勢）　刑左衛門　灰色宿紙 8月13日 横切継紙・1通 835－25－6

申上（御印鑑8枚御渡被成下御礼、5枚返上）　荒井 子3月 横切紙・1枚 835－25－7

伴之助

袋　上書「御勘定帳　帳面弐帳切手類弐タ綴　田口喜 1袋 830
右衛門」

御上京御道中諸御払帳 元治元年7月25日6 横長半・1冊 830－1

御上京御道中其外諸御払御勘定帳　田口喜右衛門 元治元年8月 横長半・1冊 830－2

御勘定帳 元治元年8月13日6 横長半・1冊 830－3

諸費請取綴宿紙混在 横切継紙、横切紙、 830－4
竪切紙・1綴（8枚、

3通）

諸費請取・勘定綴 横切継紙、横切紙、 830－5
竪切紙・1綴（2枚、

2通）

覚（御茶代金請取）　亀屋重兵衛上 10月7日 横切紙・1枚 830－6

覚（御酒御にしめ代金請取）　日野屋孫兵衛上 8月24日 830－7

覚（諸費勘定）　喜右衛門 8月24日～晦日 折紙・1枚 830－8
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御道中御昼泊付（松代より京都） 元治元年6月14日御発 横半半折・1冊 168
駕

諸用日記（京都）　依田忠控 元治元年6月14日～同2 横小型（6．1×15．2） 231
年3月4日 ・1冊

京都急出立日記　依田源之丞末尾切取箇所あり 元治元年7月24日 横半半折・1冊 166

御進発御行列書　写 元治元年 横切半仮綴・1冊 158

京師発足諸用留　依田拍 元治2年2月23日～3月2
日

横半半折・1冊 259

京都道中定宿附　依田忠継拍 元治2年 横半半折・1冊 275

御用状（京都動勢等書付）　＋郎左衛門・刑左衛門　連 8月14日 横切継紙・1通 835－42

名様灰色宿紙

御用状（西洋太鼓御買上催促、蟻川賢之助其表出立確 5月17日 横切継紙・1通 818－2－6－1

認）　伊野右衛門　左門様

（西洋太鼓御買上御尋二付申上書）　御勘定吟味 5月 横切継紙・1通 818－2－6－2

京都御役家某之手紙之写（外夷取扱公家衆対応二付） 竪紙・1枚 619－8

後欠

（仙洞御所馬揃場図）　669～674同一袋 竪紙（26．7×36。8） 674
・1枚

大坂警衛

大坂表御警衛関係書類　紙繕一括 862－1

（大坂表御警衛明夕出立仰付）　依田源之丞 横切紙・1枚 862－1－1

（上京仰付）　依田源之丞 横切紙・1枚 862－1－2

御用状（別紙之通可被心得）　矢沢但馬　依田源之丞
　殿

横切紙・1枚 862－1－3

（上京二付御台所6諸品覚）　灰色宿紙 横切継紙・1通 862－1－4

大坂御警衛中袖印関係書類　紙緩一括 826－1

（袖印被仰出方之義御尋二付申上書）　大坂御目付 10月7日 横切継紙・1通 826－1－1

（御合印等之義御尋二付申上書）　岡野弥右衛門 10月8日 横切継紙・1通 826－1－2

（御合印等之義二付申上書）　御留守居 10月 横切紙・1枚 826－1－3

大坂表御警衛御番方御手充一条関係書類　紙繕一括 826－2

一　御番方申立（大坂表御警衛替二付御手充金拝借 9月5日 横切継紙・1通 826－2－1
願）　野池勇太郎他17名　海野寛男様

二（御番士御手充金拝借添書）　御警衛方御番頭 9月11日 横切紙・1枚 826－2－2

三（御番方御手充拝借金願立之義御尋二付申上書抽） 10月29日 横切継紙・1通 826－2－3
御勘定吟味

四（伝法詰御番士御手充金之義御尋二付申上書） 11月4日 横切紙・1枚 826－2－4
御勝手元〆

五（御番士御手充金之義二付御内々密々申上書） 横切継紙・1通 826－2－5
横甚之作
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六（当方御番士御手充拝借之義二付案）　源之丞巻 11月ll日 横切継紙・1通 826－2－6
上「11月ll日左京殿へ差出」

七（伝法御番士御手充拝借之義二付申上拍）　岡野 ll月13日 横切継紙・1通 826－2－7
弥右衛門

（御手充金先例同様被成下度願書）　星川弥三郎・野 9月10日 横切紙・1枚 826－2－8
地勇太郎

（御番方御手充一條御認願書）　灰色宿紙 ll月 横切継紙・1通 826－2－9

別一　口上覚（御手充拝借嘆願書拍）　西光寺本堂 9月19日 横切継紙・1通 826－2－10－1

在陣御警衛方望月繁之助他12名　海野寛男様　826－2一
10－1・2紙繕一括

二（御番士御手充金之義二付申上書）　御勝手元〆 ll月10日 横切紙・1枚 826－2－10－2

大坂表御警衛番所蝋燭薪関係書類　紙繕一括 826－3

一（船関布屋御番所蝋燭薪被成下度願書）　寛男 ll月13日 横切継紙・1通 826－3－1

二（船関布屋御番所蝋燭薪等之義御尋二付申上書） 11月 横切紙・1枚 826－3－2
御郡奉行

三（船関布屋等蝋燭井薪等之義御尋二付申上案） ll月20日 横切継紙・1通 826－3－3
御目付

大坂御警衛関係書類　袋（反故封に貼紙r大坂御本陣へ 854－4
御着」）

御用状（大坂御本陣御着大坂入口御野立迄之御道筋 9月28日 横切紙・1枚 854－4－1
穿盤之儀二付）　真田志摩　但馬様・左京様

御用状拍（大坂御本陣御着之御式二付）　真田志摩 9月28日 横切継紙・1通 854－4－2
矢沢但馬様・河原左京様

御用状（大坂御用屋敷二付差図書）　河原左京　依田 9月30日 横切継紙・1通 854－4－3
源之丞殿

御京着之御式 竪半・1冊 854－4－4

摂州大坂御城（図）　依田利継写彩色 嘉永6年6月28日 （27．8x38．5）・1

枚
692

（大坂御台場図）　一円亭利継彩色 安政4年7月中旬書写 （28，1×38．9）・1

枚
694

覚（金100匹御寄附受書）　摂州西成郡伝法村濡標住吉元治元年12月15日 横切継紙・1通 882－2－15

社神主有田大和守　松代様御警衛所御目付依田源之丞様
御取次中

従大阪松代迄宿々旅籠帳　青沼良之助 元治元年12月16日～同 横長半・1冊 322
2年正月2日

道中諸用井小遣留（源之丞大坂より帰国） 元治元年12月16日～同 横半半折・1冊 315
3年正月2日

（大坂伝法村より松代泊附） 元治元年12月16日～元 横切継紙・1通 861－18

治2年正月2日

（宿々駄賃帳）　中山道中津川より国元前欠 （元治元年）子12月24 横長半・1冊 318
日～丑正月2日

従江州大津信州松代迄宿々駄賃帳　松代桑名友太郎内花 元治2年2月22日～3月4 横長半・1冊 316
見重内・依田政之進内市川新之丞 日

（淀川筋中津川筋村名書上図） （73×465）・1鋪 640

（大坂御台場図） （63．7xg6．5）・1 701
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依田家／規式／家督

鋪

（大坂番所焔硝蔵砲台図） （36．2×63．7）・1 719
鋪

（大坂御台場図） （53．9×54．8）・1 721
鋪

規式／家督

（清左衛門病身二付隠居、俸縫殿進家督相続許可）　依 5月29日 横切紙・1枚 780－5

田清左衛門・同縫殿進

（金井木工右衛門養子並びに知行・家督相続許可） 寛政10年2月21日 横切継紙・1通 780－9

金井木工右衛門

（木工右衛門隠居、甚兵衛家督相続許可）　依田杢右 文政9年ll月ll日 横切継紙・1通 780－67

衛門・同甚兵衛

（知行百石、家督相続許可）　依田政之進 慶応2年H月24日 横切継紙・1通 780－58

（隠居二付縫殿進家督相続許可）　依田政之進　後欠 横切紙・1枚 797－10

改　名

口上覚（又兵衛与改名伺） 依田甚兵衛 玉左門様　付 8月13日 横切紙・1枚 780－66

札

口上覚（忠之進与改名伺） 依田政之進 河左京様　付 10月9日 横切紙・1枚 780－52

札

口上覚（嫡孫祐太郎前髪剃政之進与改名伺書） 依田 文久2正月15日 横切紙・1枚 780－37

又兵衛　小采女様　付札

献　上

（献上物目録） 依田縫殿進 坂野直 寛政9年閏7月5日 折紙・1通 782－6

（献上物目録） 依田縫殿進 坂野直 寛政9年閏7月15日 折紙・1通 782－2

（献上物目録） 依田木工右衛門 山本藤左衛門 寛政IO年3月15日 折紙・1通 782－7

（献上物目録） 依田甚兵衛 佐藤左金吾 文政7年8月15日 折紙・1通 782－4

（献上物目録） 依田甚兵衛 徳嵩恒吉 文政9年ll月15日 折紙・1通 782－1

（献上物目録） 依田政之進 西村源兵衛 文久2年3月15日 折紙・1通 782－5

（献上物目録） 依田政之進 水井市治 慶応2年ll月25日 折紙・1通 782－3

拝　領

（殿様6拝領物目録） 白銀1枚 短冊共 堅紙・1枚、短冊 783－1

・2枚

（殿様6拝領物目録） 鉛200目 堅紙・1枚 783－2
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（殿様6拝領物目録） 御綿入1 堅紙・1枚 783－3

（殿様6拝領物目録） （依田忠之進） 金5両 堅紙・1枚 783－4

（殿様6拝領物目録） 御単物1 堅紙・1枚 783－5

（殿様6拝領物目録） 御単物 堅紙・1枚 783－6

（殿様6拝領物目録） 御単1 堅紙・1枚 783－7

拝領物留　依田忠継 嘉永5年～明治2年 横半・1冊 784

諸願・諸沙汰

（弟牧太医術稽古大町引越許可）　玉川左膳　依田清左 3月21日 横切継紙・1通 799－12

衛門殿

（勢州参宮被仰付）　池田右大夫依田縫殿進殿 2月26日 横切紙・1枚 785－3

（養母星野清之助方江差遣窺指図書）　十河式部　依田 （享和元年12月18日） 横切紙・1枚 797－3

木工右衛門殿

（御小條目御條目井御役附足軽五人返上）　依田甚兵衛 （嘉永元年） 横切紙・1枚 780－65

（出浦惣右衛門上席）　依田甚兵衛 横切継紙・1通 780－90

（家内召呼可為勝手）　依田甚兵衛 横切紙・1枚 780－91

（御用詰出府仰付）　依田甚兵衛 文政10年閏6月3日 横切紙・1枚 781－37

（依田甚兵衛御沙汰書）　依田甚兵衛御台場取締不行届 安政5年12月8日 横切継紙・1通 785－23
二付

（長滞府仰付）　依田甚兵衛 5月23日 横切継紙・1通 780－97

（来子夏迄滞府仰付）　依田甚兵衛 6月3日 横切継紙・1通 780－92

（滞府仰付）　依田甚兵衛 8月5日 横切継紙・1通 780－96

（衣服飲食家居等倹約可致旨）　依田甚兵衛親類 横切紙・1枚 790－1

（免差拍）　鎌原石見依田甚兵衛殿 天保3年2月5日 横切継紙・1通 780－107

（御肴代30疋献上披露）　恩田木工依田甚兵衛殿 （天保9年）8月2日 横切継紙・1通 780－103

（伊勢参宮京都社参被仰付）　恩田頼母依田甚兵衛殿 正月21日 横切継紙・1通 785－7

（伊勢参宮京都社参被仰付）　岡嶋荘蔵依田甚兵衛殿 正月25日 横切継紙・1通 785－5

（遠慮御免、可有出勤）　岩崎玄蕃依田甚兵衛殿 6月27日 横切継紙・1通 780－113

（出勤帰府許可）　望月主水　依田甚兵衛殿 10月4日 横切継紙・1通 780－95

（免差拍）　玉川左門依田甚兵衛殿 12月ll日 横切継紙・1通 780－114

（太田御陣屋出立見合）　依田又兵衛 横切紙・1枚 780－80

（御台場御引渡済迄是迄之通可心得）　依田又兵衛 横切継紙・1通 780－87

（奥村権之丞代詰番出府仰付）　依田又兵衛 ll月11日 横切継紙・1通 780－83

（免忌、可有出勤）　玉川左門依田又兵衛殿 正月23日 横切継紙・1通 780－89

（出勤帰府許可）　玉川左門　依田又兵衛殿 9月16日 横切継紙・1通 780－84

（実母長谷川直太郎祖母看病願許可）　矢沢将監依田 文久2年9月20日 横切紙・1枚 797－6
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源之丞殿

（病気二付在所暇許可）　河原左京　依田源之丞殿　下札 元治元年12月13日 横切継紙・1通 780－70

（製薬御用二付滞府仰付）　依田政之進 横切紙・1枚 878－33

（在所暇許可、宛行返上）　依田政之進 文久3年10月29日 横切継紙・1通 780－43

（免御人少二付忌）　鈴木内蔵允依田政之進殿 文久2年IO月2日 横切紙・1枚 780－44

（父源之丞付添看病被仰付）　祢津三＋郎依田政之進 元治元年12月14日 横切紙・1枚 780－42

殿

（祖父又兵衛病気二付添看病被仰付）　望月帰一郎　依 慶応2年10月2日 横切継紙・1通 780－38

田政之進殿

（大坂御用免忌、帰坂可致）　原兵馬　依田政之進殿 正月晦日 横切紙・1枚 780－50

（免差才口）　望月帰一郎依田忠之進殿 12月9日 横切継紙・1通 780－55

口上覚（附添看病後帰坂願）　依田政之進　祢津三＋郎 12月 竪紙・2枚 780－51

殿・海野寛男殿　下書共、折封

（甲府出張命令）　依田謙次郎 慶応4年閏4月22日 横切継紙・1通 786－6

褒賞／賞詞

（依田木工右衛門宛賞詞） 文化13年7月19日 横切継紙・1通 785－32

（依田甚兵衛宛賞詞） 嘉永7年6月9日 横切継紙・1通 785－20

（依田甚兵衛宛賞詞） 安政5年12月15日 横切継紙・1通 785－27

（依田甚兵衛宛賞詞） 5月15日 横切継紙・1通 785－35

（依田甚兵衛宛賞詞） 12月26日 横切継紙・1通 785－9

子年中勤書覚（皆勤） 丑正月 横切紙・1枚 780－88

賞詞（剣術出精二付御扇子5本） 横切紙・1枚 878－2

御　賞

（依田木工右衛門宛褒賞）　御目録200疋 文政2年2月16日 横切紙・1枚 785－33

（御手充下賜）　依田甚兵衛 横切継紙・1通 780－93

口達（御手充下賜）　依田甚兵衛 文政11年 横切継紙・1通 780－94

（依田甚兵衛宛褒賞）　青銅200疋 文政11年10月18日 横切継紙・1通 785－4

（依田甚兵衛宛褒賞）　青銅200疋 天保6年8月9日 横切継紙・1通 785－6

（依田甚兵衛宛褒賞）　青銅200疋 天保9年12月25日 横切継紙・1通 785－31

（依田甚兵衛宛褒賞）　御単物1 安政2年6月25日 横切継紙・1通 785－19

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 安政3年3月28日 横切継紙・1通 785－11

（依田甚兵衛宛褒賞）　金300疋 安政4年3月9日 横切継紙・1通 785－29

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 安政5年2月17日 横切継紙・1通 785－12
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依田家／褒賞／御賞

（依田甚兵衛宛褒賞）　青銅300疋 安政5年2月17日 横切継紙・1通 785－30

（依田甚兵衛宛褒賞）　青銅200疋 2月28日 横切継紙・1通 785－14

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 巳7月ll日 横切継紙・1通 785－24

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 8月25日 横切継紙・1通 785－8

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 8月25日 横切継紙・1通 785－34

（依田甚兵衛宛褒賞）　銀1枚 10月10日 横切継紙・1通 785－13

（依田甚兵衛宛褒賞）　青銅200疋 ll月12日 横切継紙・1通 780－69

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 12月26日 横切継紙・1通 785－17

（依田甚兵衛宛褒賞）　御酒被下 12月26日 横切継紙・1通 785－26

（依田甚兵衛宛褒賞）　銀1枚 12月28日 横切継紙・1通 785－28

（内海御警衛出精二付御手充下賜）　依田又兵衛 横切紙・1枚 780－78

（御手充下賜）　依田又兵衛 横切継紙・1通 780－85

（依田又兵衛宛褒賞）　銀1枚 文久元年5月25日 横切継紙・1通 785－22

（依田又兵衛宛褒賞）　銀1枚 正月ll日 横切継紙・1通 785－25

（依田又兵衛宛褒賞）　御単物1 5月15日 横切継紙・1通 785－10

（依田又兵衛宛褒賞）　銀1枚 酉12月13日 横切継紙・1通 785－15

（依田又兵衛宛褒賞）　銀1枚 12月27日 横切継紙・1通 785－21

覚（依田又兵衛他宛褒賞）　依田又兵衛白銀2枚、御徒 横切紙・1枚 860－1－2
目付衆・御船方掛衆・御徒士衆金2両、御足軽金100疋、
御仲間・水主金300疋

（畷騰蹄鞠旛緊兵衛初江御目録被下候付御頂 12月12日 横切紙・1枚 780－86

（依田源之丞宛褒賞）　御酒被下 12月25日 横切継紙・1通 785－2

（依田源之丞宛褒賞、筑前守通行之醐あら町通江御出
　役二付）　今村源兵衛政令　依田源之丞様

5月 折紙・1枚 838－8

書状（筑前守御通行才川市村舟渡場被罷出二付別紙目 8月13日 折紙・1枚 799－13

録之通増行賞）　真田勘解由信従依田源之丞様

（依田源之丞宛褒賞）　真田勘解由信従御酒被下 横切継紙・1通 813－2

（依田祐太郎宛褒賞）　孝経1部 嘉永7年3月18日 横切継紙・1通 785－18

（依田祐太郎宛褒賞）　近思録1部 2月26日 横切継紙・1通 785－16

（依田政之進宛褒賞）　青銅200疋 慶応元年12月13日 横切継紙・1通 785－1

（戊辰戦争御賞永世十三石遣）　松代県庁　依田忠之進 （明治4）辛未年9月15 1通 780－99

複製 日

（依田鎌次郎宛褒賞）　御扇子3本 横切紙・1枚 786－12

（依田鎌次郎宛褒賞）　御扇子5本 横切紙・1枚 786－13

（依田鎌次郎宛褒賞）　帯地1筋 横切継紙・1通 786－14

（依田鎌次郎宛褒賞）　白木綿1反 横切紙・1枚 786－15

（依田鎌次郎宛褒賞）　小杉1東 横切紙・1枚 786－16
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（依田鎌次郎宛褒賞） 帯地1筋 横切継紙・1通 786－17

（足軽砲術教練致世話候付御手充被下） 依田謙次郎 慶応4年正月19日 横切継紙・1通 786－4

灰色宿紙

（依田鎌次郎宛褒賞） 青銅500疋　折封 明治2年H月22日 横切継紙・1通 786－9

御書付　貼紙r依田謙次郎」 折封 明治2年 786－1

　（公癬江出頭命令）　理事　依田謙次郎

　（褒賞）　依田謙次郎　賞金3000疋

（依田鎌次郎宛褒賞）　孝経1部

（依田鎌次郎宛褒賞）　蒙求1部

御書付写（御賞金5円被下）　鎮撫府参謀
　源八他4名

　　　　　明治2年12月29日

　　　　　明治2年12月晦日

　　　　　2月26日

　　　　　3月19日

松代藩松木明治元年ll月

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1枚

786－1－1

786－1－2

786－10

786－11

786－20

家政／系譜

依田正続系写

依田氏家系（図）

複写

永久保存、複写

1冊

1冊

764

765

履　歴

（依田甚兵衛忠順履歴書上） 依田甚兵衛忠順 縦紙・1枚 780－100

（依田甚兵衛忠順履歴） 縦紙・1枚 792－3

（依田忠之進忠継履歴） 縦紙・1枚 792－4

（依田忠致履歴） 竪紙・1枚 621－1

縁　組

（叔父玄台安藤龍庵養子縁組許可）　依田縫殿進 9月7日 横切紙・1枚 797－18

（野村儀左衛門妹と縁組許可）　依田清左衛門 9月28日 横切紙・1枚 797－5

（山中嶋之助江娘縁組許可）　依田清左衛門 5月11日 横切紙・1枚 797－8

（野村儀左衛門妹と縁組許可）　依田清左衛門 12月25日 横切紙・1枚 797－11

（三男見長中村見伯智養子許可）　依田清左衛門 4月19日 横切紙・1枚 797－16

（伜縫殿進星野清之助妹と縁組許可）　依田清左衛門 10月9日 横切紙・1枚 797－17

（長谷川甚兵衛餐養子許可）　依田木工右衛門 文政6年12月15日 横切継紙・1通 797－13

（妹星野清之助江養女許可）　依田木工右衛門 文政6年ll月25日 横切継紙・1通 797－14

（樋口与兵衛妹と縁組許可）　依田木工右衛門 文化5年6月21日 横切紙・1枚 797－15

（高野車之助江娘縁組許可）　依田甚兵衛 ll月14日 横切継紙・1通 797－4

（長谷川源之丞婿養子許可）　依田甚兵衛 天保13年8月11日 横切紙・1枚 797－12
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依田家／家政／親類

（斉藤友衛へ妹縁組許可）　依田甚兵衛 5月2日 横切継紙・1通 797－9

覚（依田源之丞婚姻整依田甚兵衛方江引越二付被仰合） 辰12月 横長美大／549～ 566
三村友二　たかのくるま之助武貞祝儀献上品目録あり 571は1括り・1冊

（安藤彦七弟縫殿之進響養子許可）　依田政之進 横切紙・1枚 797－7

御書付（村田直太郎妹縁組許可）　依田忠之進折封 明治3年ll月13日 横切継紙・1通 797－1

御式帳 11月15日 横長美（紅白水引 567
綴紐）・1冊

御祝儀御申合帳 庚午ll月 横長美（紅白水引 568
綴紐）・1冊

音信帳（到来物控）　佐久間 元治元年7月12日 横長美・1冊 569

（婚礼進上物目録他諸式日程）　破損大 弘化3年11月 横長美（紅白水引 570
綴紐）・1冊

袋　上書「宮下江引越一件」 明治6年12月 1袋 879

万仕払拍　依田 明治6年8月 横半半折・1冊 879－1

御祝儀物留 横長半・1冊 879－2

土産物覚 横半半折・1冊 879－3

（人数賃銭料理献立書上） 横長半・1冊 879－4

御祝儀帳　近藤秀明　包紙 明治30年4月 横長美大・1冊 879－5

御祝儀関係書類　包紙 879－6

御祝儀帳　宮島嘉織桜井佳人殿 明治30年12月 横長美大・1冊 879－6－1

記（御縁女荷物御預）　宮下秀丈様御内柄原勝弥　依 明治30年12月4日 横切継紙・1通 879－6－2
田稠美様御内大内新之助様　折封

親類記　宮下秀丈折封 横切紙・1枚 879－6－3

献立（御里帰、御荷物送、御引越、御見立） 横長半・1綴 879－6－4

御祝儀御申合帳 午11月 横長美大・1冊 879－7

親　類

（岩下縫殿丞清熈御知行高年譜書上） 文政7年8月9日 弘化5年 竪紙・1枚 618－8

～

（岩下縫殿丞清熈御知行高年譜書上） 文政7年8月9日 嘉永5年 竪紙・1枚 618－9

～ 貼紙

（斉藤友衛利和俸禄年譜書上） 文政7年10月朔日～、 文 安政4年 竪紙・1枚 618－7
久2年、 同3年継紙あり　貼紙

（鴇囑世檎舩鵬顯欝黙。舗謙篠奮 （明治4年）辛未9月29
日

竪紙・1枚 620－3

忠之進も署名

（高野車宛依田氏へ託す問合下書） （高野）秀隻 古
同 明治24年9月22日 美・1綴 621－6

野車 下書力

親類書 宮下秀丈　折封 明治30年4月 横切継紙・1通 795－6
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依田家／家政／葬儀・法事

緊急可申談事件有り早々帰郷可致事（家業改二付）
　（高野）萎隻　高野車　赤罫紙

美・1枚 620－9

葬儀・法事

袋　上書「義鑑様御不幸之節諸用書入」 元治2年正月9日 1袋 883－1

（依田源之丞暇乞親類他嘆願書留）　案文共 折紙、横切継紙・ 883－1－1

1枚、1通

高野車之助書状（依田源之丞病状報知井御帰郷加養 12月13日 横切継紙・1通 883－1－2

之件）　依田又兵衛様

本源義鑑居士葬式法事万端留 元治2年正月 横長美・1冊 883－1－3

（依田源之丞葬送行列帳） 横長半・1冊 883－1－4

買物帳　馬場丁依田氏 元治2年正月 横長美・1冊 883－1－5

（依田又兵衛病気家督相続願井死去二付忌服日数政之 10月3日 折紙・1枚 883－1－6

進届書留）

買物帳　依田氏 明治2年正月28日 横半半折・1冊 883－1－7

買物帳　馬場丁依田内 慶応2年10月 横長半・1冊 883－1－8

法事記　貞心大姉様13回忌 明治12年3月4日 横半半折・1冊 883－1－9

源之丞書状（近況報知）　御父上様 12月10日 横切紙・1枚 883－1－10

袋　上書「智音大姉一件帳　一輪堂」 明治4年8月 袋・1袋 883－2

慶応2年10月2日孝観忠順居士病中井葬式法事之節迄 慶応2年10月2日～11月 横長美大・1冊 883－2－1

万端留

（葬送行列帳） 横長半・1冊 883－2－2

金井懐雄悔状　依田稠美様封紙 （明治22年）1月27日 横切継紙・1通 883－2－3

到来物覚 慶応3年正月29日 横長半・1冊 884－10

行列帳 （明治4年）辛未8月21
日

折紙・1枚 884－12

音信帳 明治4年8月21日 横長半・1冊 884－14

（法事記）　孝観忠順居士様7回忌、観室智音大姉様1周忌 明治5年8月20日 横長美・1冊 884－2

（法事記）　観応誠沁居士様33年忌、観室智音大姉様3年忌、
本説真心大姉様7年忌 明治6年3月27日 横長美・1冊 884－8

法事記　本源義鑑居士様13回忌、観室智音大姉様7回忌、忠
峯院大円活道居士1周忌、玉夢禅童女1周忌 明治10年7月16日 横半・1冊 884－3

（法事日書上）　月心院宝室妙鏡大姉（カ） （明治22年） 横切紙・1枚 884－4

御法会記　真光院様23回、法運院様27回 明治26年4月9日 横半半折・1冊 884－11

通妙院様150回忌月心院様7回忌諸用記 明治28年1月20日 横半半折・1冊 884－26

（法事案内ケ所、御備物、龍泉寺布施物留） 明治31年ll月14日 横半半折・1冊 795－1

忌服日数（書上） 横切紙・1枚 884－5

（26日27日法事献立） 折紙・1枚 884－6
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依田家／家政／家作・普請

（義鑑法事行列帳） 横長半・1冊 884－7

（法事献立井人数書上） 折紙・1枚 884－9

（行列帳）
横長半・1冊 884－13

（寺院見取図）
竪紙・1枚 884－18

家作・普請

（家相図） 万延元年7月 竪紙・1枚 884－37

土蔵修復拍　依田 明治10年7月21日～8月 横半半折・1冊 294
25日

屋根修復諸調帳 明治11年9月 横長半・仮1冊 344

（家屋平面図）　依田稠美 明治21年5月14日 竪紙・1枚 798－1

土蔵開き戸前仕附入用抽 明治24年8月 横半半折・1冊 482

居間井二勝手建替拍 明治34年4月 横半半折・1冊 346

居間井二勝手建替拍 明治34年4月 横半半折・1冊 354

（御殿6宅迄道程書）　依田源之丞 横切紙・1枚 798－2

覚（御門、湯殿普請費書上）　横町三作依田様御内 巳12月 横長半・1冊 878－1

覚（代金勘定）　屋ねや仙蔵依田様御内 午ll月 横切紙・1枚 878－6

覚（代金勘定）　やね屋安治郎　与田様御内御役人中様 卯8月 横切紙・1枚 878－11

覚（代金勘定）　三作依田源之丞様御内 申極月 横切継紙・1通 878－12

覚（差引残代金勘定）　横丁三作依田様御内 未7月 横切紙・1枚 878－13

覚（代金勘定）　屋ねや仙蔵依田様御内御役人様 午8月 横切継紙・1通 878－18

覚（代金勘定）　家ね屋仙蔵依田様御内 申10月22日 横切継紙・1通 878－23

（材木代金勘定覚） 折紙・1枚 878－24

雪隠懸り（代金勘定）　横町三作依田様御内 酉1月 横長半・1綴 878－29－2

諸　届

口上覚（養母星野清之助方江差遣二付伺）　依田木工右 享和元年12月15日 横切紙・1枚 797－2
衛門　十河式部様

（軒別人数調二付当所受持巡査、差配人へ提出書類写） 明治8年ll月・（明治9 横切継紙・1綴（2 795－4
長野県士族依田忠致 年）子 枚）

（寄留地変更届拍）　長野県士族依田忠致　（区務所） 明治9年4月18日 竪紙・1枚 621－5
大1大区10小区築地2丁目18番地より大2大区2小区新桜田
町20番地

（寄留地届）　長野県士族依田忠致 明治9年4月18日 横切紙・1枚 795－3

（築地2丁目より新桜田町20番地移住届下書）　長野県 明治9年4月18日 横切紙・1枚 795－5
士族　第2大区2小区区務所御中・第二方面第1署御中・第
1大区10小区区務所御中
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依田家／家政／旅行

旅　行

従江戸遠州舞坂迄道中記（順宿附、道法附、本馬軽尻 宝暦14年2月 折本・1冊 310
駄賃附、御出入本陣名面、宿間在村附、川々渡場附
井朝鮮人昼泊駅御馳走之御役人様方附）

日記（播磨高砂までの往路道中記） 天保15年正月26日～3 横半半折・1冊 175
月7日

紀行（鹿児島まで）　依田利継 弘化4年正月22日～6月 横半半折（列帖綴） 446
19日 ・1冊

（別所参詣道中記）　破損大 嘉永2年4月19日～21日 横切半・1冊 196

旅行日数積（安政6年正月16日～4月24日の日程） 安政6年正月 横半半折・1冊 200

（道中泊附・里程）　中国・四国旅行　灰色宿紙 安政6年正月16日～4月 横切継紙・1通 852－3

10日

道中金銭遣払手留　忠順拍 慶応元年9月15日 横小型（8．3×16） 309
・1冊

（道中日記・小遣覚・土産物配所・銭別覚・あつらい 正月22日～6月19日 横切小型（9×19） 312
物覚）　長崎まで ・1冊

～Eヨ　　こム
ノ勿　　ノロ

渋温泉湯治書類 323

宿々駄賃帳 安政4年5月10日～22日 横長半（323－1～3 323－1

合綴）・1冊

小つかひ帳 安政4年5月10日～22日 横長半・1冊 323－2

（湯治入料覚綴） 安政4年5月10日～20日 横長半・横切・1 323－3

綴

湯治書類 356

万通簿　山田ゆ藤井東兵衛　松代御客様 明治8年9月 横美半折・1冊、 356－1

356－1・2と合綴

（金銭支払、湯治日記等） 折紙（2枚）、切紙 356－2
（2枚）・1綴

相州箱根温泉御湯治御入料帳　宮下秀丈・依田稠美 明治15年8月2日～9月3
日

横長半・1冊 260

湯治書類 865－6

（別所行日記綴） 明治27年12月 横美、横切継紙・ 865－6－1
1綴（1冊、1枚）

（別所湯治勘定書綴） 明治27年12月 横長半、横切継紙 865－6－2
・1綴（1冊、1枚

書　状

くめ書状（病状伺、品物井浄暁院様法事備物礼）　御
　父もじ様

8月3日 横切継紙・1通 878－46
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依田家／家政／書状

たかのふさ書状（御前様御出立、時侯等）　よた御父 12月20日 横切継紙・1通 858－2
上様

たか野房書状（御悔）　よた御父上様 正月22日 折紙・1枚 858－9

一二三書状（井伊侯御凶変等）　一二三　源之丞様 3月24日 横切継紙・1通 868－41

右金吾書状（御伯父上様御悔状）　御祖父上様 正月22日 横切継紙・1通 858－3

岩下清光書状（会社退社、非常繰合金より寸志5円送 明治25年12月8日 竪紙・3枚 884－29

金等）　函館港潮止町25番地依田稠美殿・矢野半平殿
封書、青色罫紙（片面8行）

権之丞書状（江府御長屋向、御勤方之儀伺）　又兵衛 正月10日 横切継紙・1通 858－4
様

源之丞書状（無尽金、西村十郎6引受金、墨送付、お 10月18日 横切継紙・1通 870－3
こうほうび等）　おしけとの

源之丞書状（長州追討之先鋒被蒙仰侯二付）　御父上 8月21日 横切紙・1枚 629－3
様

高野右金吾書状（御叔父様病気見舞）　御祖父上様 正月7日 横切継紙・1通 858－10

高野萎隻書状（学齢金救助二付）　依田稠美様 3月22日 横切継紙・1通 878－47

三沢刑部丞書状（佳品頂戴礼）　依田政之進様封紙灰 正月16日 横切継紙・1通 880－11

色宿紙

秀書状（学校改築寄付金二付）　稠美様 12月22日 横切継紙・1通 878－41

秀書状（戸長鎌原氏同郡鋳物師屋村転任、筆生10名免 858－11

職一件顛末）

小平次書状（出立前御厚情礼、京都動勢等）　源之丞 7月ll日 横切継紙・1通 865－3
様他7名

小平次書状（図面之儀報知）　政之進様 3月15日 横切継紙・1通 884－24

上田捨蔵書状（このわた井書状佐久間先生方へ御屈依 文久2年12月17日 横切継紙・1通 868－43

頼）　上田捨蔵　依田源之丞様　巻上「文久2戌年正月7
日達、上田捨蔵子6之来状、能州珠洲折戸6、12月17日
付」　緑色宿紙

政絆欝繕鱗難賂朧髪腎囎駝 慶応元年12月8日 横切紙・1枚 791－11

様前欠力

政之進書状（22日夜鎮火、横浜呉服屋、当春御一覧等） 3月4日 横切継紙・1通 833－9－1

政之進書状（羽織御届御礼、運上所交代詰人数等） 4月21日 横切継紙・1通 833－9－4

灰色宿紙

政之進書状（御宛行頂戴之御礼名代御礼、矢間合、太 4月ll日 横切継紙・1通 833－9－3
田御陣屋図面等）

政之進書状（御一覧二付御道具御地二而見付被下様） 3月9日 横切紙・1枚 833－9－2

鎌次郎様他2名

政穽韓爆纏離獅表江被為入侯様被仰出酒 11月4被 横切紙・1枚 833－9－8

政之進書状（御父上様昨9日死去）　御祖父様 正月10日 横切継紙・1通 858－8

政之進書状（御父上様膝状甚不宜、出立延引）　謙次 正月10日 横切継紙・1通 858－1

郎様　紙緩一括、灰色宿紙

政之進書状（歳暮御礼・御上洛乗船日限・諸芸御用稽 2月3日 横切継紙・1通 831－35－2

古等）　政之進
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