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例

1。 本目録には、秋田県公文書館貴重文書書庫に収蔵 している絵図類 2650点 を収めた。収録にあたって

は、原本だけでなく、印刷物 0コ ピー等 も含めた。当館ではこの他に、公文書書庫内に、簿冊に挟まれ

た公文書の絵図類がある。

2.配列にあたっては、まず現在の秋田県の行政区域 (9市 09郡)と 県外各区域に区分 し、それらを藩政

期と明治期以降に大別 した。さらに、内容によって同じものを分類 して配列 した。

3.記載項目は原則として、通番、資料名、整理記号・番号/年代、分類/寸法、彩色、現状、複製/備
考の順序とした。

①通     番 ～地域 0年代ごとの掲載順に通番を付 した。複数の地域に関わる絵図は、それぞれ

の地域に重複 して掲載 した (重出点数 38点、ただし六十余州切絵図は東北・関東

のみ重出とした)。

②資  料  名 ～旧蔵資料目録の資料名を踏襲 しゴシック体で記載 した。ただし、一部誤字や遮、さ

わしくないと思われる表記を改めたものもある。また、資料名を完全に改めた場

合は備考に旧蔵目録の資料名を併記 した。

③整理記号 0番号 ～旧蔵日録の整理記号 0番号を踏襲 しゴシック体で記載 した。資料請求の際は従前

通 りこの記号 0番号で請求 していただきたい。

④年     代 ～絵図の成立年代を和年号で記載 した。推定の場合は括弧内にいれ、成立年代不明

の場合は「年末詳」とした。

⑤分     類 ～絵図の内容により次の 12分類をし、 二文字の語句で記載 した。 各項目内の配列

は、この分類の順によって行った。

「地域J :地域図       「地籍J :地籍図等

「戊辰」 :戊辰戦争関係    「城図J :城図

「合戦」 :合戦図・陣立図   「建物J :建物平面図

「社地」 :社地平面図     「鉱山」 :鉱山図

「境界J :境界図       「山林」 :Jl林図 。官林図等

「その他J :そ の他      「不明J :内容不明

⑥寸     法 ～縦 (cm)× 横 (cm)で記載 し、cm以下は切 り上げた。

⑦彩     色 ～彩色のある場合にのみ「彩色有」と記載 した。

③現     状 ～形態により「簿冊」、「軸装」、「巻物」と記載 したが、折 り畳まれていても開 くと

1枚になる場合は特に注記 しなかった。

⑨複     製 ～ダイレクトプリント等の複製物がある場合には「複製有Jと 記載 した。

⑩備     考 ～表題等 (端裏書、裏書)、 現市町村名、その他必要と思われる情報を簡略化 して記

載 した。

(注 1)大 型絵図 (縦、横の長い方が 4m、 短い方が 1.7mを 超える)の閲覧は、複製物のないものに

ついては、閲覧室で見ることができないため、事前に連絡が必要である。

(注 2)本 目録登載絵図以外に、未整理のもの (A0393-1、 4、 5城絵図等)や印刷地図で含めなかっ

たものもある。
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1秋 田 県 全 域

〔藩 政 期〕                  6枚 1袋。(袋書)秋田領六郡絵図。

出羽国秋田領・陸奥国南部領国境縁絵図。

1 領内海岸絵図            A丁 290-1

年未詳    分類 :地域              10 秋田領六郡絵図         A290-81-6
41cm× 172cm  彩色有                  年末詳  分類 :地域

表題等 :な し                       98cm× 82cm

表題等 :な し

2 佐竹右京大夫領分出羽国六郡絵図   A290-58   6枚 1袋。(袋書)秋田領六郡絵図。

年未詳    分類 :地域                出羽国秋田領・陸奥国南部領国境縁絵図。

97cm× 104clll  彩色有 0軸装

表題等 :資料名と同じ                 11 日本六十余州国々切絵図 出羽国  A290-114-1
年未詳     分類 :地域

3 六郡御絵図             A290-59   114cm× 155cm  彩色有

年未詳     分類 :地域                表題等 :出羽国

141cm× 229cm  彩色有・軸装               六十余州切絵図にもあり。

表題等 :出羽国秋田領高都合井郡色分目録          内容は寛永以前ともいわれる。

4 出羽国秋田領絵図          A290-60  12 享保御改六郡絵図       A290 114-72
年未詳    分類 :地域                享保 15年 2月 18日  分類 :地域

81cm× 132cm  彩色有・軸装               355cm× 540cm     彩色有・軸装

表題等 :出羽国秋田領                   表題等 :な し

裏書有り。「享保四亥年絵図改正」の記載あり。

5 秋田領六郡絵図         A290-81-1
年未詳   分類 :地域               13 六郡御絵図           A290-114-73
92cm× 56cm  彩色有                   年未詳     分類 :地域

表題等 :な し                       174cm× 240cm  彩色有・複製有

6枚 1袋。(袋書)秋田領六郡絵図。             表題等 :な し

出羽国秋田領・陸奥国津軽領・南部領国境縁絵図。

14 江戸より参候七郡小絵図写    A290 114-74
6 秋田領六郡絵図          A290-81-2   享保 9年 3月  分類 :地域

年未詳     分類 :地域                52cm× 74cm   彩色有

130clll× 100cm                       端裏書 :資料名と同じ

表題等 :な し

6枚 1袋。(袋書)秋田領六郡絵図。            15 新庄領縁絵図          A290-114-75
出羽国秋田領 0陸奥国津軽領・南部領国境縁絵図。      元禄 13年 3月 28日  分類 :地域

70cm× 200cm     彩色有

7 秋田領六郡絵図          A290-81-3   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域                出羽国秋田領・新庄領境縁絵図。

105cm× 61cm  彩色有

表題等 :な し                    16 津軽領秋田領縁絵図      A290 114-76
6枚 1袋。(袋書)秋田領六郡絵図。             元禄 14年 10月 15日  分類 :地域

出羽国秋田領・陸奥lTR津軽領国境縁絵図。          113cm× 340cm     彩色有

端裏書 :資料名と同じ

8 秋田領六郡絵図          A290-81-4   裏書有り。

年未詳    分類 :地域
156cm× 45cm                    17 南部領秋田領切絵図      A290 114-77
表題等 :な し                       元禄 14年 5月 25日  分類 :地域

6枚 1袋。(袋書)秋田領六郡絵図。             137cm× 520cm     彩色有

出羽国秋田領・陸奥国津軽領国境縁絵図。          端裏書 :資料名と同じ

陸奥国南部領・出羽国秋田領国境縁絵図。

9 秋田領六郡絵図          A290-81-5   裏書有り。

年未詳    分類 :地域
114cm× 65cm 彩色有                18 南部領秋田領縁絵図      A290 114-78
表題等 :な し                       元禄 14年 5月 29日  分類 :地域

―
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160cm× 527cm    彩色有             28 出羽国秋田領絵図         AH291 1
端裏書 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地域

裏書有り。                         81cm× 134cm  彩色有・軸装

表題等 :出羽国秋田領

19 南部より参候縁絵図写     A290 114-79
元禄 14年 5月 25日  分類 :地域           29 絵図                県 B-441

140cm× 533cm     彩色有               (元 禄年間) 分類 :地域

端裏書 :資料名と同じ                   33cm× 49cm  彩色有

陸奥国南部領・出羽国秋田領国境縁絵図。          表題等 :な し

裏書有り。                         元禄国絵図作成のための雛形。

20 秋田領 ′亀田領 ′矢島領御境絵図         30 山本郡津軽境絵図         県 C 138
A290-114-130    年未詳     分類 :地域

寛文 12年    分類 :地域                225cm× 157cm  彩色有

129cm× 183cm  彩色有                  端裏書 :資料名と同じ

端裏書 :秋田領亀田領矢島領御境絵図            出羽国秋田領・陸奥国津軽領国境縁絵図。

21 出羽国絵図            A290-257  31 米代川以北津軽領国境絵図     県 C 139

年未詳    分類 :地域                享保 5年    分類 :地域

160cm× 48cm  彩色有                  H9Cm× 281cm  彩色有・複製有

表題等 :な し                       表題等 :な し

22 御国絵図 (秋田領)        A290-258  32 六郡絵図             県 C 145

年未詳    分類 :地域                 (正 保年間)  分類 :地域

64cm× 75cm  彩色有 0軸装                545cm× 127cm  彩色有・軸装

表題等 :な し                       表題等 :な し

出羽国秋田領絵図。                    正保国絵図の写。

23 羽陰六郡略図 (写)         14-218  33 秋田領絵図            県 C 147

年未詳    分類 :地域                 享保 14年    分類 :地域

39cm× 28cm  彩色有                   282cm× 438cm  彩色有・軸装・複製有

表題等 :羽陰六郡略図                   表題等 :出羽ETNl秋 田領

24 秋田六郡全図            19 140  34 御国絵図本図           県 C 148

年未詳    分類 :地域                享保 18年    分類 :地域

77cm× 1 26clll  彩色有・軸装               419cm× 290cm  彩色有・軸装

表題等 :出羽lTNj秋 田領                   表題等 :な し

出羽国秋田領絵図。

25 出羽七郡絵図

(元禄年間)  分類 :地域              35 秋田領六郡絵図           県 C-149
625clll× 726cm  彩色有・軸装               嘉永 2年    分類 :地域

表題等 :な し                       433cm× 262cⅢ  彩色有・軸装

元禄国絵図の控か。旧県庁目録では県 C-602。        裏書 :出羽国六郡御絵図

嘉永の国日付に提出した絵図の控。

26 出羽一国御絵図
正保 4年    分類 :地域             36 出羽十一郡絵図           県 C-150
1225cm× 535cm  彩色有・軸装・複製有 (分割)      年末詳     分類 :地域

表題等 :な し                       118cm× 167cm  彩色有

正保国絵図ともいわれる。秋田藩が幕府に提出した      端裏書 :出羽国拾一郡絵図

絵図の控。旧県庁目録では県 C-603。 狩野定信ら

筆。                        37 出羽六郡野書絵図         県 C 151

県指定有形文化財 (書跡第二号)昭和 27.H.1。         正保 2年    分類 :地域

478蠅 ×655cm  彩色有・軸装

27 秋田領海岸実測図            地 1    表題等 :な し

嘉永 3年    分類 :地域                出羽国秋田領野書絵図。

534cm× 227cm  彩色有・軸装

表題等 :な し                    38 佐竹修理大夫領分出羽国六郡絵図   県 C-152

年未詳    分類 :地域
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99cm× 107clll

表題等 :資料  
彩色有・複製有

1名 と同じ

村々海岸之図 但下絵図

39 出羽六郡絵図

49 出羽国山本秋田河辺郡村々海岸絵図  県 C 171

年未詳

県 C-153
分類 :地域                

嘉永 4年
197cm× 65   

分類 :地域

141cm× 213cm  彩色有

表題等 :な し                           3Cm  

彩色有・軸装

表題等 :な し

出羽国秋田領海岸野書絵図。

40 六郡下絵図

年未詳

県 C-154
分類 :地域              50 

出羽七郡絵図
(

122cm× 160cm  彩色有

表題等 :な し                                            

県 C-172

元禄 15年    分類 :地域

734cm× 555cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

41 秋田国境絵図 新庄庄内由利境            
元禄国絵図の写。

年未詳

県 C-156
分類 :地域

229cm× 270clll  彩色有

51 秋 田領国境絵図

端裏書 :国境縁絵図

年未詳

県 C-334

分類 :地域

出羽国由利領・庄内領・新庄領境縁絵ⅨI。          90CⅢ
×389cm  彩色有

表題等 :な し

42 戸沢家 よ り被遣 ノ控国境絵図            
出羽国秋田領・陸奥国津軽領国境縁絵ⅨI(

元禄 13有i 分類 :地域        
県 C-158

72cm× 204clll 彩色有                                    

〉

52 秋田領国境絵図

表題等 :な し

年末詳

県 C-335
分類 :地域

出羽国新庄領・ 秋田領境縁絵図。              96cm×
344cm  彩色有

表題等 :な し

43 仙台領秋田領縁絵図

出羽国秋田領・陸奥国南部領国境縁絵図(

元禄 13 4Tl

県 C-159
分類 :地域

136cm× 180cm  彩色有                                    )
53 津軽領国境改正絵図写 (津軽藩)

表題等 :な し

県 C-336
元禄 14年 10月 5日  分類 :地域

113cm× 384cm     彩色有

端裏書 :津軽領秋田領縁絵図 但 シ此方 より出 しIEl

44 土崎湊 ∃ り岩館迄海岸絵図    県 C 160-1
年未詳 分類 :地域                

裏書有り。

403cm× 144cm  彩色有

端裏書 :土崎湊 ヨリ岩館迄海岸之図           54 
羽州秋 田領国境改正絵図控 (秋 田藩)県 C-337

元禄 14イli   分類 :地域

119cm× 343cm  彩色有

45 土崎湊 ヨ リ岩館迄海岸絵図    県 C 160-2
年未詳 分類 :地域                

表題等 :な し

383cm× 120cm  彩色有

裏書有り。

端裏書 :土崎湊 ヨリ岩館迄海岸之図             
出羽国秋F縁

絵図かぶせc

ヨ領・陸奥国津軽領国境縁絵図(

55 秋 田領津軽領絵図
46 土崎湊 ヨ リ岩館迄海岸絵図    県 C 160-3

年末詳 分類 :地域                
年未詳

県 C-338

71cm× 166   
分類 :地域

374cm× 117cm  彩色有

端裏書 :土崎湊 ヨリ岩館迄海岸之図             
表題等 :[Cm  

彩色有

出羽国秋曇

料名と同じ

日領・陸奥国津軽領国境縁絵図(

47 出羽国山本秋 田河辺郡村々海岸絵図 56 秋 田領津軽領境縁絵図

嘉永 4年 分類 :地理      
県 C-170-1

224cln× 461cm  彩色有・輔                      F未

詳

県 C-340
分類 :地域

端裏書 :佐竹次良Бイ頂分 出零

渉姜                   5cm×
410cm  彩色有

袋書 :秋田領津軽領縁絵ⅨI

]国 山本郡秋田郡河辺郡

村々海岸野書絵図

(付札)海岸野書絵図。裏書'但

実地測量之節         
袋有り (県 C-399)。

日

有り。津村洞仙筆。 57 秋田領津軽領境縁絵図

48 出羽国山本郡秋田郡河辺郡村々海岸絵図              
分類 :地域年未詳

県 C-341

55cm× 410cm  彩色有

嘉永 4年 分類 :地理      
県 C-170-2

t                
端裏書 :津軽境縁絵図

218cm× 528cm  彩色有 58 南部津軽境絵図

端裏書 :佐竹次郎領分 出羽国山本郡秋田郡河辺郡 年未詳

県 C-342

分類 :地域
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223cm× 119cm 彩色有               68 秋田境界山立図          県 C 426

表題等 :な し                       年未詳     分類 :地域

出羽国秋田領・陸奥国津軽領国境縁絵図。          228cm× 454cm  彩色有・軸装

端裏書 :資料名と同じ

59 秋田領南部領国境絵図        県 C-346   出羽国秋田領・庄内領・新庄領・陸奥国仙台領国境

年未詳     分類 :地域                縁絵図。
11lcm× 493cm  彩色有

表題等 :な し                    69 秋田新庄仙台南部境絵図      県 C-429

出羽国秋田領・陸奥国南部領国境縁絵図。          元禄 13年    分類 :地域

100clll× 192cm  彩色有・軸装

60 秋田郡米内沢より南部領鹿角郡松山村迄の絵図    表題等 :な し

県 C-347    陸奥国仙台領・出羽国秋田領国境縁絵図。

年未詳    分類 :地域
71cm× 232cm 彩色有                70 出羽国七郡絵図         県 C-431-1

表題等 :な し                       年未詳    分類 :地域
463cm× 54cm  彩色有・軸装

61 仙台領秋田領縁絵図        県 C-348   表題等 :な し

元禄 13年    分類 :地域                東西に13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。

l H cm× 199clll  彩色有 0複製有

端裏書 :資料名と同じ                71 出羽国七郡絵図         県 C-431 2
年未詳    分類 :地域

62 秋田領仙台領縁絵図        県 C-349   431cm× 54cm 彩色有・軸装

元禄 13年    分類 :地域                表題等 :な し

137cm× 178cm  彩色有                  東西に13分割。旧日録資料名「出羽国秋田領絵図」。

表題等 :な し

72 出羽国七郡絵図         県 C-431-3
63 秋田領雄勝平鹿郡仙台境絵図    県 C-350   年未詳    分類 :地域

年未詳     分類 :地域                422cm× 54cm  彩色有・軸装

150cm× 229cm  彩色有                  表題等 :な し

表題等 :な し                       東西に13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。

出羽lT・l秋田領・陸奥lTNl仙 台領国境縁絵図。
73 出羽国七郡絵図         県 C-431-4

64 庄内領秋田領縁絵図        県 C-351    年未詳    分類 :地域

元禄 13年   分類 :地域                415cm× 54cm  彩色有・軸装

76cm× 172cm  彩色有                  表題等 :な し

端裏書 :資料名と同じ                   東西に13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。

65 秋田領新庄領御境 目改絵図     県C-353  74 出羽国七郡絵図         県 C-431-5

元禄 13年   分類 :地域                年未詳    分類 :地域

80cm× 210cm  彩色有                  463cm× 54cm  彩色有 0軸装

表題等 :な し                       表題等 :な し

出羽国秋田領・新庄領国境縁絵図。             東西に13分割。旧目録資料名「出羽lTNl秋 田領絵図」.

66 公儀御役人御通行之節罷候海岸御絵図       75 出羽国七郡絵図         県 C-431-6
県 C-408    年未詳    分類 :地域

文化 4年    分類 :地域                483cm× 54cm  彩色有・軸装

83cm× 322cm  彩色有                  表題等 :な し

表題等 :な し                       東西に13分割。旧日録資料名「[L羽 1可秋田領絵図J。

67 新庄庄内仙台領境絵図       県 C-412  76 出羽国七郡絵図         県 C-431-7

年末詳     分類 :地域                年未詳    分類 :地域

104cm× 392cm  彩色有・軸装               505cm× 54cIIl  彩色有 0軸装

表題等 :な し                       表題等 :な し

出羽国秋田領・庄内領・新庄領・陸奥国仙台領国境      東西に13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。

縁絵図。

縁絵図かぶせ。                    77 出羽国七郡絵図         県 C-431-8
年未詳    分類 :地域

414cm× 54cm  彩色有・軸装



表題等 :な し 87 出羽国七郡絵図 県 C-432-5
東西に 13分割。旧目録資料名「 [L羽国秋田領絵図」。 年未詳     分類 :地域

450cm× 54cm  彩色有・ 軸装

78 出羽国七郡絵図 県 C-431-9 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。
463cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 88 出羽国七郡絵図 県 C-432-6
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年末詳    分類 :地域

489cm× 54cm  彩色有・ 軸装

79 出羽国七郡絵図 県 C-431-10 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。
494cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 89 出羽国七郡絵図 県 C-432-7
東西に 13分割。旧日録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年末詳     分類 :地域

505clll× 54clll  彩色有・ 軸装

80 出羽国七郡絵図 県 C-431-11 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。
504cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 90 出羽国七郡絵図 県 C-432-8
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。 年未詳    分類 :地域

408cm× 54cm  彩色有・軸装

81 出羽国七郡絵図 県 C-431-12 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。1日 日録資料名「出羽lTNl秋 田領絵図」。
442cm× 54cm  彩色有 0軸装

表題等 :な し 91 出羽国七郡絵図 県 C-432-9
東西に 13分割。旧日録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年未詳    分類 :地域

455cm× 54cm  彩色有・軸装

82 出羽国七郡絵図 県 C-431-13 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧日録資料名「出羽国秋田領絵図」。
246cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 92 出羽国七郡絵図 県 C-432-10
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年未詳     分類 :地域

540cm× 54cm  彩色有・ 軸装

83 出羽国七郡絵図 県 C-432-1 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧日録資料名「出羽FFkl秋 田領絵図」。
553cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 93 出羽国七郡絵図 県 C-432-11
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年未詳     分類 :地域

488cm× 54cm  彩色有 0軸装

84 出羽国七郡絵図 県 C-432-2 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧円録資料名「出羽国秋田領絵図J。

430cm× 54cm  彩色有 0軸装

表題等 :な し 94 出羽国七郡絵図 県 C-432-12
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。 年未詳    分類 :地域

439cm× 54cm  彩色有・軸装
85 出羽国七郡絵図 県 C-432-3 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。
434cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 95 出羽国七郡絵図 県 C-432-13
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年未詳    分類 :地域

249cm× 54cm  彩色有・軸装
86 出羽国七郡絵図 県 C-432-4 表題等 :な し

年未詳    分類 :地域 東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。
407cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し 96 出羽国七郡絵図 県 C-433-2
東西に 13分割。旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。 年未詳    分類 :地域

410cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し
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東西に13分割 (1、 13欠 )。              105 出羽国七郡絵図        県 C-433-11

旧日録史料名「出羽国秋田領絵図」。             年未詳    分類 :地域

524cm× 54cm  彩色有・軸装

97 出羽国七郡絵図         県C-433-3   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域                東西に13分割 (1、 13欠 )。

422clll× 54cm  彩色有・軸装               旧日録資料名「出羽lfl秋 田領絵図」。

表題等 :な し

東西に13分割 (1、 13欠 )。              106 出羽国七郡絵図        県 C-433 12

旧日録資料名「出羽国秋田領絵図」。             年未詳    分類 :地域

422clll× 54cm  彩色有・軸装

98 出羽国七郡絵図         県 C-433-4   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域                東西に13分割 (1、 13欠 )。

416cm× 54cm  彩色有・軸装               旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。

表題等 :な し

東西に13分割 (1、 13欠 )。              107 海岸絵図             県 C-598

旧目録資料名「出羽国秋円領絵図」。             嘉永 2年    分類 :地域

535cm× 235cm  彩色有・軸装

99 出羽国七郡絵図         県 C-433-5   表題等 :な し

年末詳    分類 :地域                裏書有り。津村洞仙筆。

454cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し                    108 秋田郡山本郡河辺郡海岸全図    県 C-606

東西に13分割 (1、 13欠 )。                 年未詳     分類 :地域

旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。             232cm× 542cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

100 出羽国七郡絵図        県 C-433-6
年未詳    分類 :地域              109 八郎潟附近之図           落 1099

480cm× 54cm  彩色有・軸装               年未詳    分類 :地域

表題等 :な し                       54cm× 120cm  彩色有

東西に13分割 (1、 13欠 )。                 表題等 :な し

旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。

101 出羽国七郡絵図

年未詳    分類 :地域

436cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

東西に 13分割 (1、 13欠 )。

旧日録資料名「出羽国秋田領絵図」。

102 出羽国七郡絵図

年未詳    分類 :地域

433cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

東西に 13分割 (1、 13欠 )。

旧目録資料名「出羽国秋田領絵図」。

103 出羽国七郡絵図

年未詳    分類 :地域

431m× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

東西に 13分割 (1、 13欠 )。

旧目録資料名「出羽国秋田領絵図J。

104 出羽国七郡絵図

年未詳    分類 :地域

506cm× 54cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

東西に 13分割 (1、 13欠 )。

旧日録資料名「出羽国秋田領絵図J。

110 六郡木山方以来覚 木山方以来覚追加 山本郡

県C-433-7     御札山略図抜粋

県 C-433-8

県 C-433-9

A651-7

年未詳    分類 :山林

27clll× 38clll  彩色有

表題等 :資料名と同じ

図 2枚入 り。

111 秋 田藩官林 仁別・山本・河辺・仙北・平鹿・雄勝

特 -231-3

年未詳    分類 :山林

27cm× 39cm  彩色有・ 簿冊

表題等 :秋田藩官林絵図 新城・ 仁別・ 馬場 目 0男

鹿・ 山本 0川辺 0仙北・ 横手・ 平鹿・ 雄勝

県 C-433-10
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11 秋田県地図

年未詳     分類 :地域

A290-259     152clll× 109clll  彩色有・車由装

表題等 :資料名と同じ

EI]届 J。

12 秋田県海岸図
AH291-2    明治 14年   分類 :地域

133cm× 57cIIl

表題等 :秋田県海岸之図

印刷。閲覧不能。

13 秋田県全図
AH291-3    明治 14年   分類 :地域

80cⅢ ×53cm  彩色有・軸装

表題等 :実地明細秋田県全図
F目昂」。

14 秋田県管内全図

4 実地明細秋田県全図 附里程表    AH291-4   明治32年   分類 :地域

〔明 治 期 以 降〕

1 秋田領内測量図

年末詳    分類 :地域

56cm× 105cm  彩色有・軸装

表題等 :羽州奥羽里程測量略図

2 秋田県全図

大正 3年   分類 :地域

79cIIl× 55clll

表題等 :実地明細秋田県全図

印 刷 。

3 秋田県全図

明治 41年   分類 :地域
54cIIl× 40cm

表題等 :資料名 と同 じ

「 |]刷。

大正 7年   分類 :地域

D4cm× 40cm

表題等 :大 日本分県地図之内最新秋田県全図

「口昂」。

5 秋田県沿道略図

年末詳    分類 :地域
1 8clll× 210cm

表題等 :資料名 と同 じ

県 C-654

県 C-669

県 C-670

県 C-671

( )× 430cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

印刷。閲覧不能。縦の長さ計測不能。

15 秋 田県全図
AH291-5    明治 33年   分類 :地域

91cm× 63cm  彩色有 0軸装

表題等 :秋田県管内地図

印 刷 。

17 秋田県管内 9郡全図 (平鹿郡)  県 C-629 1
県 C-163    年未詳    分類 :境界

39cm× 55cm  彩色有

表題等 :平鹿郡全図

横手・平鹿地域にもあり。

県 C-367  18 秋田県管内 9郡全図 (雄勝郡)  県 C-629-2
年未詳    分類 :境界

45cm× 64cm  彩色有

表題等 :雄勝郡全図

湯沢・雄勝地域にもあり。

19 秋 田県管内 9郡全図 (山本郡)  県 C-629-3
年未詳    分類 :境界

44cm× 55cm  彩色有

表題等 :山本郡全図

能代・ 山本地域にもあり。

20 秋 田県管 内 9郡全図 (河辺郡)  県 C-629-4
年末詳    分類 :境界

39cIIl× 55cm  彩色有

表題等 :河辺郡全図

秋田 0河辺地域にもあり。

県 C-673

6 秋田県全図 ―秋田沿革史大成附録 一  AH291-6  16 戊辰戦争県北関係絵図       382-6007
明治 36年   分類 :地域                 慶応 4年    分類 :戊辰

54cln× 77cm                                           87cm× 142cIIl   彩色有

表題等 :秋田県全図 秋田沿革史大成附録          表題等 :な し

「 |」 刷。

7 管内八郡区分絵図

年未詳     分類 :地域

127cm× 203cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

8 羽後陸中国管内絵図

年未詳     分類 :地域

137cm× 212cm  彩色有

表紙 :資料名と同じ

9 秋 田県全図

明治 41年    分類 :地域

152cm× 106cm  彩色有・軸装

表題等 :秋田県地図

「日昂J。

10 秋田県全図

年未詳    分類 三地域

115cm× 66cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

EI]刷。

県 C-649

県 C-650
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21 秋田県管内 9郡全図 (北秋田郡) 県 C-629-5   印刷。
年未詳    分類 :境界
50cm× 67cm 彩色有                31 秋田県低位生産地分布図 (そ の 2不良土 )

表題等 :北秋田郡全図                                       県 C-691
大館・北秋地域にもあり。                 昭和 26年   分類 :そ の他

107cm× 72cm  彩色有 0軸装
22 秋田県管内 9郡全図 (仙ゴヒ郡)  県 C-629-6    表題等 :秋田県低位生産地分布図 其二不良土
年未詳    分類 :境界                 印刷。
52cIIl× 52cm  彩色有

表題等 :仙北郡全図                 32 秋田県低位生産地分布図 (そ の 1土地環境不良 )

大曲・仙北地域にもあり。                                      県 C-692
昭和 26年   分類 :そ の他

23 秋田県管内 9郡全図 (由利郡)  県 C-629-7   107cm× 72clll 彩色有・軸装
年未詳    分類 :境界                 表題等 :秋田県低位生産地分布図 其一土地環境不
45cm× 69cm  彩色有                       良
表題等 :由利郡全図                    印刷。
本荘・由利地域にもあり。

33 水稲播種期線図 (等農作業線図)  県 C-696
24 秋田県管内 9郡全図 (鹿角郡)  県 C-629-8   年未詳    分類 :そ の他
年未詳    分類 :境界                 249cm× 138cm  彩色有・軸装
49cIIl× 62cm  彩色有                   表題等 :等農作業線図 水稲播種期線図
表題等 :鹿角郡全図                    印刷。
鹿角地域にもあり。

34 秋田県水田畑地帯区分図      県 C-697
25 秋田県管内 9郡全図 (南秋田郡) 県 C-629-9   年未詳    分類 :そ の他
年未詳    分類 :境界                 249cm× 138cm  彩色有・軸装
50cm× 56cm  彩色有                   表題等 :資料名と同じ
表題等 :南秋田郡全図                   印刷。
男鹿・南秋地域にもあり。

26 秋田県農業土地利用図       県 C-675
昭和 26年   分類 :そ の他
107cm× 73cm  彩色有・軸装

表題等 :秋田県農業地図 其一土地利用図

印 刷 。

27 秋 田県公園絵図          県 C-678
明治 29年   分類 :そ の他
71cm× 97cm  彩色有・ 軸装

表題等 :資料名と同じ

E口 昂」。

28 等農業作業線図          県 C-688
年末詳     分類 :そ の他
248clll× 138cm  彩色有 0軸装

表題等 :等農作業線図 田植線図
E日 昂」。

29 秋 田県内里程表           県 C-689
昭和 13年   分類 :そ の他
55cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :里程Ⅸl

印刷。3冊 あり。昭和 13年 3月 調製。

30 秋 田県地質鉱産図         県 C-690
年未詳    分類 :そ の他
97cm× 70cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ
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2鹿  角 地 域

〔藩 政 期〕                  端裏書 :資料名と同じ

大館 0北秋地域にもあり。

1 大館附近絵図          A0291.2-2-1    人館・十二所と鹿角の境目確認のため作成 (写 )。

元和 4年    分類 :地域                裏に秋田藩家老梅津憲忠と南部藩家老桜庭安房守・

140cm× 90cln  彩色有                  石井伊賀守の連判あり。

表題等 :な し

人館・北秋地域にもあり。               9 秋田郡鹿角郡絵図          県 C-310

年未詳    分類 :地域

2 大館附近絵図          A0291.2-2-2   75cm× 93cm  彩色有

元和 4年    分類 :地域                表題等 :な し

141cm× 97clll  彩色有                  大館・北秋地域にもあり。

表題等 :な し

人館・北秋地域にもあり。              10 奥州南部領鹿角郡花輪村毛馬内村与羽州秋田領

沢尻村十二所村味噌内村茂内村別所村扇田村大

3 大葛金山南部領槙山金山境縁絵図 A290 114-83    館山境論争之事裁許申付覚     県 C-343
(li未詳     分類 :地域                延宝 5年    分類 :地域

114cm× 31lcm  彩色有                  141cm× 348cm  彩色有

端裏書 :大葛金山南部領槙山金山御境縁絵図         端裏書 :南境論絵図

人館・北秋地域にもあり。                 大館・北秋地域にもあり。裁許絵図。

||1羽 国秋田領・陸奥国南部領国境縁絵図。
11 奥州南部領鹿角郡花輪村毛馬内村与羽州秋田領

1 大館十二所御境御論之節調候絵図 A290 114-96    沢尻村十二所村味噌内村茂内村別所村扇田村大
(11未詳    分類 :地域                館山境論争之事裁許申付覚     県 C-344
87cm× 326cm  彩色有                  延宝 5年    分類 :地域

端裏書 :資料名と同じ                   123cm× 322cm  彩色有・複製有

人館・北秋地域にもあり。墨引なし。            表題等 :な し

大館・北秋地域にもあり。

5 大館十二所御境御論之節調候絵図 A290-114-97   裁許絵図。裏書有り (県 C-345)。

年末詳     分類 :地域
136cm× 335cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

大館・北秋地域にもあり。墨引あり。
A290-114-83と 同内容。

〔明 治 期 以 降〕

6 大館十二所近山南部御境三判御絵図
A290 114-99  1 +和田湖図            AH291.1 1

元和 4年 7月 16日   分類 :地域             年未詳    分類 :地域

96cIIl× 141 clll         彩色有                           24clll× 33cm

端裏書 :南部御境三判御絵図                表題等 :|‐和田鉱山長久原庄三郎代理飯岡政徳所持

人館・ 北秋地域 にもあり。                     ノ図 ヲ仮二写

県 C-187、 188と 同 じもの。

2 鹿角郡全図            AH291.1-2
7 大館十二所御境三判拍絵図      県 C-187   年未詳   分類 :地域

元和 4年    分類 :地域                36cm× 18cm

141cm× 98cm  彩色有・複製有              表題等 :資料名と同じ

端裏書 :資料名と同じ                   印刷。

人館 0北秋地域にもあり。

人館・十二所と鹿角の境目確認のため作成 (写 )。      3 秋田県鹿角郡花輪町真景図     AH291.1-4
裏に秋田藩家老梅津憲忠と南部藩家老桜庭安房守・      大正 5年   分類 :地域

石井伊賀守の連判あり。                   79cm× 54cm

表題等 :資料名と同じ

8 大館十二所御境三判相絵図      県 C 188   印昂」。

元和 4年    分類 :地域
88cm× 140cm  彩色有
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6 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡土深井村略絵    年未詳   分類 :地籍

4 花輪地図

明治 20年   分類 :地域

46cm× 58cm

表題等 :花輪

5千分の 1地図。

5 陸中国鹿角郡大湯村官山草苅場処分割之図

明治 8年   分類 :地籍

90cm× 56cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現鹿角市。県 C-311と 同じ袋入 り。

図

年未詳    分類 :地籍

58cm× 100clll  彩色有

図

現鹿角市。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

毛馬内村略絵図

年未詳     分類 :地籍
153cm× 196cln  彩色有・軸装

馬内村毛馬内町

現鹿角市。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

根略絵図

年未詳    分類 :地籍
40cm× 28cm  彩色有

之内字白根

現鹿角 llj。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

年未詳    分類 :地籍

48cm× 118cm  彩色有

表題等 :第七大区中第一小区荒川村

県 C-715-7    現鹿角郡小坂町。
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。

11 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡濁川村略絵図

県 C-314-5

年未詳    分類 :地籍

84cm× 73cm  彩色有

県 C-313-1    表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡濁川村

現鹿角郡小坂町。
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。

12 陸中国鹿角郡第 7大区中第 1小区鴇村略絵図

県 C-314-6

県 C-314-1       48cm× 89cIIl   彩色有

表題等 :陸中国鹿角郡第七第一小区鴇村

現鹿角郡小坂町。

清水村

現鹿角市。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

表題等 :第七人区中第一小区陸中国鹿角郡芦名沢村

現鹿角市。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

県 C-314-3 1     略絵図

年未詳    分類 :地籍

53cm× 165cm  彩色有

県 C-314-9

山邑

現鹿角市。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同 じ。

県 C-314-3-2
年未詳    分類 :地籍

25cm× 70cm  彩色有

図

現鹿角市。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

年未詳    分類 :地籍

90cm× 100cm  彩色有

表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡土深井村      24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。

現鹿角市。
24枚 1袋。 (袋書)秋田県第 7大区中第 1小区陸中    13 秋田県第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡高清水

国鹿角郡村町略絵図 土深井村・松山村・大欠村 0 村略絵図 県 C-314-7

神田村・石野村・瀬田石村・毛馬内村・毛馬内町 0      年未詳    分類 :地籍

万谷村・ 荒川村・ 大地村・ 小坂村・ 濁川村 0野 口      54cm× 80clll  彩色有

村 0鳥越村・鴇村・牛馬長根村 0赤坂村・ 高清水      表題等 :秋田県第七大区中第一小区陸中国鹿角郡高

村・長沢村・長者久保村・芦名沢村・小坂鉱山 合
二十三枚。

7 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡神田村略絵図

県C-3i4-2  14 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡芦名沢村略絵

年末詳    分類 :地籍                 図

68cm× 115cm  彩色有                  年未詳    分類 :地籍

表題等 :第七大lX~中第一小区陸中国鹿角郡神田村絵      40cm× 192cm  彩色有

県 C-314-8

8秋 田県第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡毛馬内町   15 秋田県第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡松山邑

表題等 :秋田県第七人区中第一小区陸中国鹿角郡毛      表題等 :秋田県第七大区中第一小区陸中国鹿角郡松

9 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡毛馬内村字白  16 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡石野村略絵図
県 C-314-10

表題等 :第七人区中第一小区陸中国鹿角郡毛馬内村      表題等 :第七人区中第一小区陸中国鹿角郡石野邑略

10 第 7大区中第 1小区荒川村略絵図 県C-314-4  17 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡大地村略絵図
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表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡大地村       表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡小坂村

現鹿角郡小坂町。                     現鹿角郡小坂町。
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。          24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。

18 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡野口村略絵図   25 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡鳥越村略絵図

県 C-314-13                          県 C-314-2i
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍

37cm× 88clll  彩色有                   67cm× 120cm  彩色有

表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡野口村       表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡鳥越村

現鹿角郡小坂町。                     現鹿角郡小坂町。

24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。          24枚 1袋。 (袋書)県 C-314-1と 同じ。

19 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡丑馬長根村略   26 秋田県第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡赤坂村

絵図              県 C-314-14    略絵図             県 C-314-22
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
28cm× 80cm  彩色有                   41cm× 56cm  彩色有

表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡丑馬長根      表題等 :秋田県第七人区中第一小区陸中国鹿角郡赤

村                           坂村

現鹿角郡小坂町。                     現鹿角郡小坂町。
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。          24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。

20 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡長沢村略絵図   27 秋田県第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡長者久

県 C-314 15    保村略絵図          県 C-314-23
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
40cll× 44cm  彩色有                   41cm× 56cm  彩色有

表題等 :第七大区中第一小区陸中国長沢村          表題等 :秋田県第七人区中第一小区鹿角郡長者久保

現鹿角郡小坂町。                         村
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。          現鹿角市。

24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。
21 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡大欠村略絵図

県C-314-17  28 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡中野村略絵図

年末詳    分類 :地籍                                    県 C-315-1
45cm× 77cm  彩色有                   明治 6年   分類 :地籍

表題等 :第七大区中第一小区陸中国鹿角郡大欠村       26cm× 47cm  彩色有

現鹿角市。                         表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡中野村略絵図
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。          現鹿角市。

28枚 1袋。 (袋書)第 7人区中第 2小区鹿角郡村々

22 秋田県第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡瀬田石    略絵図 中野村 0蟹沢村 0関 L村・腰廻村・帯畠

村略絵図            県C-314-18   村・大湯村町・根市村・風張村・宮野平村・倉沢

年未詳    分類 :地籍                 村・一本木村・寺坂村・濱田村・古川村・沢尻村・

41cm× 83cm  彩色有                   室田村・冠田村・小枝指村・草木村・小平村・新斗

表題等 :秋田県第七大区中第一小区陸中LFbl鹿角郡瀬      米村・鶴日1村・高市村・上台村・柴内村・乳牛村

田石村                      合二十六ケ村。

現鹿角市。
24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。        29 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡大湯村町略絵

図             県 C-3152
23 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡万谷村略絵図    明治 6年    分類 :地籍

県 C-314-19       100cm× 197cm   彩色有

年未詳    分類 :地籍                表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡大湯村町略絵図

49cm× 169cm  彩色有                  現鹿角市。

表題等 :第七人区中第一小区陸中国鹿角郡万谷村       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角郡小坂町。

24枚 1袋。(袋書)県 C-314-1と 同じ。        30 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡倉沢村略絵図
県C-315-3

24 第 7大区中第 1小区陸中国鹿角郡小坂村略絵図   明治6年   分類 :地籍

県 C-314-20       26cm× 49cm   彩色有

年未詳     分類 :地籍                表題等 :第七人区中第二小区鹿角郡倉沢村略絵図

199cm× 66cm  彩色有                  現鹿角市。
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28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        38 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡一本木村略絵

図             県C-31510
31 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡古川村略絵図    明治6年    分類 :地籍

県 C-315-4       26c皿 ×108cm   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七人区中第二小区鹿角郡一本木村略絵図
39cm× 78cm  彩色有                   現鹿角市。県 C-315-Hと 2枚貼り合わせ。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡古川村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角市。
28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        39 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡沢尻村略絵図

県 C-315-11
32 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡小枝指村略絵    明治 6年   分類 :地籍

図               県 C-315-5-1    26cm× 108cm  彩色有
明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡沢尻村略絵図
52cm× 93cm  彩色有                   現鹿角市。県 C-315-10と 2枚貼り合わせ。
表題等 :第七大区中第二小区小枝指村略絵図         28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。
現鹿角市。
28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        40 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡草木村略絵図

県 C-315-12
33 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡小枝指村略絵    明治 6年   分類 :地籍

図               県 C-315-5-2    86cm× 187cm  彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡草木村略絵図
26cm× 54cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :な し                       28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。
現鹿角市。
28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        41 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡高市村略絵図

県 C-315-13
34 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡鶴田村略絵図    明治6年   分類 :地籍

県 C-315-6       46clll× 62cm   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡高市村略絵図
26cm× 79cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡鶴田村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角 lij。

28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        42 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡関上村略絵図
県 C-315-14

35 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡乳牛村略絵図    明治6年   分類 :地籍

県 C-315-7       75cIIl× 68clll   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡関上村略絵図
85clll× 70cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡乳牛村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角市。

28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        43 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡腰廻村略絵図
県 C-315-15

36 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡蟹沢村略絵図    明治6年   分類 :地籍
県 C-315-8       51cm× 71 cIIl   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡腰廻村略絵図

26cm× 43cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡蟹沢村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同 じ。

現鹿角市。

28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        44 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡風張村略絵図
県 C-315-16

37 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡根市村略絵図    明治6年   分類 :地籍

県 C-315-9       27cm× 51cm   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡風張村略絵図

26cm× 62cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡根 |ド村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角市。

28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        45 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡寺坂村略絵図
県 C-315-17
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明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :浜田村之内根市戸村 浜田村之内五軒屋村
51cm× 83cm  彩色有                   現鹿角「li。 2枚貼り合わせ。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡寺坂村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角市。

28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。        53 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡冠 田村略絵図

県 C-315-25
46 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡室田村略絵図    明治6年    分類 :地籍

県 C-315-18       26cm× 104cm   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第 li小区鹿角郡冠田村略絵図
26cm× 56cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :第七大IX~中第二小区鹿角郡室田村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角市。
28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        54 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡新斗米村略絵

図             県C-31526
47 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡小平村略絵図    明治6年   分類 :地籍

県 C-315-19       26c皿 ×39clll   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡新斗米村略絵図
77cm× 82cm  彩色有                   現鹿角市。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡小平村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。

現鹿角市。

28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        55 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡柴内村略絵図
県 C-315-27-1

48 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡上台村略絵図    明治6年    分類 :地籍
県 C-315-20       77cln× 101cm   彩色有

明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡柴内村略絵図
26cm× 62cm  彩色有                   現鹿角市。上欠・下欠有 り。

表題等 :第七人区中第二小区鹿角郡上台村略絵図       28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同 L′ .

現鹿角市。
28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。        56 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡柴内村略絵図

県C-315-27-2
49 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡筆畑村略絵図    明治6年   分類 :地籍

県 C-315-22       26cln× 92cIIl   彩色有

明治 6年    分類 :地籍                表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡柴内村略絵図
52cm× 143cm  彩色有                  現鹿角市。県 C-315-27-1の上欠部と下欠部を員Ii

表題等 :第七大lX中第二小区鹿角郡等畑村略絵図       り合わせたもの。

現鹿角市。上欠 (部分別に有り)。              28枚 1袋。 (袋書)県 C-315-1と 同じ。
28枚 1袋。 (袋書)県 C-315 1と 同じ。

57 湯瀬村略絵図          県 C-316 1
50 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡宮野平村略絵    年未詳   分類 :地籍

図                県 C-315-23    32clll× 77cm  彩色有
明治 6年   分類 :地籍                 表題等 :湯瀬村
45cm× 58cm  彩色有                   現鹿角 llT。

表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡宮野平村略絵図      11枚 1袋。 (袋 書)秋田県第七人区中第二小区略絵
現鹿角市。                         図 陸中の国鹿角郡湯瀬村・小豆沢村・大里村・ H・

28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。          露村・花輪村・久保円村・鏡田村 0狐平村・高屋

村 0花軒田村 合十ケ村。
51 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡浜田村略絵図

県C-315-24 i  58 秋田県第 7大区中第 3小区陸中国花輪村甘露村
明治 6年   分類 :地籍                 久保田村略絵図         県 C-316-2
27m× 66cm  彩色有                   年未詳     分類 :地籍
表題等 :第七大区中第二小区鹿角郡浜田村略絵図       267cm× 156cm  彩色有 0軸装
現鹿角市。                         表題等 :秋円県第七人区中第二小区陸中国花輪村甘
28枚 1袋。(袋書)県 C-315-1と 同じ。               露村久保田村略絵図

現鹿角市。
52 第 7大区中第 2小区陸中国鹿角郡浜田村略絵図    H枚 1袋。(袋書)県 C-316-1と 同じ。

県 C-315-24-2
明治6年   分類 :地籍              59 第 7大区中第 3小区陸中国鹿角郡花輪村之内曲
26cm× 110cm  彩色有                  沢略絵図            県C-316 3
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年末詳 分類 :地籍

39cm× 28cm  彩色有

表題等 :第七人区中第二小区陸中国鹿角郡花輪村之

内曲沢略絵図

現鹿角市。

H枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

60 花輪村之内小深田略絵図     県 C-316-4
年未詳 分類 :地籍

40m× 83cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現鹿角市。

11枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

61 花輪村之内用野 目略絵図     県 C-316-5
年未詳 分類 :地籍

39cm× 56cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現鹿角市。

H枚 1袋。 (袋 書)県 C-316 1と 同じ。

62 第 7大区中第 3小区陸中国鹿角郡高屋村略絵図

県 C-316-6
年未詳 分類 :地籍

56cm× 116cm  彩色有

表題等 :第七大区中第二小区陸中国鹿角郡高屋村略

絵図

現鹿角市。

11枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

63 秋 田県第 7大区中第 3小区鹿角郡小豆沢村略絵

県 C-316-7

分類 :地籍

68cm× 126cm  彩色有

表題等 :秋田県第七大区中第二小区鹿角郡小豆沢村

略絵図

現鹿角市。

11枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

64 第 7大区中第 3小区陸中国鹿角郡花軒 田村略絵

66 第 7大区中第 3小区陸中国鹿角郡鏡田村略絵図
県 C-316-10

年未詳 分類 :地籍

39cm× 57cm  彩色有

表題等 :第七大区中第二小区陸中国鹿角郡鏡田村略

絵図

現鹿角 Ilj。

11枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

67 第 7大区中第 3小区陸中国鹿角郡狐平村略絵図

県 C-316-11
年未詳 分類 :地籍

39cm× 56cm  彩色有

表題等 :第七大区中第二小区陸中国鹿角郡狐平村略

絵図

現鹿角市。

11枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

68 第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡長嶺村略絵図

県 C-317-1

年未詳 分類 :地籍

56clll× 81cm  彩色有

表題等 :第七大区中第四小区陸中国鹿角郡長嶺村略

絵図

現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)秋田県第 7大区中第 4小区略絵

図 陸中国鹿角郡長嶺村 0谷内村 。夏井村 0長牛

村・ 白欠村・三ケ円村 0長内村・川部村・ 石鳥谷

村・松館村・尾去村・尾去沢鉱山・三矢沢村 合十

三ケ村山。

69 秋 田県第 7大区中第 4小 区陸中国鹿角郡 白欠村

略絵図

年末詳

県 C-317-2

分類 :地籍

56cm× 76cm  彩色有

表題等 :秋田県第七人区中第四小区鹿角郡白欠村略

絵図

現鹿角「
「

。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

70 秋 田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡石鳥屋

村略絵図

年未詳    分類 :地籍

県 C-317-3

48cm× 66cm  彩色有

表題等 :秋田県第七大区中第四小区鹿角郡石鳥屋村

現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

71 秋 田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡三 ツ矢

沢村略絵図

年未詳    分類 :地籍

県 C-317-4

40cIIl× 84cm  彩色有

表題等 :秋田県第七大区中第四小区鹿角郡三ッ矢沢

村略絵図

現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

図

年未詳

図

年末詳 分類 :地籍

県 C-316-8

39cm× 55cm  彩色有

表題等 :第七人区中第二小区陸中国鹿角郡花軒田村

略絵図

現鹿角市。

11枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。

65 第 7大区中第 3小区陸中国鹿角郡大里村略絵図

県 C-316-9
年未詳 分類 :地籍

120m× 142cm  彩色有

表題等 :第七人区中第二小区陸中国鹿角郡大里村略

絵図

現鹿角市。

H枚 1袋。 (袋書)県 C-316-1と 同じ。



72 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡谷内村    15枚 1袋。(袋書)県 C-317-1と 同じ。

県 C-317-5略絵図
79 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡尾去村年未詳    分類 :地籍

県 C-317-10略絵図55cm× 113cm  彩色有

分類 :地籍表題等 :秋田県第七大区中第四小区鹿角郡谷内村略      年未詳

彩色有56cm× 59cIIl絵図

表題等 :秋田県第七人区中第四小区鹿角郡尾去村現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。          現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

73 第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡三 ケ田村略絵

県 C-317-6  80 第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡長牛村略絵図図
県 C-317-11年未詳    分類 :地籍

分類 :地籍年末詳98cm× 97cm  彩色有

彩色有表題等 :第七大区中第四小区陸中FT・l鹿角郡ニケ田村      56cm× 77cm

表題等 :第七大区中第四小区陸中国鹿角郡長牛村略略絵図

絵図現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。          現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋 書)県 C-317-1と 同じ。

74 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡松館村
県C-317-7 1  81 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡川部村略絵図

県 C-317-12略絵図年未詳    分類 :地籍

分類 :地籍年未詳56cm× 107cm  彩色有

彩色有表題等 :秋田県第七大区中第四小区鹿角郡松館村略      54cm× 75cm

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

年未詳    分類 :社地

76 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡松館村    25cm× 34cm

略絵図

年未詳    分類 :地籍

64cm× 76cⅢ  彩色有

表題等 :な し

現鹿角市。

県 C-317-7-3    表題等 :花輪通三ケ田村宝珠寺

絵図

現鹿角市。
15枚 1袋。(袋書)県 C-317-1と 同じ。

75 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡松館村

略絵図

年未詳    分類 :地籍

52cm× 77cIIl  彩色有

表題等 :な し

現鹿角市。

80cm× 11lcm  彩色有

表題等 :秋田県第七大区中第四小区鹿角郡夏井村略

絵図

現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

78 秋 田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡長 内村

県C-317-7-2  82 花輪町円徳寺絵図 県 C-466

年末詳    分類 :社地

29cm× 37cm  彩色有

表題等 :花輪町浄土宗円徳寺絵図面

83 花輪通三ケ田村宝珠寺絵図     県 C-467

84 花輪通妙蓮寺境内図

年未詳    分類 :社地

25cm)〈 35cm

表題等 :資料名 と同 じ

25cm× 34clll

表題等 :資料名 と同 じ

86 花輪通久保田村牛頭天王社地絵図   県 C-470
年未詳    分類 :社地

25cln× 34cm

表題等 :花輪通久保田村牛頭天王社地絵図面

表題等 :秋田県第七人区中第四小区鹿角郡川部村略

絵図

現鹿角市。

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

県 C-471

年未詳    分類 :社地

25clll× 34c皿

表題等 :花輪町領山神宮猿田彦大神相殿社地絵図面

県 C-468

15枚 1袋。 (袋書)県 C-317-1と 同じ。

77 秋田県第 7大区中第 4小区陸中国鹿角郡夏井村   85 花輪通花輪横町愛宕堂社地図    県 C-469

略絵図

年未詳    分類 :地籍

県 C-317-8    年末詳    分類 :社地

略絵図

年未詳    分類 :地籍

57cm× 81cm  彩色有

表題等 :秋田県第七人区中第四小区鹿角郡長内村

現鹿角市。

県C-317-9  87 花輪町領山神宮社地絵図
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県C-472  99 花輪通久保田村高瀬稲荷大明神社地絵図88 花輪館根通愛宕神社社地絵図

県 C-483年未詳    分類 :社地

分類 :社地25cm× 34clll                        年未詳

表題等 :花輪館根通中ノ坂愛宕神社社地絵図面        25clll× 35cm

表題等 :花輪通久保円村正一位高瀬稲荷大明神社地
89 花輪南館春 日大明神住吉大明神社地絵図           絵図面

県 C-473
100 花輪通鏡田村小深田村勝善大明神社地絵図年末詳    分類 :社地

県 C-48425cm× 34cm

分類 :社地表題等 :花輪南館春 日大明神住吉人明神社地絵図面      年未詳

25cln× 26cm

90 花輪通久保田村鎮守八正寺稲荷大明神社殿図     表題等 :花輪通鏡田村小深田村勝善大明神社地絵図
県 C-474        面

年末詳    分類 :社地
25cm× 34cm                     lol 花輪通用野 目村吉政稲荷大明神社地絵図

県 C-485表題等 :花輪通久保田村鎮守八正寺稲荷大明神

分類 :社地年未詳

県 C-475       25cm× 34cln91 花輪通花輪村神明宮社地絵図

表題等 :花輪通用野日村正一位吉政稲荷大明神社地年未詳    分類 :社地
34cm× 48cm                            絵図面
表題等 :花輪通花輪村神明宮社地絵1対面

102 花輪通狐平村小沼大明神社地絵図  県 C-486
分類 :社地県 C-476    年末詳92 花輪通幸稲荷大明神社図

25cln× 35cln年未詳    分類 :社地

表題等 :花輪通狐平村小沼大明神社地絵図面36cm× 54cm  彩色有

表題等 :花輪通惣鎮守正一位幸稲荷人明神社地境内

絵図面                   lo3 花輪通狐平村不動神社社地絵図   県 C-487
分類 :社地年末詳

県 C-477       24cm× 33cm93 花輪陣場 ノ平稲荷大明神社殿図

表題等 :花輪通狐平村不動神社社地絵ⅨI面年未詳    分類 :社地
25cm× 34cm  彩色有

表題等 :花輪陣場之平正一位御休殿稲荷大明神絵図    104 花輪通狐平村勝善大明神社地絵図  県 C-488
分類 :社地年未詳面

25cm× 35cm

94 花輪外の森勝善大明神社絵図     県 C-478   表題等 :花輪通狐平村勝善大明神社地絵図面

年末詳    分類 :社地

25cm× 35cm                     105 花輪通花軒 田村勝善大明神社地絵図 県 C-489
分類 :社地表題等 :花輪外の森勝善大明神社地絵図面          年未詳

25cm× 35cm

県 C-479    表題等 :花輪通花軒田村勝善大明神社地絵図面95 花輪駒 ノ嶺勝善大明神社地絵図
年未詳    分類 :社地
25cm× 35cm                     106 花輪通花軒田村館稲荷大明神社地絵図

県 C-490表題等 :花輪駒 ノ嶺勝善大明神社地絵図面

分類 :社地年未詳

県 C-480    25cm× 35cm96 花輪白山大明神社地絵図

表題等 :花輪通花軒田村正一位館稲荷大明神社地絵年末詳    分類 :社地

図面25cm× 34cm  彩色有

表題等 :花輪白山人明神社地絵図面

107 花輪通曲沢村曲沢稲荷大明神社地絵図

県 C-491県 C-48197 花輪北館若宮八幡宮社地絵図

分類 :社地年未詳年未詳    分類 :社地

24cm× 33clll25cm× 34cln

表題等 :花輪北館若宮八幡宮社地絵図面           表題等 :花輪通曲沢村正一位曲沢稲荷大明神社地絵

図面

県 C-48298 花輪黒土稲荷大明神社地絵図
108 花輪通鍋倉村上林稲荷大明神社地絵図年未詳    分類 :社地

県 C-49225cm× 35cm  彩色有

分類 :社地表題等 :花輪黒土正一位黒土稲荷大明神社地絵図面      年未詳



118 花輪通尾去村長泉寺末大慈庵図  県C-501-225clll× 35clll

分類 :社地表題等 :花輪通鍋倉村正一位上林稲荷大明神社地絵      年未詳

27cm× 26clll図面

表題等 :花輪通尾去村長泉寺末笹小屋大慈庵

-501-1～ 2ま で同綴。109 花輪通松子沢村松子稲荷大明神社地絵図      2枚 綴じ。県 C

県 C-493
119 花輪通花輪村古館山神宮之庵図   県 C-502年未詳    分類 :社地

分類 :社地明治 2年25cll× 35clll

表題等 :花輪通松子沢村正一位松子稲荷人明神社地      34cm× 25cm

表題等 :花輪通花輪村 占館山神宮之庵絵図面

110 花輪通下新田村捨神稲荷大明神社地絵図     120 花輪通小豆沢村吉祥院境内図    県 C-503
分類 :社地県 C-494    年未詳

58cm× 50cm年未詳    分類 :社地

表題等 :花輪通小豆沢村吉祥院境内絵図面25cm× 33cln

表題等 :花輪通下新田村正一位捨神稲荷大明神社地

121 花輪通花輪町恩徳寺境内絵図   県 C-504 1面

分類 :社地年未詳

彩色有111 花輪通三ツ矢沢下新田村勝善大明神社地絵図     109cm× 11lcm

県 C-495    表題等 :花輪通花輪町恩徳寺境内絵図面

年未詳    分類 :社地

122 花輪通三ツ矢沢村恩徳寺末庵図  県 C-504-225cm× 35cIIl

分類 :社地表題等 :花輪通三 ツ矢沢下新田村勝善大明神社地絵      年末詳

27clll× 33cIIl図面

表題等 :花輪通三 ツ矢沢村恩徳寺末庵

112 花輪通三ツ矢沢下新田村金毘羅神社社地絵図

県 C-496  123 花輪通花輪村三倉山大明神社地絵図 県 C-505

分類 :社地年末詳年未詳    分類 :社地
25cIIl× 34clll25cln× 35cIIl

表題等 :花輪通三 ッ矢沢下新田村金毘羅神社社地絵      表題等 :花輪通花輪村前野沢御山之内三倉山大明神

社地絵図面図面

県 C 497  124 花輪通花輪村 日前大明神社地絵図  県 C-506113 花輪通花輪町長福寺境内図

分類 :社地年未詳年未詳    分類 :社地
25cm× 35cln66cm× 49cm  彩色有

表題等 :花輪通花輪村円子館日前大明神社地面表題等 :花輪通花輪町長福寺境内

県 C 498  125 花輪通尾去村八幡図        県 C-507114 花輪通花輪町長年寺境内図

分類 :社地年未詳年末詳    分類 :社地
25clll× 34cm79cm× 160cm  彩色有

表題等 :花輪通花輪町長年寺境内絵図面           表題等 :花輪通尾去村八幡

31枚綴 じ。tt C-507～ 537ま で同綴。

県 C-499115 花輪通夏井村竜江寺境内絵図
126 花輪通八幡威王寺図        県 C-508年末詳    分類 :社地

分類 :社地年末詳48cm× 49cm  彩色有

表題等 :花輪通夏井村竜江寺境内絵図面           25cm× 34cm

表題等 :花輪通八幡 阿遮羅山威王寺

県 C-500    31枚 綴 じ。tt C-507～ 537ま で同綴。116 花輪通谷内村延命寺境内図

年未詳    分類 :社地

127 花輪通尾去村三宝大荒神図     県 C-509l H cm× 63clll  彩色有

分類 :社地表題等 :花輪通谷内村延命寺境内絵図面           年未詳
25cm× 34clll

県 C-501-1    表題等 :花輪通尾去村三宝大荒神117 花輪通尾去村長泉寺境内図
31枚綴 じ。県 C-507～ 537ま で同綴。年未詳    分類 :社地

80cm× 54cm  彩色有

表題等 :花輪通尾去村長泉寺境内絵図面         128 花輪通尾去沢笹小屋稲荷社図    県 C-510
分類 :社地年未詳2枚綴 じ。県 C-501-1～ 2ま で同綴。

24cm× 34cln



表題等 :花輪通尾去沢笹小屋稲荷社           138 花輪通黒沢村ノヽ幡社図       県 C-520
31枚綴じ。tt C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cm× 34cIIl

129 花輪通三ツ矢沢村観音社図     県 C-511   表題等 :花輪通黒沢村八幡社
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
24cm× 34cm

表題等 :花輪通三ッ矢沢村観音社            139 花輪通黒沢村薬師堂図       県 C-521
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。            年末詳    分類 :社地

24cm× 34cIIl

130 花輪通石鳥谷村熊野大権現社図   県 C-512   表題等 :花輪通黒沢村薬師堂
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県 C-507～ 537ま で同綴。
25clll× 33cIIl

表題等 :花輪通石′鳥谷村熊野大権現社          140 花輪通長内村八幡社図       県 C-522
31枚綴じ。県 C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

24clll× 34cm

131 花輪通尾去村新山大権現図     県 C-513   表題等 :花輪通長内村八幡社
年末詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
24cm× 33clll

表題等 :花輪通尾去村新山大権             141 花輪通長内村観音堂図       県 C-523
31枚綴 じ。県C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cm× 34clll

132 花輪通長牛村大 日社図       県 C-514   表題等 :花輪通長内村観音堂
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
24cm× 33clll

表題等 :花輪通長牛村大日社              142 花輪通長内村稲荷社図       県 C-524
31枚綴 じ。県 C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cln× 35cm
133 花輪通松館村天神図        県 C-515   表題等 :花輪通長内村稲荷社
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
25cIIl× 34cln

表題等 :花輪通松館村天神 三帝山松館寺        143 花輪通白欠村新山権現社図     県 C-525
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cm× 35cm

134 花輪通松館村山神社図       県 C-516   表題等 :花輪通白欠村新山権現社
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
25cm× 34clll

表題等 :花輪通松館村山神社              144 花輪通白欠村稲荷社図       県 C-526
31枚綴 じ。県C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cm× 35clll

135 花輪通松館村観音堂図       県 C-517   表題等 :花輪通白欠村稲荷社
年末詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
24clll× 34cm

表題等 :花輪通松館村観音堂              145 花輪通白欠村ノ1幡社図       県 C-527
31枚綴じ。tt C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25clll× 34clll

136 花輪通松館村馬頭観音堂図     県 C-518   表題等 :花輪通白欠村八幡社
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
24cm× 34cm

表題等 :花輪通松館村馬頭観音堂            146 花輪通桃枝村稲荷社図       県 C-528
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cm× 34cm

137 花輪通松館村薬師堂図       県 C-519   表題等 :花輪通桃枝村稲荷社
年未詳    分類 :社地                 31枚 綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。
24cln× 34clll

表題等 :花輪通松館村薬師堂              147 花輪通真金山山神社図       県 C-529
31枚綴じ。tt C-507～ 537ま で同綴。            年未詳    分類 :社地

25cIPI× 34cm

表題等 :花輪通真金山山神社



31枚綴じ。県 C-507～ 537ま で同綴。          157 花輪通松館村山神社除地図     県 C-539
年未詳    分類 :社地

148 花輪通長嶺村毘沙門図       県 C-530   25cm× 33cm

年未詳    分類 :社地                 表題等 :松館村山神社除地
24cm× 33cm                        12枚 綴じ。tt C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通長嶺村毘沙門
31枚綴 じ。県C-507～ 537ま で同綴。          158 医薬神社除地図          県 C-540

年未詳    分類 :社地
149 花輪通川部村山神宮図       県 C-531   25cm× 33cm

年末詳    分類 :社地                 表題等 :医薬神社除地
24clll× 33cm                        12枚 綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通川部村山神宮
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。          159 松館村駒形神社除地図       県 C-541

年末詳    分類 :社地
150 花輪通三ケ田村古四王社大権現図  県 C-532   25cm× 33cm

年未詳    分類 :社地                 表題等 :松館村駒形神社除地
25cm× 33cm                        12枚 綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通三ケ田村古四王人権現
31枚綴じ。県 C-507～ 537ま で同綴。          160 黒沢村八幡神社除地図       県 C-542

年未詳    分類 :社地
151 花輪通谷内村大法院図       県 C-533   25cm× 33cm

年未詳    分類 :社地                 表題等 :黒沢村八幡神社除地
25cm× 35cm                        12枚 綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通谷内村大法院
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。          161 長内村鎮守八幡神社除地図     県 C-543

年未詳    分類 :社地
152 花輪通夏井村 日尊社図       県 C-534   25cm× 33cm

年末詳    分類 :社地                 表題等 :長内村鎮守八幡神社除地
25cm× 34cII1                        12枚 綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通夏井村日尊社
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。          162 長内新田村勢田神社除地図     県 C-544

年未詳    分類 :社地
153 花輪通湯瀬村大神宮図       県 C-535   25cm× 33cm

年未詳    分類 :社地                 表題等 :長 内新田村勢田神社除地
25cm× 34cm                        12枚 綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通湯瀬村大神宮
31枚綴じ。tt C-507～ 537ま で同綴。          163 長内新田村赤沼神社除地図     県 C-545

年未詳    分類 :社地
154 花輪通大里村観音図        県 C-536   25cm× 33cm

(li未詳    分類 :社地                 表題等 :長内新円村赤沼神社除地
25cm× 33cm                       12枚 綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :花輪通人里村観音
31枚綴じ。県C-507～ 537ま で同綴。          164 白欠村新山神社除地図       県 C-546

年末詳    分類 :社地
155 花輪通大里村大徳寺境内図     県 C-537   25cm× 33cm

fli未詳    分類 :社地                 表題等 :白欠村正一位新山神社除地
25cm× 34cm                        12枚 綴じ。tt C-538～ 549ま で同綴。

表題等 :資料名と同じ
31枚綴じ。tt C-507～ 537ま で同綴。          165 白欠村稲荷神社除地図       県 C-547

年末詳    分類 :社地
・56 陸中国鹿角郡花輪通松館村菅原神社除地図     25cm× 33cm

県 C-538    表題等 :白欠村稲荷神社除地
|11未詳    分類 :社地                 12枚 綴じ。tt C-538～ 549ま で同綴。
25cm× 33cm

表題等 :陸中国鹿角郡花輪通松館村鎮守菅原神社除     166 〃ヒ枝村稲荷神社除地図       県 C-548
地                        年未詳    分類 :社地

12枚綴じ。県C-538～ 549ま で同綴。            25cm× 33cm

表題等 :桃枝村稲荷神社除地



県 C-558-11童176 御

軍

自

  分類 :た土地

まで同綴。

            明治 4年

12枚綴 じ。県 C-538～ 549

26clll× 18cln   簿冊

表題等 :鹿角郡花輪通花輪村黒沢明神社

県 C-549167 真金山山神社除地図

明治 4年 5月 、春日神社神主黒沢善弥他 5名連判の

「御答書」 (江刺県花輪御役所宛)の なかにとじ込ま

分類 :社地年未詳

25clll× 33clll

れている。

表題等 :真金山山神社除地

まで同綴。

                               県 C-558-2

12枚綴 じ。県 C-538～ 549                    :童

177 御

軍

自

  分類 :た土地

県 C-550168 花輪通小豆沢社地絵図
               明治 4年

26cm× 18cln   簿冊

表題等 :鹿角郡花輪通花輪村黒沢明神社

分類 :社地年末詳

31 cll× 40cln

表題等 :花輪通小豆沢社地絵図面

              備考は県 C-558-1と 同 じ。2枚綴 じ。県 C-550～ 551ま で同綴。

                                県 C-558-3:童178 御

奪

自

  分類 :た土地

県 C-551169 花輪通小豆沢村妙光院境内絵図
          明治 4年

26cm× 18cID   簿冊

表題等 :陸中国鹿角郡花輪通御館内八幡神社社内絵

分類 :社地明治 2年

30cm× 38cm                                                    

図面

表題等 :花輪通小豆沢村妙光院境内絵図面

2枚綴 じ。県 C-550～ 551ま で同綴。

            備考は県 C-558-1と 同 じ。

県 C-558-4
塀lC-552170 花輪通八幡大神社地図

             179 御答書

明治 4年   分類 :社地

分類 :社地年末詳

26cln× 18cm   簿冊

25cln× 35cm

表題等 :陸中国鹿角郡久保田村八坂神社社内絵図面

表題等 :資料名と同じ

花輪南館下八坂神社御旅所絵図面

3枚綴 じ。tt C-552～ 554ま で同綴。

備考は県 C-558-1と 同じ。県 C-553171 花輪通花輪森稲荷大明神社地図

                            県 C-558-5180 御

算

自

  分類 :た

分類 :社地

                            土地

年末詳
25cm× 35cm                                                   }clll   

簿冊

明治 4年表題等 :花輪通花輪森正一位稲荷大明神社地図

26蠅 ×1〔

花輪通惣鎮守幸稲荷神社

3枚綴 じ。県 C-552～ 554ま で同綴。

            表題等 :

備考 は県 C-558-1と 同 じ。塀lC-554172 花輪通新八幡大神社地図

                               県C-558-6Ⅲ
鷲

日
頒琳

分類 :社地

                           土地

年未詳

明治 4毎

25cnl× 35cm

26cnl× 18clll   ttf腎

表題等 :資料名と同じ

3枚綴じ。県C-552～ 554ま で同綴。

            表題等 :陸中国鹿角郡花輪通神明社地所絵図面

備考は県 C-558-1と 同じ。173 花輪通花輪村黒沢村大明神本社社地絵図

県 C-560-1
岬lC-555

182 花輪御役所絵図

分類 :社地

分類 :社地

                年未詳

明治 2年 5月

25cm× 33clll

34cm× 45cm表題等 :花輪通花輪村黒沢村大明神本社社地絵図面

表題等 :御役所

～3ま で同袋。。県 C-560-1
3枚綴 じ。tt C-555～ 557ま で同綴。

            3枚 1袋

県 C-560-2
県 C-5561フ4 花輪通花輪村黒沢大明神社地絵図

        183 花輪御役所絵図

分類 :社地

分類 :社地

                年未詳

明治 2年 5月

25clll〉く33cm

34cln× 45clll表題等 :花輪通花輪村黒沢大明神社社地絵図面

            元南部吉兵工屋敷表題等 :       
～3ま で同袋。。県 C-560-1

3枚綴 じ。県 C-555～ 557ま で同綴。

            3枚 1袋

県 C-560-3
時lC-557

184 花輪御役所絵図

175 花輪通花輪村薬王神社社地絵図

分類 :社地

分類 :社地

年未詳

明治 2年 5月

28clll× 39clll

25cm× 33cm                                    

な し

表題等 :花輪通花輪村薬王神社社地絵図面

表題等 :       
～3ま で同袋。。tt C-560-1

3枚綴じ。県C-555～ 557ま で同綴。
3枚 1袋
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185 毛馬内通荒沢月山大権現境内図   県 C-561   年未詳   分類 :社地

年未詳    分類 :社地                 31cm× 39cm

38cm× 30cm  彩色有                   表題等 :毛馬内通高清水村利性院居屋敷諸役免地

表題等 :毛馬内通鎮守荒沢月山大権現境内

:97 毛馬内通高清水村正楽院居屋敷諸役免地図
186 毛馬内通毛馬内広増寺境内図    県 C-562                      県 C-573
年未詳    分類 :社地                 年未詳    分類 :社地
42cm× 30clll  彩色有                        31cm× 39cm

表題等 :毛馬内通毛馬内広増寺境内             表題等 :毛馬内通高清水村正楽院居屋敷諸役免地

187 毛馬内通毛馬内不動院境内図    県 C-563  198 毛馬内通芦名沢村常楽院居屋敷諸役免地図
年未詳    分類 :社地                                      県 C-574
30cm× 38cm  彩色有                   年未詳    分類 :社地

表題等 :毛馬内通毛馬内不動院境内             31cm× 39cm

表題等 :毛馬内通芦名沢村常楽院居屋敷諸役免地
188 毛馬内通柴内村南光院境内図    県 C-564
年未詳   分類 :社地              199 毛馬内通小枝指村法明院居屋敷諸役免地図
30cln× 37cIIl                                                         tt C-575
表題等 :毛馬内通柴内村南光院境内             年末詳    分類 :社地

39cnl× 31 cIIl

189 毛馬内通柴内村円蔵院境内図    県 C-565   表題等 :毛馬内通小枝指村法明院居屋敷諸役免地

年末詳    分類 :社地
39cm× 29cm                    200 毛馬内通石野村常覚院居屋敷諸役免地図
表題等 :毛馬内通柴内村円蔵院居屋敷諸役免地                             県 C-576

年末詳    分類 :社地
190 毛馬内通大湯村今蔵院境内図    県 C-566   30cm× 37cm

年未詳    分類 :社地                 表題等 :毛馬内通石野村常覚院居屋敷諸役免地
31cm× 38clll

表題等 :毛馬内通大湯村今蔵院境内           201 毛馬内通石野村多宝院居屋敷諸役免地図
県 C-577

191 毛馬内通小平村文珠院境内図    県 C-567   年未詳   分類 :社地

年末詳    分類 :社地                 30cm× 37cm

31cm× 38cm                        表題等 :毛馬内通石野村多宝院居屋敷諸役免地

表題等 :毛馬内通小平村文珠院境内

202 毛馬内通荒川村法楽院居屋敷諸役免地図
192 毛馬内通草木村―明院境内図    県 C-568                      県 C-578
年未詳    分類 :社地                 年未詳    分類 :社地
30cm)〈 37cll1                                                33clll× 44cm

表題等 :毛馬内通草木村一明院境内             表題等 :毛馬内通荒川村法楽院居屋敷諸役免地

193 毛馬内通毛馬内宝珠院境内図    県 C-569  203 毛馬内通柴内村不動院境内図    県 C-579
年未詳    分類 :社地                 年末詳    分類 :社地
30cm× 37cm                                           28cln× 4 1 cll   彩 (■ 有

表題等 :毛馬内通毛馬内宝珠院境内             表題等 :毛馬内通柴内村不動院境内

194 毛馬内通小坂村吉祥院境内図    県 C-570  204 毛馬内誓願寺境内図        県 C-580
年末詳    分類 :社地                 年末詳    分類 :社地
39cln× 30cII1                                          37cm× 30cm   彩{五有
表題等 :毛馬内通小坂村吉祥院境内             表題等 :毛馬内誓願寺境内

195 毛馬内通一本木村良覚院居屋敷諸役免地図    205 毛馬内誓願寺古境内図       県 C-581
県 C-571    年未詳    分類 :社地

年未詳    分類 :社地                 25cm× 34cm  彩色有
38cm× 30cm                        表題等 :誓願寺古境内
表題等 :毛馬内通一本木村良覚院居屋敷諸役免地

206 毛馬内凱翁山仁隻寺境内図     県 C-582
196 毛馬内通高清水村利性院居屋敷諸役免地図     年末詳   分類 :社地

県 C-572       40cIIl× 53cln   彩 色 有
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表題等 :毛′喝内凱翁山仁曳寺境内            218 毛馬内通大湯大円寺境内図     県 C-594

年未詳    分類 :社地

207 仁曳寺内萱町曽洞庵図       県 C-583   49cm× 32cm 彩色有

年未詳    分類 :社地                 表題等 :毛馬内通人湯大円寺境内

25cm× 32cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                219 毛馬内通万松寺内松山村庵地図   県 C-595

年未詳    分類 :社地

208 仁隻寺内大地村大福寺図      県 C-584   25cm× 34cm 彩色有

年未詳    分類 :社地                 表題等 :毛馬内通万松寺内松山村庵地

25cm× 32cm  彩色有

表題等 :仁隻寺内大地村大福寺             220 毛馬内善徳寺境内図        県 C-596

年未詳    分類 :社地

209 小坂村鏡得寺境内図        県 C-585   35cm× 25cm 彩色有

年末詳    分類 :社地                 表題等 :毛馬内善徳寺境内

33cm× 49cm  彩色有

表題等 :小坂村鏡得寺境内               221 花輪通専正寺境内絵図       県 C-597

年未詳    分類 :社地

210 万谷村万営寺図          県 C-586   33cm× 45cm

年未詳    分類 :社地                 表題等 :花輪通専正寺境内絵図面

33cm× 49cm  彩色有

表題等 :万谷村万営寺境内

211 白根 山理念寺境内図

年末詳    分類 :社地

25cm× 35cm  彩色有

表題等 :白根山理念寺境内

212 毛馬内常昭寺図

年未詳    分類 :社地

49cm× 33cm  彩色有

表題等 :毛馬内常昭寺絵図

213 小枝指村隆昌寺境 内図

年未詳    分類 :社地

33cm× 25cm  彩色有

表題等 :小枝指村隆昌寺境内

214 小平村 円福寺境内図

年未詳    分類 :社地

33cm× 49cln  彩色有

表題等 :小平村円福寺境内

225 陸中国鹿角郡尾去沢鉱山景況絵図
県 C-240-11

年未詳    分類 :鉱山

215 毛馬内通柴内村万松寺境内図    県 C-591   39cm× 53cm 彩色有

年未詳    分類 :社地

28cm× 41cm  彩色有

表題等 :毛馬内通柴内村万松寺境内

216 毛馬内東光院境内図

年未詳    分類 :社地

25cm× 33cm  彩色有

表題等 :毛馬内東光院境内

217 石野村石性寺境内図

年末詳    分類 :社地

25cm× 33cm  彩色有

表題等 :石野村石性寺境内

222 陸中国鹿角郡十和田銀山絵図  A290 114-102
年未詳    分類 :鉱山

県 C-587    37cln× 53clll  彩色有

表題等 :資料名 と同 じ

10枚綴 じ。A290-114-101～ 110ま で同綴。

223 陸中国鹿角郡小坂鉱山景況絵図  県 C-240-9
県 C-588    年末詳    分類 :鉱山

27cm× 37cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

県 C-589  224 陸中国鹿角郡小坂鉱山之内字元山景況絵図

県 C-240-10
年未詳    分類 :鉱山

27cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名 と同 じ

県 C-590    各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

226 陸中国鹿角郡長井田村之内真金山鉱山景況絵

県 C-592    図 県 C-240-12

年未詳    分類 :鉱山

27cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

227 第 2大区 7小区陸 中国鹿角郡 小坂 出張鉱 山寮

絵図

年未詳    分類 :鉱山

県 C-311

53clll× 1 1 5cIIl  彩色有

表題等 :第二大区七小lX~陸 中国鹿角郡小坂出張鉱山

県 C-593



寮

県 C-313と 同じ袋入り。

228 小坂銀山略絵図

年末詳    分類 :鉱山

50cln× 77cm  彩色有

表題等 :小坂銀山

三ケ村山。

230 秋田県管 内 9郡全図 (鹿角郡) 県 C-629-8
年未詳    分類 :境界

49cm× 62cm  彩色有

表題等 :鹿角郡全図

秋田県全域にもあり。

山村境界論争図

明治 18年   分類 :境界
77cm× 118cm  彩色有

表題等 :な し

閲覧不能。

232 鹿角郡花輪村 トニ戸郡田山村 ノ彊界図

県 C-653
明治 14年    分類 :境界

136cm× 330cm  彩色有

表題等 :陸中国鹿角郡花輪村柴内村陸奥国三戸郡田

山村彊線図

FI」昂1。

233 陸中国鹿角郡十和田官山略絵図
A290-114-iOl

年未詳    分類 :山林

27cm× 34cm  彩色有

表題等 :陸中国鹿角郡 |―和田官山略絵図面

10枚綴 じ。A290-114-101～ HOま で同綴。

234 第二大区七小区陸中国鹿角郡鳥越村官山之内

根津戸山、荒川山、小滝山、七滝山、行内山、

鎗延山、大禾前山之絵図   A290 114-103
年未詳    分類 :山林
27cm× 33cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

10枚綴じ。A290-114-101～ 110ま で同綴。

県 C-314 16  235 第二大区七小区陸中国鹿角郡小平村官山之内

24枚 1袋。 (袋書)秋田県第 7大区中第 1小区陸中      表題等 :資料名と同じ

国鹿角郡村町略絵図 土深井村・松山村・大欠村 e      10枚 綴じ。A290-H4-101～ 110ま で同綴。

神田村・石野村 0瀬 田石村・毛馬内村・毛馬内町・

万谷村・荒川村 0大地村 0小坂村・濁川村・野口    236 月ヽ坂村官山之内相内山、新遠部山、古遠部山之

村・鳥越村・鴇村・ 牛馬長根村・ 赤坂村・高清水 絵図 A290-114-105

村・長沢村・長者久保村・芦名沢村・小坂鉱山 合      年未詳    分類 :山林

郡壁山絵図

年末詳    分類 :山林
27cⅢ ×32cm  彩色有

之絵図

年末詳    分類 :山林

A290-114-104

A290-114-107

二 |^三枚。

229 鹿角郡尾去沢鉱山境 内絵図   県 C-317 13
年未詳    分類 :鉱山

78錮 ×54cm  彩色有

表題等 :鹿角郡尾去沢鉱山境内絵図面

15枚 1袋。 (袋書)秋田県第 7人区中第 4小 lX略絵

図 陸中国鹿角郡長嶺村・ 谷内村 0夏井村・ 長牛

村・ 白欠村・ 三ケ田村・ 長内村・ 川部村・ 石鳥谷      年末詳    分類 :山林

村・松館村・尾去村・尾去沢鉱山・三矢沢村 合+      28cm× 32cm  彩色有

27cm× 33cm  彩色有

表題等 :第二人区七小区陸中国鹿角郡小坂村官山之

内相内山、新遠部山、 rr遠部山絵図

10枚綴じ。A290-114-101～ HOま で同綴。

237 小坂村官山之内砂子沢山、兎尻山、新遠部山、

古遠部山、相内山、余路米山之絵図
A290-114-106

表題等 :第二人区七小区陸中国鹿角郡小坂村官山之

内砂子沢山、兎尻山、新遠部山、古遠部山、

相内山、余路米山絵図

10枚綴 じ。A290-H4-101～ 110ま で同綴。

238 大湯村官山之内安久谷 山、川島山、大湯川 目山

231 鹿角郡宮麓村 ノ内元湯瀬村と岩手県二戸郡田   27cm× 32cm 彩色有

県 C-633    表題等 :第二人区七小区陸中国鹿角郡人湯村官山之

内安久谷山、川島山、人湯川日山絵図

10枚綴 じ。A290-114-101～ 110ま で同綴。
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3大 館 ・ 北 秋 地 域

〔藩 政 期〕                  表題等 :な し

1 大館附近絵図          A0291.2-2 1   11 鷹巣付近米代川流域普請絵図     斧 5104

元和 4年    分類 :地域                年未詳    分類 :地域
140cm× 90cm  彩色有                  24cm× 33clll  彩色有
表題等 :な し                       表題等 :な し
鹿角地域にもあり。

12 鷹巣付近米代川流域普請絵図     斧 5105
2 大館附近絵図          A02912-2 2   年未詳    分類 :地域

元和 4年    分類 :地域                65cm× 164cm  彩色有
141cm× 97cm  彩色有                  表題等 :な し

表題等 :な し

鹿角地域にもあり。                  13 鷹巣付近米代川流域普請絵図     斧 5106

年未詳    分類 :地域
3 金易右衛門様江指上候開発絵図控    長 1010   70cm× 126cm

天保 2年  分類 :地域                  表題等 :な し
97cm× 59cm

表題等 :な し                    14 鷹巣坊沢周辺開拓絵図        斧 5107

現鷹巣町脇神付近。                     年末詳    分類 :地域
73cm× 112cm  彩色有

4 綴子村大堤周辺米代川水系図      斧 3970   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域
24cm× 57cm  彩色有                 15 大川之古川新川絵図          斧 5108

付札 :北秋田郡綴子村大堤                 年未詳    分類 :地域
25cm× 34cm

5 上小阿仁村沖田面萩形絵図       斧3971   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域
69cm× 96cm                     16 深沢谷地田地平面絵図        斧 6797

表題等 :な し                       年未詳    分類 :地域
32cl■ ×24cm

6 大館周辺沼館・立花・り||口・山田・岩瀬村絵図      表題等 :な し

斧 3972

年末詳   分類 :地域               17 阿仁仙Jヒ郡境墨引絵図     A290-114-81
28cm× 40cm  彩色有                   年末詳     分類 :地域
表題等 :な し                       135cln× 279cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ
7 坊沢地域水系図            斧 3973

年未詳    分類 :地域               18 阿仁絵図            A290-114-82
70cm× 99cm  彩色有                   年未詳    分類 :地域
表題等 :な し                       78cm× 79cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ
8 北秋田郡増沢村略絵図         斧 3974

年未詳    分類 :地域              19 大葛金山南部領槙山金山境縁絵図
24cm× 33cm  彩色有                                     A290-114-83
表題等 :な し                       年末詳     分類 :地域

114cⅢ ×31lcm  彩色有
9 鷹巣付近米代川流域普請絵図      斧 5102   端裏書 :大葛金山南部領槙山金山御境縁絵図
年未詳    分類 :地域                鹿角地域にもあり。
70cm× 108cm  彩色有                  出羽国秋田領・陸奥国南部領国境縁絵図。
表題等 :な し

20 大阿仁小又沢村絵図      A290 114-84
10 鷹巣付近米代川流域普請絵図     斧 5103   年未詳   分類 :地域
年末詳    分類 :地域                 88cm× 81cm  軸装
73cm× 34cm  彩色有                   端裏書 :資料名と同じ



21 小又沢之絵図         A290 114-85  31 大館十二所近山南部御境三判御絵図
A290-114-99延宝元年 10月 24日  分類 :地域

109cm× 102cm     彩色有               元和 4年 7月 16日  分類 :地域

端裏書 :資料名と同じ                   96cm× 141cm     彩色有

端裏書 :南部御境三判御絵図

22 秋田郡絵図          A290 114-89   鹿角地域にもあり。県 C-187、 188と 同じもの。

(享保 10年)  分類 :地域

121cm× 170clll 彩色有               32 森吉嶽見当絵図        A290-114-111
端裏書 :秋田郡                      年末詳    分類 :地域

80cm× 138cm  彩色有

23 大館扱之絵図         A290-114-90   端裏書 :資料名と同じ

元文 3年 6月 21日  分類 :地域             朱引あり。

75cm× 115cm     彩色有

端裏書 :資料名と同じ                 33 森吉嶽朱引見当絵図      A290-114-112
(裏書)大葛山より大滝迄御絵図。              年未詳    分類 :地域

59cm× 79cm  彩色有

24 拾弐所扱御境絵図       A290-114-91    端裏書 :資料名と同じ

宝暦 3年 6月 12日  分類 :地域

49cm× 150cm    彩色有             34 大滝村御入湯御宿割之図 写      岡 288

端裏書 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地域

28cm× 41cm  彩色有

25 秋田山本郡境絵図       A290-114-92   表題等 :大滝村御入湯御宿割之図

年未詳    分類 :地域

40cm× 55cm 彩色有                35 十二所附近絵図          AH214.2 1
端裏書 :資料名と同じ                   享保 13年 7月 5日  分類 :地域

62cm× 90cm     彩色有

26 十二所扱之絵図        A290-114-93   表題等 :な し

享保 13年 7月 5日  分類 :地域

72cm× 84cm     彩色有             36 北秋田郡内絵図          AH291.2 1
端裏書 :資料名と同じ                   文政 11年   分類 :地域

94cm× 130cm  彩色有・軸装

27 十二所角館端絵図       A290-114-94   表題等 :な し

年未詳     分類 三地域

103cm× 197cm 彩色有・軸装             37 大館之図             AH291.2-2
端裏書 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地域

40cm× 62cm  彩色有

28 十二所絵図          A290-114-95   表題等 :大館ノ図

年末詳     分類 :地域

238cm× 125cm 彩色有 0軸装 0複製有         38 大館十二所辺略図         AH291.2-5
端裏書 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地域

「御郷校J(成章学舎)の記載あり。             47cm× 60cm  彩色有

寛政年間以降の成立か。                  表題等 :資料名と同じ

29 大館十二所御境御論之節調候絵図         39 比内新田村 (仁井田村)付近村絵図  382-6009
A290-114-96    年末詳    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                76cm× 75cm  彩色有

87cm× 326cm  彩色有                   表題等 :な し

端裏書 :資料名と同じ

鹿角地域にもあり。墨引なし。             40 森吉山付近山絵図         382-6010
年未詳    分類 :地域

30 大館十二所御境御論之節調候絵図          61cm× 89cm 彩色有

A290-114-97    表題等 :な し

年未詳     分類 :地域

136cm× 335cm 彩色有               41 大館十二所御境三判相絵図     県 C-187

端裏書 :資料名と同じ                   元和 4年    分類 :地域

鹿角地域にもあり。墨引あり。               141cm× 98cm  彩色有・複製有

A290-114-83と 同内容。                  端裏吉 :資料名と同じ

鹿角地域にもあり。
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県 C-253大館 0十二所と鹿角の境日確認のため作成 (写 )。      51 森吉嶽境通之絵図
裏に秋田藩家老梅津憲忠と南部藩家老桜庭安房守 0      年未詳     分類 :地域

106clll× 151cm  彩色有・軸装・複製有石井伊賀守の連判あり。

端裏書 :資料名と同じ
42 大館十二所御境三判相絵図     県 C 188

県 C-272元和 4年   分類 :地域              52 十二所境絵図

分類 :地域等                  年未詳88clll× 140cm   彩色7

101cm× 142硼   彩色有端裏書 :資料名と同じ

                       :な し表題等鹿角地域にもあり。

大館・ 卜二所と鹿角の境目確認のため作成 (写 )。

県 C-310裏に秋田藩家老梅津憲忠と南部藩家老桜庭安房守 0     53 秋田郡鹿角郡絵図

分類 :地域年未詳石井伊賀守の連判あり。

75cm× 93cIIl  彩色有
県C-189    表題等 :な し43 大館御城下絵図

 :地域       
′

鹿角地域にもあり。宝永元年    分類
138cm× 183cm  彩色有・複製有

54 奥州南部領鹿角郡花輪村毛馬内村与羽州秋田領端裏書 :大館御城下

沢尻村十二所村味噌内村茂内村別所村扇田村大た絵図の控。元禄の国目付に提出し

館山境論争之事裁許申付覚     県 C-343裏書有り (「元禄十七年二月」の記載あり)。

延宝 5年    分類 :地域
県 C-190    141cm× 348cm  彩色有44 大館絵図

    :地 域       
′

端裏書 :南境論絵図享保 13年    分類

鹿角地域にもあり。裁許絵図。141cm× 1 78clll  彩色有・軸装・複製有
表題等 :な し

県指定有形文化財 (歴史資料第五号)昭和 63.3.15。      55 奥州南部領鹿角郡花輪村毛馬内村与羽州秋田領
沢尻村十二所村味噌内村茂内村別所村扇田村大享保の領内調査で作成 (大館所預佐竹氏提出)。

館山境論争之事裁許申付覚     県 C-344
45 大館御城下絵図           県 C-191    延宝 5年    分類 :地域

123cm× 322cm  彩色有・複製有宝暦 9年    分類 :地域

表題等 :な し145cm× 180cm  彩色有・複製有

鹿角地域にもあり。端裏書 :大館御城下 御国日付二

裁許絵図。裏書有り (県 C-345)。た絵図の控。宝暦の国目付に提出し

46 秋田郡大館市街絵図        県 C 192  56 大館城絵図             21-221
寛政 12年    分類 :地域                年未詳    分類 :城図
135cm× 192clll  彩色有                  25cm× 35cm  彩色有
端裏書 :資料名と同じ                   表題等 :大館御城秘図

47 大館御城下絵図         県 C 195-2  57 出羽国秋田領大館城絵図      県 C 167
嘉永 2年    分類 :地域                天保 7年    分類 :城図
142cm× 177cm  彩色有・複製有              lo9cm× 89cm  彩色有
端裏書 :大館御城下絵図 国御日附             表題等 :出羽国秋田領大館城土居崩之覚
嘉永の国日付に提出した絵図の控。裏書有り。        (端 裏書)資料名と同じ。

48 南比内扇田辺之絵図        県 C 199  58 大館城並びに城下居住絵図     県 C 193
年未詳    分類 :地域                文化 12年    分類 :城図
151cm× 88cm  彩色有                   129cm× 195cm  彩色有・軸装
端裏書 :資料名と同じ                   表題等 :な し

49 十二処扱大葛絵図         県 C-242  59 出羽国秋田領大館城絵図      県 C 194
年末詳     分類 :地域                弘化 3年    分類 :城図
101cm× 100cm  彩色有                  lo4cm× 81cm  彩色有
端裏書 :資料名と同じ                   表題等 :出羽国秋田領大館城土居崩之覚

(端裏書)資料名と同じ。
50 十二所実地絵図           県 C-247   大館城修築のため幕府に提出 (控 )。

文政 4年    分類 :地域
190cm× 88cm 彩色有                60 大館御城絵図           県 C-196
表題等 :な し                       嘉永 2年    分類 :城区|

-26-



84clll× 107clll 彩色有・複製有 表題等 :御直山木山絵図 ゴヒ秋田郡

端裏書 :国御目附 嘉永二西年 大館御城絵図

国日付に提出 (控 )。 裏書有り。 71 御直山本山絵図 Jヒ比内       388-6005
寛政～文化年間  分類 :山林

61 北秋田郡大館城之図 県 C
イF未詳                                    ~197       27cm×

38cm

分類 :城図
25cm× 34cⅢ                        

表題等 :資料名と同じ

彩色有

表題等 :大館 72 比内小沢付近山絵図 (入会留山に関 して)

382-6001

62 阿仁―円銅山道法絵図     A290 114-80   111和 3年   分類 :山林

年未詳     分類 :鉱山

169cm× 168cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

63 大葛金山附近之図

年未詳    分類 :鉱山

34cm× 45cm  彩色有

表題等 :な し

64 小沢銅山坑道図 (写 )

安政 4年   分類 :鉱山

58cm× 64cm  彩色有

表題等 :な し
コピー。

65 木山絵図 壱 写

年未詳    分類 :山林
28cm× 38clll  彩色有・簿冊

表題等 :木山絵図 壱

男鹿 0南秋地域にもあり。

秋田郡比内、秋田郡男鹿真山。

66 林御札写 絵図付

亨保 7年   分類 :lll林

24cm× 18cm

表題等 :な し

仁・男鹿

男鹿・南秋地域にもあり。

68 秋田藩官林絵図 南比内

年未詳    分類 :山林

27cm× 39cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋田藩官林絵図 南比内 山本郡

育ヒft° Lll本地域にもあり。

69 北比内御札山絵図 下

寛政 6年～文化 11年  分類 :山林

24cm× 33cm      彩色有 。簿冊

表題等 :資料名と同じ

70 御直山本山絵図 Jヒ秋 田

享保～文化年間  分類 :山林

27cm× 38cm    彩色有・簿冊

47cm× 98cm

表題等 :な し

73 比内小葛村付近山絵図
AH291.2-3    年末詳    分類 :山林

67cm× 84cm  彩色有

表題等 :な し

74 +杭沢村付近山絵図
354-6001    安政 8年   分類 :山林

33cm× 45cm  彩色有

表題等 :な し

75 比内仁井田村付近山絵図

嘉永 2年    分類 :山林

狩 1 51    64cm× H4cm  彩色有

表題等 :な し

76 秋 田郡御札山略図 北比内・ 南比内  県 C-453

年末詳    分類 :山林

27cm× 40clll  彩色有・簿冊

表題等 :秋田郡御札山略図 北比内 南比内

長 1418    明治期の写。

年末詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

特 -231-2    明治期の写。

79 大洪水二而普請場所大破に関する書状井絵図

年未詳    分類 :そ の他

33cm× 73cm  彩色有

388-6002    表題等 :な し

斧 5081

382-6003

382-6004

382-6005

77 能代川上木山絵図 北比内     県 C-459

年未詳    分類 :山林
27cm× 40cm  彩色有・簿冊

67 秋田藩官林絵図 比内・小猿部・男鹿  特-231 1   表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :山林 明治期の写。

27cm× 39cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋 田藩官林絵図 北比内 小猿部・人阿    78 能代川上木山絵図 南比内     県 C-460

80 太子内村入会関係絵図

安永 3年   分類 :不明
44cm× 65cln

388-6004    表題等 :な し

382-6002



81 見分略図 (片見村 )

嘉永 3年    分類 :不明
198cm× 24cm  彩色有

表題等 :見分略図

82 下阿津郷開之略図

年未詳    分類 :不明
98cm× 21lcm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

〔明 治 期 以 降〕

1 大館部分絵図

年末詳    分類 :地域

31cm× 45cm  彩色有

表題等 :な し

2 八木橋村屋敷分布図

年未詳    分類 :地域

49cm× 116cm  彩色有

表題等 :な し

「八木橋村 壱通 り村 畠ケ沢村 板戸村 鎌谷地

村」等の記載あり。

3 大館町地図

明治 20年   分類 :地域

46cnl× 58cln

表題等 :大館町

5千分の 1地図。

4 鷹巣村地図

明治 20年   分類 :地域

46cm× 58cm

表題等 :鷹巣村

5千分の 1地図。

5 碇関地図

明治 20年   分類 :地域

46clll× 58cln

表題等 :碇関

5千分の 1地図。

6 北秋田郡綴子村開発絵図

年未詳    分類 :地籍
25cln× 66cm

表題等 :綴子村

現北秋田郡鷹巣町。

7 安間内沢山林図

年未詳    分類 :地籍
28cm× 74cm  彩色有

表題等 :字安間内沢改正山林絵図面

382-6006  8 羽後国秋 田郡之内第 2大区 4小 区銀山町地券調

図              県 C157-2
年未詳    分類 :地籍
81cm× 118cm  彩色有

表題等 :羽後国秋田郡之内第二大区四小区銀山町地
382-6008 券調図面

現北秋田郡阿仁町。

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

9 羽後国第 2大区 6小区秋田郡十二所絵図

県 C-157-3

年未詳    分類 :地籍

82cm× 158cm  彩色有

表題等 :羽後国第二人区六小区秋田郡 |^二庭絵図

現大館市。

袋入り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵ⅨI。

A0291.2-1
10 秋田県管轄第 2大区 4小区羽後国秋田郡銀山町

全 図 県 C-157-14

年未詳    分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有

県 C-222-2    表題等 :秋田県管轄第二大区四小区羽後国秋田郡銀

山町全図

現北秋田郡阿仁町。

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

11 羽後国秋田郡十二所元館町 17番地官地屋敷図

県 C-157-15

県 C-715-2    年未詳  分類 :地籍

29cm× 40cm

表題等 :羽後国秋田郡 |´二所元館町十七番地官地屋

敷

現大館市。

袋入 り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下 夕絵図。

県 C-715-3
12 秋田県管轄第 2大区 6小区羽後国秋田郡十二虚

士族町絵図 県 C-157-18

県 C-715-4

年未詳    分類 :地籍
28cm× 81cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄第二大区六小区羽後国秋田郡十
二虎十族町略絵図

現大館市。

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

13 羽後国秋田郡第 2大区 6小区十二所荒町外 l:ケ

町地租改正三付郡村十二処町江組入取調略絵図

県 C-157-20
明治 10年   分類 :地籍

32cm× 42cm  彩色有

表題等 :羽後国秋田郡第二大区六小区十二所荒町外

拾一ケ町地租御改正二付郡村十二処町江組

人取調略絵図面

斧 6804

AH650-14    現大館市。

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

14 第 2大区 1小区羽後国秋田郡大館漕券地拾六町

全図

明治 7年   分類 :地籍
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26cm× 65cm 彩色有                21 秋田県管轄第 2大区 6小区羽後国秋田郡台町外
表題等 :第二人区一小区羽後国秋田郡大館浩券地拾       十一ケ町全図          県 C-157-58

六町全図                     年未詳    分類 :地籍
現大館市。                         28cm× 40cm  彩色有

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      表題等 :秋円県管轄第二大区六小区羽後国秋田郡台

町外 |^一 ケ町全図
15 秋田県管轄第 2大区 6小区羽後国秋田郡十二所    袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

町浩券地縮図         県 C 157-30
年未詳   分類 :地籍              22 秋田県管轄第 2大区 4小区羽後国秋田郡銀山町
27cm× 40cm  彩色有                   浩券地縮図           県 C-157-60
表題等 :秋田県管轄第二.大区六小区羽後国秋田郡十      年未詳    分類 :地籍

二所町清券地縮図                 27cm× 40cm  彩色有

現大館市。                         表題等 :秋田県管轄第二大区四小区羽後国秋田郡銀

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。          山町浩券地縮図

現北秋田郡阿仁町。
16 大館図              県 C-157-37    袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

年未詳    分類 :地籍
83cm× 151 cln 彩色有               23 秋田県管轄第 2大区 1小区羽後国秋田郡八幡町
表題等 :な し                       外 15ケ町全図         県 C-157-66
袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      年末詳    分類 :地籍

39cm× 54cm  彩色有
17 羽後国秋 田郡第 2大区 1小区中城町外 15ケ 町    表題等 :秋田県管轄第二人区一小区羽後国秋田郡八

地租御改正三付郡村大館町 卜合併取調略絵図        幡町外拾五町全区|

県 C-157-38    現人館市。

年未詳    分類 :地籍                 袋入り。(袋 書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。
54cm× 70cm  彩色有

表題等 :羽後国秋田郡第二人区一小区中城町外十五    24 第 2大区 1小区羽後国秋田郡大館士族町略絵図
ケ町地租御改正二付郡村大館町 卜合併取調                         県 C-157-67
略絵図                      年未詳    分類 :地籍

現大館市。                         40cm× 54cm  彩色有

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。      表題等 :第二人区一小lX羽後国秋田郡人館■族町略

絵図
18 第 2大区 4小区秋田郡銀山町略絵図         現大館市。

県C-157-50    袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm 彩色有                25 北秋田郡七 日市村字桂ケ岱絵図  県 C-200 1
表題等 :第二人区四小区秋田郡銀山町略絵図面        年未詳    分類 :地籍
現北秋田郡阿仁町。                    84cIIl× 94cm  彩色有

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。      表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-200 2と 同じもの。
19 第 2大区 4小区秋田郡銀山町略絵図

県C 157-51  26 北秋田郡七 日市村字桂ケ岱絵図  県 C-200-2
年未詳    分類 :地籍                 年末詳    分類 :地籍
40cm× 28m  彩色有                   83cm× 93cm  彩色有

表題等 :第二人区四小区秋田郡銀山町略絵図         表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡阿仁町。                    現北秋田郡鷹巣町。tt C-200-1と 同じもの。

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

27 秋田県羽後国北秋田郡七 日市村字漆原略絵図
20 秋田県管轄第 2大区 1小区羽後国秋田郡大館町                     県 C-201

浩券地縮図           県 C-157-52   年未詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 64cm× 42cm  彩色有
28cm× 39cm  彩色有                   表題等 :資料名と同じ

表題等 :秋田県管轄第二人区一小区羽後国秋田郡大      現北秋田郡鷹巣町。

館町浩券地縮図

現大館市。                     28 秋田県羽後国北秋田郡七 日市村字前谷地略絵図
袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。                           県 C-202

年未詳    分類 :地籍
35cm× 132cm  彩色有



表題等 :資料名と同じ

現北秋田部鷹巣町。

29 秋田県羽後国北秋田郡七 日市村字大沢 口略絵図

県 C-203
年未詳 分類 :地籍

32cm× 84cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。

30 北秋田郡七 日市村字元屋布絵図  県 C-204 1
年末詳 分類 :地籍

77cm× 81cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-204 2と 同じもの。

31 北秋田郡七 日市村字元屋布絵図  県 C-204-2
年未詳 分類 :地籍

77cm× 81cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。県 C-204-1と 同じもの。

32 北秋田郡七 日市村字大畠堂 ノ下夕絵図

県 C-205-1

年末詳 分類 :地籍

42cm× 123cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-205-2と 同じもの。

33 北秋田郡七 日市村字大畠堂 ノ下夕絵図
県 C-205-2

年未詳 分類 :地籍

42cm× 123cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-205-1と 同じもの。

34 秋田県羽後国北秋田郡七 日市村字道 ノ上絵図

県 C-206
年未詳 分類 :地籍

64cm× 84cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。

35 北秋田郡七 日市村字中畠前田比内越絵図

県 C-207-1
年未詳 分類 :地籍

93cm× 82cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。県C-207-2と ほぼ同じもの。

36 北秋田郡七 日市村字中畠前田比内越絵図
県 C-207-2

年未詳 分類 :地籍

92cm× 82ol  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣田∫。tt C-207-1と ほぼ同じもの。

37 秋田県羽後国北秋田郡七日市村字与助岱略絵図
県 C-208

年未詳 分類 :地籍

59cm× 32cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。

38 北秋田郡七 日市村字羽抜谷地絵図 県 C-209 1
年未詳 分類 :地籍

81cm× 92cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。県 C-209-2と ほぼ同じもの。

39 北秋田郡七 日市村字羽抜谷地絵図 県 C-209-2
年未詳 分類 :地籍

81cm× 93cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-209-1と ほぼ同じもの。

40 北秋田郡七 日市村逸子沢絵図   県 C-210 1

年未詳 分類 :地籍

62cm× 107cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋円郡鷹巣町。tt C-210-2と 同 じもの。

41 北秋田郡七日市村逸子沢絵図 県 C-210-2

年未詳 分類 :地籍

61cm× 108cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。県 C-210-1と 同じもの。

42 北秋田郡七 日市村字金堀沢絵図  県 C-211 1
年未詳 分類 :地籍

61cm× 83cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-211-2と 同じもの。

43 北秋田郡七 日市村字金堀沢絵図  県 C-211-2
年未詳 分類 :地籍

61cm× 83cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。tt C-211-1と 同じもの。

44 秋田県羽後国北秋田郡七 日市村字三 ノ渡略絵図

県 C-212

年未詳 分類 :地籍

32cm× 59cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。

45 秋田県羽後国北秋田郡七 日市村字三 ノ渡大野略

分類 :地籍

l H cm× 94cm  彩色角

表題等 :資料名と同じ

現北秋田郡鷹巣町。

絵図

年未詳

県 C-2,3



46 秋 田県羽後国北秋 田郡七 日市村字片逸略絵図     表題等 :羽後国第六人区中第七小区秋円郡太子内村

県 C

年未詳                   ~214分類 :地籍                    
略絵図

63cm× 152cm                       
現大館市。

彩色有

表題等 :資料名と同じ 54 第 6大区中第 7小区羽後国秋 田郡大披村略絵図

現北秋田郡鷹巣町。 県 C-228

年未詳    分類 :地籍

47 羽後国第 6大区中第 7小区秋 田郡杉沢村略絵図    58cm× 91cm 彩色有

県 C

年未詳                    ~221    
表題等 :第六人区中第七小区羽後国秋田郡大披村略

分類 :地籍

48cm× 67cln                            
絵図

彩色有 現大館市。

表題等 :羽後国第六大lX中第七小区秋田郡杉沢村略

絵図

現人館 lli。                        55
羽後国秋 田県第 6大区中第 7小区秋 田郡櫃崎村

略絵図 県 C-229

年未詳    分類 :地籍

48 第 6大区中第 7小区秋 田郡八木橋村略絵図 85cm× 117cm  彩色有

県 C-222-1    表題等 :羽後 lTkl秋 田県第六大区中第七小区秋田郡櫃

年未詳 分類 :地籍

49cm× 67cm                            
崎村略絵図

彩色有 現大館市。

表題等 :第六人区中第七小区秋田郡八木橋村略絵図

現北秋田郡比内町。 56 秋 田県管轄第 6大区中第 7小区秋 田郡三井 田村

井枝郷四羽立村屋敷略絵図 県 C-230

49 羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡寺崎村略絵図    年未詳    分類 :地籍

県 C-223       105cm× 158cm   彩色有

年末詳 分類 :地籍

49cm× 79cm                        
表題等 :な し

彩色有 現大館 ||∫。

表題等 :羽後国第六人区中第七小区秋田郡寺崎村略      3枚 貼り合わせ (「秋田県管轄第六大区中第七小区秋

絵図 田郡三井田村屋敷略絵図」、「秋田県管轄第六人区中

現北秋田郡比内町。 弗七小区秋田郡三井田村略絵図J、 「秋田県管轄第六

大区中第七小区秋田郡三井円村枝郷四羽立村屋布略

50 羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡下川原村略絵    絵図」)。

図 県 C-224
年未詳 分類 :地籍

73cm× 45cll1                                           7彩色有                  
羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡小坪沢村略絵

表題等 :羽後lT・l第六人区中第七小区秋田郡下川原村      年:                   
県 C-231図

略絵図                       
未詳    分類 :地籍

現大館市。                         38cm×
35cm  彩色有

表題等 :羽後国第六人区中第七小区秋田郡小坪沢村

略絵図

51 羽後国第 6大区第 7小区秋田郡本宮村略絵図     現北秋田郡比内町。

県 C-225
年未詳 分類 :地籍

35cln× 120cm                                        58彩色有                  
羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡片貝村略絵図

県 C-232

端裏書 :羽後 LTNl第六大区第七小区秋田郡本宮村略絵      年未詳    分類 :地籍

図

現大館「lf。                         65cm×
68cm  彩色有

表題等 :羽後国第六大区中第七小区秋田郡片貝村略

絵図

52 羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡前田村略絵図    現北秋田郡比内町。

県 C-226
年末詳 分類 :地籍

67cm× 49cm                                           9彩色有                  
羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡達子村略絵図

県 C-233

表題等 :羽後国第六人区中第七小区秋田郡前田村略      年末詳    分類 :地籍

絵図 61cm× 85cm  彩色有

現北秋田郡森吉町。 表題等 :羽後 FT・l第六大区中第七小区秋田郡達子村略

絵図

53 羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡大子内村略絵    現北秋田郡比内町。

図 県 C-227
年未詳 分類 :地籍

66clll× 60cln                                          O
羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡釣田村略絵図

彩色有 県 C-234

―-31



年未詳    分類 :地籍                 現大館市。
35cm× 49clll  彩色有

表題等 :羽後国第六大区中第七小区秋田郡釣田村略    68 秋田県第 6大区中第 8小区略絵図 県 C-238-5
絵図                       明治 6年   分類 :地籍

現北秋田郡比内町。                    67cm× 95cm  彩色有・軸装

表題等 :第六大区中第八小FX~羽後国秋田郡新館村略
61 第 6大区中第 7小区羽後国秋田郡笹館村略絵図       絵図

県 C-235    現北秋田郡比内町。

年末詳    分類 :地籍
83cm× 96cm 彩色有                69 第 6大区中第 8小区羽後国秋田郡内村略絵図
表題等 :第六大区中第七小区羽後lTsl秋 田郡笹館村略                         県 C-239-1

絵図                       年未詳    分類 :地籍

現北秋田郡比内町。                    67cm× 95cm  彩色有 0軸装

表題等 :第六人FX中第八小区羽後国秋田郡餌釣村略
62 第 6大区中第 7小区羽後国秋田郡谷地中村大巻       絵図

村略絵図              県 C-236   現大館市。

年未詳    分類 :地籍                「北秋田郡大葛村之内大葛鉱山第二種官用地取調図
144cm× 69cⅢ  彩色有                  書」。

表題等 :第六大区中第七小lX~羽後国秋田郡谷地中村

大巻村略絵図                70 第 6大区中第 8小区羽後国秋田郡内村略絵図
現北秋田郡比内町。「癸酉」の記載あり。                              県 C-239-2

年未詳    分類 :地籍
63 羽後国第 6大区中第 7小区秋田郡 白沢水沢村略    56cm× 240cm 彩色有 0軸装

絵図                 県 C-237    表題等 :第六大区中第八小区羽後国秋田郡大葛村略

年未詳    分類 :地籍                     絵図
38cm× 35cm  彩色有                   現北秋田郡比内町。

表題等 :羽後国第六大区中第七小区秋田郡白沢水沢      「北秋田郡大葛村之内大葛鉱山第二種官用地取調図

村略絵図                     書」。

現北秋田郡比内町。

71 第 6大区中第 8小区羽後国秋田郡内村略絵図
64 秋田県第 6大区中第 8小区略絵図 県 C-238-1                     県 C-239-3

明治 6年    分類 :地籍                年未詳    分類 :地籍
148cm× 187cm  彩色有・軸装               60cm× 125cm  彩色有・軸装

表題等 :な し                       表題等 :第六人区中第八小区羽後国秋田郡大葛金山

現北秋田郡比内町。                        略絵図
2枚貼り合わせ (「秋田県第六人区中第八小区羽後国      現北秋田郡比内町。

秋田郡扇田村略絵図」、「第六大区中第八小区羽後国      「北秋田郡大葛村之内人葛鉱山第二種官用地取調図

秋田郡扇田村略絵図」)。                  書」。

65 秋田県第 6大区中第 8小区略絵図 県 C-238-2  72 第 2大区 3小区秋田郡増沢邑絵図 県 C-246 1
明治 6年    分類 :地籍                年未詳    分類 :地籍
71cm× 155cm  彩色有・軸装               66cm× 95cm  彩色有

表題等 :第六人区中第八小区羽後国秋田郡中野村略      表題等 :第二人区三小区秋田郡増沢邑

絵図                       現北秋田郡合川町、山本郡ニツ丼町。

現北秋田郡比内町。                    4枚 1袋。tt C-246-1～ 4ま で同袋。

(袋書)秋田郡麻生村増沢村論地分間景況絵図。

66 秋田県第 6大区中第 8小区略絵図 県 C-238-3
明治 6年    分類 :地籍              73 増沢村麻生村絵図        県 C-246-2
47cm× 140cm  彩色有・軸装               年未詳    分類 :地籍

表題等 :第六人区中第八小区羽後lTNj秋 田郡味噌内村      78cm× 113cm  彩色有

略絵図                      表題等 :な し

現北秋田郡比内町。                    現北秋田郡合川町、山本郡:ニ ツ丼町。
4枚 1袋。県 C-246-1～ 4ま で同袋。

67 秋田県第 6大区中第 8小区略絵図 県 C-238-4   (袋 書)秋田郡麻生村増沢村論地分間景況絵図。

明治 6年    分類 :地籍
57cm× 121cm 彩色有・軸装             74 麻生増沢両村略絵図 (下絵)   県 C-246-3
表題等 :第六大区中第八小区羽後国秋田郡山館村略      年未詳    分類 :地籍

絵図                       28cm× 40cm  彩色有



表題等 :三枚銅山砒通凡図表題等 :麻生増沢両村略絵図

現北秋田郡合川町、山本郡ニツ丼町。
A560-4i85 大沢銅山絵図4枚 1袋。県 C-246-1～ 4ま で同袋。

年未詳    分類 :鉱山(袋書)秋田郡麻生村増沢村論地分間景況絵図。
74cm× 54cm  彩色有

表題等 :大沢鉱山砒通凡図75 秋田県管轄羽後国秋田郡麻生村増沢村論地絵図

県 C-246-4
A560-4286 向銀山絵図明治 7年   分類 :地籍

年未詳    分類 :鉱山28cm× 40cIIl  彩色有
54cm× 74cⅢ  彩色有表題等 :秋田県管轄羽後国秋田郡麻生村増沢村論地

表題等 :向銀山砒通凡図現北秋田郡合川町、山本郡ニツ丼町。

4枚 1袋。県 C-246-1～ 4ま で同袋。

87 阿仁真木山略図          AH291.2-4(袋書)秋田郡麻生村増沢村論地分間景況絵図。

明治 2年   分類 :鉱山

50cm× 40cm  彩色有76 明治戊辰役戦争絵図 (八月～九月)A0212.1-60
明治元年    分類 :戊辰

32cm× 22cm  彩色有・簿冊

表紙 :資料名と同じ

表題等 :な し

88 羽後国秋田郡大葛鉱山景況絵図  県 C-240-2
年末詳    分類 :鉱山

表題等 :羽後国秋田郡大葛村之内人葛鉱山景況絵図

各所鉱山景況絵図 (16枚 )の うち。

89 羽後国秋田郡阿仁―之又鉱山景況絵図

県 C-240-3

77 佐竹 (大館)家御霊屋図      A0386-11   56clll× 78cm 彩色有

明治 24年   分類 :建物

25cm〉く35cm

表題等 :な し

78 阿仁之沢 (阿仁鉱山図)

年未詳    分類 :鉱山
80cm× 91cm  彩色有

表題等 :阿仁鉱山之図

縮尺 1万分の 1。

79 真木沢銅山絵図

年未詳    分類 :鉱山
74cm× 53cm  彩色有

表題等 :真木沢銅山砒通凡図

80 市之又銅山絵図

年未詳    分類 :鉱山
53cm× 74cm  彩色有

表題等 :市之又銅山砒通外L図

81 萱草銅山絵図

年未詳    分類 :鉱山
74cm× 54cm  彩色有

表題等 :萱草銅山砒通凡図

82 二之又銅山絵図

年未詳    分類 :鉱山
74cm× 53cm  彩色有

表題等 :二之又銅山砒通凡図

83 小沢銅山絵図

年未詳    分類 :鉱山
53cm× 74clll  彩色有

表題等 :小沢銅山砒通かL図

84 三枚銅山絵図

年末詳    分類 :鉱山
74cm× 54clll  彩色有

A291.2-13

A560-39

年未詳    分類 :鉱山

27cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

A560-35  90 羽後国秋 田郡阿仁二之又鉱山景況絵図

県 C-240-4
年未詳    分類 :鉱山

27cm× 37clll  彩色有

表題等 :資料名 と同 じ

A560-36    各所鉱山景況絵図 (16枚 )の うち。

91 羽後国秋田郡阿仁三枚鉱山景況絵図

年未詳    分類 :鉱山

A560-37     27cm× 37clll  彩色有

県 C-240-5

A560-38

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚 )の うち。

92 羽後国秋田郡阿仁小沢鉱山景況絵図
県 C-240-6

年未詳    分類 :鉱山

39cm× 53cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

93 羽後国秋田郡阿仁真木沢鉱山景況絵図
県 C-240-7

年末詳    分類 :鉱山

27cm× 37cm  彩色有

A560-40    表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚 )の うち。



94 羽後国秋田郡阿仁萱草鉱山景況絵図         31cm× 800cm 彩色有
県 C-240-8    表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :鉱山
27cm× 37cm 彩色有                lo4 羽後国秋田郡麻生村 と増沢村との境界図
表題等 :資料名と同じ                                        県 C-618
各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。             明治 10年    分類 :境界

113cm× 122cm  彩色有・軸装
95 羽後国秋田郡早口村之内矢櫃鉱山景況絵図      表題等 :な し

県 C-240-14    現北秋田郡合川町、山本郡ニツ丼町。
年未詳    分類 :鉱山                 能代・山本地域にもあり。
27cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                 lo5 独古村味噌内村境界図       県 C-625
各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。             明治 11年    分類 :境界

1 13clll× 136cm

96 阿仁弐之又鉱山通絵図      県 C-241-1    表題等 :秋田県下羽後秋田郡独占村味噌内村経界之
年末詳    分類 :鉱山                     図
54cm× 75cm  彩色有                   現北秋田郡比内町。閲覧不能。
表題等 :資料名と同じ

6枚 1袋。(袋書)FEI仁六ケ山絵図 全七葉。       106 羽後国秋田郡川 口村 卜板沢村 トノ村界定ムル

図               県 C-627
97 阿仁真木山鉱山砒通絵図     県 C-241-2   明治 19年   分類 :境界
年未詳    分類 :鉱山                 92cm× 131cm  彩色有
66cm× 75cm  彩色有                   表題等 :な し
表題等 :資料名と同じ                   現大館 Ilj。

6枚 1袋。(袋書)FDJ仁六ケ山絵図 全七葉。

107 秋田県管内 9郡全図 (北秋田郡)県 C-6295
98 阿仁三枚鉱山砒通絵図      県 C-241-3   年未詳   分類 :境界
年未詳    分類 :鉱山                 50cm× 67cm  彩色有
53cm× 75cm  彩色有                   表題等 :北秋田郡全図
表題等 :資料名と同じ                   秋田県全域にもあり。
6枚 1袋。(袋 書)阿仁六ケ山絵図 全七葉。

108 北秋田郡板沢村川口村 卜境界争論実測図
99 阿仁萱草鉱山砒通絵図      県 C-241-4                      県 C-636
年未詳    分類 :鉱山                 明治 13年   分類 :境界
54cm× 76cm  彩色有                   83cm× 125cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ                   表題等 :秋田県羽後国北秋田郡板沢村川口村 卜境界
6枚 1袋。(袋書)FEJ仁六ケ山絵図 全七葉。             争論地実測図

現大館市。閲覧不能。
100 阿仁市之又鉱 山砒通絵図     県 C-241 5
年未詳    分類 :鉱山
53cm× 75cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

6枚 1袋。 (袋書)阿仁六ケ山絵図 全七葉。

109 第二大区一小区羽後国北秋田郡雪沢村官山之

101 阿仁小沢鉱山砒通絵図     県C-241 6   10枚 綴じ。A290-114-101～ HOま で同綴。
年未詳    分類 :鉱山
71cm× 75cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

6枚 1袋。 (袋書)阿仁六ケ山絵図 全七葉。

102 羽後国秋 田郡早 口村之 内矢櫃鉱山景況絵図

内赤沢山絵図

年未詳    分類 :山林
28cm× 32cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

A290-114-108

年未詳    分類 :鉱山
81cm× 158cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

110 開田畑絵図

年未詳    分類 :不明
25cm× 53cm  彩色有

表題等 :字真木沢

県 C-703  111 開田畑絵図

年末詳    分類 :不明
35cm× 63cln

表題等 :な し

383-6003-1

383-6003-2

103 長木北封彊略絵図
明治 2年    分類 :境界

A0291.23  112 開田畑絵図

年未詳    分類 :不明
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25cm× 35cm

表題等 :な し
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4能 代・ 山 本 地 域

〔藩 政 期〕                   185cm× 222cm  彩色有

端裏書 :大館扱上形下絵図

1 山本郡沢目村略絵図          斧 3975

年未詳   分類 :地域               12 山本郡藤琴川筋より奥御国境迄の絵図

24cm× 90clll                                                                                   A290-114-100

表題等 :な し                       年未詳     分類 :地域

102cm× 147cm  彩色有

2 鵜川周辺八郎潟沿岸村落絵図      斧 3976   表題等 :な し

年末詳    分類 :地域
24cm× 61cm  彩色有                 13 米代川絵図          A290 114-113
表題等 :な し                       年未詳    分類 :地域

85cm× 337cm  彩色有

3 桧山町部分図             斧 3977   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域

25cm× 32cm  彩色有                 14 能代町絵図          A290-114-114
表題等 :な し                       年未詳     分類 :地域

192cm× 350cm  彩色有・軸装・複製有

4 山本郡飛根村の米代川沿岸略絵図    斧3978   表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域

49cm× 67cm  彩色有                 15 米代川より北山本郡絵図    A290-114-115
表題等 :な し                       元文 3年 6月 25日   分類 :地域

80cm× 103cm     彩色有

5 山本郡鯉川村略絵図          斧 3979   端裏書 :米代川より北山本郡之絵図

年未詳    分類 :地域                 A290-H4-90(大 館・北秋地域、藩政期No.23)参

28clll× 40cll                                            tt。

表題等 :山本郡鯉川村
16 山本郡絵図          A290 114-116

6 山本郡鶴形周辺米代川沿岸略絵図    斧3980   享保 10年    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 102cm× 148cm  彩色有・複製有

50cm× 69cm  彩色有                   表題等 :資料名と同じ

表題等 :な し
17 山本郡強坂村打直郷絵図    A290 114-117

7 浅内沼米代川口周辺略絵図       斧 3982   文政 6年 5月  分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 125cm× 145cm  彩色有

48cm× 66cm  彩色有                   裏書 :山本郡強坂村御打直郷絵図

表題等 :な し

18 山本郡絵図            A291.3-22
8 田子潟附近之図            斧4002   年未詳   分類 :地域

年末詳    分類 :地域                 65cm× 56cm  彩色有

49cm× 67cm  彩色有                   表題等 :な し

表題等 :な し

19 山本郡西通村々39ケ村絵図    A291.3-23
9 開墾地絵図 (山本郡竹生村・須田村)  斧 6810   年未詳   分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 33cm× 44cm  彩色有

33cm× 48cm                        表題等 :な し

表題等 :な し
20 荷上場を中心とする図面並に村居沿革略 菊 1048

10 大館扱山本郡土形下絵図    A290 114-87   年未詳   分類 :地域

年末詳     分類 :地域                25clll× 66cm  彩色有

183cm× 257cm  彩色有                  表題等 :な し

端裏書 :大館扱土形下絵図、但秋田郡            上部欠。

11 大館扱山本郡土形下絵図    A290 114-88  21 梅内山入会略図            秋 332

年末詳     分類 :地域                年未詳    分類 :地域
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24cm× 33cm                        享保の領内調査で作成 (檜山所預多賀谷氏提出)。

表題等 :梅内山入会山
32 檜山絵図             県 C 120

22 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県A-101-1   天保 2年    分類 :地域

寛政 8年 6月  分類 :地域                158cm× 219cm  彩色有・軸装

36cm× 43cm   彩色有                  表題等 :な し

表題等 :森岳村豊岡村
33 秋田山本郡境裁許之絵図      県 C 121

23 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県A 101-2   文化 5年   分類 :地域

寛政 10年 5月  分類 :地域               61cm× 112cm  彩色有 0複製有

32cⅢ ×84cm   彩色有                 端裏書 :資料名と同じ

表題等 :中沢村機織村                   裁許絵図。裏書有り。

2枚に断裂。
34 秋田山本郡境絵図         県 C 122

24 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県 A-101-3   年未詳    分類 :地域

寛政 10年 5月  分類 :地域               157cm× 131cm  彩色有・軸装

42cm× 62cm   彩色有                 表題等 :な し

表題等 :母林村切石村

2枚に断裂。                     35 能代町之絵図           県 C 123

弘化 2年    分類 :地域

25 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県 A 101-4   132cm× 65cm 彩色有・軸装

寛政 10年 5月  分類 :地域               端裏:書 :資料名と同じ

32cIIIl× 93cm   彩色有                 享保 7年の絵図を引合せ作成。

表題等 :田代村志戸橋村

3枚に断裂。                     36 岩館山絵図            県 C-125

年未詳    分類 :地域

26 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県 A 101-5   72cm× 1 22cIIl 彩色有

寛政 H年 8月  分類 :地域               裏書 :資料名と同じ

63cm× 84cm   彩色有

表題等 :川戸河村大内田村               37 山本郡八森村海岸絵図       県 C-131

年未詳    分類 :地域

27 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県 A 101-6   26cm× 80cm 彩色有・軸装

寛政 11年 8月  分類 :地域               表題等 :山本郡八森村御台場

33cm× 90cm   彩色有

表題等 :大内田村外岡村                38 山本郡八森村絵図          県 C-132

2枚に断裂。                        年未詳    分類 :地域

40cm× 82cm  彩色有

28 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県A-101-7   表題等 :八森村絵図

寛政 11年 5月  分類 :地域

45cm× 66cm   彩色有               39 出羽国秋田領秋田郡山本郡境絵図   県 C-133

表題等 :鵜川村外岡村                   享保 5年    分類 :地域

124cm× 194cm  彩色有

29 山本郡村々絵図御裏書箇条留書  県 A 101-8   表題等 :な し

寛政 12年 11月  分類 :地域

46cm× 66cm   彩色有              40 山本郡鵜川村草飼入会地絵図    県 C-134

表題等 :鵜川村森岳村豊岳村                寛政 12年   分類 :地域

2枚に断裂。                       45cm× 66cm  彩色有

表題等 :な し

30 山本郡藤琴沢之絵図        県 C-118   裁許絵図。裏書有り。

年未詳    分類 :地域

152cm× 54cm 彩色有                41 山本郡母黙村より指出候絵図    県 C 135

端裏書 :資料名と同じ                   年末詳    分類 :地域

22cIIl× 47clll

31 檜山一回御絵図          県 C-119   端裏書 :資料名と同じ

亨保 13年    分類 :地域

172cm× 233cm  彩色有・軸装・複製有         42 山本郡須田村新家屋鋪割絵図   県 C-137 1

表題等 :資料名と同じ                   安政 5年    分類 :地域

県指定有形文化財 (歴史資料第五号)昭和 63.3.15。       76cm× 104cm  彩色有



表題等 :な し                    53 山本郡入山金堀場之絵図      県 C 136

2枚 1袋。(袋 吉)||1本郡須H村新家屋敷絵1文 |。        寛政 8年   分類 :鉱 |||

40cm× 54cm  彩色有

43 山本郡須田村新家屋鋪割絵図   県 C 137-2   端裏吉 :資料名と1司 じ

安政 5年    分類 :地域

76cm× 132cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

2枚 1袋。 (袋 書)||1本郡須田村新家屋敷絵図。

44 能代絵図

寛政 124「   分類 :地域

45cm× 64cm  彩色有

表題等 :な し

裏書有り。

45 山本郡常葉村絵図

寛政 10年   分類 :地域

62cm× 82cm  彩色有・複製有

表題等 :な し

裏書有り。

46 山本郡機織村草飼場絵図

寛政 10`li  分類 :地域

32cm× 82cm  彩色有

表題等 :な し 県 C-454

47 御境見分全図 自岩館至阿仁    県C 155   27cm× 40cm 彩色有・簿冊

年末詳     分類 :地域

105cm× 130cm  彩色有

端裏吉 :資料名と同じ

48 大館岩館八森図

年未詳    分類 :地域

99cm× 60cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

49 海岸通御陣虚見分御絵図 能代絵図  県 C-271

嘉永元年   分類 :地域

40cm× 68clll  彩色有

端裏書 :能代絵図

裏に御勘定方蔵書印あり。

50 岩館絵図

年末詳    分類 :地域

36cm× 54cm  彩色有

端裏書 :岩館

51 山本郡見当山絵図

年未詳    分類 :地域

56cln× 91cm   彩色有

端裏書 :資料名 と同 じ

52 山本郡河戸川村社地引替絵図    県 C 142

寛政 12年   分類 :社地

45cm× 64cm   彩色有

端裏書 :資料名 と同 じ

裏書あり。

54 秋田藩官林絵図 南比内      特 -231 2

年未詳    分類 :山林

27cm× 39cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋田藩官林絵図 南比内 山本郡

県 C-141    人館・北秋地域にもあり。

55 三冊之内 新調之分 南秋田郡 ′山本郡 ′河辺郡
303-6010

年未詳    分類 :山林

27cm× 38cm  彩色有・簿冊

県 C-143    表題等 :資料名と同じ

男鹿・ 南秋地域にもあり。

56 御直山本山絵図 男鹿全島 ′山本郡  388-6006
宝暦 6年～明治 9年  分類 :山林

27cm× 40cⅢ      彩色有・簿冊

県 C-144    表題等 :資料名と同じ

男鹿・南秋地域にもあり。

57 山本郡御札山略図

年未詳    分類 :山林

表題等 :資料名と同じ

明治期の写。

58 山本郡秋 田郡川辺郡運上山絵図    県 C-461

県 C-198    年未詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :山本部 秋円郡 川辺郡運上山絵図

秋田・河辺地域にもあり。

明治期の写。

59 秋 田県山本郡官林図

年未詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

明治期の写。

県 C-464

県 C-274

県 C-279

60 須田村落合村新堤築立日斗図     斧 5109-1

年末詳    分類 :そ の他

34cm× 25cm  彩色有

表題等 :な し

61 須田村落合村新堤築立目斗図     斧 5109-2

年未詳    分類 :そ の他

34cm× 25cm  彩色有

表題等 :な し

62 岩館村字釜 ノ上御台場絵図     県 C 124

年未詳    分類 :そ の他

28cm× 60cm  彩色有

表題等 :岩館村字釜ノ上御台場

―-38-



63 海岸通御陣虚見分御絵図 西 自芦崎至能代 北   5 山本郡鹿渡村狐野絵図       AH291.3-2
分類 :地籍県 C-267    年未詳自森岡至鶴形 図三

彩色有76cm× 170cm嘉永元年   分類 :そ の他

表題等 :地引絵 四拾壱JIE字狐野図48cm× 81cm  彩色有

端裏書 :西 自芦崎至能代 北自森岡至鶴形 図三       現山本郡琴丘町。

裏に御勘定方蔵書日]あ り。
6 羽後国山本郡鹿渡村四拾壱番字狐野地引切画図

AH291 3-364 海岸通御陣虚見分御絵図 西 自向能代至八森濱
分類 :地籍県 C-268    年末詳田 東自飛根至篭山七倉 図四

彩色有75cll× 162cin嘉永元年   分類 :そ の他

表題等 :秋田県羽後国山本郡鹿渡村四拾壱番字狐野54clll× 79cm  彩色有

端裏書 :西自向能代至八森濱田 東自飛根至篭山七          地引切絵図

現山本郡琴丘lln。倉 図四

65 海岸通御陣虚見分御絵図 自初賀長根不動台至   7 羽後国山本郡鵜川村鵜川字古川添地引切画図
AH291.3-4県 C-269    (甲 )岩館御境菅生崎 図五

分類 :地籍年未詳嘉永元年   分類 :そ の他

彩色有76cm)く 126cm39cm× 74cm  彩色有

端裏書 :Fl初賀長根不動台至岩館御境菅生崎 図五      表題等 :羽後国山本郡鵜川村鵜川字古川添甲地引画

ⅨI裏に御勘定方蔵書印あり。

現山本郡八竜町。

66 海岸通御陣虎見分御絵図 自初賀長根不動台御

県 C-270  8 羽後国 山本郡鵜川村鵜川字古川添地引切画図陣所見張図
AH291.3-5(乙 )嘉永元年    分類 :そ の他

分類 :地籍年末詳67cm× 117cm  彩色有

彩色有38cm× 92cm端裏書 :初賀長根不動台御陣所見張図

表題等 :羽後lTNl山本郡鵜川村鵜川字 [与り|1添乙地引画裏に御勘定方蔵書印あり。

図

現山本郡八竜町。

9 羽後国山本郡鵜川村鵜川字内田地引切画図
AH291.3-6

分類 :地籍年未詳〔明 治 期 以 降〕

彩色有38clll× 134cm

斧 58    表題等 :羽後国山本郡鵜川村鵜川廿番字内円地引画1 観音堂画図 ―能代上川端町 ―

図年末詳    分類 :地籍

現山本郡八竜町。26cm× 34cm  彩色有

表題等 :秋田県第二人区一小区羽後国山本郡能代上

10 羽後国山本郡鵜川村鵜川字昼根下地引切画図川端町観音堂画図
AH291.3-7以電育ヒイいlj。

分類 :地籍年未詳

彩色有斧 6802       1 13cll× 1 19cln2 山本郡竹生村開墾絵図
表題等 :鵜川村字昼根下地引画図年未詳    分類 :地籍

現山本郡八竜町。47cm× 66cm  彩色有

表題等 :な し

11 羽後国山本郡鵜川村鵜川字上笠岡地引切画図現能代市。
AH291 3-8

分類 :地籍斧 6803    年末詳3 字三万把田地絵図
彩色有54cm× 78cm年未詳    分類 :地籍

表題等 :羽後国山本郡鵜川村鵜川字上笠岡之地地引76cm× 91cm

画図表題等 :字三万把

現山本郡八竜町。

4 秋 田県山本郡鹿渡村狐野地引切絵図  AH291.3 1
12 山本郡鵜川村字上笠岡山林切画図  AH650 10明治 41年   分類 :地籍

分類 :地籍年未詳76cm× 170cm  彩色有

彩色有表題等 :秋田県山本郡鹿渡村四拾壱番字狐野地引切      82cm× 72cm

表題等 :羽後国山本郡鵜川村字上笠岡山林原野切画絵図

図現山本郡琴 El町。



40cm× 59cm  彩色有現山本郡八竜陶。

                      表題等 :秋田県管轄第二大区一小区羽後 l■

~4山
本郡能

代町縮図魂尊86613 羽後国山本郡略図           ´

現能代市。分類 :地籍年未詳

                          袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。彩色有25cln× 38clll                                                                               tt C-157-10

表題等 :秋 田県第二大区三小区羽後国山本郡略図

21 檜山浩券地絵図同区同郡荷上場村

年未詳    分類 :地籍現山本町ニツ丼町。
76cm× 109cm  彩色有

県 C-129-1    表題等 :資料名と同じ14 鶴形村飛根村論地一件絵図

現能代市。年未詳

                          袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。

分類 :地籍

彩色有27cIIl× 38cln

表題等 :な し
                    22 秋田県管轄第 3大区 1小区羽後国山本郡檜山町

県 C-157-31新町外六ケ町全図

現 能 代 市 。

4枚 1袋。 (袋 書)鶴形村飛根村論地一件。

          年 ;杖詳    分類 :地籍

県 C-129-2       28cIIl× 40cm   彩色有15 鶴形村飛根村論地一件絵図

表題等 :秋田県管轄第二人区一小区羽後国山本郡檜分類 :地籍

                     山町新町外六ケ町全図

年未詳

彩色有73cm× 107cm                                           

現能代 「lj。表題等 :な し

                       袋入 り。 (袋 書)秋田県管轄浩券地再調之 ドタ絵図。現能イtlf。
4枚 1袋。(袋書)鶴形村飛根村論地一件。

23 秋田県第 3大区 1小区羽後国山本郡能代町郡村

県C 129-3    地ヨリ浩券地工組入浩券地ヨリ組込絵図
県 C― 157-32

16 鶴形村飛根村論地一件絵図

分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有

                                   山本郡能代町

74cm× 107cll1                                          56cIIl×

76cm   彩色有表題等 :な し

                       表題等 :秋田県第二人lX一小区羽後 FFNj

郡村地ヨリ清券地工組入清券地 ヨリ組込絵

現能代市。

4枚 1袋。 (袋書)鶴形村飛根村論地一件。

図面

県 C-129-4   現能代市。17 飛根村鶴形村論地分間図

袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。分類 :地籍年未詳

彩色有39col× 56cm                     24 
羽後国山本郡檜山町浩券郡村分界図

県 C-157-40
表題等 :飛根村鶴形村論地分間

とあり。現能代市。「二千四百分一之図」

年未詳    分類 :地籍4枚 1袋。 (袋 書)鶴形村飛根村論地一件。
40cm× 55cm  彩色有

18 第 3大区 1小区羽後国山本郡能代町渚券地絵図    表題等 :羽後国山本郡檜山町浩券郡村分界図面

県 C-157 1    現能代 llr。

袋入り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下 夕絵図。分類 :地籍年未詳

彩色有

                  浩券郡村地分界略図 (第 3大区 1小区能代町 )

94cln× 126clll                                                                           tt C-157-41

表題等 :第二大区一小区羽後国山本郡能代町清券地     25
絵図面

                      年未詳    分類 :地籍現能代 lド。

                                         区一小区能代
袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      57cm× 79cm  彩色有

表題等 :浩券郡村地分界略図 第二大

町19 秋 田県管轄第 3大区 1小区羽後国山本郡檜 山町

県 C-157-5    現能代 lli。浩券地縮図
                     袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之 ドタ絵図。分類 :地籍

                                   県 C-157-42

年末詳

彩色有

                  第 3大区 1小区山本郡檜山図

28cIIl〉〈39cm

表題等 :秋田県管轄第二人区一小区羽後国山本郡檜     26
年未詳    分類 :地籍山町浩券地縮図
65cm× 120cm  彩色有現能代 |lj。

袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      表題等 :第二大区一小区山本郡檜山

現能代 Ilf。

20 秋田県管轄第 3大区 l小区羽後国山本郡能代町   袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

県 C-157-8縮図
分類 :地籍年未詳



27 羽後国山本郡檜山町清券郡村分界図
県 C-157-68

年末詳 分類 :地籍

39cm× 56cm  彩色有

表題等 :羽後国山本郡檜山町清券郡村分界図面

現能代市。

袋入 り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

28 秋 田県管轄第 3大区 1小区羽後国 山本郡上川端

町外 13ケ町全図 県 C―-157-70

年末詳 分類 :地籍

40cm× 55cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄第二人区一小区羽後国山本郡上

川端町外 |^三 ケ町全図

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

29 秋田県管轄第 3大区 3小区羽後国山本郡檜山町

新町外 6ケ町合併檜山町略図   県 C 157-79
年未詳 分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄第二人区三小区羽後国山本郡檜

山町新町外六ケ町合併檜山町略図

袋入 り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

30 山本郡太良鉱山寺門前∃り字台所マデ道程図
県 C-127-1

明治 10年   分類 :鉱山

53cm× 73cm  彩色有 0軸装

表題等 :山本郡太良鉱山寺Fl前 ヨリ字台所マデ道程

31 山本郡太良鉱山台所沢道程図 県 C-127-2

明治 10年   分類 :鉱山

54cm× 38cm  彩色有・軸装

表題等 :山本郡太良鉱山字台所沢道程六百分一ノ図

32 山本郡太良鉱山七枚沢図 県 C-127-3

明治 10年   分類 :鉱山
27clll× 38cⅢ  彩色有・軸装

表題等 :山本郡太良鉱山七枚沢六百分一之図

33 山本郡太良鉱山図        県 C 127-4
明治 10年   分類 :鉱山
38cm× 53cm  彩色有・軸装

端裏書 :太良鉱山図

34 太良鉱山図           県 C 127-5
明治 10年   分類 :鉱山
53cm× 40cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

35 羽後国山本郡加護山製鉱所景況絵図

県 C-240-13

年未詳 分類 :鉱山

27cm× 38m  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現山本郡ニツ丼町。

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

36 羽後国山本郡藤琴村之内太良鉱山景況絵図
県 C-240-15

年未詳 分類 :鉱山

27cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

37 羽後国山本郡八森村之内八森鉱山景況絵図

県 C-240-16

年未詳 分類 :鉱山

27cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

38 羽後国山本郡加護山製鉱所景況絵図  県 C-704

年未詳 分類 :鉱山

55cm× 98cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

39 羽後国山本郡藤琴村之内太良鉱山景況絵図

県 C-707

年未詳 分類 :鉱山

81cm× 117cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

40 羽後国秋田郡麻生村と増沢村との境界図
県 C-618

明治 10年 分類 :境界

113cm× 1 22clll  彩色有・軸装

表題等 :な し

現山本郡ニツ丼町、北秋田郡合川町。

大館・北秋地域にもあり。

41 飛根村 卜鶴形村 ノ境界確定図 県 C-628
明治 10年 分類 :境界

121cm× 153cIIl  彩色有

表題等 :な し

現山本郡ニツ丼町、能代 |lf。

42 秋田県管内 9郡全図 (山本郡 ) 県 C-629-3
年未詳 分類 :境界

44cIIl× 55cm  彩色有

表題等 :山本郡全図

秋田県全域にもあり。

43 能代町落合村境界図 県 C-719
明治 19年 分類 :境界

102cm× 143cm  彩色有

表題等 :な し

現能代市。

44 藤琴村 (粕毛村)山林部分絵図 A290 114-109

年未詳    分類 :山林

28cm× 38cm  彩色有

表題等 :な し

10枚綴 じ。A290-114-101～ 110ま で同綴。



45 秋田県管轄山本郡上岩川村水源山之図
A290-114-110

年未詳    分類 :山林

28cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

10枚綴 じ。A290-114-101～ 110ま で同綴。
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5男 鹿 ・ 南 秋 地 域

〔藩 政 期〕               11 舟越村略絵図ほか         斧 3992-1

年末詳    分類 :地域
1 川崎村附近図等         A丁 611-24-1   25cm× 34cm

年末詳    分類 :地域                 表題等 :な し
25cm× 34cm                       l枚 を 4分割。斧 3992-1～ 4で 1組。
表題等 :一 日市村
3枚 1袋。AT611-24-3と 同じ。           12 舟越村略絵図ほか         斧 3992-2
戸村義得 (印)あ り。                    年未詳    分類 :地域

25clll× 34cnl

2 川崎村附近図等         A丁 611-24-3   表題等 :な し
年未詳    分類 :地域                 1枚 を4分割。斧 3992-1～ 4で 1組。
24cm× 33clll

表題等 :一 日市村                  13 舟越村略絵図ほか         斧 3992 3
3枚 1袋。AT611-24-1と 同じ。              年未詳    分類 :地域

25cln× 34cm

3 福川村・払戸村田地切絵図      斧3984-1   表題等 :な し
年末詳    分類 :地域                 1枚 を 4分割。斧 3992-1～ 4で 1組。
24cm× 69cIIl

表題等 :な し                    14 舟越村略絵図ほか         斧 3992-4

年末詳    分類 :地域
4 福川村・払戸村田地切絵図      斧 3984-2   25cm× 34cm

年未詳    分類 :地域                 表題等 :な し
140cm× 25cm                        l枚 を4分割。斧 3992-1～ 4で 1組。
表題等 :な し

15 八郎潟周辺村落略絵図        斧 3994
5 福川村・払戸村田地切絵図      斧3984-3   年未詳   分類 :地域
年未詳    分類 :地域                 34cm× 48cm  彩色有
24cm× 122cm                        表題等 :な し
表題等 :な し

16 御渡野男鹿西海岸経路図       斧 4117
6 男鹿名勝略絵図           斧 3985-1   年未詳   分類 :地域
年未詳    分類 :地域                 34cm× 25clll  彩色有
24cm× 33cm                        表題等 :な し
表題等 :な し

17 五城 目川普請略絵図         斧 5110
7 男鹿名勝略絵図           斧 3985-2   年末詳   分類 :地域
年未詳    分類 :地域                 33cm× 70cm  彩色有
24cⅢ ×33cm                        表題等 :な し

表題等 :な し

18 福川村開発地形略図         斧 6799

8 男鹿名勝略絵図           斧3985-3   年未詳   分類 :地域
年未詳    分類 :地域                 31cm× 39cm

24cm× 33cm                        表題等 :な し

表題等 :な し

19 秋田郡絵図          A290 114-118
9 上井河村略絵図            斧 3987   亨保 10年    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 154cm× 119cm  彩色有・複製有
25cm× 34cm  彩色有                   表題等 :資料名と同じ
表題等 :な し

20 男鹿半嶋図              地 7

iO 自土崎 ―男鹿半島 一至能代絵図    斧 3989   年未詳    分類 :地域
年未詳    分類 :地域                 27cm× 490cm  彩色有・軸装
32cm× 71cm  彩色有                   表題等 :な し

表題等 :な し



21 小濱双六田畑之絵図        県 C 128  31 男鹿嶋―円本絵図        県 C-218-2
年未詳    分類 :地域                 年未詳     分類 :地域
31cm× 41cm  彩色有                   192cm× 256c皿  彩色有

端裏書 :資料名と同じ                   端裏書 :資料名と同じ

22 男鹿新山図            県 C-216  32 出羽国秋田郡小鹿嶋之内寒風山図   県 C-219
年未詳    分類 :地域                 年未詳    分類 :地域
43cm× 42clll  彩色有                   44cm× 41cm  彩色有

表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之図              表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之内

(端裏書)資料名と同じ。

33 出羽国秋田郡小鹿嶋之内本山図   県 C-220
23 出羽国秋田郡小鹿嶋図      県 C-217-1    年未詳   分類 :地域

年未詳     分類 :地域                43cm× 41cm  彩色有
102cm× 126cm  彩色有                  表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之内

端裏書 :男鹿一円絵図                   (端 裏吉)男鹿本山図。
7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。

34 船越御役屋平面図
24 出羽国秋田郡小鹿嶋之内本山図  県C-217-2   年未詳   分類 :建物

斧 51221

35 船越御役屋平面図
25 出羽国秋田郡小鹿嶋之内新山図  県C-217-3   年未詳   分類 :建物

年未詳    分類 :地域

44cm× 42clll  彩色有

表題等 :出羽 lT・l秋田郡小鹿嶋之内
7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。

年未詳    分類 :地域
44cm× 42cm  彩色有

表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之内
7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。

年未詳    分類 :地域
44cm× 42cln  彩色有

表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之内

年未詳    分類 :地域
44cm× 42clll  彩色有

表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之内

7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。

28 出羽国秋田郡小鹿嶋之内本山図  県 C-217-6
年未詳    分類 :地域
44cm× 42cm  彩色有

表題等 :出羽国秋田郡小鹿嶋之内

享保 4年   分類 :地域
44cm× 39cm  彩色有

表題等 :な し

30 男鹿一 円図

年未詳    分類 :地域
89clll× 107cm   彩色有・車由装

表題等 :な し

34cIIl× 24cln

表題等 :資料名 と同 じ

1枚を 2分割。斧 5122-2と 1組。

34cln× 24cln

表題等 :資料名 と同 じ

1枚 を 2分割。斧 5122-1と 1組。

斧 5122-2

36 木山絵図 壱 写
26 出羽国秋田郡小鹿嶋之内新山図  県C-217-4   年未詳   分類 :山林

狩 151

28cm× 38cm  彩色有 0簿冊

表題等 :木山絵図 壱

大館・北秋地域にもあり。
7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。      秋田郡比内、秋田郡男鹿真山。

27 出羽国秋田郡小鹿嶋之内寒風山図 県 C-217-5  37 秋田藩官林絵図 比内・小猿部・男鹿  特 -231 1

7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。      表題等 :資料名と同じ

29 出羽国秋田郡小鹿嶋之内新山図  県 C-217-7  39 御直山木山絵図 男鹿全島 ′山本郡  3886006

年未詳    分類 :山林
27cm× 39cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋 田藩官林絵図 北比内 小猿部 0大阿

仁・男鹿

大館・北秋地域にもあり。

38 小猿部南比内御札山絵図 上     388-6001
元文元年～正徳 5年  分類 :山林
24cm× 33cln      彩色有・簿冊

宝暦 6年～明治 9年  分類 :山林
27cm× 40cm      彩色有・簿冊

表題等 :御直山木山絵図 男鹿全島 山本郡

県C-218 1  40 三冊之内 新調之分 南秋田郡 ′山本郡 ′河辺郡
303-6010

年未詳    分類 :山林
27cm× 38cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

7枚 1袋。(袋書)男鹿島一円之図外端絵図共 7枚。      能代 0山本地域にもあり。



50 海岸通御陣虚見分御絵図      県 C-265能代・ 山本地域にもあり。

分類 :そ の他嘉永元年

彩色有41 秋田郡御札山略図 小猿部・大阿仁・ 小阿仁     54cm× HOcm

県 C-451    表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊 51 沼口切割普請絵図 斧 6817

表題等 :秋田郡御札山略図 小猿部 大阿仁 小阿      年末詳    分類 :不明

45 五城目周辺馬場目川山内川堰筋切開略絵図      46cm× 58m
斧 5111    表題等 :船川

仁

明治期の写。

42 秋 田郡御札山略図 小猿部・ 大阿仁・ 小阿仁

県 C-452
年未詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋田郡御札山略図 小猿部 大阿仁 小阿

イニ

明治期の写。県 C-451と 同じものの写。

43 秋 田県南秋 田郡官林図

年未詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

明治期の写。

44 土涯青鉱区分割関係図

年未詳    分類 :そ の他
30clll× 36cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :そ の他

25cm× 67cm  彩色有

表題等 :な し

46 堤築立図

年未詳    分類 :そ の他

33cm× 136cln

表題等 :な し

47 中間口村堰根普請日斗 (付図二枚添 )

年末詳    分類 :そ の他
25cm× 34cIIl

表題等 :な し

簿冊に綴 じ込み。

48 中間口村堰根普請日斗 (付図二枚添 )

年未詳    分類 :そ の他
25cIIl× 67clll

表題等 :な し

簿冊 に綴 じ込み。

49 椿村字田ノ尻御台場絵図

年未詳    分類 :そ の他
28clll× 61cm  彩色有

表題等 :椿村字田ノ尻御台場

47cm× 68cm  彩色有

表題等 :な し

〔明 治 期 以 降〕

1 連沼・谷地絵図

年未詳    分類 :地域

斧 6814

県 C-463       25cln× 33cln

表題等 :な し

2 典農付近図 写

年未詳    分類 :地域

69cm× 125cm  彩色有

岡 376

落 1620    表題等 :な し

閲覧不能。

3 船川地図

明治 20年    分類 :地域

県 C-715-5

5千分の 1地図。

4 五城 目地図

明治 20年    分類 :地域

発≧511 2       46cm× 58cm

表題等 :五城目

5千分の 1地図。

県 C-715-8

5 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

斧67901    橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

斧 6790--2

村、井内村、宇治木村、黒坪村)   狩 133-7 1

明治 16年   分類 :地籍
126cm× 90cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡大久保村絵図

現南秋田郡昭和町。
17枚 1袋。「南秋田部分図写J六に一括。

6 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八 田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)   狩 133-7-2
明治 16年   分類 :地籍

県 C-130       56cm× 67cln   彩(■有

表題等 :羽後国南秋田郡下虻川村絵図

現南秋田郡飯田川町。

17枚 1袋。「南秋田部分図写」六に一括。
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南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、茄田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村 )

明治 16年   分類 :地籍
70cm× 85clll  彩色有

表題等 :羽後l■l南秋田郡 L虻川村絵図

狩 133-7-3

現南秋田郡昭和町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J六に一括。

8 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八 田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村) 狩 1337-4
年未詳 分類 :地籍

38cm× 59cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡山田村絵図

現南秋田郡昭和町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

9 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八 田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村) 狩 133-7-5
明治 1611  分類 :地籍
49cm× 38cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡竜毛村絵図

現南秋田郡昭和町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J六に一括。

10 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7-6
明治 16年   分類 :地籍
67cm× 85cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡槻木村絵図

現南秋田郡昭和町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

11 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7-7
明治 16年   分類 :地籍
38cm× 41cm  彩色有

表題等 :羽後lT・l南秋田郡金山村絵図

現南秋田郡飯円川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

12 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7-8
明治 16年   分類 :地籍
37cm× 49cm  彩色有

表題等 :羽後国1判秋田郡岡井,テ村絵図

現南秋田郡昭和町。

17枚 1袋。「南秋田1市 クトくil ii ll

13 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133 7-9

明治 16年   分類 :地籍

37cⅢ ×43cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡船橋村絵メ|

現南秋田郡昭和町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

14 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7 10

年未詳 分類 :地籍

39cm× 102cm  彩色有

表題等 :南秋田郡赤沢村

現南秋円郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田部分図写」六に一括。

15 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 i33-7 11

年未詳 分類 :地籍

36cm× 48cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡施田村絵図

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

i6 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7 12

明治 1611  分類 :地籍
27clll× 38cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡寺沢村絵図

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

17 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7 13

明治 16イli  分類 :地籍
37cm× 41cm  彩色有

表題等 :羽後l■l南秋田郡八田大倉村絵図

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分ス1写」六に一括。

18 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7 14

明治 16年   分類 :地籍

38cm× 53cm  彩色有
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表題等 :羽後国南秋田郡人麦村絵図

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

19 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7 15

年未詳 分類 :地籍

43cm× 138cm  彩色有

表題等 :南秋田郡井内村

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

20 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 i33-7 16

明治 16年   分類 :地籍
38cm× 53cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡宇治木村絵図

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

21 南秋田郡分図写 六 (大久保村、下虻川村、上虻川

村、山田村、龍毛村、槻木村、金山村、岡井戸村、船

橋村、赤沢村、施 田村、寺沢村、八田大倉村、大麦

村、井内村、宇治木村、黒坪村)  狩 133-7 17

明治 16年   分類 :地籍
38cm× 48cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡黒坪村絵図

現南秋田郡井川町。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」六に一括。

22 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村 )

明治 16イ1:  分類 :地籍
41cm× 72cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡浜井川村絵図

狩 133-8-1

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」七に一括。

23 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村)             狩 133-8-2
明治 16年   分類 :地籍
39cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡今戸村絵図

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」七に一括。

24 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

明治 1641i  分類 :地籍
37cm× 62cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡飯塚村絵図

現南秋田郡飯田川町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」七に一括。

25 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村)             狩 133-8-4
明治 16年   分類 :地籍

52cm× 66clll  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡和田妹川村絵図

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「南秋田部分ⅨI写J七に一括。

26 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村 )

明治 16年   分類 :地籍
37cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後1珂 南秋円郡北川尻村絵図

狩 133-8-5

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J七に一括。

27 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村 )

明治 16年   分類 :地籍
26cm× 37cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡小竹花村絵図

狩 133-8-6

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「el‐秋田郡分ス1写」七に一括。

28 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村) 狩 133-8-7
明治 16年   分類 :地籍
70cm× 38cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡坂本村絵図

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J七に一括。

29 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村 )

明治 16年   分類 :地籍

26cm× 37cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡保野子村絵図

狩 133-8-8

現南秋田郡井川町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J七に一括。

30 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野中村) 狩 133-8-3

―-47-



子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村)             狩 133-8-9
明治 16年   分類 :地籍
39cm× 56cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡大川村絵図

現南秋田郡五城日町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」七に一括。

31 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、
和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野
子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村 )

年未詳

狩 133-8-10
分類 :地籍

27cm× 39cm  彩色有

表題等 :南秋田郡石崎村

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」七に一括。

32 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、
和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野
子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村) 狩 133-8-11
明治 16年   分類 :地籍
37cm× 45cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡西野村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分ⅨI写」七に一括。

33 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、
和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野
子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村) 狩 133-8-12
明治 16年   分類 :地籍
26cm× 38cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡下樋口村絵図
現南秋田郡工i城 目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J七に一括。

34 南秋田郡分図写 七 (浜井川村、今戸村、飯塚村、

和田妹川村、北川尻村、小竹花村、坂本村、保野

子村、大川村、石崎村、西野村、下樋口村、谷地

中村) 狩 1338-13
明治 16年   分類 :地籍
40clll× 46cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡谷地中村絵図

現南秋田郡五城日町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J七に一括。

35 南秋 田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野 田村、川崎

村)            狩 13391
明治 16年  分類 :地籍
40cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡一日市村絵図

現南秋田郡八郎潟町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写J八に一括。

36 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂
村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎
村 ) 狩 133-9-2

明治 16年   分類 :地籍
39cm× 48cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡夜叉袋村絵図

現南秋田郡八郎潟町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写J八に一括。

37 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎

村 ) チ守133-9-3
明治 16年   分類 :地籍
50cm× 28cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡真坂村絵図

現南秋田郡八郎潟町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写J八に一括。

38 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎

村 )

年未詳

村 )

明治 16年

狩 133-9-4
分類 :地籍

54cm× 66cm  彩色有

表題等 :南秋田郡浦大町村

現南秋田郡八郎潟町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写J八に一括。

39 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎

村 ) 狩 133-9-5
明治 16年   分類 :地籍
28cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡浦横町村絵図

現南秋田郡五城目町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写」八に一括。

40 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎

村 ) 狩 133-9-6
明治 16年   分類 :地籍
46cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡小池村絵図

現南秋田郡八郎潟町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写J八に一括。

41 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜又袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎

村 ) 狩 1339-7
明治 16年   分類 :地籍
26cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡野FR村絵図

現南秋田郡五城目町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写」八に一括。

42 南秋田郡分図写 八 (一 日市村、夜叉袋村、真坂

村、浦大町村、浦横町村、小池村、野田村、川崎
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26cIIl× 39cIIl  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡川崎村絵図

現南秋田郡八郎潟町。
8枚 1袋。「南秋田郡分図写J八に一括。

43 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-iO-1

明治 16年   分類 :地籍
70cm× 36cIIl  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡五 |‐ 目村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

44 南秋田郡分図写 九 (五十 日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-10-2
明治 16年   分類 :地籍
47cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡上樋口村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

45 南秋田郡分図写 九 (五十 日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村 )

年未詳

狩 133 10-3
分類 :地籍

37cm× 77cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡高崎村絵図

現南秋田郡五城日町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

46 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-10-4
明治 16年   分類 :地籍
37cm× 56cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋円郡久保村絵図

現南秋田郡五城日町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

47 南秋田郡分図写 九 (五十 日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村)            狩 133-10-5
明治 16年   分類 :地籍
61cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡富田村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

48 南秋田郡分図写 九 (五十 日村、上樋日村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-10-6

明治 16年   分類 :地籍
37cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡館越村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

49 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-10-7

明治 16年   分類 :地籍
46cm× 107cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡馬場目村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

50 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-10-8

明治 16年    分類 :地籍
100cm× 11lcm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡中津又村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J九に一括。

51 南秋田郡分図写 九 (五十 日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村)            狩 133 10-9

明治 16年   分類 :地籍
36cm× 47cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡黒土村絵図

現南秋田郡五城日町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J九に一括。

52 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村) 狩 133-1010
明治 16年   分類 :地籍
77cm× 78cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡浅見内村絵図

現南秋田郡五城目町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。

53 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯 ノ又村、下山

内村)            狩 133 10 11

明治 16年   分類 :地籍
56cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡小倉村絵図

現南秋田郡五城日町。
13枚 1袋。「南秋田郡分図写J九に一括。



54 南秋田郡分図写 九 (五十日村、上樋口村、高崎     村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133 11-5

村、久保村、富田村、館越村、馬場 目村、中津又    年未詳    分類 :地籍

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯ノ又村、下山   75cln× 105cm 彩色有

内村)             狩 133-10-12    表題等 :南秋田郡脇本村

明治 16年   分類 :地籍                 現男鹿市。田谷沢村も記載。

54cm× 56cm  彩色有                   11枚 1袋。「南秋田郡分図写J十に一括。

表題等 :羽後国南秋田郡湯ノ又村絵図

現南秋田郡五城日町。                 61 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払

13枚 1袋。「南秋田部分図写」九に一括。          戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山

村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133 11 6

55 南秋田郡分図写 九 (五十 日村、上樋口村、高崎    明治 16年   分類 :地籍

村、久保村、富田村、館越村、馬場目村、中津又    104cm× 76cm 彩色有

村、黒土村、浅見内村、小倉村、湯ノ又村、下山    表題等 :羽後国南秋田郡富永村絵図

内村)             狩 133-10-13   現男鹿市。

明治 16年   分類 :地籍                 11枚 1袋。「南秋田郡分図写J I^に 一括。

39cⅢ ×49cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡下山内村絵図          62 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払

現南秋田郡五城日町。                  戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山

13枚 1袋。「南秋田郡分図写」九に一括。           村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133-11-7

明治 16年   分類 :地籍

56 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払    67clll× 54cm 彩色有

戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山   表題等 :羽後国南秋田郡比詰村絵図

村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133 11 1   現男鹿市。

年未詳    分類 :地籍                 11枚 1袋。「南秋田郡分図写」十に一括。

55cm× 97cm  彩色有

表題等 :南秋田郡船越村               63 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払

現男鹿市。                       戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山

11枚 1袋。「南秋田郡分図写J十に一括。           村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133-11-8

明治 16年   分類 :地籍

57 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払    70cm× 90cm 彩色有

戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山   表題等 :羽後LT・l南秋田郡仁井山村絵ⅨI

村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133 11-2   現男鹿市。

明治 16年   分類 :地籍                 11枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^に 一括。

89cm× 43cm  彩色有

表題等 :羽後FTNl南秋田郡典農村絵図           64 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払

現南秋田郡天王町。                   戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山

H枚 1袋。「南秋田郡分図写」十に一括。           村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133-11-9

明治 164千:  分類 :地籍

58 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払    77cm× 65cm 彩色有

戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山   表題等 :羽後国南秋田郡浦円村絵図

村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133 11-3   現男鹿市。

年未詳    分類 :地籍                 H枚 1袋。「南秋田郡分図写J十に一括。

38cm× 50cm  彩色有

表題等 :大崎村                   65 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払

現南秋田郡天王町。                   戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山

H枚 1袋。「南秋田郡分図写」十に一括。          村、浦田村、樽沢村、百川村)  狩 133 11 10

明治 16年   分類 :地籍

59 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払    38cm× 46cm 彩色有

戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山   表題等 :羽後国南秋田郡樽沢村絵図

村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133-11-4   現男鹿市。

年未詳    分類 :地籍                 11枚 1袋。「南秋田部分図写 JI‐ に一括。

73cm× 55cm  彩色有

表題等 :南秋田郡払戸村               66 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払

現南秋田郡若美町。                   戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山

11枚 1袋。「南秋田郡分図写JI^に一括。           村、浦田村、樽沢村、百川村)   狩 133-11-11

明治 16年  分類 :地籍

60 南秋田郡分図写 十 (船越村、典農村、大崎村、払    62cm× 56cm 彩色有

戸村、脇本村、富永村、田谷沢村、比詰村、仁井山   表題等 :羽後国南秋田郡百り|1村絵図



現男鹿市。                        52cm× 38cm  彩色有
H枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^に 一括。           表題等 :羽後国南秋田郡福米沢村絵図

現南秋田郡若美町。

67 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎    12枚 1袋。「南秋田郡分図写J十二に一括。

村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村)      73 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎

狩 133 12 1    村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

明治 16年   分類 :地籍                 村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村 )

51 cln× 52cm   彩色有                                                                   狩 i33-12-7

表題等 :羽後国南秋田郡鵜木村絵図             明治 16イ11   分類 :地籍

現南秋田郡若美町。                     H2cm× 39cm  彩色有

12枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |´ 11に 一括。          表題等 :羽後国南秋田郡野石村絵図

現南秋田郡若美町。

68 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎    12枚 1袋。「南秋田部分図写J十 二́に一括。

村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村)      74 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎

狩 133 12-2    村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

明治 16年   分類 :地籍                 村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村 )

61 clll× 46cIIl   彩色准「                                                                     狩 133-12-8

表題等 :羽後国南秋田郡福川村絵図             明治 16イli  分類 :地籍

現南秋田郡若美町。                    61cm× 49cm  彩色有
12枚 1袋。「南秋田郡分図写J I■ 1に 一括。          表題等 :羽後lTNl南秋田郡中石村絵図

現男鹿市。
69 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎    12枚 1袋。「南秋田郡分図写JI・二に一括。

村、松本沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村)      75 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎

狩 133 12-3    村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

年未詳   分類 :地籍                 村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村 )

61 clll× 64cIIl   彩色41‐                                                                     狩 133-12-9

表題等 :羽後FT・l南秋田郡角間崎村絵図            明治 16句i  分類 :地籍

現南秋田郡若美町。                    55cm× 61c皿  彩色有
12枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^二 に一括。          表題等 :羽後国南秋「II郡鮪川村絵図

現男鹿市。
70 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎    12枚 1袋。「南秋円郡分図写」 に 1に 一括。

村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村)      76 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎

狩 133 12-4    村、松本沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

明治 16年   分類 :地籍                 村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村 )

37cln× 48cIIl  彩色ィ等                                           狩 133-12-10

表題等 :羽後国南秋田郡松本沢村絵図            明治 16イ
「   分類 :地籍

現南秋田郡若美町。                    73cm× 52clll  彩色有
12枚 1袋。「南秋田郡分図写」 1^二 に一括。          表題等 :羽後国南秋田郡箱井村絵図

現男鹿市。

71 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎    12枚 1袋。「南秋田部分ⅨI写」 |・二に一括。

村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村)      77 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎

狩 133 12-5    村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

明治 16年   分類 :地籍                 村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村 )

27cm× 38cm  彩色有                                     狩 133-12-11

表題等 :羽後国南秋田郡本内村               りl治 16イ F  分類 :地籍

現南秋田郡若美町。                     62cm× 38cm  彩色有
12枚 1袋。「南秋田郡分図写J I‐二に一括。          表題等 :羽後国南秋田郡琴川村絵図

現ソj鹿市。

72 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎    12枚 1袋。「南秋田部分図写Jl―二に一括。

村、松木沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村)      78 南秋田郡分図写 十二 (鵜木村、福川村、角間崎

狩 133 126    村、松本沢村、本内村、福米沢村、野石村、中石

年未詳   分類 :地籍                 村、鮪川村、箱井村、琴川村、神谷村 )
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狩 133-12-12

明治 16年   分類 :地籍

37cm× 44cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋円郡神谷村絵図

現男鹿市。

12枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^二 に一括。

79 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13 1

明治 16年   分類 :地籍
1 1 2clll× 83clll  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡北浦村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J十^三 に一括。

80 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-2

明治 16年   分類 :地籍
96cIIl× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡滝川村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」十^三 に一括。

81 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-3

明治 16年   分類 :地籍
61cm× 67cm  彩色有

表題等 :相川村

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」十三に一括。

82 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-4

明治 16イ|:  分類 :地籍
67cm× 47cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡西水口村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J十三に一括。

83 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-5

明治 16年   分類 :地籍
97cm× 59cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡真山村絵図

現男鹿市。安全寺村の間違い。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |―三に一括。

84 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-6

明治 16年   分類 :地籍
1 14clll× 62cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡真山村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J寸 三́に一括。

85 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 i33 13-7

明治 16年   分類 :地籍
37cm× 26cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡野村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」十三に一括。

86 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-8

明治 16年   分類 :地籍
54cm× 37cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡湯本村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J十 三́に一括。

87 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村) 狩 133 13-9

明治 16年   分類 :地籍
52cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡西黒沢村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^三 に一括。

88 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133 13 10

明治 16年   分類 :地籍
70cm× 37cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡畠村絵図

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」十一三に一括。

89 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133 13 11

明治 16年   分類 :地籍

67cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡戸賀村絵図

現男鹿市。
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17枚 1袋。「南秋田郡分図写」十三に一括。          表題等 :浜間口村

現男鹿 |lj。

90 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、    17枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |三に一括。

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂   96 福川村境角間崎村字宇津木花潟端絵図  斧 3988

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133 13 12   年未詳   分類 :地籍

明治 16年   分類 :地籍                 38硼 ×20cm  彩色有
37clll× 67cⅢ  彩色有                   表題等 :な し

表題等 :羽後国南秋田郡浜塩谷村絵図            現南秋田郡希美町。

現男鹿市。
17枚 1袋。「南秋田郡分図写J十三に一括。        97 鵜木二番字上潟端之図        斧 3997

年未詳    分類 :地籍
91 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、   19cm× 113cm 彩色有

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒    表題等 :鵜木二番字上潟端

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂    現南秋田郡若美町。

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133-13-13
明治 16年   分類 :地籍              98 払戸村地内道路用潰地調査書・丈量図 斧 5078-1

52cm× 84cm  彩色有                   年未詳    分類 :地籍

表題等 :羽後国南秋田郡塩浜村絵図             43cm× 88cm  彩色有

現男鹿市。                         表題等 :能代船越線南秋田郡払戸村地内道路改良工

17枚 1袋。「南秋田郡分図写」十́三に一括。              事潰地丈量図

現南秋田郡岩美町。潰地調査書添付図面。
92 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒   99 払戸村地内道路用潰地調査書・丈量図 斧 5078-2

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂    年未詳   分類 :地籍

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133-13-14   55cm× 79cm  彩色有

明治 16年   分類 :地籍                表題等 :南秋田郡払戸村地内地引絵図写
103cm× 76cm  彩色有                  現南秋田郡若美町。潰地調査書添付図面。

表題等 :羽後LTj南秋田郡加茂青砂村絵図

現男鹿市。                     100 払戸村字小堤下千間開墾地絵図    斧 6128

17枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |・三に一括。          年未詳    分類 :地籍
28cm× 73cm  彩色有

93 南秋田郡分図写 十二 (北浦村、瀧川村、相川村、    表題等 :羽後国南秋田郡払戸村字小堤下千問壱番開

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒       墾地期明平反別入絵図面

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂    現南秋田郡若美町。

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133-13 15
明治 16年   分類 :地籍              101 天王村石田辰蔵所有田地絵図     斧 6171

64cm× 67cm  彩色有                   年未詳    分類 :地籍

表題等 :羽後lINl南秋円郡山町村絵図             47cm× 54cm  彩色有

現男鹿市c                         表題等 :な し

17枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^三 に一括。         現南秋田郡天 f―

~町
。

94 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、  102 願 (官有地予約払下の件 ′絵図添)  斧 6172

西水 口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒    年未詳    分類 :地籍

沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂    52cm× 11lcm 彩色有

村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133-13-16    表題等 :官有地払下願実測図 秋田県南秋田郡男鹿

明治 16年   分類 :地籍                     中村字ニツ森下台百五 |^九番
73cm× 61cm  彩色有                   現男鹿市。

表題等 :羽後国南秋田郡中間口村絵図

現男鹿市。                     103 月ヽ作田地調査絵図        斧 6226-1
17枚 1袋。「南秋田郡分図写」 |^三 に一括。          年末詳    分類 :地籍

28cm× 38cm

95 南秋田郡分図写 十三 (北浦村、瀧川村、相川村、   表題等 :な し

西水口村、安全寺村、真山村、野村、湯本村、西黒   8枚 綴じ。斧6226-1～ 8ま で同綴。
沢村、畠村、戸賀村、浜塩谷村、塩浜村、加茂青砂
村、山町村、中間口村、浜間口村)狩 133 13 17  104 Jヽ 作田地調査絵図        斧6226-2

年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍

36cm× 6 1 cln   彩色 4簿                                  24cm× 38cm
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表題等 :な し                    114 払戸村大堤下嶋田谷地開墾地略絵図  斧 6793

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。             年末詳    分類 :地籍

32cll× 25cm

105 小作田地調査絵図        斧 6226-3   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡若美町。

25cm× 38cm  彩色有

表題等 :な し                    115 払戸村開拓場略絵図         斧 6794

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。             年未詳    分類 :地籍

27cm× 38cm  彩色有

106 小作田地調査絵図         斧 6226-4   表題等 :略絵図面 第一人区八小区羽後国秋田郡払

年未詳    分類 :地籍                     戸村

25cm× 38cm                        現南秋田郡若美町。

表題等 :な し

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。           116 払戸村字大堤下千間菅生下略絵図  斧 6795 1

年未詳    分類 :地籍

107 小作田地調査絵図        斧 6226-5   24cm× 34cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :羽後lfNl南秋田郡払戸村字大堤下千間

25cm× 40cm  彩色有                   現南秋田郡若美町。

表題等 :な し

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。           117 払戸村字大堤下千間菅生下略絵図  斧 6795-2

年未詳    分類 :地籍

108 小作田地調査絵図        斧 6226-6   25cm× 34cm 彩色有

年末詳    分類 :地籍                 表題等 :羽後FT・l南秋田郡払戸村字大堤下千間

28cm× 38cⅢ                        現南秋田郡若美町。

表題等 :な し

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。           118 福川付近開拓場略絵図        斧 6796

年未詳    分類 :地籍

109 小作田地調査絵図        斧 6226-7   24cm× 33cm

年末詳    分類 :地籍                 表題等 :な し

27cm× 38cm                        現南秋田郡若美町。

表題等 :な し

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。           119 潟西村角間崎山崎字宇津木花潟端開田図

斧 6798-1

110 小作田地調査絵図         斧 6226-8   年未詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 20cm× 27cm

56cm× 80cm                        表題等 :な し

表題等 :な し                       現南秋田郡若美町。

8枚綴じ。斧 6226-1～ 8ま で同綴。             6枚 綴じ。斧 6798-1～ 6ま で同綴。

111 佐治兵衛田地書上井略絵図      斧6384  120 潟西村角間崎山崎字宇津木花潟端開田図

年末詳    分類 :地籍                                     斧 6798-2

25cm× 31cm                        年未詳    分類 :地籍

表題等 :佐治兵衛田                    14cm× 27cm

表題等 :な し

112 南秋田郡天王村江川甲改租図写    斧 6431    現南秋田郡若美町。

年未詳    分類 :地籍                 6枚 綴じ。斧 6798-1～ 6ま で同綴。

56cm× 139cm

表題等 :秋田嫡■l秋 田天王村典農字江川甲改租図写    121 潟西村角間崎山崎字宇津木花潟端開田図

現南秋田郡天王町。                                        斧 6798-3

年未詳    分類 :地籍

113 払戸村字小堤下千間略絵図 (面積地価金表示)   14cm× 27cm

斧 6792    表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡若美町。

25cm× 33cm  彩色有                   6枚 綴じ。斧 6798-1～ 6ま で同綴。

表題等 :羽後国南秋田郡払戸村字小堤下千間

現南秋田郡若美町。                  122 潟西村角間崎山崎字宇津木花潟端開田図

斧 6798--4

年未詳    分類 :地籍
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14cm× 27cm                     1 31 大久保・新関村畑一部略絵図     斧 6813

表題等 :な し                       年末詳    分類 :地籍

現南秋田郡若美町。                    25cm× 34cm  彩色有

6枚綴じ。斧 6798-1～ 6ま で同綴。             表題等 :な し

現南秋田郡昭和町。

123 潟西村角間崎山崎字宇津木花潟端開田図

斧6798-5  132 畠ケ村黒沢村略絵図       斧 6816 1

年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍

20cm〉〈27cll1                                                  24cln× 34cm

表題等 :な し                       表題等 :な し

現南秋田郡若美町。                     現男鹿市。

6枚綴 じ。斧 6798-1～ 6ま で同綴。             5枚 綴 じ。斧 6816-1～ 5ま で同綴。

124 潟西村角間崎山崎字宇津木花潟端開田図      133 畠ケ村黒沢村略絵図       斧 6816-2

斧 6798-6    年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 24cm× 34cm

13cm× 26cm                        表題等 :な し

表題等 :な し                       現男鹿市。

現南秋田郡若美町。                    5枚 綴じ。斧 6816-1～ 5ま で同綴。

6枚綴じ。斧 6798-1～ 6ま で同綴。
134 畠ケ村黒沢村略絵図       斧 6816-3

125 払戸村字小堤下千間荒蕪地図     斧 6800   年末詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 24cm× 34cm

24cm× 33cm  彩色有                   表題等 :な し

表題等 :羽後国南秋田郡払戸村字小堤下千間         現男鹿市。

現南秋田郡若美町。                    5枚 綴じ。斧 6816-1～ 5ま で同綴。

126 払戸村大堤下千間開発場絵図     斧 6801   135 畠ケ村黒沢村略絵図       斧 6816-4

年未詳    分類 :地籍                 年末詳    分類 :地籍

32cm× 25cm                                                  24cm× 34cm

表題等 :な し                       表題等 :な し

現南秋田郡若美町。                    現男鹿 Ilj。

5枚綴 じ。斧 6816-1～ 5ま で同綴。

127 典農村地内開墾地図       斧 6805-1

年未詳   分類 :地籍               136 畠ケ村黒沢村略絵図        斧 6816-5

25cm× 34cm                        年末詳    分類 :地籍

表題等 :な し                       24cm× 34cm

現南秋田郡天王町。                    表題等 :な し

2枚綴じ。斧 6805-1～ 2ま で同綴。             現男鹿「
li。

5枚綴じ。斧 6816-1～ 5ま で同綴。

128 典農村地内開墾地図       斧 6805-2

年未詳   分類 :地籍               137 福川村竿入関係地図         斧 6821

25cm× 34cⅢ                        年未詳    分類 :地籍

表題等 :な し                       24cm× 35cm

現南秋田郡天王町。                    表題等 :な し

2枚綴じ。斧 6805-1～ 2ま で同綴。             現南秋円郡若美町。

129 天王村二田開墾地絵図        斧 6806  138 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-1

年未詳    分類 :地籍                 年末詳    分類 :地籍

76cm× 70cl1                                                25cIIl× 34cm

表題等 :な し                       表題等 :な し

現南秋田郡天王町。                    現男鹿市。

13枚綴 じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。

130 天王村塩口・松渕開発場絵図     斧 6807

年未詳   分類 :地籍               139 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-2

60cm× 24cm                        年末詳    分類 :地籍

表題等 :な し                       18cm× 24cm

現南秋田郡天下町。                    表題等 :な し



現男鹿市。                     148 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図 斧 6824-11

13枚綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。 年未詳 分類 :地籍
25clll× 33cm

140 黒崎村 ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-3   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現男鹿市。

25cm× 34cm                        13枚 綴 じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。

表題等 :な し

現男鹿市。                     149 黒崎村 ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-12

13枚綴 じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。            年末詳 分類 :地籍

25cm× 34cll

141 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図  斧6824-4   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍 現男鹿市。

25cm× 49cm                        13枚 綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。

表題等 :な し

現男鹿市。                     150 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図 斧 6824-13

13枚綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。            年未詳 分類 :地籍

25cln× 35cm

142 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図  斧6824-5   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現男鹿市。

24cm× 33cm                        13枚 綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。

表題等 :な し

現男鹿市。                     151 官有地払下願実測図 (男鹿中村字三ツ森 )

13枚綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。 斧 6826-1

年未詳 分類 :地籍

143 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-6   53cm× 11lcm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :官有地払下願実測図 秋田県南秋田郡男鹿

24cm× 33cm                            中村字三ッ森下台百五十九番

表題等 :な し                       現男鹿市。

現男鹿市。
13枚綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。          152 官有地払下願実測図 (男鹿中村字三ツ森 )

斧 6826--2

144 黒崎村 ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-7   年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 56cm× 150cm 彩色有

25cm× 34cm                        表題等 :実漫1図面 秋田県南秋田郡男鹿中村字三ッ

表題等 :な し                           森 F台百五十九番

現男鹿市。                        現男鹿市。

13枚綴 じ。斧 6824 1～ 13ま で同綴。

153 官有地払下願実測図 (男鹿中村字三 ツ森 )

145 黒崎村 ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-8                      斧 6826-3

年未詳    分類 :地籍                 年末詳 分類 :地籍

25cm× 33cm 56cm× 102cm  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :官有地払下願地実測図 秋田県南秋田郡男

現男鹿市。                            鹿中村字三ッ森 下台百上i卜九番

13枚綴 じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。            現男鹿 |lf。

146 黒崎村 ほか田地地租改正丈量絵図  斧 6824-9  154 鵜 ノ木壱番字下潟端 田地絵図     斧 6839

年末詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍

25cln× 95cll1                                           20cln× 160cm   彩色有

表題等 :な し                       表題等 :鵜木壱番字下潟端

現男鹿市。                        現南秋田郡若美町。

13枚綴 じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。

155 宇津木花潟端州崎田地整理計画図   斧 6841

147 黒崎村ほか田地地租改正丈量絵図 斧 6824-10   年末詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 56cm× 102cm  彩色有

25cm× 33cm                        表題等 :計画図

表題等 :な し                       現南秋田郡若美町。

現男鹿市。
13枚綴じ。斧 6824-1～ 13ま で同綴。
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156 潟西村角間崎字宇津木花潟端開拓地絵図
斧 6842

年未詳 分類 :地籍

28cm× 195cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡若美町。

157 秋田県羽後国南秋田郡典農村二田是雄開拓場絵

図

年未詳
81cm× 215cm  彩色有

端裏書 :秋田県羽後国南秋田郡典農村二田是雄開拓

場絵図面

現南秋田郡天王町。

158秋 田県羽後国南秋 田郡典農村二 田是雄開拓場絵

164 南秋田郡豊川村岡井戸字前田之図
A290-186-6

年未詳 分類 :地籍

56cm× 82cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

165 南秋田郡豊川村槻木字沢田之図  A290 186-7
A290-114-121 年末詳 分類 :地籍

54cm× 21lcm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋円郡昭和町。

166 南秋田郡豊川村槻木字正戸尻之図

図

年末詳

分類 :地籍

分類 :地籍

80cm× 216cm  彩色有

端裏書 :秋田県羽後国南秋田郡典農村二田是雄開拓

場絵図面

現南秋田郡天王町。A290-H4-121の下絵。

159 南秋田郡豊川村上虻川字清水沢之図
A290-186-1

年未詳 分類 :地籍

56cm× 84cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

160 南秋田郡豊川村上虻川字四枚田之図
A290-186-2

年未詳 分類 :地籍

51cm× 85cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

161 南秋田郡豊川村上虻川字新所之図 乙
A290-186-3

年末詳 分類 :地籍

51 cm× 83cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

162 南秋田郡豊川村上虻川字曲沢之図 甲
A290-186-4

年末詳 分類 :地籍

68cm× 11lcm  彩色有

表題等 :南秋田郡豊川村上虻川字曲り沢之図 甲

現南秋田郡昭和町。

163 南秋田郡豊川村岡井戸字平沢之図
A290-186-5

年未詳  分類 :地籍

55cm× 11lcm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

A290-186-8
年末詳 分類 :地籍

51cm× 91cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

167 南秋田郡豊川村槻木字草生土沢之図
A290-186-9

年未詳 分類 :地籍

76cm× 109cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

168 南秋田郡豊川村槻木字寸白沢之図
A290-186-10

年未詳 分類 :地籍

54cm× 199m  彩色有

表題等 :南秋田郡豊川村槻木字寸白沢之図

現南秋田郡昭和町。

169 南秋田郡豊川村槻木字塔田之図 A290 186-11

年未詳 分類 :地籍

80cm× 123cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

170 南秋田郡豊川村槻木字鳥沢之図 A290 186-12

年未詳 分類 :地籍

79cm× 143cm  彩色有

表題等 :南秋田郡豊川村槻木字烏沢之図

現南秋田郡昭和町。

171 南秋田郡豊川村槻木字真形尻之図
A290-186-13

年末詳 分類 :地籍

82cm× 91m  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

172 南秋田郡豊川村槻木字高野之図 A290 186-14

年末詳 分類 :地籍

51 cnl× 180cm  彩色有

表題等 三資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

A290-114-122
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173 南秋田郡豊川村槻木字真形沢之図
A290-186-15

年未詳 分類 :地籍

54cm× 91cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

174 南秋田郡豊川村槻木字苗取沢之図
A290-186-16

年末詳 分類 :地籍

55cm× 109cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

175 南秋田郡豊川村槻木字浅見沢之図
A290-186-17

年未詳 分類 :地籍

83cm× 118cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋円郡昭和町。

176 南秋田郡豊川村槻木字面無之図 A290 186-18

年未詳 分類 :地籍

51cm× 85cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

177 南秋田郡豊川村上虻川字泉 ノ沢之図
A290-186-19

年未詳 分類 :地籍

51cm× 73cm  彩色有

表題等 :南秋田郡豊川村上虻川字泉沢之図

現南秋田郡昭和町。

178 南秋田郡豊川村上虻川字田尻之図
A290-186-20

年未詳 分類 :地籍

51cm× 91cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

179 南秋田郡豊川村上虻川字山王田之図
A290-186-21

年末詳 分類 :地籍

51cm× 105cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

180 南秋田郡豊川村上虻川字浦田之図
A290-186-22

年未詳 分類 :地籍

51m× 112cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

181 南秋田郡豊川村上虻川字山岸之図
A290-186--23

55cm× 117cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

182 南秋田郡豊川村上虻川字小泉之図
A290-186-24

年未詳 分類 :地籍

51cm× 94cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

183 南秋田郡豊川村上虻川字曲 り沢之図 乙
A290-186-25

年末詳 分類 :地籍

55cm× 119cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

184 南秋田郡豊川村槻木字保竜田之図
A290-186-26

年未詳 分類 :地籍

75cm× 107cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

185 南秋田郡豊川村上虻川字越安之図
A290-186-27

年未詳 分類 :地籍

82cm× 120cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

186 南秋田郡豊川村上虻川字大沢之図
A290-186-28

年末詳 分類 :地籍

97cm× 131cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

187 南秋田郡豊川村上虻川字寺沢之図
A290-186-29

年未詳 分類 :地籍

51cm× 82cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

188 南秋田郡豊川村船橋字中沢之図
A290-186-30

年末詳 分類 :地籍

51cm× 104cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。

189 南秋田郡豊川村船橋字深持之図 A290 186-31

年末詳 分類 :地籍

55cm× 83cm  彩色有

表題等 :資料名と同 じ

現南秋田郡昭和町。年未詳 分類 :地籍
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:90 南秋田郡豊川村船橋字鈴木之図 A290-186-32   51cm× 89cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                表題等 :資料名と同じ

51cm× 100cm  彩色有                  現南秋田郡昭和町。

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。                  199 南秋田郡上井河村全図     A290-187-1
年未詳     分類 :地籍

191 南秋田郡豊川村船橋字新屋敷之図         11lcm× 128cm 彩色有
A290-186-33    表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。

51cm× 82cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                200 南秋田郡上井河村黒坪字下国道之図

現南秋田郡昭和町。                                       A290-187-2
年未詳    分類 :地籍

192 南秋田郡豊川村上虻川字桑木沢之図        75cm× 117cm 彩色有
A290-186-34    表題等 :南秋田郡上井河村黒坪之内八番字下国道

年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。
5 1 clll× 90cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                 201 南秋田郡上井河村宇治木字前田之図

現南秋田郡昭和町。                                        A290-187-3
年未詳    分類 :地籍

193 南秋田郡豊川村上虻川字曲 り沢之図        48cm× 104cm 彩色有
A290-186-35    表題等 :南秋円郡上井河村宇治木字前田面

年未詳    分類 :地籍                現南秋田郡井川町。
55cm× 121cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                202 南秋田郡上井河村大麦字諏訪前之図

現南秋田郡昭和町。                                       A290-187-4
年未詳    分類 :地籍

194 南秋田郡豊川村上虻川字新所之図 甲        57cm× 130cm 彩色有
A290-186-36    表題等 :南秋田郡上井河村大麦之内四番字諏訪前

年未詳    分類 :地籍                現南秋田郡井川町。
51cm× 143cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                 203 南秋田郡上井河村大麦字樋 ノロ之図

現南秋田郡昭和町。                                       A290-187-5
年未詳    分類 :地籍

195 南秋田郡豊川村上虻川字島ノ越之図        105cm× 76cm 彩色有
A290-186-37    表題等 :南秋田郡上井河村大麦之内三番字樋之口

年未詳    分類 :地籍                現南秋田郡井川町。
55cm× 113cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                204 南秋田郡上井河村八田大倉字縄手内之図

現南秋田郡昭和町。                                       A290-187-6
年未詳    分類 :地籍

196 南秋田郡豊川村上虻川字大部沢之図        79cm× 77cm 彩色有
A290-186-38    表題等 :南秋田郡上井河村八田大倉ノ内二番字縄手

年未詳    分類 :地籍                    内

83cm× 171cm  彩色有                  現南秋田郡井川町。

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。                  205 南秋田郡上井河村八田大倉字深間之図
A290-187-7

197 南秋田郡豊川村上虻川字羽白目之図        年未詳    分類 :地籍
A290-186-39    79cm× 132cm  彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :南秋田郡上井河村八田大倉之内四番字深間

51cm× 84cm  彩色有                   現南秋田郡井川町。

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡昭和町。                  206 南秋田郡上井河村八田大倉吉堂之図
A290-187-8

198 南秋田郡豊川村上虻川字仁山之図          年未詳    分類 :地籍

A290-186-40    104cIIl× 76cm  彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :南秋田郡 L井河村八田大倉之内六番字古堂



215 南秋田郡上井河村赤沢字槽田之図現南秋田郡井川町。

A290-187-17
分類 :地籍207 南秋田郡上井河村八田大倉字八幡野之図      年未詳

彩色有A290-187-9        54cm× 95cm

表題等 :資料名と同じ年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。39cm× 106cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村八田大倉字八幡野

216 南秋田郡上井河村赤沢字横長根下之図現南秋田郡井川町。
A290-187-18

分類 :地籍A290-187-10    年未詳208 南秋田郡上井河村堰合之図

彩色有54cm× 120cm年未詳    分類 :地籍

表題等 :資料名と同じ80cm× 39cm  彩色有

現南秋田郡井川町。表題等 :な し

現南秋田郡井川町。

217 南秋田郡上井河村赤沢字沼沢之図
A290-187-19209 南秋 田郡上井河村八 田大倉字川原之図

分類 :地籍A290-187-11    年未詳

彩色有77cm× 170cm年未詳    分類 :地籍

表題等 :資料名と同じ106clll× 49cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村八田大倉之内字壱番川原      現南秋田郡井川町。

現南秋田郡井川町。

218 南秋 田郡上井河村大麦字寺沢之図
A290-187-20210 南秋 田郡上井河村大麦字向田之図

分類 :地籍A290-187-12    年未詳

彩色有55cm× 174cm年未詳    分類 :地籍

表題等 :資料名と同じ79cm× 77cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村大麦之内六番字向田        現南秋田郡井川町。

現南秋田郡井川町。

219 南秋 田郡上井河村大麦字井戸尻之図
A290-187-21211 南秋 田郡上井河村赤沢字地獄沢之図

分類 :地籍A290-187-13    年未詳

彩色有115cm× 107cm年未詳    分類 :地籍

表題等 :南秋田郡上井河村大麦之内二番字井戸尻55cm× 178cm  彩色有

現南秋田郡井川町。表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

220 南秋 田郡上井河村八 田大倉字南台之図
A290-187-22212 南秋 田郡上井河村赤沢字赤沢之図

分類 :地籍A290-187-14    年未詳

彩色有80cm X 227cm年未詳    分類 :地籍

表題等 :秋田県南秋田郡上井河村八田大倉之内十番77cm× 1 73clll   彩色有
                                            、

字南台表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。現南秋田郡井川町。

213 南秋 田郡上井河村赤沢字森沢之図         221 南秋 田郡上井河村黒坪字新間之図
A290-187-23A290-187-15

分類 :地籍年未詳年未詳    分類 :地籍

彩色有107cm× 131cm72cm× 151cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字新聞 甲号表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。現南秋田郡井川町。

214 南秋田郡上井河村赤沢字堤下之図        222 南秋田郡上井河村八田大倉字八田縄手之図
A290-187-24A290-187-16

分類 :地籍年未詳年未詳  分類 :地籍

彩色有137c皿 ×75cm55cm× 164cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村八田大倉之内二番字八田表題等 :資料名と同じ

縄手内現南秋田郡井川町。

現南秋田郡井川町。



223 南秋田郡上井河村大麦字向村之図         年未詳    分類 :地籍
A290-187-25    57cⅢ ×109cm  彩色有

年未詳    分類 :地籍                表題等 :羽後国南秋田郡上井河村保野子村之内二番
76cm× 104cm  彩色有                      字高田

表題等 :南秋田郡上井河村大麦之内五番字向村        現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

232 南秋田郡上井河村黒坪字新聞之図 乙
224 南秋田郡上井河村施田字轡田之図                          A290 187-34

A290-187-26    年末詳     分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                112cm× 107cm  彩色有
117cm× 94cIIl  彩色有                  表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字新間 乙号
表題等 :南秋田郡上井河村施田之内字轡田          現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

233 南秋田郡上井河村黒坪字越雄之図
225 南秋田郡上井河村施田字柳町之図                          A290 187-35

A290-187-27    年末詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                132cm× 87cm  彩色有
105cm× 57cm  彩色有                  表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字越雄
表題等 :南秋田郡上井河村施田之内字柳町          現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

234 南秋田郡上井河村黒坪字内国道之図
226 南秋田郡上井河村黒坪字薬師之図                          A290 187-36

A290-187-28    年未詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                54clll× 102cm  彩色有
11lcm× 87cm  彩色有                  表題等 :資料名と同じ

表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字薬師            現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

235 南秋田郡上井河村八田大倉字八幡野之図
227 南秋田郡上井河村黒坪字天神之図                          A290 187-37

A290-187-29    年未詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                 55cm× 102c皿   彩色有
95cm× 59clll  彩色有                   表題等 :資料名と同じ

表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字天神            現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

236 南秋田郡上井河村八田大倉字長表之図
228 南秋田郡上井河村黒坪字白旗之図                          A290 187-38

A290-187-30    年未詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                54cm× 94cIIl  彩色有
106cm× 86cm  彩色有                  表題等 :資料名と同じ

表題等 :資料名と同じ                   現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

237 南秋田郡上井河村大麦字沖田之図
229 南秋田郡上井河村保野子字川原之図                         A290 187-39

A290-187-31    年未詳     分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                169cm× 104clll  彩色有
57cm× 128cm  彩色有                  表題等 :南秋田郡上井河村大麦之内字沖田

表題等 :南秋田郡上井河村保野子之内四番字川原       現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

238 南秋田郡上井河村黒坪字堰合之図
230 南秋田郡上井河村保野子字家之前之図                        A290 187-40

A290-187-32    年未詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                57cm× 79cm  彩色有
48clll× 106cm  彩色有                  表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字堰合
表題等 :南秋田郡上井河村保野子之内二番字家之前      現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

239 南秋田郡上井河村大麦字塚台之図
231 南秋田郡上井河村保野子字高田之図                         A290 187-41

A290-187-33    年未詳    分類 :地籍



85cm× 101 clll  彩色有                  現南秋田郡井川町。

表題等 :資料名と同じ                   A290-188-2と は全く別のもの。

現南秋田郡井川町。
248 南秋田郡下井河村今戸見取図  A290 188-4

240 南秋田郡上井河村黒坪字小泉之図          年未詳   分類 :地籍

A290-187-42     56cm× 99clll  彩色有

年未詳    分類 :地籍                表題等 :下井河村今戸見取図

103cm× 66cm  彩色有                  現南秋田郡井川町。

表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字小泉

現南秋田郡井川町。                  249 南秋田郡下井河村坂本字横岡山崎之図
A290-188-5

241 南秋田郡上井河村黒坪字川端之図          年末詳   分類 :地籍

A290-187-43     54clll× 91cm  彩色有

年末詳    分類 三地籍                表題等 :下井河村坂本字横岡山崎

38cm× 106cm  彩色有                  現南秋田郡井川町。

表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字川端

現南秋田郡井川町。                  250 南秋田郡下井河村小竹花見取図  A290■ 188-6

年末詳    分類 :地籍

242 南秋田郡上井河村黒坪字横堰下之図        26cm× 54cm 彩色有

A290 187-44    表題等 :下井河村小竹花見取図

年未詳    分類 :地籍                現l■」秋田郡井川町。

86cm× 106clll  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字横堰下         251 南秋田郡下井河村浜井川見取図  A290-188-7
現南秋田郡井川町。                    年未詳    分類 :地籍

53cm× 88cm  彩色有

243 南秋田郡上井河村大麦字柳台之図          表題等 :下井河村浜井川見取図

A290-187-45    現南秋田郡井川町。

年未詳    分類 :地籍

54cm× 142cm 彩色有               252 南秋 田郡下井河村坂本字大野地三嶽下見取図

表題等 :南秋田郡上井河村大麦字柳台                               A290-188-8
現南秋田郡井川町。                    年未詳    分類 :地籍

54cm× 91cm  彩色有

244 南秋田郡上井河村寺沢字綱木沢之図         表題等 :下井河村坂本字大野地三嶽下見取図

A290-187-46    現南秋田郡井川町。

年未詳    分類 :地籍
253 南秋田郡下井河村字四百刈・樋之口0飛塚・下谷188cm× 79cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村寺沢之内四番字綱木沢

現南秋田郡井川町。

年未詳     分類 :地籍

167cm× 113cm  彩色有

表題等 :な し

現南秋田郡井川町。

年未詳    分類 :地籍

118cm× 51cm  彩色有

表題等 :な し

地之図

年未詳    分類 :地籍

A290-188-9

54cm× 80cm  彩色有

245 南秋田郡下井河村全図     A290-188-1    表題等 :下井河村字四百刈・樋之口・飛塚・下谷地

54cm× 76cm  彩色有

246 南秋田郡上井河村赤沢字森沢槽田山林原野図    表題等 :下井河村JUII尻見取図

A290-188-2    現南秋田郡井川町。

年未詳    分類 :地籍

51cm× 63cIIl  彩色有

表題等 :南秋田郡上井河村赤沢字森沢字槽田山林原

野図

現南秋田郡井川町。

表題等 :資料名と同じ

247 南秋田郡上井河村赤沢字森沢槽田山林原野之図    現南秋田郡井川町。

A290-188-3

現南秋田郡井川町。

254 南秋田郡下井河村北川尻見取図 A290 188-10

年未詳    分類 :地籍

255 南秋田郡下井河村坂本字佐渡端之図
A290-188-11

年未詳    分類 :地籍

54clll× 84cm  彩色有

256 南秋田郡下井河村小竹花字道端之図
A290-188-12

年未詳    分類 :地籍

-62-



54cm× 69cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

257 南秋田郡下井河村小竹花字川端之図
A290-188-13

年未詳 分類 :地籍
54cIIl× 75cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

258 南秋田郡下井河村小竹花字堰合之図
A290-188-14

年末詳 分類 :地籍
55cm× 134clll  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

259 南秋田郡下井河村今戸字十里塚之図
A290-188-15

年未詳 分類 :地籍
54cm× 138cIIl  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

260 南秋田郡下井河村今戸字碇之図 A290 188-16
年未詳 分類 :地籍
36cm× 127cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

261 南秋田郡下井河村今戸字小谷地之図
A290-188-17

年未詳 分類 :地籍
54cm× 133cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

262 南秋田郡下井河村今戸字稲荷田之図
A290-188-18

年未詳 分類 :地籍
55cm× 138cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

263 南秋田郡下井河村今戸字縄手添之図
A290-188-19

年未詳 分類 :地籍
54cm× 121cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

264 南秋田郡下井河村今戸字沢見之図
A290-188-20

年未詳  分類 :地籍
54cm× 160cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

265 南秋田郡下井河村今戸字カチ田之図
A290-188-21

年末詳 分類 :地籍
73cm× 134cIIl  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

266 南秋田郡下井河村浜井川字土樋之図
A290-188-22

年未詳 分類 :地籍
29cm× 274cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

267 南秋田郡下井河村浜井川字苗代堰之図
A290-188-23

年未詳 分類 :地籍
51cm× 167cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

268 南秋田郡下井河村浜井川字追廻之図
A290-188-24

年未詳 分類 :地籍
51 clll× 258cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

269 南秋田郡下井河村浜井川字杉 ノ実之図
A290-188-25

年未詳 分類 :地籍
51 cIIl× 284cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

270 南秋田郡下井河村浜井川字嘉兵衛堰之図
A290-188-26

年未詳 分類 :地籍
51cm× 282cm  彩色有
表題等 :南秋田郡下井河村浜井川字嘉兵工堰之図
現南秋田郡井川町。

271 南秋田郡下井河村坂本字三獄下之図
A290-188-27

年未詳 分類 :地籍
94cm× 164cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

272 南秋田郡下井河村浜井川字荒田堰之図
A290-188-28

年未詳 分類 :地籍
51cm× 287cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

273 南秋 田郡下井河村北川尻字下田面八十苅之図
A290-188-29



年未詳 分類 :地籍

59cm× 186clll  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

274 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢西之図
A290-188-30

年未詳 分類 :地籍

153cm× 88cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

275 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢後之図
A290-188-31

年未詳 分類 :地籍

163cm× 82cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

276 南秋田郡下井河村坂本字山崎之図
A290-188-32

年未詳 分類 :地籍

55cm× 93cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

277 秋田郡下井河村坂本字妹谷地之図
A290-188-33

年未詳 分類 :地籍

54cm× 1 1 l clll  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

278 南秋田郡下井河村北川尻上田面六々之図
A290-188-34

年未詳 分類 :地籍

78cm× 127cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

279 南秋田郡下井河村北川尻字下田面替場之図
A290-188-35

年未詳 分類 :地籍

59cm× 168cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

280 南秋田郡下井河村北川尻字泉田之図
A290-188-36

年未詳 分類 :地籍

59cm× 158cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

281 南秋田郡下井河村北川尻字新坂之図
A290-188-37

年未詳 分類 :地籍

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

282 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢土社之図
A290-188-38

年未詳 分類 :地籍

78cm× 122cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

283 南秋田郡下井河村浜井川字新堰之図
A290-188-39

年末詳 分類 :地籍

59cm× 277cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

284 南秋田郡下井河村坂本字飛塚之図
A290-188-40

年未詳 分類 :地籍

73clll× 120cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

285 南秋田郡下井河村坂本字横岡之図
A290-188-41

年末詳 分類 :地籍

54cm× 88cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

286 南秋田郡下井河村坂本字樋 ノロ之図
A290-188-42

年未詳 分類 :地籍

54cm× 94cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

287 南秋田郡下井河村坂本字下谷地之図
A290-188-43

年未詳 分類 :地籍

54cm× 83cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

288 南秋田郡下井河村坂本字糸尻之図
A290-188-44

年未詳 分類 :地籍

54cm× 99cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。

289 南秋田郡下井河村坂本字大野地之図 甲
A290-188-45

年未詳 分類 :地籍

122cm× 184cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。59cm× 157cm  彩色有



290 南秋田郡下井河村坂本字大野地之図 乙      298 大久保村図          A290 189-1
A290-188-46    年未詳     分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                159cm× 291cm  彩色有
88cm× 177cIIl  彩色有                  表題等 :な し

表題等 :資料名と同じ                   現南秋田郡井川町。
現南秋田郡井川町。

299 南秋田郡旭川村添川字戸平川地引絵図
291 南秋田郡下井河村坂本字四百刈之図                          A291.5 121

A290-188-47    年未詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                 77cm× 106cIIl  彩色有
55cm× 77clll  彩色有                   表題等 :第一大区六小区羽後国秋田郡添川村
表題等 :資料名と同じ                   現秋田市。
現南秋田郡井川町。

300 反別帳野取絵図帳       B― ア 1-18
292 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢上谷地之図    年未詳   分類 :地籍

A290-188-48    25cm× 17cm  簿冊
年未詳    分類 :地籍                表題等 :反別帳野取絵図帳 南秋田郡大麦分
78cm× 168cm  彩色有                  現南秋田郡井川町。
表題等 :資料名と同じ

現南秋田郡井川町。                   301 地引絵図            B― アー1-19
年未詳    分類 :地籍

293 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢村之図      25cm× 17cm 彩色有・簿冊
A290-188-49    表題等 :地引図面 上井河村大麦

年未詳    分類 :地籍                現南秋田郡井川町。
78clll× 126cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                  302 地引絵図            B― アー1-21
現南秋田郡井川町。                     年未詳    分類 :地籍

40cIIl× 66cm  彩色有
294 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢中谷地之図    表題等 :式番井戸尻地引絵図

A290-188-50    現南秋田郡井川町。
年未詳    分類 :地籍
79cm× 99cm  彩色有                 303 地引絵図            B一 アー2-7
表題等 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地籍
現南秋田郡井川町。                     28cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し
295 南秋田郡下井河村北川尻字海老沢南之図

A290-188-51      304   劇自弓|七刀糸会Eコ                      B― アー4-4
年未詳    分類 :地籍                年未詳    分類 :地籍
78cm× 136cm  彩色有                  25cm× 34cm  彩色有
表題等 :資料名と同じ                   表題等 :南秋田郡大麦村五番字向村地引切絵図
現南秋田郡井川町。                     現南秋田郡井川町。

296南秋田郡北川尻村五番字下田面八十刈地引絵図   305 壱筆切地引帳井地引絵図     B― アー6-5
A290-188-52    年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                28clll× 38cIIl  彩色有
56clll× 194cm  彩色有                  表題等 :南秋田郡川尻村七番字カイハ之内壱筆書地

表題等 :羽後国南秋田郡北川尻村五番字下田面八十          引帳

刈地引絵図                    現秋田市。
現南秋田郡井川町。

306   劇ヒワ1糸会屋コ                       B― アー7-12
297 南秋田郡北川尻村五番字下田面八十刈地引絵図    年未詳   分類 :地籍

A290-188-53     29cm× 40cm  彩〔り訂
年未詳    分類 :地籍                表題等 :南秋田郡坂本村五番字四百刈地引絵図
55cm× 170cm  彩色有                  現南秋田郡井川町。7枚綴じ。
表題等 :羽後国南秋田郡北川尻村五番字下田面八十

刈地引絵図                  307 地引絵図           B― アー7-12
現南秋田郡井川町。                     年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有



表題等 :南秋田郡坂本村六番字樋ノロ地引絵図      317 大麦村切絵図         B― ア 13-5
現南秋田郡井川町。7枚綴 じ。               年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有
308 地引絵図            B― アー7-12    表題等 :羽後国南秋田郡大麦村字樋ノロ切絵図
年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。5枚綴じ。
25cm× 67cm  彩色有

表題等 :南秋田郡坂本村二番字三嶽下地引絵図      318 大麦村切絵図          B― アー13-5
現南秋田郡井川町。7枚綴じ。               年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有
309 地引絵図            B― アー7-12    表題等 :羽後国南秋田郡大麦村二番字樋口切絵図
年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。5枚綴じ。
28cm× 40cⅢ  彩色有

表題等 :南秋田郡坂本村拾弐番字下谷地地引絵図     319 大麦村切絵図          B― ア 13-5
現南秋田郡井川町。7枚綴じ。               年末詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有
310 地引絵図            B― アー7-12    表題等 :羽後国南秋田郡大麦村五番字向村切絵図
年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。5枚綴じ。
25cm× 35cm  彩色有

表題等 :南秋田郡坂本村四番字山崎地引絵図       320 大麦村切絵図          B― アー13-5
現南秋田郡井川町。7枚綴じ。               年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有
311 地引絵図            B― アー7-12    表題等 :羽後国南秋田郡大麦村六番字向円切絵図
年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。5枚綴じ。
25cm× 35cm  彩色有

表題等 :南秋田郡坂本村七番字佐渡端地引絵図       321 地引絵図            B― アー14-4
現南秋田郡井川町。7枚綴じ。                明治 19年   分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有
312 地引絵図            B― アー7-12    表題等 :字轡ハタ

年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。
28clll× 41cm  彩色有

表題等 :南秋田郡坂本村拾参番字妹谷地地引絵図      322 地引絵図            B― アー14-4
現南秋田郡井川町。7枚綴じ。               明治 19年   分類 :地籍

29cm× 40cⅢ  彩色有
313 地引絵図            B一 アー7-14    表題等 :字綱木沢
年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :南秋田郡保野子村内一番字高田地引絵図      323 地引絵図            B― アー14-4
現南秋田郡井川町。                    明治 19年   分類 :地籍

29clll× 25cm  彩色有
314 地引絵図            B― アー8-4    表題等 :字柳町五番地
年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。
28cm× 40m  彩色有

表題等 :南秋田郡大崎村字開               324 地引絵図            B一 アー15-8
現南秋田郡天王町。                    年未詳    分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有
315 地引絵図             B― アー8-4    表題等 :南秋田郡上井河村黒坪字川端

年未詳    分類 :地籍                 現南秋田郡井川町。
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :南秋田郡大崎村字上谷地            325 地引切絵図          B― アー15-10
現南秋田郡天王町。                    年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有
316 大麦村切絵図          B― ア 13-5    表題等 :羽後国南秋田郡八田大倉村四番字深間地引
年未詳    分類 :地籍                     切絵図
29cm× 40cm  彩色有                   現南秋田郡井川町。2枚綴じ。
表題等 :羽後国南秋田郡大麦村四番字諏訪前切絵図
現南秋田郡井川町。5枚綴じ。              326 地引切絵図          B― アー15-10

年未詳    分類 :地籍
29cm× 40cm  彩色有
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表題等 :羽後国南秋田郡保野子村之内四番字川原地     336 地引絵図            B― アー28-8

引切絵図                     年末詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。2枚綴じ。                35cm× 25clll  彩色有

表題等 :字沖中谷

327 地引切絵図           B― アー16-8    現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有                 337 地引絵図            B一 アー28-8

表題等 :羽後lF4南秋田郡八田大倉村五番字縄手内       年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。4枚綴じ。                35cm× 25cm  彩色有

表題等 :字沖中谷

328 地引切絵図           B― アー16-8    現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有                 338 地引絵図            B― アー28-8

表題等 :羽後国南秋田郡保野子村三番字高田         年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。4枚綴じ。                35cm× 25cm  彩色有

表題等 :字碇

329 地引切絵図           B― アー16-8   現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28cIIl× 40cIIl   彩色有                                 339   地引糸会歴コ                       B― アー28-8

表題等 :保野子字川原                   年末詳    分類 :地籍

現lll秋田郡井川町。4枚綴じ。                35cm× 25cm  彩色有

表題等 :字碇

330 地引切絵図           B― アー16-8    現南秋田郡天工町。9枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有                 340 地引絵図           B― アー28-8

表題等 :保野子字高円                   年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。4枚綴じ。                35cm× 25cm  彩色有

表題等 :字開

331 -筆 切地引帳並二地引絵図   B― アー19-2   現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年末詳    分類 :地籍
28cm× 1lcm  彩色有                 341 地引絵図            B― アー28-8

表題等 :字大部沢                     年末詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。               35cm× 25cm  彩色有

表題等 :字上沖中谷地

332 -筆 切地引帳並二地引絵図   B― アー19-2   現南秋円郡天王町。9枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28clll× 39clll  彩色有                    342  地引絵 Eコ               B― アー28-8

表題等 :字大工沢                     年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。                35cm× 25cm  彩色有

表題等 :字 11沖中谷地

333 -筆切地引帳並二地引絵図   B― アー19-2   現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年末詳    分類 :地籍
28cm× 39cm   彩色有                                343   地引お会Eコ                      B― アー28-8

表題等 :字新所甲                     年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。               35cm× 25cln  彩色有

表題等 :字上谷地

334 地引絵図           B― アー25-13    現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年末詳    分類 :地籍
28cIIl× 40cm  彩色有                 344 地引絵図            B― アー28-8

表題等 :字深間                      年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。2枚綴じ。                35cln× 25cm  彩色有

表題等 :字二田

335 地引絵図           B一 アー25-13    現南秋田郡天王町。9枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有                 345 地引絵図            B一 アー29-7

表題等 :字縄手内                     年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡井川町。2枚綴じ。                33cm× 24cm  彩色有

表題等 :字高田



28cm× 40cm  彩色有現南秋田郡天王町。3枚綴じ。
表題等 :字浦田

346 地引絵図            B― アー29-7    現南秋田郡昭和町。

年未詳    分類 :地籍

33cm× 24cm 彩色有                 356 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー34-6

年未詳    分類 :地籍表題等 :字開
28cm× 40cm  彩色有現南秋田郡天王町。3枚綴じ。
表題等 :上虻川村字新所

347 地引絵図            B― アー29-7    現南秋田郡昭和町。

年未詳    分類 :地籍

33cm× 24cm  彩色有                 357 壱筆切地引帳井地引絵図    B一 アー35-6

年未詳    分類 :地籍表題等 :字碇
28cm× 29cm  彩色有現南秋田郡天王町。3枚綴じ。
表題等 :字大部沢

348 地引絵図            B― アー30-7    現南秋田郡昭和町。2枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍

28cm× 41cm  彩色有                 358 地引絵図            B― アー35-6

表題等 :字上谷地                     年未詳    分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有現南秋田郡天王町。2枚綴じ。
表題等 :字岸川

349 地引絵図            B― アー30-7    現南秋田郡昭和町。2枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍

28cm× 41cm  彩色有                 359 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー36-5

表題等 :な し                       年未詳    分類 :地籍

25cm× 17cm  彩色有地域不明。2枚綴じ。
表題等 :南秋田郡上虻川村字山岸

350 -筆 切地引帳並二地引絵図   B一 アー32-6   現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍

25cm× 18clll 彩色有                 360 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー36-5

表題等 :南秋田郡上虻川村字山岸              年未詳    分類 :地籍

25cIIl× 17cm  彩色有現南秋田郡昭和町。
表題等 :南秋田郡上虻川村字桑木沢

351 -筆 切地引帳 (並地引絵図)  B― アー33-4   現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍

28cIIl× 40cm  彩色有                 361 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー36-5

表題等 :字大部沢、字山岸                 年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。2枚綴じ。               25clll× 17cm  彩色有

表題等 :南秋田郡上虻川村字大部沢

352 -筆 切地引帳 (並地引絵図)  B― アー33-4   現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cIIl  彩色有                 362 -筆 切地引帳 (並地引絵図)  B― アー37-8

表題等 :字大部沢、字山岸                 年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。2枚綴じ。               34clll× 77cm  彩色有

表題等 :字田尻

353 -筆 切地引帳 (並地引絵図)  B一 アー33-5   現南秋田郡昭和町。

年未詳    分類 :地籍
28clll× 40cm 彩色有                 363 -筆 切地引帳 (井地引絵図)  B― アー37-9

表題等 :字桑ノ木沢                    年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。                    25cm× 17cm  彩色有

表題等 :大部沢

354 -筆切地引帳 (並地引絵図)  B一 アー33-6   現南秋田郡昭和町。

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cIIl 彩色有                364 壱筆切地引帳並二地引絵図   B― アー38-10

表題等 :上虻川村字曲り沢地引絵図面之内          年未詳    分類 :地籍

現南秋田郡昭和町。                    25clll× 17cm  彩色有

表題等 :字羽白目

355 -筆 切地引帳 (並地引絵図)  B― アー33-7   現南秋田郡昭和町。

年未詳    分類 :地籍
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365 地引絵図           B― ァー38-11    現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。
年末詳    分類 :地籍
25cm× 17cm 彩色有                 375 壱筆切地引帳井地引絵図    B― アー42-5
表題等 :字嶋ノ越                     年未詳    分類 :地籍
現南秋田郡昭和町。                    28cm× 40cm  彩色有

表題等 :字泉沢
366 地引絵図           B― アー38-12    現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。
年未詳    分類 :地籍
28cIIl× 20cm  彩色有                 376 壱筆切地引帳井地引絵図    B― アー42-5
表題等 :上虻川村字羽白目四拾六番             年未詳    分類 :地籍
現南秋田郡昭和町。                    28cm× 40cm  彩色有

表題等 :字清水沢
367 地引絵図           B― アー38-13   現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。
年未詳    分類 :地籍
28cIIl× 40cm  彩色有                 377 壱筆切地引帳井地引絵図    B― アー42-5
表題等 :上虻川村字清水沢                 年末詳    分類 :地籍
現南秋田郡昭和町。                     28cm× 40cm  彩色有

表題等 :字曲り沢丙
368 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー39-5   現南秋田郡昭和町。3枚綴 じ。
年未詳    分類 :地籍
28cIIl× 40cm  彩色有                 378 -筆 切地引帳井地引絵図    B― アー42-6
表題等 :字四枚田                     年未詳    分類 :地籍
現南秋田郡昭和町。4枚綴じ。               40cm× 83cm  彩色有

表題等 :字小泉
369 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー39-5   現南秋田郡昭和町。
年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm 彩色有                 379 地引帳並二地引絵図      B― アー52-4
表題等 :字新所乙                     年未詳    分類 :地籍
現南秋田郡昭和町。4枚綴じ。                25clll× 35cm  彩色有

表題等 :な し
370 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B― アー39-5
年未詳    分類 :地籍               380 地引絵図            B― アー53-6
28cm× 40clll  彩色有                   年未詳    分類 :地籍
表題等 :字大沢                      25cm× 33cm  彩色有
現南秋田郡昭和町。4枚綴じ。               表題等 :字寺沢 字大部沢 字山岸

現南秋田郡昭和町。
371 壱筆切地引帳 (並地引絵図)  B一 アー39-5
年未詳    分類 :地籍                381 地引絵図            B― アー58-4
28cm× 40cm  彩色有                   年未詳    分類 :地籍
表題等 :字大沢                      29cm× 41cm  彩色有
現南秋田郡昭和町。4枚綴じ。                表題等 :南秋田郡上井河村八田大倉字深間

現南秋田郡井川町。
372 壱筆切地引帳井地引絵図    B― アー41-6
年未詳   分類 :地籍               382 地引帳並二地引絵図      B― アー66-4
28clll× 41cm  彩色有                   年未詳    分類 :地籍
表題等 :字面無                      25cIIl× 17cm

現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。                表題等 :な し

373 壱筆切地引帳井地引絵図    B― アー41-6  383 地引絵図           B― アー67-5
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
28clll× 41 clll  彩色有                   25cm× 33cm  彩色有
表題等 :正戸尻                      表題等 :な し

現南秋田郡昭和町。3枚綴じ。

384 -筆切地引帳井地引絵図    B― アー68-4
374 壱筆切地引帳井地引絵図    B― アー41-6   年未詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 25cm× 33cIIl  彩色有
28cm× 41 cIIl  彩色有                   表題等 :字曲り沢四十九番

表題等 :字高野                      現南秋田郡昭和町。
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B一 アー79-5  393 羽後国秋 田郡福川村払戸村界之図  県 C-620385 略図面証明願

明治 11年   分類 :境界明治 28年   分類 :地籍
69cm× 73cm  彩色有25cm× 35cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ表題等 :略図面証明願

現南秋田郡若美町。閲覧不能。

B― イー9386 地引帳井地引絵図
394 秋 田県管内 9郡全図 (南秋 田郡)県 C-629-9年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :境界28cm× 20cm  彩色有
50cm× 56cm  彩色有表題等 :字海老沢通下

表題等 :南秋田郡全図現南秋円郡井川町。

秋田県全域にもあり。

387秋 田県管轄第 1大区 9小区羽後国秋 田郡北浦村
157-46  395 真山と真山村 との境界絵図     県 C-700県 C貫属屋敷図

                    明治 6年   分類 :境界年末詳    分類 :地籍
80clll× 54cm  彩色有28cm× 39cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄第一大区九小区羽後国秋田郡北      表題等 :な し

現男鹿市。浦村貫属屋敷拾九軒

現男鹿市。

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。    396 秋田県羽後南秋田郡山谷村山林絵図
A290-114-119

388秋田県管轄第 1大区 9小区羽後国秋田郡北浦町   年未詳   分類 :山林

袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。      27cm× 17cm

浩券地縮図

年未詳    分類 :地籍

28cm× 40clll  彩色有

表題等 :秋田県管轄第一大区九小区羽後国秋田郡北

ノ浦町浩券地縮図

現男鹿市。

389 屋敷割図

年未詳    分類 :地籍

27cm× 39cm  彩色有

表題等 :な し

現男鹿市。「是 ヨリ北浦村道」の記載あり。

8年実地検査大絵図

明治 8年   分類 :地籍

39cm× 87clll  彩色有

県 C-157-54       68cm× 91 clll   彩色有

端裏書 :秋田県羽後南秋田郡山谷村山林絵図面

現男鹿市。

397 渡部村田地割部分図

年未詳    分類 :そ の他

表題等 :な し

県 C-157-55    現南秋田郡若美町。

398 渡部村部分図

年未詳    分類 :そ の他

41 clll× 62cIIl  彩色有

県 C 157-61  399 南秋田郡船川測量図

明治 11年    分類 :そ の他

101cm× 116cm  彩色有・軸装

斧 6819

チ争6820

県 C-609

袋入り。(袋書)秋田県管轄満券地再調之下夕絵図。      表題等 :な し

現南秋田郡若美町。

390羽後国秋田郡之内第 1大区 9小区北浦表町明治

表題等 :羽後国秋田郡之内第一大区九小区北浦表町      表題等 :な し

明治八年実地検査大絵図面

現男鹿市。

袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。

現男鹿市。

391 建物図               斧 5147

年未詳    分類 :建物

24cm× 33cm  彩色有

表題等 :建物図面 南秋田郡払戸村福川字福川六拾

弐番二現在建物

現南秋田郡若美町。

392 南秋 田郡本山門前村赤神社絵図   県 C-215

年未詳     分類 :社地

146cm× 224cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

現男鹿市。



6秋 田・ 河 辺 地 域

〔藩 政 期〕               11 河辺郡大杉沢村打直郷絵図   A290 114-120
文久元年 5月 日  分類 :地域

1 川崎村附近図等         A丁 611-24-2   133cm× 168c皿   彩色有

年未詳    分類 :地域                 裏書 :資料名と同じ

25clll× 34cm

表題等 :秋田郡小友村縁絵図              12 女米木村御境御安地絵図    A290-114-123
3枚 1袋 (AT611-24-1～ 3)。               文化 10年 10月  分類 :地域

53cm× 195cm   彩色有

2 黒川村絵図               湊 74   表題等 :な し

年末詳    分類 :地域
25cm× 68cm                     13 女米木村御安地絵図      A290 114-124
表題等 :な し                       文化 10年 10月  分類 :地域

53cm× 163clll   彩色有

3 金足村小泉潟周辺略絵図        斧3983   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域
34clll× 25cm 彩色有                 14 土崎湊絵図          A290-114-125
表題等 :な し                       年未詳     分類 :地域

130cm× 240cⅢ  彩色有・軸装

4 金足村絵図              斧 3986   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域
25cm× 34cm 彩色有                15 女米木村絵図         A290-114-127
表題等 !な し                       年未詳    分類 :地域

77cm× 155cm  彩色有

5 新城川部分略絵図           斧 3990   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域
24clll× 34cm 彩色有                16 百三段二至ルノ津頭 ∃り勝平山ノ傍 ヲ経テ海浜

表題等 :な し                       二至ルノ路程           A291.5-34
年未詳    分類 :地域

6 下新城村井周辺略絵図         斧 3998   49cm× 51 clll

年未詳    分類 :地域                 表題等 :な し

25cm× 34cm  彩色有

表題等 :な し                    17 久保田御城下外町絵図 甲     A291.5-36
年未詳    分類 :地域

7 和田 .石川 .赤平略絵図        斧 3999   43cm× 31cm 彩色有

年未詳    分類 :地域                 表題等 :秋田御城下町屋之図

25cm× 34cm

表題等 :な し                    18 久保田御城下外町絵図 乙    A291.5-36-1
年未詳    分類 :地域

8 岩見川水域略絵図           斧 4000   31 cIIl× 79clll 彩色有

年未詳    分類 :地域                 表題等 :な し

99clll× 79cm  彩色有

表題等 :な し                    19 出羽国秋田領久保田城下朱引絵図  A291.5-37
年未詳    分類 :地域

9 新屋山屋敷新家配置絵図        斧 5008   43cm× 45cm 彩色有

年未詳    分類 :地域                 表題等 :な し

25clll× 33clll

表題等 :な し                    20 秋田久保田外町道路絵図      A291.5-39
年未詳    分類 :地域

10 秋田久保田御城下外町絵図     A290-82   54cm× 1 17cIIl 彩色有

年未詳    分類 :地域                表題等 :な し

194cm× 84cIIl  彩色有・軸装

表題等 :な し                    21 楢山絵図               29-192
年未詳    分類 :地域

94cm× 98cm  彩色有



表題等 :楢山ノ図                     4.10。 秋田城下外町の屋敷割 0人名を記載。

22 羽州秋田寺内旧路名所之図       地 6  33 御城下絵図            県 C 165
年未詳    分類 :地域                寛保 2年    分類 :地域
79cm× 112cm  彩色有 0軸装               299cm× 326cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                   端裏書 :資料名と同じ

県指定有形文化財 (歴史資料第六号)平成元 .3.17。

23 羽州河辺郡岩見村之内鵜養村釜之淵飛泉之図     秋田城下絵図。

地 8

年未詳    分類 :地域              34 久保田城御城下絵図        県 C-168
36cm× 102cm  彩色有・軸装               文政 5年    分類 :地域

表題等 :羽州河辺郡岩見村之内鵜養村釜之渕飛泉写      158cm× 203cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

24 文化六年新屋附近絵図      AH291.5-25
文化 6年   分類 :地域              35 御城下之図            県 C-176
65cm× 106cm  彩色有                  年未詳    分類 :地域

付札 :資料名と同じ                    126cm× 119cm

端裏書 :資料名と同じ

25 土崎湊諸番所之略図       AH312-272   国替当座のもの。秋田城下絵図。

年未詳    分類 :地域
25cm× 60cII1                     36 御国替当座御城下絵図       県 C 178
表題等 :資料名と同じ                   年未詳     分類 :地域

150cm× 129cm  彩色有・軸装
26 椿川図                県 C-11    表題等 :な し

年未詳     分類 :地域                秋田城下絵図。
376cm× 176cm  彩色有・軸装

表題等 :な し                    37 御国日付下向之節指出候御城下絵図  県 C 179
文政 4年    分類 :地域

27 河辺郡女米木村絵図        県 C 108   185cIIl× 231cm 彩色有・複製有

年未詳    分類 :地域                端裏書 :御国目附下向之節指出候御城下絵図
67cm× 135cm  彩色有・複製有              秋田城下絵図。国日付に提出 (控 )。

端裏書 :川辺郡女米木村

38 土崎湊切開新町分間下絵図     県 C 180
28 戸嶋和田村近辺村絵図       県 C lll   慶応 3年    分類 :地域

年未詳     分類 :地域                106clll× 198cm  彩色有
117cm× 194cm  彩色有                  表題等 :資料名と同じ

端裏書 :資料名と同じ

39 土崎湊町絵図           県 C-182
29 川辺郡荒巻村絵図          県 C-113   (文 化年間)  分類 :地域

年未詳    分類 :地域                149c皿 ×265cm  彩色有・軸装・複製有
62cm× 123clll  彩色有                  表題等 :な し

端裏書 :資料名と同じ

40 土崎湊之絵図           県 C 183
30 川辺郡野田高屋村絵図       県 C-114   年未詳    分類 :地域

延宝 6年    分類 :地域                90cm× 307cm  彩色有
177cm× 188cm  彩色有・軸装               表題等 :資料名と同じ

表題等 :河辺郡野田高屋村絵図面

41 仁別村より指出候大平山絵図    県 C-243
31 太平山山上之図           県 C-162   年未詳   分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 77cm× 70cm

27clll× 39clll  彩色有                   端裏書 :資料名と同じ

表題等 :資料名と同じ

42 秋田郡楢山村川辺郡牛嶋村境之絵図  県 C-244
32 外町屋敷間数絵図         県 C-164   寛保元年   分類 :地域

寛文 3年    分類 :地域                H8cm× 171cm  彩色有・軸装
71cm× 145cm  彩色有・軸装・複製有           端裏書 :資料名と同じ

表題等 :な し

秋田市指定有形文化財 (歴 史資料第九号)平成元 .



43 寺中堀内村より指出候郡境絵図   県 C-245   365cm× 252clll 彩色有・軸装

年未詳    分類 :地域                 表題等 :な し

91cm× 41cm                        秋田城下絵図。

端裏書 :資料名と同じ

54 御城下御改正絵図         県 C-607
44 女米木村絵図            県 C-250   年未詳    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                241cm× 335cm  彩色有・軸装

66cm× 131clll  彩色有                  表題等 :な し

表題等 :な し                       秋田城下絵図。

45 享保十年乙巳九月見分之図 川辺郡新屋村至由   55 御城下御改正絵図         県 C-607

利郡女米木村            県 C-252   年未詳    分類 :地域

享保 10年   分類 :地域                238cm× 340cm  彩色有・軸装

73clll× 217cm  彩色有・複製有              表題等 :な し

表題等 :資料名と同じ                   秋田城下絵図。

46 土崎湊切開新町略絵図       県 C-259  56 仙北郡境村河辺郡舟岡村郡境絵図   県 C-710

慶応 3年    分類 :地域                年未詳    分類 :地域

106cm× 193cm  彩色有                  37cm× 68cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                   表題等 :資料名と同じ

47 秋田町久府御絵図         県 C-277  57 河辺郡寒川村秋田郡寺中堀内村郡境絵図

年未詳    分類 :地域                                     県 C-711
73cm× 103clll  彩色有                  年未詳    分類 :地域

袋書 :資料名と同じ                    31cm× 39cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

48 御国替当座御城下絵図       県 C-427
年未詳    分類 :地域             58 秋田郡広面村河辺郡桜村郡境絵図   県 C-712
192cm× 128cm  彩色有                  年未詳    分類 :地域

表題等 :な し                       42cm× 44cm  彩色有

秋田城下絵図。                      表題等 :秋田郡広面村近村河辺郡桜村迄郡境絵図

49 御国替当座御城下絵図       県 C-428  59 河辺郡山内村秋田郡山谷村郡境絵図  県 C-713

年未詳     分類 :地域                年未詳    分類 :地域

147cm× 129cm  彩色有                  37cIIl× 55clll  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :資料名と同じ

秋田城下絵図。
60 河辺郡牛島村秋田郡楢山村郡境絵図  県 C-714

50 秋田亀田境絵図           県 C-458   年未詳   分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 39cm× 27cm  彩色有

36cm× 65cm  彩色有                   表題等 :資料名と同じ

表題等 :な し

51 御城下絵図
宝暦 9年    分類 :地域
221cm× 179cIIl  彩色有・軸装・複製有

落 1612

表題等 :な し

県指定有形文化財 (歴史資料第六号)平成元 .3.17。

秋田城下絵図。国目付に提出 (控 )。 落 1618

年未詳    分類 :城図

県 C-600    65clll× 116cm  彩色有

表題等 :な し

63 久保 田御城下絵図

年未詳    分類 :城図

83cm× 143cm  彩色有・ 軸装

県 C-601    表題等 :な し

61 城之図 写

県 C-599    年未詳    分類 :城図
80cm× 80clll  彩色有

表題等 :秋田城之記御普請之時図

国替当座のもの。文久 2年、小野寺道存写。

62 城之図 写

52 城下御絵図

(寛政年間)  分類 :地域
322cm× 291cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

秋田城下絵図。寛政年間の改正。

53 御城下道路割図

年未詳     分類 :地域
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64 出羽国秋田居城絵図        A291.5-35  74 新撰御家譜差上候節御席順     AS209-86
弘化 4年 3月  分類 :城図                寛政 7年   分類 :建物
120cm× 93cm  彩色有 0軸装               45cm× 43cm  彩色有
表題等 :出羽国秋田居城土居崩之覚             表題等 :資料名と同じ

久保田城本丸陰之間絵図。
65 出羽国秋田居城絵図         A526 1

安永 9年正月 分類 :城図              75 御鎧召初御規式御記録稿 (御絵図共 )

108cm× 83cm  杉色有                                     AS209-90-1
表題等 :出羽国秋田居城人火之節焼失之所  々        寛政 10年   分類 :建物

42clll× 29cm  彩色有
66 久保田城下絵図             地 13   表題等 :御鎧御召初御絵ⅨI草稿
寛政 11年   分類 :城図                1枚 を 3分割。AS209-90-1～ 3で 1組。
83cm× 122cm  彩色有・軸装

表題等 :な し                    76 御鎧召初御規式御記録稿 (御絵図共 )

AS209-90-2
67 羽州秋田寺内古城之図       AH214.5 1    寛政 10年   分類 :建物
年未詳    分類 :城図                 42cm× 29cm  彩色有
28cm× 39cm                        表題等 :御鎧御召初御絵図草稿
表題等 :資料名と同じ                   1枚 を 3分割。AS209-90-1～ 3で 1組。

68 秋田城絵図            県 C 146  77 御鎧召初御規式御記録稿 (御絵図共 )

享保 13年    分類 :城図                                   AS209-90-3
148cm× 101cm  彩色有                  寛政 10年   分類 :建物
表題等 :な し                       42cm× 29cIIl  彩色有

表題等 :御鎧御召初御絵図草稿
69 秋田久保田城絵図         県 C-166   1枚 を 3分割。AS209-90-1～ 3で 1組。
文政 4年    分類 :城図
108clll× 84cm 彩色有                78(文 政七年)屋形様義厚公初而御登城に付為御祝
端裏書 :資料名と同じ                  儀御酒御吸物被下候御式並絵図   AS209-129
国目付に提出 (控 )。                    文政 7年   分類 :建物

27cm× 20cm  彩色有・簿冊
70 出羽国秋田郡久保田城絵図     県 C-173   表題等 :屋形様義厚公初而御登城に付為御祝儀御酒
正保 4年    分類 :城図                    御吸物被下候御式並絵図
348cm× 252cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ                79 桂昌院様御法要並香典献上書付   AS386-253
県指定有形文化財 (歴史資料第八号)平成 3.3.19。       宝永 3年   分類 :建物
秋田城下絵図。                      31cm× 46clll  彩色有

表題等 :徳雲院様御大法事之図 天徳寺御仏殿図
71 出羽国秋田郡久保田城絵図     県 C 174   袋入り。(袋書)資料名と同じ。
正保 4年    分類 :城図
347cm× 255cm 彩色有・軸装            80 孝恭院様二十五回御忌御当日御法会席図
表題等 :資料名と同じ                                       AS386-255
県指定有形文化財 (歴史資料第八号)平成 3.3.19。       享和 2年   分類 :建物
秋田城下絵図。                      50cm× 48cm  彩色有

表題等 :孝恭院様二十五回御忌御当日御法会席図
72 御城下御要害下絵図        県 C 175
年未詳    分類 :城図             81 最樹院殿三回御忌之節予参之図   AS386-258
252cm× 369cIIl  彩色有・軸装               文政 12年   分類 :建物
表題等 :出羽国秋田佐竹修理大夫居城絵図          28cm× 41cm  彩色有
県指定有形文化財 (歴史資料第八号)平成 3.3.19。       表題等 :最樹院様御霊屋絵図面
秋田城下絵図。

82 於天徳寺御法事之節御焼香並書院御相判之図
73 秋田御城絵図          県 C 195-l                    AS386-266 1
嘉永 2年    分類 :城図                (安 政年間) 分類 :建物
105cm× 81cm  彩色有・軸装               28cm× 41cm  彩色有
端裏書 :御城絵図 国御目附                表題等 :於天徳寺御法事之節同所書院御番之御菓子
国目付に提出 (控 )。 明治期陸軍省の付箋あり。            より御吸物御茶御相判之図
裏書有り。                        4枚 1袋。(袋書)於天徳寺御法事之節御焼香井書院
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A0525-3-592 陰間・御坐間絵図外御相伴之図。

年未詳    分類 :建物
28clll× 47cIIl83 於天徳寺御法事之節御焼香並書院御相判之図

表題等 :金 ノ間御廊下之図AS386-266-2
(安政年間) 分類 :建物

                                    A0525-3-693 陰間・御坐間絵図外28cm× 41cm  彩色有

年末詳    分類 :建物表題等 :於天徳寺御法事之節御書院井御通り筋略図
28cm× 41cm4枚 1袋。(袋書)於天徳寺御法事之節御焼香丼書院

表題等 :大御番所之図御相伴之図。

A0525-3-794 陰間・御坐間絵図外84 於天徳寺御法事之節御焼香並書院御相判之図

年未詳    分類 :建物AS386-266-3
38clll× 4 1 cll(安政年間) 分類 :建物

表題等 :御座之間之 IXI28cm× 41cm  彩色有

表題等 :於天徳寺御法事拝礼之次第井詰方略図

95 戸嶋駅御本陣御座敷書 (絵図)   A丁 209-514枚 1袋。(袋書)於天徳寺御法事之節御焼香井吉院

年未詳    分類 :建物御相伴之図。

18cm× 19cm

表題等 :戸嶋駅御本陣85 於天徳寺御法事之節御焼香並書院御相判之図
AS386-266-4

AT209-6396 東御殿略図(安政年贈1) 分類 :建物

年未詳    分類 :建物28cm× 41cm  彩色有
81 cln× 81 cIIl表題等 :於天徳寺御法事之節御施餓鬼三付拝礼之次

端裏書 :資料名 と同 じ第井諸詰方御法事之節御通 り故略之

4枚 1袋。(袋書)於天徳寺御法事之節御焼香井書院

A丁393-102-197 砲術所絵図御相伴之図。

年末詳    分類 :建物

81cm× 41cm  彩色有AS387-68-186 東家御立寄の記録

                             操練場表題等 :砲術所役所絵ⅨI慶応 2年   分類 :建物

3枚 1袋。 (袋 書)砲術所絵図二枚入。31cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

                                         A丁 393-102-298 砲術所絵図2枚 1袋。 (袋書)御手拍。

年未詳    分類 :建物

55cm× 79cm  彩色有AS387-68-287 東家御立寄の記録

表題等 :砲術所御構分間絵図慶応 2年   分類 :建物

3枚 1袋。 (袋書)砲術所絵図三枚入。28cm× 40clll  彩色有

表題等 :な し

                                         A丁 393-102-399 砲術所絵図2枚 1袋。 (袋 書)御手オロ。

年末詳    分類 :建物

41cm× 28cm  彩色有A0525-3-188 陰間・御坐間絵図外

表題等 :砲術学校図年未詳    分類 :建物

3枚 1袋。 (袋 書)砲術所絵図三枚入。39cm× 29clll  彩色有

表題等 :御座ノ間

                                          A209-2100 諸御座敷御絵図

年末詳    分類 :建物A0525-3-289 陰間・御坐間絵図外

12cm× 17cm  彩色有・簿冊年未詳    分類 :建物

表題等 :資料名と同じ41cm× 28cm  彩色有

「御座間 御広間 金之間」とあり。表題等 :陰間より御納戸切絵図

A372-7A0525-3-3  101 明徳館図90 陰間 0御坐間絵図外

年未詳    分類 :建物年未詳    分類 :建物
55cm× 79cm  彩色有33cln× 41cm

表題等 :明徳館表題等 :御広間之図

A0525-3-4  102 城中諸式御座間等各席略図     A383-3091 陰間・御坐間絵図外

年未詳    分類 :建物年未詳    分類 :建物

15cm× 21cm  彩色有 0簿冊33cm× 41 clll

表題等 :な し表題等 :金御書院之図



103 安永 8年 12月 朔 日佐竹義和公御袴着御儀式御    年未詳   分類 :建物

座敷絵図            A384-1-1   42cm× 64cm 彩色有

安永 8年   分類 :建物                 表題等 :な し

31cm× 55cm  彩色有

表題等 :な し                    113 佐竹義厚公御元服御儀式御座敷絵図
A386-5-1

104 安永 8年 12月 朔 日佐竹義和公御袴着御儀式御    年未詳   分類 :建物

座敷絵図            A384-1-2   28cm× 41 cIIl 彩色有

安永 8年   分類 :建物                 表題等 :御座ノ間

28cm× 40cIIl  彩色有

表題等 :御曹司様御袴着御規式御座舗絵図        114 佐竹義厚公御元服御儀式御座敷絵図
A386-5-2

105 安永 8年 12月 朔 日佐竹義和公御袴着御儀式御    年未詳   分類 :建物

座敷絵図            A384-1-3   41cm× 28cm 彩色有

安永 8年   分類 :建物                 表題等 :陰 ノ間

15cm× 21cm  彩色有

表題等 :な し                    115 御座之間御広間金之間御絵図     25-62
年未詳    分類 :建物

106 宝暦 12年 2月 27日 佐竹義敦公御元服御儀式    19cm× 12cm 彩色有・簿冊

御座敷絵図井柳盤 ノ図        A386-2    表題等 :御座之間 御広間 金之間御絵図

宝暦 12年   分類 :建物
48cm× 66cIIl 彩色有                 116 諸社之図              25-64
表題等 :な し                       年未詳    分類 :建物

14cIIl× 21cm  彩色有・簿冊

107 宝暦 12年 2月 27日 佐竹義敦公御元服御儀式    表題等 :資料名と同じ

御座敷絵図井柳盤ノ図       A386-2
宝暦 12年   分類 :建物               117 御座敷御絵図            25-76
39cm× 62cm  彩色有                   年未詳   分類 :建物

表題等 :な し                       9clll× 2 1 clll  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

108 宝暦 12年 2月 27日 佐竹義敦公御元服御儀式

御座敷絵図井柳盤ノ図       A386-2  118 佐竹城内年中行事座配絵図      520-3
宝暦 12年   分類 :建物                 年未詳    分類 :建物

28cIIl× 41cm                        28cm× 22clll  彩色有・簿冊

表題等 :な し                       表題等 :佐竹城内年中行事坐配絵図

(包紙)柳盤ノ図。
119 殿中御絵図 写           岡 200

109 宝暦 12年 2月 27日 佐竹義敦公御元服御儀式    年未詳   分類 :建物

御座敷絵図井柳盤ノ図        A386-2   9clll× 19cm 彩色有・簿冊

宝暦 12年   分類 :建物                 表題等 :殿中御絵図 全

36cm× 65cm  彩色有

表題等 :な し                    120 寺社院絵図 写            岡 201

年未詳   分類 :建物

110 御曹司様御袴着御元服御規式御座敷絵図      9cm× 19cm 彩色有・簿冊

A386-2-1    表題等 :寺社院絵図井館

年未詳    分類 :建物
27clll× 40cm                     121 御座敷絵図 写           岡 1010

表題等 :御座ノ間                     年未詳    分類 :建物

(包紙)御曹司様御袴着御規式御座舗絵図控。         81cm× 76cm

表題等 :な し

111 御曹司様御袴着御元服御規式御座敷絵図      閲覧不能。
A386-2-1

年未詳   分類 :建物               122 社寺絵図 瀬谷謙吉        AH175-8
41 clll× 27cm  彩色有                   年未詳    分類 :建物

表題等 :陰 ノ間                      12cm× 18cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

112 御曹司様御袴着御元服御規式御座敷絵図
A386-2-1

―-76-―



123 八橋寿量院図 AH185-36
年未詳

27c皿 ×73clll

分類 :建物

表題等 :秋田大病院 トナリシ八橋寿量院ノ図

124 御城内御座敷廻絵図        県 C 169
年未詳 分類 :建物
282cm× 259clll  軸装 0複製有
端裏書 :資料名と同じ

125 多賀谷左兵衛屋敷絵図拍
享保 18年   分類 :建物
61cm× 81cm  彩色有

表題等 :な し

県 C-699

126 諸寺宮図絵 20-40
年未詳 分類 :社地
14cm× 28cm  彩色有・簿冊
表題等 :資料名と同じ
正八幡図ほか。

127 出羽国秋田郡寺内村田村神社蔵利仁将軍矢図
AH185-38

年未詳 分類 :社地
38cIIl× 27cm

表題等 :資料名 と同 じ

128 寿量院附近測量図 AH512-2
年未詳 分類 :鉱山
54cm× 81cm  彩色有

表題等 :な し

129 御札山略図 御城下辺 県 C-450
年未詳 分類 :山林
27cm× 40cIIl  彩色有・簿冊

表題等 :御札山略図 御城下廻近村五十日沢男鹿迄
明治期の写。

130 川辺郡御札山略図 県 C-455
年未詳 分類 :山林
27cIIl× 40cln  彩色有・簿冊
表題等 :資料名と同じ

明治期の写。

131 山本郡秋田郡川辺郡運上山絵図   県 C-461
年未詳 分類 :山林
27cm× 40cm  彩色有・簿冊
表題等 :山本郡 秋田郡 川辺郡運上山絵図
能代 0山本地域にもあり。明治期の写。

132 秋田川辺両郡御直山絵図      県 C-462
年未詳 分類 :山林
27cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

明治期の写。

28cm× 40clll  簿冊
表題等 :資料名と同じ

134 憲諒院様御初七 日之御記録    AS386-215
安政 5年   分類 :そ の他
28cm× 20clll   簿冊

表題等 :御墓地御上家略図、御水屋之略図、御墓地
平之略図ほか

絵図 4枚。

135 憲諒院様御初七 日之御記録    AS386-215
安政 5年   分類 :そ の他
54cIIl× 97cln   簿冊

表題等 :な し

絵図 1枚。

136 憲諒院様御棺御絵図
安政 4年   分類 :そ の他
32cm× 40cln

表題等 :な し

137 憲諒院様御棺御絵図
安政 4年   分類 :そ の他
28cm× 41cm  彩色有
表題等 :な し

138 憲諒院様御棺御絵図
安政 4年   分類 :そ の他
28clll× 41cm  彩色有

表題等 :な し

139 憲諒院様御棺御絵図
安政 4年   分類 :そ の他
33cIIl× 24cIIl

表題等 :な し

140 正八幡宮外絵図
年未詳 分類 :そ の他
49cIIl× 34cm

表題等 :正八幡宮絵図

3枚 あり。

141 正八幡宮外絵図
年未詳 分類 :そ の他
25cm× 34cm  彩色有

表題等 :な し

3枚あり。

142 正八幡宮外絵図 山 157

年未詳 分類 :そ の他
45cm× 30clll

表題等 :な し

3枚あり。

143 保戸野御足軽組配置図
正徳 6年   分類 :そ の他
54cIIl× 94cm  彩色有

表題等 :保戸野御足軽拾組配置図

AS386-218-1

AS386-218-2

AS386-218-3

AS386-218-4

山 157

山 157

133 宏徳院様御棺其外共寸法絵図
弘化 3年   分類 :そ の他

AS386-198

落 1515



33cm× 204cm  彩色有斧6791        
なし

144 四ツ小屋新堰築立目斗絵図

             表題等 :分類 :そ の他

                                    A291.5-46

年未詳

4 羽州秋田寺内旧跡名所之図

彩色有

                             地域

44cnl× 55cm                                        

分類 :

表題等 :川辺郡之内四ツ小屋村堰絵

             年未詳

79cm× 112cm  彩色有 0軸装A386-8         
資料名と同じ表題等 :

145 天樹院様御葬場絵図

分類 :そ の他

                                    AH209-122

年未詳

5 南秋 田郡秋 田町行在所略図

彩色有66cm× 45cm                               

分類 :地域年末詳

表題等 :な し

54cm× 40cmA386-10        
資料名と同じ

146 天樹院様御葬礼御場所実地御絵図

         表題等 :分類 :そ の他

               青焼コピ 。

年末詳
175cm× 151cm  彩色有

6 南秋田郡保戸野愛宕町御昼行在所略図
AH209-123

表題等 :資料名 と同 じ

AH386-22           
分類 :地域

147 明和元年御葬礼御行列御葬場絵図

         年未詳分類 :そ の他

                38cm× 50cm

明和元年

                             南秋田郡保戸野愛宕町御昼行在処略図表題等 :

彩色有

                      。

31 clll× 43cm

表題等 :御葬礼御行列御葬場絵図

              青焼 コ ピ 。

AH291.5-5
県 C― ‖0148 百三段新屋滝之下台場絵図

           7 秋 田市詳密地図分類 :そ の他

                明治 34年   分類 :地域

年未詳

55cm× 78cm

彩色有55cm× 78cm                            

秋田市精密地図 附商工人名記表題等 :

端裏書 :資料名と同じ

印 刷 。県 C-251149 百三段濱田村之内中村御台場絵図

                           AH291.5-6
分類 :そ の他

             8 秋田市近郊地図 附営業者名鑑

年未詳

大正 5年   分類 :地域

彩色有39clll× 109cll

55clll× 39cIIl

表紙 :資料名 と同 じ

秋田市近郊地図表題等 :県 C-410150 源通院様御本葬之節御葬場絵図

          印刷。分類 :そ の他

                                   AH291.5-7

年未詳
168cm× 144回  彩色有・軸装

             9 秋田市全図

分類 :地域年未詳

表題等 :な し

24cln× 35cm県 C-415        
資料名 と同 じ表題等 :

151 佐竹某本葬葬場絵図

分類 :そ の他

               印昂1。

年未詳

                                             AH291.5-8

168cm× 145cm  彩色有

10 秋 田市全図

表題等 :な し

                              分類 :地域年未詳

36cm〉〈48cm

資料名と同じ表題等 :

青焼コピ 。

AH291.5-9
降〕

            11 川尻町史蹟案内図

治 期 以〔明

                              分類 :地域年未詳AT291.5-11 秋 田県羽後国河辺郡道路絵図
            24cm× 31cm

資料名と同じ表題等 :

分類 :地域年未詳

ガリ版。

彩色有100cln× 55clll                                                         AH291.5-10
表題等 :資料名と同じ

12 秋田市全図山532           
分類 :地域年末詳

2 新屋町鳥瞳図

39cm〉〈55cm

分類 :地域年未詳

                              資料名 と同 じ表題等 :

彩色有30cIIl× 39cIIl

E口吊1。

表題等 :資料名 と同 じ

斧 40013 四ツ小屋関実測略絵図

分類 :地域年未詳
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13 金照寺山各図 AH291.5-14     39cm× 5 1 clll

年未詳 分類 :地域

27cm× 38cm                        
表題等 :資料名と同じ

彩色有

表題等 :な し                       
印刷。

24 第 1大区 1小区羽後国秋田郡八橋村二等道路略
14 湊測量図 全 AH291.5-21       絵 図

年未詳 分類 :地域

53cm× 59clll                                                                               C~184-1
年未詳    分類 :地域

彩色有

表題等 :な し                       14cm×
375cm  彩色有

表題等 :第一大区一小区羽後国秋田郡八橋村二等道

15 新屋測量図 全                        
路略絵図

AH291.5-26

年未詳 分類 :地域

54cm× 57cm                    25 
羽後国秋 田郡 自保戸野表鉄砲町至土崎港町路線

彩色有

裏書 :資料名と同じ                   年翼

旧色分之全図 県 C-184-2
k詳    分類 :地域

28cm× 73clll  彩色有

16 新屋町案内俯敵図 AH291.5-28    表題等 :資料名と同じ

大正 6年 分類 :地域

40cm× 54cm 26 第 1大区 1小区花立町屋敷割図

表題等 :秋田県河辺郡新屋町案内俯轍図

印刷。                                                     tt C~184-3
年未詳    分類 :地域

28cm× 100cm  彩色有

表題等 :第一大FX~一小区花立町

17 秋 田県南秋 田郡寺 内旧蹟之図    AH291.5-31   閲覧停止。

年未詳 分類 :地域

27cIIl× 53cm 彩色有 27 寺内地図
表題等 :資料名と同じ

県 C-184-4
年未詳     分類 :地域

29cIIl〉 〈372cm

18 寺 内史蹟案内図 AH291.5-32    表題等 :な し

年未詳 分類 :地域

33clll× 24cIIl

表題等 :な し                    28 
寺 内地図

ガリ版。                                    

県 C184-5
年未詳     分類 :地域

122cm X 245c10

表題等 :な し

19 羽州秋田寺内名所旧蹟之図 AH291.5-33

年未詳 分類 :地域

27cm× 40cm                     29 
第 1大区 1小区保戸野表鉄砲町屋敷図

表題等 :資料名と同じ

印刷。                                                     

県 C-184-6
年未詳    分類 :地域

28cm× 268cm  彩色有

表題等 :第一人区一小FX~保戸野表鉄砲町
20 羽後秋田大平山之図 AH291.5-35

明治 25年  分類 :地域

63cm× 46cm                     30 
秋田県管轄第 1大区 7小区土崎湊略絵図

表題等 :資料名と同じ

印刷。                                                       

県 C-185
年未詳     分類 :地域

290cm× 88cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄第一人区七小区土崎湊略絵図面

21 南秋田郡等火図 ―広山田村旭川村 ―

AH291.5-36  31 羽後国秋田県土崎湊略絵図
年未詳 分類 :地域
27cm× 39cIII                                                                                     C~186

年未詳    分類 :地域

彩色有 58cm× 168cm  彩色有

表題等 :南秋田郡箸火図 広山田村 旭川村 表題等 :資料名と同じ

22 秋田市水道送水本管線路之図     AH519-3  32 秋 田市地図
年未詳 分類 :地域
45cm× 69cIII                                                                                     C~652

年未詳    分類 :地域

112cm× 87cm  彩色有・ 軸装

表題等 :資料名と同じ

印刷。                          
表題等 :な し

印 刷 。

23 私設下水道布設構造標準図 AH519-5  33 秋田市地図
年未詳 分類 :地域

県 C-715-6
明治 20年   分類 :地域
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7枚 1袋。「南秋田郡分図写J一に一括。

41 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神

34 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相    田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2 1
染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133 1 1    明治 16年  分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍
39cm× 55cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡川尻村絵図

現秋田市。

7枚 1袋。「南秋田郡分図写J一に一括。

42 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
35 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相    川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神

染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133 1 2    田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-22

46c皿 ×58clll

表題等 :秋田市

5千分の 1地図。

分類 :地籍年末詳        日
28cm× 38cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡八橋村絵図

現秋田市。
7枚 1袋。「南秋田郡分図写J一に一括。

明治 16年   分類 :地籍
83cm× 50cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡寺内村絵図

現秋田市。

7枚 1袋。「南秋田郡分図写」一に一括。

明治 16年   分類 :地籍
52cm× 48cIIl  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡相染新田村絵図

現秋田市。
7枚 1袋。「南秋田郡分図写」一に一括。

明治 16年   分類 :地籍
52cm× 46cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡穀丁村絵図

現秋田市。
7枚 1袋。「南秋田郡分図写」一に一括。

明治 16年   分類 :地籍
82cm× 82clll  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡飯嶋村絵図

現秋田市。

39clll× 55cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡泉村絵図

現秋田市。
15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。

明治 16年   分類 :地籍
73cm× 37clll  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡手形村絵図

現秋田市。
15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神
田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2-4

明治 16年   分類 :地籍
61 clll× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡濁川村絵図
現秋田市。

45 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神
田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2-5

明治 16年   分類 :地籍
62cm× 60clll  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡添川村絵図

46 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神
田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2-6

明治 16年   分類 :地籍
52cm× 91 clll  彩色有

15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。

47 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神

36 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相   43 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133 1-3    川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神

田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2-3
明治 16年   分類 :地籍
27cm× 45cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡新藤田村絵図

現秋田市。

15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。
37 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相

染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133 1-4  44 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁

38 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相    15枚 1袋。「南秋田郡分図写」■lに一括。
染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133-1 5

39 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相   現秋田市。
染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133 1-6   15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。

明治 16年   分類 :地籍
57cm× 41cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡飯田村絵図

現秋田市。
7枚 1袋。「南秋田郡分図写J一に一括。

40 南秋田郡分図写 ― (川尻村、八橋村、寺内村、相   表題等 :羽後国南秋田郡山内村絵図
染新田村、穀丁村、飯田村、飯嶋村)狩 133 1-7   現秋田市。



田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2-7   現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。
74clll× 91cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡仁別村絵図           54 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁
現秋田市。                       川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水 口村、神
15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。           田村、八柳村、保戸野村)   狩 133-2-12-1

明治 16年   分類 :地籍
48 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁    40cm× 37cm 彩色有

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神    表題等 :羽後国南秋田郡保戸野村絵図

田村、八柳村、保戸野村)     狩 133-2-8   現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。
47cm× 60cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡笹岡村絵図           55 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁

現秋田市。                       川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神
15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。           田村、八柳村、保戸野村)   狩 133-2-12-2

年未詳    分類 :地籍

49 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁    24cm× 33cm

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神    表題等 :保戸野村

田村、八柳村、保戸野村)    狩 133-2-9-1   現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。
40cm× 50cIIl  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡水口村絵図           56 南秋田郡分図写 三 (日長崎村、山谷村、黒沢村、

現秋田市。                       寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村 )

15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。                              狩 133-3-1

明治 16年   分類 :地籍

50 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁    61cm× 74cm 彩色有

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神    表題等 :羽後国南秋田郡目長崎村絵図

田村、八柳村、保戸野村)    狩 133-2-9-2   現秋田市。

年未詳    分類 :地籍                 9枚 1袋。「南秋田郡分図写」三に一括。
24cm× 33clll

表題等 :水口村                   57 南秋田郡分図写 三 (日長崎村、山谷村、黒沢村、

現秋田市。                       寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村 )

15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。                              狩 133-3-2
明治 16年   分類 :地籍

51 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁    79cm× 141cm 彩色有

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神    表題等 :羽後国南秋田郡山谷村絵図

田村、八柳村、保戸野村)   狩 133-2-10-1   現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 9枚 1袋。「南秋田郡分図写」三に一括。

57cm× 59cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡神田村絵図           58 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、

現秋田市。                       寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村 )

15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。                              狩 133-3-3
明治 16年   分類 :地籍

52 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁    55cm× 54cIIl 彩色有

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神    表題等 :羽後国南秋田郡黒沢村絵図

田村、八柳村、保戸野村)   狩 133-2-10-2   現秋田市。

年未詳    分類 :地籍                 9枚 1袋。「南秋田郡分図写」三に一括。

24cm× 33cm

表題等 :神 田村                   59 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、

現秋田市。                       寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村 )

15枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。                              狩 133-3-4
明治 16年   分類 :地籍

53 南秋田郡分図写 二 (泉村、手形村、新藤田村、濁    85cm× 60cm 彩色有

川村、添川村、山内村、仁別村、笹岡村、水口村、神    表題等 :羽後国南秋田郡寺庭村絵図

田村、八柳村、保戸野村)    狩 133-2-11   現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 9枚 1袋。「南秋田郡分図写」三に一括。

53cm× 39clll  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡八柳村絵図
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60 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、   28cm× 39cm 彩色有
寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村)   表題等 :秋田県羽後国南秋田郡笠岡村

狩 133-3-5    現秋田市。
明治 16年   分類 :地籍                 12枚 1袋。「南秋田郡分ス1写J四に一括。
61 clll× 99cm  彩色有

表題等 :羽後IIl南秋田郡中関村絵I�           67 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五
現秋円市。                       十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又
9枚 1袋。「南秋田郡分図写J三に一括。           村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-3

明治 16年   分類 :地籍
61 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、   47cm× 74cm 彩色有

寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村)   表題等 :羽後国南秋田郡中野村絵図
狩 133-3-6    現秋田市。

明治 16年    分類 :地籍                12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。
121cm× 131cm  彩色有
表題等 :羽後国南秋田郡八田村絵図           68 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五
現秋田市。                       十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又
9枚 1袋。「南秋田郡分図写」三に一括。           村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-4

明治 16年   分類 :地籍
62 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、   38cm× 80cm 彩色有

寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村)   表題等 :羽後国南秋田郡五十 J‐村絵図
狩 i33-3-7    現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。
70cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後lTN晰秋田郡柳田村絵図           69 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五
現秋田市。                       十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又
9枚 1袋。「南秋田郡分図写」三に一括。           村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-5

年未詳    分類 :地籍
63 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、   57cm× 28cm 彩色有

寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村)   表題等 :羽後国南秋田郡中村絵図
狩 133-3-8    現秋田市。

年未詳    分類 :地籍                 12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。
58cm× 44cm  彩色有

表題等 :広面村                   70 南秋田部分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五
現秋田市。                       十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又
9枚 1袋。「南秋田郡分図写J三に一括。           村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-6

年未詳    分類 :地籍
64 南秋田郡分図写 三 (日 長崎村、山谷村、黒沢村、   56cm× 105cm 彩色有

寺庭村、中関村、八田村、柳田村、広面村、楢山村)   表題等 :道川村
狩 133-3-9    現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。
53cm× 47cm  彩色有

表題等 :羽後lTNl南秋田郡楢山村絵図           71 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五
現秋田市。                       十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又
9枚 1袋。「南秋田郡分図写」二に一括。           村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-7

明治 16年   分類 :地籍
65 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五    28cm× 38cm 彩色有

十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又    表題等 :羽後国南秋田郡保多野村絵図
村、自山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4 1   現秋田市。

明治 16年   分類 :地籍                 12枚 1袋。「南秋田郡分図写」四に一括。
71cm× 67cm  彩色有

表題等 :羽後FIl南秋田郡岩城村絵図           72 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五
現秋田市。                       十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又
12枚 1袋。「南秋田郡分図写」四に一括。           村、自山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-8

明治 16年   分類 :地籍
66 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五    40cm× 75cm 彩色有

十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又    表題等 :羽後国南秋田郡湯ノ里村絵図
村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-2   現秋田市。

年未詳    分類 :地籍                 12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。
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73 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五     浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村 )

十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又                    狩 133-5-3
村、自山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4-9   明治 16年   分類 :地籍

明治 16年   分類 :地籍                 38cm× 56cm  彩色有
66cm× 64cIIl  彩色有                   表題等 :羽後国南秋田郡吉田村絵図
表題等 :羽後国南秋田郡小又村絵図             現秋田市。
現秋田市。                        14枚 1袋。「南秋田郡分図写J五に一括。
12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。

80 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小
74 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五     泉村、乱橋村、八丁 目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又     浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村 )

村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 1334 10                     狩 133-54
明治 16年   分類 :地籍                年末詳    分類 :地籍
114cm× 65cm  彩色有                  28cIIl× 39cm  彩色有
表題等 :羽後国南秋田郡白山村絵図             表題等 :南秋田郡小泉村
現秋田市。                         現秋田|lj。

12枚 1袋。「南秋田郡分図写」四に一括。           14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

75 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五   81 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小
十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又     泉村、乱橋村、八丁 目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、
村、白山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4 11    浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村 )

年末詳    分類 :地籍                                    狩 133-5-5
77cm× 28cm  彩色有                   明治 16イF  分類 :地籍
表題等 :羽後国南秋田郡石名坂村絵図            38clll× 52cm  彩色有
現秋田市。                        表題等 :羽後国南秋田郡乱橋村絵図
12枚 1袋。「南秋田郡分図写」四に一括。          現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。
76 南秋田郡分図写 四 (岩城村、笠岡村、中野村、五

十丁村、中村、道川村、保多野村、湯 ノ里村、小又   82 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小
村、自山村、石名坂村、小友村)  狩 133-4 12    泉村、乱橋村、八丁 目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

明治 16年   分類 :地籍                浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村 )

53cm× 65c皿   彩色7写                                                                    狩 133-5-6
表題等 :羽後国南秋田郡小友村絵図             明治 16年   分類 :地籍
現秋田市。                        39cm× 51cm  彩色有
12枚 1袋。「南秋田郡分図写J四に一括。           表題等 :羽後国南秋田郡八 」

^目
村絵図

現秋田市。
77 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小    14枚 1袋。「南秋田郡分図写J五に一括。

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、
浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)      83 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

狩 133-5 1    泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、
明治 16年   分類 :地籍                浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村 )

79cm× 106cm   彩色有                                                                   狩 133-5-7
表題等 :羽後国南秋田郡黒川村絵図             明治 16年   分類 :地籍
現秋田市。                        49cm× 50cm  彩色有
14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。           表題等 :羽後国南秋田郡岩瀬村絵図

現秋田市。
78 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小    14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、
浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)      84 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

狩 133-5-2    泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、
明治 16年   分類 :地籍                浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村 )

73錮 ×39cm  彩色有                                      狩 133-5-8
表題等 :羽後国南秋田郡下刈村絵図             明治 16年   分類 :地籍
現秋田市。                        38cm× 47cm  彩色有
14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。           表題等 :羽後国南秋田郡堀内村絵図

現秋田市。
79 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小    14枚 1袋。「南秋田郡分図写J五に一括。

泉村、乱橋村、八丁 目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、
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85 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)

狩 133-5-9
明治 16年   分類 :地籍

38cm× 48cIIl  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡高岡村絵図

現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

86 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)

狩 133-5-10

明治 16年   分類 :地籍

39cm× 51cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡浦山村絵図

現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写J五に一括。

87 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)

狩 133-5-11

明治 16年   分類 :地籍

53cm× 67cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡片田村絵図

現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

88 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)

狩 133-5-12

明治 16年   分類 :地籍

26cm× 48cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡鳩崎村絵図

現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

89 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)

狩 133-5-13

明治 16年   分類 :地籍

37cm× 48cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡長岡村絵図

現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

90 南秋田郡分図写 五 (黒川村、下刈村、吉田村、小

泉村、乱橋村、八丁目村、岩瀬村、堀内村、高岡村、

浦山村、片田村、鳩崎村、長岡村、青崎村)

狩 133-5-14

明治 16年   分類 :地籍

37cm× 43cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡青崎村絵図

現秋田市。

14枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

91 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大

杉沢村、黒川村 )

明治 12年 12月  分類 :地籍

狩 133-6-1

38cm× 50cm    彩色有

表題等 :羽後国河辺郡桜村絵図

現秋田市。
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

92 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大

杉沢村、黒川村)        狩 133-6-2
明治 12年 12月  分類 :地籍
27cm× 38clll    彩色有

表題等 :羽後国河辺郡大戸村絵図

現秋田市。
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

93 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大

杉沢村、黒川村)        狩 133-6-3
明治 12年 12月  分類 :地籍
53cm× 56cm    彩色有

表題等 :羽後国河辺郡松崎村絵図

現秋田市。
H枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

94 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大

杉沢村、黒川村 )

明治 12年 12月  分類 :地籍

狩 133-6-4

64clll× 27cIIl    彩色有

表題等 :羽後国河辺郡通沢村絵図

現秋田市。
H枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

95 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大

杉沢村、黒川村 )

明治 12年 12月  分類 :地籍

狩 133-6-5

27cIIl× 55cm    彩色有

表題等 :羽後国河辺郡柳館村絵図

現秋田市。
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

96 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大

杉沢村、黒川村 )

明治 12年 12月  分類 :地籍

狩 133-6-6

38cm× 27cm    彩色有

表題等 :羽後国河辺郡梨平村絵図

現秋田市。
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。

97 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大
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杉沢村、黒川村)         狩 133-6-7    表題等 :秋田県管下第一人区七小区羽後lTNl秋 田郡土
明治 12年 12月  分類 :地籍                   崎湊町六尺壱間壱分詰絵図
44cm× 74cIIl    彩色有                 現秋田市。
表題等 :羽後国河辺郡寒川村絵図
現秋田市。                     lo5 河辺郡種平村左手子字清水下絵図
H枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。                              A290-183-1

分類 :地籍年未詳
98 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢    78cIIl× 100cm 彩色有

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大    表題等 :河辺郡種平村左手子字清水下之図
杉沢村、黒川村)         狩 133-6-8    現河辺郡雄和町。

明治 12年 12月  分類 :地籍
38cm× 72cm   彩色有              106 河辺郡種平村左手子字前谷地乙之絵図

A290-183-2表題等 :羽後国河辺郡小山田村絵図

分類 :地籍現秋田市。                         年未詳
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。           115cm× 124cm  彩色有

表題等 :河辺郡種平村左手子字前谷地乙之図
99 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢   現河辺郡雄和町。

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、大
杉沢村、黒川村)        狩133-6-9  107 河辺郡種平村左手子字前谷地甲之絵図

A290-183-3明治 12年 12月  分類 :地籍

分類 :地籍27cIIl× 38cm    彩色有                 年未詳
表題等 :羽後国河辺郡宝川村絵図              77cIIl× H9cm  彩色有
現秋田市。                        表題等 :河辺郡種平村左手子字前谷地甲之図
H枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。           現河辺郡雄和町。

100 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢   108 河辺郡川添村芝野新田田草川椿川図
村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、                    A290 183-4
大杉沢村、黒川村)       狩 133-6 10   年未詳    分類 :地籍

明治 12年 12月  分類 :地籍               164cm× 112cm  彩色有
27cIIl× 38cm    彩色有                 表題等 :な し
表題等 :羽後国河辺郡大杉沢村絵図             現河辺郡雄和町。
現秋田市。
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。         109 河辺郡耕地整理地区之図    A290-183-5

分類 :地籍年未詳
101 南秋田郡分図写 五 (桜村、大戸村、松崎村、通沢    116cm× H2cm 彩色有

村、柳館村、梨平村、寒川村、小山田村、宝川村、    表題等 :河辺郡川添村耕地整理地区内之図
大杉沢村、黒川村)       狩 133-6-11    現河辺郡雄和町。

明治 12年 12月  分類 :地籍
27clll× 76cm   彩色有              110 秋田県第一大区六小区全図     A291.5-1

分類 :地籍表題等 :羽後国河辺郡黒川村絵図              年未詳
現秋田市。                         53cIIl× 76cm  彩色有
11枚 1袋。「南秋田郡分図写」五に一括。           表題等 :第一大区六小区全図

現秋田市。
102 第一大区四小区絵図         落 1096

年未詳    分類 :地籍              1ll 羽州秋田寺内村略図       A291.5-18
分類 :地籍206cm× 210cm  彩色有                  年未詳

表題等 :資料名と同じ                   29cm× 40cm  彩色有
現秋田市。                         表題等 :資料名と同じ

現秋田市。
103 河辺郡牛島村畑所在絵図       斧 6809

年未詳   分類 :地籍               112 秋田郡長野町地引画図       A318.5-1
分類 :地籍26clll× 45clll  彩色有                   年未詳

表題等 :河辺郡牛島町                   54cm× 134cm  彩色有
現秋田市。                         表題等 :資料名と同じ

現秋田市。
104 土崎湊町六尺―間壱分詰絵図  A290-114-126
明治 8年    分類 :地籍              113 久保田町略地図綴        AH214.5-17

分類 :地籍186cm× 343cm  彩色有 。軸装               年未詳



26cIIl× 34clll

表題等 :な し

現秋田市。

114 秋田県管轄第一大区六小区秋田郡手形村より寺

内村まで廿ニケ村町全略図 AH291.5-3

年未詳 分類 :地籍

24cm× 18cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋田県管轄第一人区六小区秋田郡手形村 ヨ

リ寺内村マテ廿ニケ村町全略図

現秋田市。

115 旧久保田町記憶参考図

年未詳

34clll× 24cm

分類 :地籍

表題等 :秋田町及近郊変遷記臆控

現秋田市。

116 地引絵図

年未詳 分類 :地籍

39cm× 27cm  彩色有

表題等 :川辺郡左手子村之内八番字尺野木沢

現河辺郡雄和町。

40cIIl× 27cm  彩色有

表題等 :七番字前谷地

現河辺郡雄和町。

123 絵図

年未詳    分類 :地籍

34clll× 25cm  彩色有

表題等 :字前谷地

現河辺郡雄和町。

124 売渡田地地番図

年未詳 分類 :地籍

29cm× 79cm  彩色有

表題等 :田草川村字大又

現河辺郡雄和町。

125 売渡田地地番図

年未詳 分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有

表題等 :田草川村字山崎

現河辺郡雄和町。

126 売渡田地地番図

年未詳 分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有

表題等 :芝野新田村字山崎谷地

現河辺郡雄和町。

127 地引絵図

年未詳    分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有

表題等 :字前田

現河辺郡雄和町。

128 芝野新 田字山崎谷地地引図

引図

現河辺郡雄和町。

129 地引絵図

131 絵図

年未詳    分類 :地籍
25cm× 35cm  彩色有

表題等 :な し

117 地引絵図

年未詳    分類 :地籍

39cm× 27clll  彩色有

表題等 :川辺郡左手子村左手子村之内六番字清水下

現河辺郡雄和町。

118 地引絵図

年末詳    分類 :地籍

90cm× 104cm  彩色有

表題等 :第一大区四小区羽後国川辺郡左手子村壱番

字前谷地地引絵図之内

現河辺郡雄和町。

119 地引絵図

年未詳 分類 :地籍

7 1clll× 58cm  彩色有

表題等 :第一大区四小区羽後国川辺郡左手子村六番

字清水下地引絵図之内

現河辺郡雄和町。

120 芝野新田村絵図

年末詳 分類 :地籍

56cm× 28cm  彩色有

表題等 :八番字新堰下

現河辺郡雄和町。

121 芝野新田村絵図

年未詳 分類 :地籍

40cm× 27cm  彩色有

表題等 :九番字前田

現河辺郡雄和町。

122 芝野新田村絵図

年未詳 分類 :地籍

28cm× 40clll  彩色有

表題等 :河辺郡芝野新田村字山崎谷地二十六番田地

AH291.5-11

B― アー3-19

B― アー3-20

B― アー3-21

B― アー3-22

B― アー5-7

B― アー5-7

年未詳 分類 :地籍

28cm× 40clll  彩色有

表題等 :田草川村字太田百二番百四番百五番地引図

面

現河辺郡雄和町。

130 -筆切地引帳並二地引絵図

年未詳 分類 :地籍

28clll× 39cm  彩色有

表題等 :芝野新田村字上谷地一筆限地引帳

現河辺郡雄和町。

B― アー9-13

B― アー10-8

B一 アー10-8

B一 アー10-8

B― アー11-9

B― アー12-7

B― アー17-9

B― アー20-4

年未詳 分類 :地籍

B― アー5-7

B― アー21-20



5枚綴 じ。                      141 川尻村 田中地引帳並二地引絵図  B― アー40-6
年未詳    分類 :地籍

132 絵図                 B― アー21-20    25clll× 35cm

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :羽後国南秋田郡川尻村之内二番字田中地引
25cm× 35clll  彩色有                       画図

表題等 :字ニツ屋家後                   現秋田市。鉛筆書き。

現秋田市。5枚綴 じ。

142 壱筆切地引帳並二地引絵図    B― アー44-8
133 絵図              B一 アー21-20    年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 28cm× 40cm  彩色有
25cIIl× 35cm  彩色有                   表題等 :河辺郡田草川村字山崎切絵図、字大沢口切

表題等 :字猿田川反甲                       絵図

現秋田市。5枚綴 じ。                   現河辺郡雄和町。

134 絵図             B― アー21-20  143 月ヽ 山村地引絵図面 ノ内抜書    B― アー46-6
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
25cm× 35cm  彩色有                   28cm× 79cm  彩色有

表題等 :字猿田川反乙                   表題等 :小山村地引絵図面ノ内中山抜書

現秋田市。5枚綴 じ。                   現秋田市。

135 絵図              B― アー21-20  144 小山村地引絵図面 ノ内抜書    B― アー46-7
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
25cm× 35cm  彩色有                   36cm× 79cm  彩色有

表題等 :字浦満溜                     表題等 :小山村地引絵図面字前田表ノ内抜書

現秋田市。5枚綴 じ。                   現秋田市。

136 壱筆限地引帳井地引絵図     B― アー24-4  145 地引絵図            B― アー48-5
年未詳    分類 :地籍                 年末詳    分類 :地籍
25clll× 18cm  彩色有・簿冊                28cm× 40cm

表題等 :壱筆限地引帳 河辺郡古野村            表題等 :寺内村壱番字三千刈

現秋田市。                        現秋田市。

137 四ツ小屋村字中野地引絵図    B― アー31-8  146 田草川村字鮨切絵図      B― アー49-12
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
28cm× 40clll  彩色有                   28cm× 21cm  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :河辺郡田草川村字鑢切絵図面
現秋田市。B― アー31-8～ Hま で 4枚綴 じ。         現河辺郡雄和町。

138 四ツ小屋村字東泉寺地引絵図   B― アー31-9  147 り|1添村芝野新田字野開切絵図   B一 アー49-13
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cIIl  彩色有                   25cIIl× 35clll  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :河辺郡川添村芝野新田字野開九十一番田一

現秋田市。B― アー31-8～ Hま で 4枚綴 じ。             枚九十二番田十二枚ノ図

現河辺郡雄和町。
139 四ツ小屋村字与左衛門川原地引絵図

B― アー31-10  148 田草川村字沖村切絵図     B― アー50-15
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
28cIIl× 60cm  彩色有                   25cm× 34cm  彩色有
表題等 :な し                       表題等 :羽後国河辺郡田草川村字沖村切絵図面
現秋田市。B― アー31-8～ 11ま で 4枚綴 じ。         現河辺郡雄和町。

140 四ツ小屋村字中川原地引絵図   B― アー31-11   149 田草川村字鮨切絵図      B― アー50-16
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
28clll× 60cm  彩色有                   28cm× 20cm  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :河辺郡田草川村字鑢切絵図面
現秋田市。B― アー31-8～ Hま で 4枚綴 じ。         現河辺郡雄和町。

―-87-



150 田草川村字鮨切絵図 B― アー50-17     25cm× 34clll  彩色有
年未詳 分類 :地籍
28cm× 20cm                        

表題等 :字待入十六番

彩色有 現秋田市。

表題等 :河辺郡田草川村字鑢切絵図面

現河辺郡雄和町 i60 壱筆限地引帳井地引図

151 田草川村字鮨切絵図                                B~ア

~55-13

年未詳    分類 :地籍
B― アー50-18    25cm× 34clll  彩色有

年未詳 分類 :地籍
28cm× 20clll                        

表題等 :字待入二十一番

彩色有 現秋田市。

表題等 :河辺郡田草川村字鑢切絵図面

現河辺郡雄和町 161 壱筆限地引帳井地引図 B― アー55-13
年未詳    分類 :地籍

152 -筆切地引帳並二地引絵図    B一 アー

年未詳                   51-7    25cm×
34clll  彩色有

分類 :地籍
25cm× 17cm                        

表題等 :字待入百六番

彩色有 現秋田市。
表題等 :河辺郡田草川村字鑢百拾壱番

現河辺郡雄和町 162 壱筆限地引帳井地引図

153 壱筆切地引帳井地引絵図                              B~ア

~55 13

年未詳    分類 :地籍
B― アー54-6     25cIIl× 34cm  彩色有

年未詳 分類 :地籍
25cm× 35cm                        

表題等 :字待入三百六十六番

現秋田市。

表題等 :南秋田郡寺内村ノ内字三千刈 壱筆限地引

帳

現秋田市。                       163
壱筆限地引帳井地引図 B― アー55-13

年未詳    分類 :地籍

25cIIl× 34cm  彩色有

154 壱筆限地引帳井地引図 B― アー55-13    表題等 :字待人三百七十八番

年未詳 分類 :地籍
25cm× 34cm                        

現秋田市。

彩色有

表題等 :字横関八番 164 -筆切地引帳並二地引絵図
(表紙)南秋田郡金足村片田 壱筆限地引帳。

現秋田市。                                           B~ア

~56-7

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :字沖村 字山崎
155 壱筆限地引帳井地引図 B― アー55-13    現河辺郡雄和町。2枚綴 じ。

年未詳 分類 :地籍
25cm× 34cm 彩色有 165

表題等 :字横関二十四番                   ~筆
切地引帳並二地引絵図

現秋田市。                                            B~ア

~56-7

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :字太田
156 壱筆限地引帳井地引図 B― アー55-13    現河辺郡雄和町。2枚綴 じ。

年未詳 分類 :地籍
25clll× 34clll 彩色有 166

表題等 :字横関二十五番                  
川添村字芝野新 田前 田切絵図

現秋田市。                                           B~ア

~57-5

年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :河辺郡川添村字芝野新田ノ内前田百八番田
157 壱筆限地引帳井地引図 B一 アー55-13
年未詳 分類 :地籍                     

数十六枚ノ図

25cm× 34cm                        
現河辺郡雄和町。

彩色有

表題等 :字横関百五十六番

現秋田市。                       167
川尻村寺後一筆地引帳並二切抜絵図

158 壱筆限地引帳井地引図                                B~ア

~59-1

明治 22年   分類 :地籍
B― アー55-13    28cIIl× 26cm  彩色有

年未詳 分類 :地籍
25cm× 34cm                        

表題等 :羽後国南秋田郡川尻村字寺後廿四番切抜絵

彩色有

表題等 :字横関百六 |‐三番内                    
図

現秋田市。                        
現秋田市。

168
159 壱筆限地引帳井地引図 B― アー55-13   年月

~筆切地引帳井地引絵図

年メこ詳                                                       ~ア

~60-12

に詳    分類 :地籍
分類 :地籍 25cm× 35cm  彩色有
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表題等 :川添村芝野新田字上谷地六番七番田地形図 田地形図

現河辺郡雄和町。2枚綴 じ。 現河辺郡雄和町。

169 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー60-12 178  地引絵巨口                      B― アー64-7

年未詳    分類 :地籍 年未詳    分類 :地籍

25cm× 35cIIl  彩色有 28cm× 40cm  彩色有

表題等 :川添村芝野新田字上谷地九十七番目地形図 表題等 :な し

現河辺郡雄和町。2枚綴 じ。 2枚綴 じ。

170 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー60-13 179 地引浄会図                    B― アー64-7

年未詳    分類 :地籍 年未詳    分類 :地籍

25cm× 35cm  彩色有 16cm× 57cm  彩色有

表題等 :河辺郡川添村芝野新田字上谷地九十六番田 表題等 :な し

地形図 2枚綴 じ。

現河辺郡雄和町。

180 -筆切地引帳並二地引絵図    B― アー65-7

171 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー60-14 年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍 34clll× 18cm  彩色有

28cm× 39cm  彩色有 表題等 :な し

表題等 :河辺郡芝野新田村字上谷地三番田地形絵図

現河辺郡雄和町。2枚綴 じ。 181 -筆切地引帳並二地引絵図    B― アー65-8

年未詳    分類 :地籍

172 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー60-14   25cm× 34cm

年未詳    分類 :地籍 表題等 :な し

28cm× 39cm  彩色有

表題等 :河辺郡芝野新田村字新堰下十七番十八番田 182 -筆切地引帳並二地引絵図    B一 アー65-9

地形絵図 年未詳    分類 :地籍

現河辺郡雄和町。2枚綴 じ。 34cm)く 25cm

表題等 :羽後国河辺郡川添村芝野新田字前田百五十

173  地引切絵巨]                    B― アー61-4 六番絵図面

年未詳    分類 :地籍 現河辺郡雄和町。

28cm× 41cm  彩色有

表題等 :河辺郡豊岩村小山字中山地引御絵図面 183 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー69-4

現秋田市。3枚綴 じ。 年未詳    分類 :地籍

25cm× 33cIIl  彩色有

174 地引 t刀 糸会図                   B― アー61-4 表題等 :河辺郡川添村田草川字山崎九拾番切絵図面

年未詳    分類 :地籍 現河辺郡雄和町。

28cIIl× 41cm  彩色有

表題等 :河辺郡豊岩村小山字前田表地引御絵図面 184 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー70-3

現秋田市。3枚綴 じ。 年未詳    分類 :地籍

25clll× 33cm  彩色有

175 地引切絵図           B― アー61-4 表題等 :河辺郡川添村芝野新田字前田百七拾九番弐

年未詳    分類 :地籍 百八 卜壱番切絵図面

28cm× 20cm  彩色有 現河辺郡雄和町。

表題等 :河辺郡豊岩村小山字神田切絵図面

現秋田市。3枚綴 じ。 185  劇也刀多歴コ                         B― アー72-6

年未詳    分類 :地籍

176 地引帳井切絵図         B― アー62-8 25cm× 33clll  彩色有

年未詳    分類 :地籍 表題等 :字中台百六十七番田地形図

25clll× 17cm  彩色有 現河辺郡雄和町。

表題等 :河辺郡川添村芝野新田字上谷地百三十六番

百五十二番切絵図面              186 -筆 限地引帳井地引絵図     B― アー73-8

現河辺郡雄和町。 年末詳    分類 :地籍

28clll× 39clll  彩色有

177 地引帳井地形図         B― アー62-9 表題等 :河辺郡川添村石田字前田二十九番田三十八

年未詳    分類 :地籍 番田地形図

28cm× 40cm  彩色有 現河辺郡雄和町。

表題等 :河辺郡川添村芝野新田字上谷地百三十七番
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187  略図                           B― アー74-2       25cm× 35c皿    彩色有
年未詳    分類 :地籍                 表題等 :河辺郡川添村芝野新田字野開八十八番田地
25cm× 35cm                                                    形図
表題等 :な し                       現河辺郡雄和町。
鉛筆書き。

196  劇ヒ弓1糸会Eヨ                       B― ァー9o-4
188 川添村田草川字沖村地形図    B― アー75-5   年未詳   分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                 28cm× 40cm  彩色有
28cm× 40cm  彩色有                   表題等 :羽後国河辺郡牛嶋町牛嶋字中揚四番地引絵
表題等 :川添村田草川字沖村百四 |‐七番円、百四 十          ⅨI

八番株場、百四十九番田、百五十番草生地、      現秋田市。
百五十二番田、百六十八番田地形図

現河辺郡雄和町。                   197 宅地面積井図面           | クー49

年未詳    分類 :地籍
189 地引帳井絵図         B― アー76-5   25cm× 17m
年末詳    分類 :地籍                 表題等 :な し
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :河辺郡川添村田草川字太円九十八番、百-    198 秋田県管轄第 1大区 6小区羽後国秋田郡蛇野町
番ノー                     全図             県 C-157-4

現河辺郡雄和町。                      年末詳    分類 :地籍
31cm× 39cm  彩色有

190 川添村芝野新田地形図      B― アー78-5   表題等 :秋田県管轄第一人区六小区羽後国秋田郡蛇
年末詳    分類 :地籍                     野町全図
25cm× 34cm  彩色有                   現秋田市。
表題等 :川添村芝野新田字上谷地五番田地形図        袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
現河辺郡雄和町。2枚綴じ。

199 羽後国秋田郡第 1大区 6小区蛇野町全図
191 川添村芝野新田地形図     B― アー785                     県 C 1579
年未詳    分類 :地籍                 明治 7年   分類 :地籍
25cm× 34clll  彩色有                   59cm× 82cm  彩色有
表題等 :川添村芝野新円字上谷地四十六番、四 |―七      表題等 :羽後国秋田郡第一大区六小区蛇野町全図

番田地形図                    現秋田市。「但 1間 2分割図」の記載あり。
現河辺郡雄和町。2枚綴じ。                 袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

192 川添村芝野新田地形図     B― アー78-6  200 滴券地絵図 秋田県管下第 1大区 7小区羽後国
年未詳   分類 :地籍                 秋田郡土崎湊士族町      県 C-157-16
29cm× 41cm  彩色有                   年未詳    分類 :地籍
表題等 :河辺郡川添村芝野新田字新堰下四 |‐五番、      27cm× 38cm  彩色有

四十六番、五十番田地形図             表題等 :清券地絵図 秋田県管下第一大区七小区羽
現河辺郡雄和町。                         後lT・l秋田郡土崎湊士族町

現秋田市。
193 川添村芝野新田地形図      B― アー78-7   袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
年未詳    分類 :地籍
41cm× 56cm 彩色有                201 秋田県管轄第 1大区 4小区羽後国川辺郡百三段
表題等 :河辺郡川添村芝野新田字上堰下十番、十一       新屋村貫属屋敷図       県 C-157-21

番、十二番、十二番、十四番、十五番、廿      年未詳    分類 :地籍
番地形図                     28cm× 40cm  彩色有

現河辺郡雄和町。                     表題等 :秋田県管轄第一大区四小区羽後国川辺郡百
三段新屋村貫属屋敷拾九軒

194 地引絵図井一筆切地引帳     B― アー80-5   現秋田市。
年未詳    分類 :地籍                 袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
25cm× 35cm  彩色有

表題等 :河辺郡川添村田草川字鑢二十九番、三十    202 秋田県管轄第 1区 6小区羽後国秋田郡蛇野町浩
番、三十九番弐等田ノ図               券地縮図            県 C-157-22

現河辺郡雄和町。                     年未詳    分類 :地籍
28clll× 40cm  彩色有

195 -筆切地引帳井地引絵図     B― アー81-5    表題等 :秋田県管轄第一区六小区羽後国秋田郡蛇野
年未詳    分類 :地籍                     町浩券地縮図



現秋田市。 現秋田市。

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

203 浩券地絵図 秋田県管下第一大区七小区羽後国   210 秋田市街図 県 C― 157-80

秋田郡土崎湊市街       県 C 157-23   年未詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍 56cm× 63cm  彩色有
26cm× 102cIIl  彩色有 表題等 :な し

表題等 :資料名と同じ 袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

現秋田市。

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。     211 秋田県管轄第 1大区 4小区羽後国河辺郡百三段

新屋村士族邸地図
204 南秋田郡土崎港町本道路線実測図                          

県 C 157-81
年未詳    分類 :地籍

県 C-157-24       40cm× 55clll   彩色有

明治 12年   分類 :地籍 表題等 :秋田県管轄第一人区四小 FX~羽後国河辺郡百

28cm〉〈60cm 三段新屋村士族邸地

表題等 :資料名と同じ 現秋田市。

現秋田市。 袋入り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下 夕絵図。

袋入り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

212 秋田県管下第 1大区 3小区羽後国秋田郡亀丁西
205秋田県管轄羽後国第 1大区 4小区川辺郡新屋比     土手町濱地之図 県 C-177-1

内南町浩券地地引絵図     県 C-157-43   年未詳   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍 27cm× 39cm  彩色有
28cm× 40cm  彩色有 表題等 :秋田県管下第一大区三小区羽後国秋田郡秋

表題等 :秋田県管轄羽後国第一大区四小区川辺郡新 田亀
「

西土手町濱地之図

屋比内南町浩券地地引絵図 現秋田市。6枚綴じ。県 C-177-1～ 6ま で同綴。

現秋田市。 袋入り。(袋書)南秋田郡亀之丁西土手町其他旭川通

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      濱地之図。

206 屋敷割図 県 C 157-59  213 秋田県管下第 1大区 2小区羽後国秋田郡秋田町

明治 8年   分類 :地籍 横町川反濱地之図
28cm)く 40cm                                                                                     C~177-2年未詳    分類 :地籍

表題等 :な し 27cm× 39cm  彩色有

現秋田市。「新大工町」の記載あり。 表題等 :秋田県管下第一人区二小区羽後IIl秋 田郡秋

袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。 田町横町川反濱地之図

現秋田市。6枚綴 じ。県 C-177-1～ 6ま で同綴。

207 羽後国秋田郡第 1大区 3小区略図 袋入り。(袋書)南秋田郡亀之 J^西土手町其他旭川通

県 C-157-63    濱地之図。

年末詳    分類 :地籍
82cm× 75clll  彩色有 214秋田県管下第 1大区 2小区羽後国秋田郡秋田酒

表題等 :羽後国秋田郡第一大区三小区略図 田町川反濱地之図
現秋田市。                                            

県 C-177-3
年末詳    分類 :地籍

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。      27cm× 39cm  彩色有

表題等 :秋田県管下第一大区二小区羽後国秋田郡秋
208秋田県管轄第 1大区 7小区羽後国秋田郡新町外

14ケ町全図                        
田酒田町川反濱地之図

県 C-157-65    現秋田市。6枚綴じ。県 C-177-1～ 6ま で同綴。

年未詳    分類 :地籍 袋入り。(袋書)南秋田郡亀之丁西土手町其他旭川通
40cm× 55cm  彩色有 濱地之図。

表題等 :秋田県管轄第一大区七小区羽後国秋田郡新

町外十四ケ町全図 215 秋田県管下第 1大区 3小区羽後国秋田郡秋田馬

現秋田市。 日労町川反濱地之図 県 C-177-4
袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。      年未詳    分類 :地籍

27clll× 39clll  彩色有

209 羽後国秋田郡第 1大区 3小区楢山医王院前町図   表題等 :秋田県管下第一大区三小区羽後国秋田郡秋

県 C-157-69 田馬口労町川反濱地之図

年未詳    分類 :地籍 現秋田市。6枚綴 じ。県 C-177-1～ 6ま で同綴。
27cm× 164cm  彩色有 袋入り。(袋書)南秋田郡亀之 I^西土手町其他旭川通

表題等 :羽後国秋田郡第一大区三小区楢山医王院前      濱地之図。

町
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216秋田県管下第 1大区 3小区羽後国秋田郡秋田本   224 新城郷 12ケ村絵図
渡町濱地之図

年未詳    分類 :地籍
27cm× 39cIIl  彩色有

表題等 :秋田県管下第一大区七小区羽後国秋田郡土

崎湊町六尺壱間壱分詰絵図

現秋田市。

219 新城郷 12ケ村絵図

年未詳    分類 :地籍
52cm× 65cm  彩色有

表題等 :湯ノ里村

221 新城郷 12ケ村絵図

年未詳    分類 :地籍
55cm× 114cm  彩色有

表題等 :な し

222 新城郷 12ケ村絵図

年未詳    分類 :地籍
41cm× 77cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡中野村

現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。

223 新城郷 12ケ村絵図

年未詳    分類 :地籍
54cm× 77cm  彩色有

県 C-422-6
県 C-177-5    年未詳    分類 :地籍

38cm× 54cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡保多野村絵図

県 C-422-7

226 新城郷 12ケ村絵図

年未詳    分類 :地籍

県 C-422-8

県 C-701

表題等 :資料名と同じ

現秋田市。

228 第 1大区 :小区河路絵図      県 C-716
年未詳    分類 :地籍
57cm× 78cm  彩色有

県 C-422-1    表題等 :第一大区一小区河路絵図面

現秋田市。「副戸長広瀬有敬 (印 )」 とあり。

229 戊辰役陣没者官修墳墓図    AH212.1 160

230 羽後国秋田郡秋田城郭之図     県 C-254
年未詳    分類 :城図

表題等 :資料名と同じ

231 羽後国秋田郡秋田城絵図      県 C-255
年未詳    分類 :城図
55cm× 74cm  彩色有           

｀

県C-422-4  232 羽後国秋田郡秋田城郭之図     県 C-256
年未詳    分類 :城図
54cm× 77cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

233 秋田城絵図 県 C-257
県 C-422-5    年未詳    分類 :城図

53cm× 77cm  彩色有

表題等 :な し

表題等 :秋田県管下第一大区三小区羽後国秋田郡秋      現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。

田本渡町濱地之図

現秋田市。6枚綴じ。県 C-177-1～ 6ま で同綴。     225 新城郷 12ケ村絵図
袋入り。(袋書)南秋田郡亀之丁西土手町其他旭川通      年未詳    分類 :地籍

濱地之図。 41 clll× 122cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡白山村
217 秋田県管下第 1大区 3小区羽後国秋田郡秋田新    現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。

渡町濱地之図

年未詳    分類 :地籍
27cm× 39cm  彩色有

県 C― i77-6

表題等 :秋田県管下第一大区三小区羽後国秋田郡秋      77cm× 53cm  彩色有

田新渡町濱地之図 表題等 :羽後国南秋田郡岩城村

現秋田市。6枚綴 じ。県 C-177-1～ 6ま で同綴。       現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。

袋入 り。(袋書)南秋田郡亀之丁西土手町其他旭川通

濱地之図。 227 秋田県管轄羽後国秋田郡五十町村絵図

218秋田県管下第 1大区 7小区羽後国秋田郡土崎湊    年未詳   分類 :地籍
町 6尺 1間 1分詰絵図

明治 8年    分類 :地籍

182clll× 333cm  彩色有

県 C-1 81       39cm× 91 clll   彩 1■有

現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。       年未詳    分類 :戊辰

220 新城郷 12ケ村絵図

年未詳    分類 :地籍
55cm× 67cm  彩色有

表題等 :羽後国南秋田郡小友村

30clll× 72cm

県 C-422-2    表題等 :戊辰没官修墳墓

現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。       55clll× 74cIIl  彩色有

県 C-422-3

現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。       表題等 :羽後国秋田郡秋田城

表題等 :小又

現秋田市。8枚 1袋。県 C-422-1～ 8ま で同袋。      234 1日 秋田城廓全図
年未詳    分類 :城図
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239 全良寺忠魂殿新築平面設計図  AH185-31 1  250 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     | クー42-5

150cm× 92cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

E口昂」。

235 大祖御祭典纏 (明治十年)    AS385-45
明治 10年   分類 :建物
28clll× 40cIIl

表題等 :な し

236 大祖御祭典纏 (明治十年)    AS385-45
明治 10年   分類 :建物
24cm× 33cm

表題等 :な し

237 大祖御祭典纏 (明治十年)    AS385-45
明治 10年   分類 :建物
28clll× 40clll

表題等 :な し

238 全良寺忠魂殿新築正面設計図並豫算書

年未詳    分類 :建物

28cm× 17cm   簿冊

表題等 :全良寺忠魂殿新築正面設計図

年未詳    分類 :建物

28cm× 40clll

表題等 :資料名 と同 じ

明治 34年   分類 :建物

27cm× 38cm

245 家屋間取図
年未詳    分類 :建物
20cm× 56cm  彩色有

表題等 :な し

|― クー41

246 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     | クー42-l
年未詳    分類 :建物
35cm× 25clll

表題等 :質蔵荷蔵 二仕直ス之図

247 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     | クー42-2
年未詳    分類 :建物
35clll× 25clll

表題等 :茶町土蔵荷蔵二仕直ス之図

248 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     | クー42-3
年未詳    分類 :建物
35cm× 25cm

表題等 :質蔵現在之略図

AH185-31  249 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     ト クー424
年未詳    分類 :建物
35cm× 25cm

表題等 :茶町土蔵現在之略図

年未詳    分類 :建物

35cIIl× 25cm

表題等 :梁間四間行間八間土蔵新規建築之略図

年未詳    分類 :建物

35cm× 25cm

252 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     | クー42-7
年未詳    分類 :建物

表題等 :荷蔵土台木配り之図

|― クー42-8253 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図
年未詳    分類 :建物
35cm× 25cIIl

l― クー30    表題等 :荷蔵高屋木配 り之図

254 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     ト クー429
年未詳    分類 :建物
35cIIl× 25cm

255 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図    ト クー42-10
年未詳    分類 :建物
35cm× 25cm

256 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図    ト クー42-11
年未詳    分類 :建物
35cm× 25cm

240 秋田御城内御座敷廻絵図      AH526-2  251 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図     | クー42-6

表題等 :秋田日々新聞第五千七百拾弐号附録 秋田      表題等 :な し

御城内御座敷廻絵図

印刷。コピーもあり。

24i 秋田御城内御座敷廻絵図      AH526-3   35cm× 25cm

年未詳    分類 :建物

16cm× 25cm

表題等 :資料名 と同 じ

E口届J。

242 建物図
大正 2年    分類 :建物
70cm× 113cm

表題等 :な し

243 土蔵地形及土蔵之振 レヲ見ル図   トクー31   表題等 :な し
大正 2年   分類 :建物
73cIIl× 68cIIl  彩色有

表題等 :資料名と同じ

244 台所及流ス前仕舞直シ之図     | クー32   表題等 :な し
大正 2年   分類 :建物
35cm× 93cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ
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表題等 :な し 表題等 :資料名と同じ

257 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図    | クー42-12  268 通 り側雨戸へ硝子入取持之図    | クー59

年未詳    分類 :建物

35clll× 25clll

年未詳    分類 :建物

35cIIl× 25cIIl

表題等 :荷蔵百分 ノ壱図

年未詳    分類

35cm× 25cIIl

表題等 :な し

260 座敷廻土蔵図
年未詳    分類
30c皿 ×53clll

表題等 :な し

261 建物図

建物

建物

年未詳    分類 :建物
25cm× 35cIIl

表題等 :な し

8枚綴 じ。

262 建物図
年未詳    分類 :建物
32cm× 40cIIl

表題等 :な し

263 建物図
年未詳    分類 :建物
65cm× 47cm

表題等 :な し

264 屋敷図
年未詳    分類 :建物
25clll× 34clll

表題等 :な し

265 板塀拾分壱之図
年未詳    分類 :建物
35clll〉 〈25cm

表題等 :塀板拾分壱之図

266 建物窓図

年未詳    分類 :建物
24clll× 64clll

表題等 :な し

267 二階夜具棚之図

年未詳    分類 :建物
25clll× 31 clll

年未詳    分類 :建物

14cln× 54clll

表題等 :梁間四間行間八間土蔵高屋木配 り百分ノ壱      表題等 :通 り側雨戸江三ノバンカラス六枚入 リテ取

格之図

269 屋敷図
258 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図    | クー42-13   年未詳   分類 :建物

之図 梁マ四間行マ八間土蔵土台及三階持

木配 り百分ノ壱之図

35cm× 25clll  彩色有

表題等 :な し

270 土蔵図井材料
259 茶町質蔵荷蔵土蔵ほか図    | クー42-14   年未詳   分類 :建物

|一 クー62

|一 クー65

33clll× 25cm

表題等 :な し

271 和洋高家組図
|― クー43    年未詳    分類 :建物

23c皿 ×13clll

表題等 :資料名 と同 じ

|― クー66

272 秋田県羽後国河辺郡柳原新田村鎮座神明社略絵
|一 クー50      Eコ                   AH175-16

年未詳    分類 :社地

28cm× 40cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現秋田市。同じもの 3枚 あり。

| クー51  273 寺内村旧蹟全図附旧招魂社地全図
AH214.5-2-1

年未詳    分類 :社地

53cID× 77cm  彩色有

表題等 :な し

|― クー52    現秋田市。

274 寺内村旧蹟全図附旧招魂社地全図
AH214.5-2-2

年未詳    分類 :社地

|― クー54       53cm× 77cm   彩色有

表題等 :旧招魂社地図面

現秋田市。

275 招魂所分間坪割之図
| クー55    年未詳    分類 :社地

55cIIl〉く64cm

表題等 :資料名 と同 じ

現秋田市。

| クー56  276 羽後国秋田郡寺内村地内秋田県公園地之図
県 C-260

年未詳    分類 :社地

54cm× 40cm  彩色有・ 軸装

表題等 :資料名と同じ

ト クー57    現秋田市。県 C-262、 県 C-264と 一本に軸装。

県 C-258



小黒川官林調査之図、河辺郡船岡村字宇津熊野田官277 羽後国秋田郡寺内村地内招魂社井公園地景況之

林調査之図、河辺郡三内村官林調査之図、河辺郡下県 C-261図

黒瀬村字黒瀬沢官林調査之図、河辺郡御所野村字前年未詳    分類 :社地

山官林調査之図、河辺郡戸島村字七曲り官林調査之54cm× 39cm  彩色有

図、河辺郡女米木村字国見山外三ケ処官林調査之表題等 :資料名と同じ

図、河辺郡船岡村字七五三掛野官林調査之図)。現秋田市。

285 千秋公園設計参考図       県 C-604 1278秋 田県管轄第 1大区 6小区羽後国秋 田郡寺 内村

年未詳    分類 :そ の他県 C-262地内招魂社絵図
27cm× 38cm  彩色有・簿冊年未詳    分類 :社地

表題等 :公園設計参考図54cm× 40cm  彩色有・軸装

表題等 :秋田県管轄第一大区六小区羽後国秋田郡寺

286 千秋公園設計参考図       県 C-604-2内村招魂社

年未詳    分類 :そ の他-264と 一本に車由装。現秋田市。tt C-260、 県 C
27cm× 38cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ279 秋田県管轄第 1大区 6小区羽後国秋 田郡寺 内村

県 C-263地内招魂社絵図
287 金照寺山公園連絡道路設計図    県 C-605年未詳    分類 :社地

年未詳    分類 :そ の他56clll× 41cm

67cIIl× 1 10clll  彩色有・軸装表題等 :秋田県管轄第一大区六小区羽後国秋田郡寺

表題等 :公園地内村招魂社

現秋田市。

288 雄物川及土崎港深浅測量図     県 C-610
明治 12年   分類 :そ の他280 羽後国秋田郡寺内村地内招魂社境内井公園地分
43cm× 69cm  彩色有・軸装県 C-264間之図

表題等 :資料名と同じ年未詳    分類 :社地

54cm× 40clll  彩色有・軸装

289 秋 田土崎港及雄物川深浅測量図   県 C-611表題等 :資料名と同じ

明治 12年    分類 :そ の他-262と 一本に軸装。現秋田市。県 C-260、 県 C
180clll× 256cm   車由装

281 秋田県管内 9郡全図 (河辺郡) 県C-629-4   表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :境界

39cm× 55cIIl  彩色有

表題等 :河辺郡全図

秋田県全域にもあり。

282 南秋 田郡高岡村 と浦山村の村境論図 県 C-632
明治 13年   分類 :境界

64cm× 106cm

表題等 :な し

現秋田市。

283 秋田県下第 1大区 1小区分測図   県 C-638
年未詳    分類 :境界

65cm× 91cm  彩色有

表題等 :羽後国秋田県下第壱大区壱小区分測図

閲覧不能。

県 C-612

県 C-614

県 C-615

284 秋田県河辺郡官林調査之図 (岩見村字岩見山、
船岡村字大川前・ 字小黒川・ 宇津熊野田・七   293 千秋園改良設計図
五三掛野、三内村、下黒瀬村字黒瀬沢、御所野    明治44年   分類 :そ の他

村字前山、戸島村字七曲り、女米木村字国見山   229cm× 127cm 彩色有・軸装

県 C-616

290 雄物川深浅測量図

明治 12年   分類 :そ の他

66cm× 109cm  軸装

表題等 :資料名と同じ

291 千秋園一部改良設計図

明治 35年    分類 :そ の他

153cm× 109cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

長岡安平設計。

292 千秋園一部改良設計図

明治 41年    分類 :そ の他

155cm× 110cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

長岡安平設計。

外三ケ処 )

年未詳    分類 :山林
28cm× 39cm  彩色有・簿冊

表題等 :秋田県河辺郡官林図

県 C-109    表題等 :資料名と同じ

長岡安平設計。

294 金照寺公園設計図
10枚綴 じ (河辺郡岩見村字岩見山官林調査之図、河      明治 44年    分類 :そ の他

辺郡船岡村字大川前官林調査之図、河辺郡松岡村字      154cm× 194cm  彩色有・軸装

-95-
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表題等 :公園設計図

閲覧不能。

295 秋 田公園千秋園図 県 C-705
年末詳 分類 :そ の他
55cm× 98cm  彩色有・軸装

表題等 :秋田公園千秋園

296 公園連絡道路設計図 県 C-706
年未詳 分類 :そ の他
55cm× 98cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

297 堤分水略図 斧 6818

年未詳 分類 :不明
35cm× 25clll

表題等 :な し

298 開拓絵図 (後口野より相染後迄を含む)斧 6823

年末詳    分類 :不明
206cm× 79cm  彩色有

表題等 :な し

299 水害地略図 (下絵)          」-4

年未詳    分類 :不明
25cm× 34cm

表題等 :な し

鉛筆書 き。
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7本 荘 ・ 由 利 地 域

〔藩 政 期〕               9 羽州象潟之図           AH291.6-9
年未詳    分類 :地域

1 亀田御境桂根川より門前迄絵図    A290-74   45cm× 61cm

年未詳    分類 :地域                 表題等 :資料名と同じ

13clll× 18clll  彩色有・簿冊                木版。

表題等 :海岸 亀田御境桂根川より門前迄 賀茂村
より青砂村迄之間中              10 矢島領村々と由利郡鮎川村郷 と要水論裁許之絵

図                県 C l17
2 由利郡本庄絵図        A290 114-128   宝永 3年    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 120cm× 216cm  彩色有・複製有
69cm× 74cIIl  彩色有                   端裏書 :資料名と同じ

端裏書 :資料名と同じ                   裁許絵図。裏書有り。

3 由利郡本庄絵図 (境界図)   A290-114-129  11 八塩山御境絵図          県 C-161

(天明 7年 10月 ) 分類 :地域              年未詳    分類 :地域
107cm× 212cm   彩色有                60cm× 85cm  彩色有・複製有

端裏書 :由利郡本庄絵図                  端裏書 :資料名と同じ

袋入り。(袋書)秋田領八塩山御境絵図。
4 国絵図三枚之内生駒主殿知行所 (矢島 0到米 )

A290 114-131   12 平沢矢島伊勢居地絵図       県 C-280
元禄 10年 10月 17日  分類 :地域            年未詳     分類 :地域
188cm× 173c皿     彩色有              144cm× 114cm  彩色有・軸装

端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州由理      表題等 :な し

郡矢嶋到米下村之図
A290-114-132、 県 C-283-1～ 3と ほぼ同じも    13 矢島近辺絵図           県 C-282
の。                            年未詳     分類 :地域

149cm× 140cm  彩色有・複製有
5 国絵図三枚之内生駒主殿知行所 (矢島・ 到米)    表題等 :な し

A290-114-132
元禄 10年 10月 17日  分類 :地域           14 由利郡矢島近辺絵図       県 C-283-1
186cm× 171 cIIl     彩色有              元禄 10年   分類 :地域

端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州由理      56cm× 193cm  彩色有

郡矢嶋到米下村之図                端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州由理

A290-114-131、 県 C-283-1～ 3と ほぼ同 じも          郡矢嶋至1米下村之図
の。                           1枚 を 3分割 (県 C-283-1～ 3)。

6 今度 由利郡御百性飽海郡御百性鳥海 山議論候所   15 由利郡本庄近辺絵図       県 C-283-2
縁絵図             A290-114-133   元禄 10年   分類 :地域

宝永 2年間 4月  分類 :地域               57cIIl× 193cm  彩色有
78clll× 154cm   彩色有                 端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州由理

表題等 :な し                           郡矢嶋到米下村之図

裏書有り。                        1枚 を 3分割 (県 C-283-1～ 3)。

7 由利郡飽海郡御裁許御墨引御絵図          16 由利郡下村近辺絵図       県 C-283-3
A290-114-151    元禄 10年   分類 :地域

宝永 2年閏 4月  分類 :地域               57clll× 193cm  彩色有
81cm× 148clll   彩色有                 端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州由理

表題等 :な し                           郡矢嶋到米下村之図
A290-114-133参 照。                   1枚 を 3分割 (県 C-283-1～ 3)。

8 羽後国由利郡絵図         A291.6-41   17 由利郡鳥海山近辺絵図      県 C-283-4
年未詳    分類 :地域                元禄 10年   分類 :地域
79cm× 107cm  彩色有                  53cm× 284cm  彩色有

表題等 :な し                       端裏書 :生駒家江此方様より遣候五枚之内由利郡



1枚を 2分割 (県 C-283-4～ 5)。

18 由利郡内絵図
元禄 10年   分類 :地域

県 C-283-5

53cm× 275cm  彩色有

端裏書 :生駒家江此方様より遣候五枚之内由利郡
1枚 を 2分割 (県 C-283-4～ 5)。

19 由利郡内岩城伊予守領内絵図 県 C-284
元禄 15年 分類 :地域

184cm× 230cm  彩色有 0軸装・複製有

表題等 :資料名と同じ

20 由利郡内岩城伊予守領内絵図 県 C-285
元禄 15年 分類 :地域

187cm× 232cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

21 亀田領絵図

28 本荘絵図 六郷伊賀守

年未詳     分類 :地域
144cm× 150cm  彩色有

表題等 :な し

29 由利郡仁賀保絵図

年未詳    分類 :地域
53cm× 277clll  彩色有・軸装

端裏書 :由利郡仁賀保

県 C-297-2と 同じ。

30 由利郡仁賀保絵図

県 C-295

県 C-297-1

県 C-297-2
年未詳 分類 :地域

54cm× 278cm  彩色有

端裏書 :由利郡仁賀保

県 C-297-1と 同じ。

31 飽海郡由利郡絵図 県 C-298
県 C-288 年未詳 分類 :地域

78cm× 172cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

32 出羽国由利郡横岡村与同国同郡本郷村株場山論

裁許之事
延享元年    分類 :地域
158cll× 2 H cm  彩色有

表題等 :な し

裁許絵図。

33 由利郡酒井家領之絵図

県 C-300

県 C-307
年未詳 分類 :地域

54cm× 232cm  彩色有

表題等 :な し

上欠。裏書有り (「人印三十四番此方様より酒井家江

被遣候二枚之内」とあり)。

34 由利郡酒井家領之絵図 県 C-309
年未詳 分類 :地域

89clll× H8cm  彩色有

表題等 :な し

上欠。裏書有り (「酒井家江遣候二枚之内」とあり)。

35 秋田御領亀田御領仙北郡大沢郷御境縁絵図

県 C-318
天保 8年 分類 :地域

1 16cIIl× 95cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

36 秋田領亀田領絵図 県 C-319
年未詳 分類 :地域

116cm× 95cIIl  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

37 出羽国小滝村与同国横岡村争論御裁許書絵図

県 C-321

貞享 2年    分類 :地域

173cm× 210cm  彩色有・ 複製有

袋書 :資料名 と同 じ

年未詳 分類 :地域
46cm× 78cm  彩色有

端裏書 :亀田領図

22 六郷領絵図

年未詳     分類 :地域
160cm× 153cm  彩色有

表題等 :な し

23 六郷家領絵図

県 C-291

県 C-292-1
年未詳 分類 :地域
52cm× 160clll  彩色有

端裏書 :此方様より六郷家江遣候三枚之内

1枚を 3分割 (県 C-292-1～ 3)。

24 六郷家領絵図          県 C-292-2
年未詳    分類 :地域
52cm× 160cm  彩色有

端裏書 :此方様より六郷家江遣候三枚之内
1枚 を 3分割 (県 C-292-1～ 3)。

25 六郷家領絵図          県 C-292-3
年未詳    分類 :地域
52cm× 160cm  彩色有

端裏書 :此方様より六郷家江遣候三枚之内

1枚を 3分割 (県 C-292-1～ 3)。

26 六郷伊賀守領絵図         県 C-293
元禄 11年    分類 :地域
139cm× 142cm  彩色有・軸装・複製有

表題等 :な し

27 御国絵図御改六郷仁賀保生駒国境絵図

県 C-294
元禄 13年   分類 :地域

98錮 ×162cm  彩色有

端裏書 :元禄十三年辰八月御国絵図御改二付六郷仁

賀保生駒家 ヨリ被遣候絵図

裏書有 り。



裁許絵図。

38 御領矢嶋亀田入会野新田絵図
貞享 2年   分類 :地域
48c皿 ×69cln

表題等 :な し

39 御領矢嶋亀田入会野新田絵図
貞享 2年   分類 :地域
62cm× 57cm  彩色有

表題等 :な し

40 本荘矢嶋両国争論裁許絵図

県 C-322

県 C-323

表題等 :な し

48 村絵図

(幕末)

1 18cln× 161cm

表題等 :な し

分類 :不明

彩色有

354--6002

AH291.5-38

県 C-324
宝永 3年 分類 :地域
1 18cIIl× 210cIIl  彩色有

端裏書 :本庄八嶋両国図

裁許絵図。裏書有り。

41 亀田境桂根村御境より相川村御境迄絵図

県 C-325
享保 7年 分類 :地域
106cm× 240cm  彩色有
表題等 :な し

42 羽州滝沢領与同国矢嶋領与山論裁許之絵図

県 C-326
万治 2年 分類 :地域
149clll× 143cm  彩色有

表題等 :な し

裁許絵図。裏書有り。

43 羽州滝沢領与同国矢嶋領与山論裁許之図

県 C-327
天保 2年 分類 :地域
158cIIl× 140cm  彩色有・複製有
表題等 :な し

44 湯沢御山役神部作左衛門指出候上到米御境之絵

県 C-328
元文 4年   分類 :地域
84cm× 60clll  彩色有

表題等 :な し

45 出羽国由利郡横岡村与同国本郷村株場山論裁許
絵図

延享元年
県 C-352

分類 :地域
177cm× 218cm  彩色有・軸装・複製有

表題等 :な し

裁許絵図。裏書有 り。

46 由利郡金浦村砲台図 県 C-308
年未詳 分類 :そ の他
33cm× 45cIIl  彩色有

表題等 :由利郡金浦村

〔明 治 期 以 降〕

1 西 日村海土剥地区開発予定地図 山 1130

年未詳 分類 :地域
59cm× 80cm  彩色有

表題等 :本荘営林署管内字浜山新道下国有林関係海

土剥地区開発予定地図面

2 岩谷山之図
年未詳    分類 :地域
41cm× 28cln

表題等 :資料名 と同 じ

3 秋田県由利郡平沢町全図及地質図  AH291.6 10
年未詳 分類 :地域
27cm× 39clll

表題等 :資料名 と同 じ

E日昂J。

4 羽後国由利郡之内元矢島県管轄全図  県 C-281
年未詳 分類 :地域
133cm× 164cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

(端裏書)八島絵図。

5 羽後国由利郡川辺郡旧亀田県管内絵図 県 C-286
年未詳 分類 :地域
97cm× 79cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

6 旧亀田県管内絵図 県 C-289
年未詳 分類 :地域
40cm× 52cm  彩色有

表題等 :な し

7 亀 田旧城下之図 県 C-290-l
年未詳 分類 :地域
159cm× 80cm  彩色有

表題等 :な し

6枚 1袋。(袋書)亀田旧城下之図壱枚 新古貸長屋

之図弐枚 官凛之図壱枚 籾蔵之図壱枚 外品々

入。

8 旧本荘県管轄内絵図
年未詳 分類 :地域
53cm× 77cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

図

47 村絵図
(幕末)

1 17clll× 142cIIl

分類 :不明

彩色有

354-6001
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9 由利郡各村絵図         A290-185-1    現由利郡岩城町。

年未詳    分類 :地籍
138cm× 69cm  彩色有                19 由利郡各村絵図        A290-185-11
表題等 :羽後国由利郡西目村絵図面             年末詳    分類 :地籍

現由利郡西目町。                      28cm× 41 clll  彩色有

表題等 :由利郡大倉沢村村誌絵図面

10 由利郡各村絵図         A290-185-2   現由利郡大内町。

年未詳    分類 :地籍

37cm× 50cm 彩色有                20 由利郡各村絵図        A290-185 12
表題等 :由利郡西日開墾地絵図面              年未詳    分類 :地籍

現由利郡西目町。                     27c皿 ×40clll  彩色有

表題等 :羽後国由利郡中帳村絵図面

11 由利郡各村絵図         A290 185-3   現由利郡大内町。

年未詳    分類 :地籍

48cm× 55cm  彩色有                 21 由利郡各村絵図        A290-185-13
表題等 :羽後国由利郡松ケ崎全図              年未詳    分類 :地籍

現本荘市。                        28cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国由利郡長坂村村誌絵図面

12 由利郡各村絵図         A290 185-4   現由利郡大内町。

年未詳    分類 :地籍

30cm× 30cm  彩色有                 22 由利郡各村絵図        A290-185-14
表題等 :羽後国由利郡中俣村絵図面             年末詳    分類 :地籍

現由利郡人内町。                     28cIIl× 40cm  彩色有

表題等 :秋田県羽後国由利郡新沢村絵図面

13 由利郡各村絵図         A290 185-5   現由利郡大内町。

年未詳    分類 :地籍

40cm× 29cm 彩色有                23 由利郡各村絵図        A290-185-15
表題等 :羽後Itl由利郡萱ケ沢村縮地図            年末詳    分類 :地籍

現河辺郡雄和町。                     80cm× 28cm  彩色有

表題等 :由利郡瀧俣村図

14 由利郡各村絵図         A290 185-6   現由利郡岩城町。

年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有                 24 由利郡各村絵図        A290-185-16
表題等 :秋田県羽後国由利郡加賀沢村村誌図面        年未詳    分類 :地籍

現由利郡人内町。                     28cm× 39cln  彩色有

表題等 :羽後l■l由利郡葛岡村一村全図

15 由利郡各村絵図         A290-185-7   現由利郡大内町。

年末詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有                 25 由利郡各村絵図        A290-185-17
表題等 :秋田県羽後国由利郡及位村村誌図面         年未詳    分類 :地籍

現由利郡大内町。                     55cm× 1 10cln  彩色有

表題等 :秋田県羽後国由利郡元町村絵図面

16 由利郡各村絵図         A290-185-8   現由利郡矢島町。

年未詳    分類 :地籍

29cm× 40cm  彩色有                 26 由利郡各村絵図        A290-185-18
表題等 :由利郡神沢村全図                 年未詳    分類 :地籍

現本荘市。                         28cm× 40on  彩色有

表題等 :秋田県管轄羽後国由利郡向野村村誌絵図面

17 由利郡各村絵図         A290-185-9   現河辺郡雄和町。

年未詳    分類 :地籍

56cm× 41cm  彩色有                 27 由利郡各村絵図        A290-185-19
表題等 :秋田県羽後l■l由利郡神ケ村村誌絵図面        年未詳    分類 :地籍

現河辺郡雄和町。                     28cm× 40cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄羽後国由利郡繋村村誌絵図面

18 由利郡各村絵図        A290-185-10   現河辺郡雄和町。

年末詳    分類 :地籍

28cm× 39cln  彩色有                 28 由利郡各村絵図        A290-185-20
表題等 :由利郡泉田村図                  年未詳    分類 :地籍
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28cm× 39clll 彩色有

表題等 :由利郡高尾村画図面               38
由利郡各村絵図

現由利郡大内町。                     
年末詳    分類         A290-185-30:地籍
29cm× 40cm  彩色有

29 由利郡各村絵図                   
表題等 :秋田県由利郡徳沢村略絵図

年未詳               A290-185-21    
現由利郡大内町。

分類 :地籍
32clll× 49cm 彩色有 39
表題等 :羽後国由利郡親川村全図              

由利郡各村絵図

現本荘可j。

A290-185-31
年未詳    分類 :地籍
29cm× 38cm  彩色有

30 由利郡各村絵図                  
表題等 :羽後国由利郡小栗山村

年未詳               A290-185-22    
現由利郡大内町。

分類 :地籍
28cIIl× 41cm

表題等 :由利君

彩色有

F中 田代村                 40
由利郡各村絵図

現由利郡大内町。                                       A290-185-32
年末詳    分類 :地籍
28cm× 39cm  彩色有

31 由利郡各村絵図                   
表題等 :羽後国由利郡平岨村全図

年未詳               A290-185-23    
現由利郡大内町。

分類 :地籍
28clll× 40clll

表題等 :地誌経

彩色有 4i

図ヽ面 由利郡北福田村            
由利郡各村絵図

現由利郡大内町。                                       A290-185-33
年未詳    分類 :地籍
28cm× 40cm  彩色有

32 由利郡各村絵図                  
表題等 :由利郡福俣村

年未詳               A290-185-24    
現由利郡岩城町。

分類 :地籍
29cm× 41 cln 彩色有 42 由利郡各村絵図 A290-185-34
表題等 :地誌編輯村誌地図面 羽後 lT・l由 利郡岩野 目      年末詳    分類 :地籍

沢村 29cln× 37cIIl   彩色有
現由利郡大内町。 表題等 :由利郡冨円村

33 由利郡各村絵図                  
現由利郡岩城町。

年未詳               A290-185-25分類 :地籍
28clll× 39clll

表題等 :秋田渠

彩色有                  43
由利郡各村絵図 A290-185-35

t管轄羽後国由利郡碇田村村誌絵図理      
年末詳    分類 :地籍

轟           99cm× 56cln   彩色有
現河辺郡雄和町。 表題等 :羽後国由利郡荒沢村絵図■l‐

34 由利郡各村絵図                  
現由利郡矢島町。

年未詳               A290-185-26分類 :地籍
28cm× 41 clll

表題等 :由利引

彩色有                 44 
由利郡各村絵図

;赤平村                                    A290-185-36
年末詳    分類 :地籍

現由利郡岩城助                      48cm×
31cm  彩色有

表題等 :羽後国由利郡声川村全図

35 由利郡各村絵図                  
現本荘市。

年未詳               A290-185-27分類 :地籍
29cm× 37cm

表題等 :由利郡

彩色有                 45 
由利郡各村絵図

1新田村絵図面                                  A290-185-37
年未詳    分類 :地籍

現由利郡大内町                      29cm×
38cm  彩色有

表題等 :羽後FTNl由 利郡栢本村村誌図面

36 由利郡各村絵図                  
現由利郡人内町。

A290-185-28
年未詳 分類 :地籍
28cm× 39cm                    46 

由利郡各村絵図
彩色有

表題等 :地誌編輯村誌地図面 羽後国由利郡羽広本

A290-185  38

年未詳    分類 :地籍

現由利郡大内駒               
寸      28cm× 40cm  彩色有

表題等 :地誌編輯村誌地図面 羽後国由利郡瀧村

現由利郡大内町。
37 由利郡各村絵図 A290-i85-29

年未詳 分類 :地籍

39cm× 81cm                                          47彩色有                 
第 四大 区五小 区列戸絵 図 ―由利郡二 十九村 ―

表題等 :秋田県羽後国由利郡坂之下村地誌略絵図

現由利郡矢島殉                                          AH291.6-1
明治 6年   分類 :地籍

24cm× 17cm  彩色有・簿冊



袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。表題等 :第四大区五小区列戸絵図由利郡三十九村

AH291.6-11  55 秋田県管轄第 4大区 3小区羽後国由利郡城内村

県 C-157-71
48 石沢村鍔出山略図

外 2ケ町全図分類 :地籍                  `年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有37cIIl× 53cm

表題等 :秋田県羽後国由利郡石沢村大字鍔出山略図      59clll× 37cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄第四大区三小区羽後国由利郡城面

                            内村外ニケ町全図現本荘市。

                        袋入り。 (袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

49 由利郡館村外拾ケ村戸長役場区域内略絵図
AH291.6-12  56 羽後国由利郡秋田県第 4大区 6小区亀田町縮図

県 C-157-72分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有28cm× 40cm                                          41cm×

55cIIl   彩色有表題等 :資料名と同 じ

表題等 :羽後国由利郡秋田県第四人区六小区亀田町

縮図50 秋 田県管轄第 4大区 3小区羽後国由利郡城 内村

県 C-157-6    現由利郡岩城町。外 2ケ町全図

袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。分類 :地籍年未詳

彩色有55cm× 4 1 clll

表題等 :秋田県管轄第四大区三小区羽後国由利郡城    57 秋田県管轄第 4大区 1小区羽後国由利郡本荘縮
県 C-157-74図内村外ニケ町全図

明治 8年   分類 :地籍現由利郡矢島陶。

               。      39clll× 55cm  彩色有袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図

表題等 :秋田県管轄第四大区一小区羽後国由利郡本

荘縮図51 秋 田県管轄第 4大区 1小区羽後国由利郡本荘町

県 C-157-7    現本荘市。浩券地縮図

                     袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。分類 :地籍年未詳

彩色有40cm× 56cm

表題等 :秋田県管轄第四大区一小区羽後国由利郡本    58 秋田県管下羽後国由利郡第 4大区 l小区本荘町
県 C-157-75員属町市街絵図荘町浩券地縮図

年未詳    分類 :地籍現本荘市。

                  。      40cm× 57cm  彩色有袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図

表題等 :秋田県管下羽後国由利郡第四大区一小区本

荘町貫属町市街絵図52 秋田県管轄第 4大区 1小区羽後国由利郡本荘町

県C-157-12    現本荘市。清券地縮図

                     袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。分類 :地籍年未詳

彩色有

                 秋 田県管轄第 4大区 6小区羽後国亀 田町外 29

28clll× 39cID

表題等 :秋田県管轄第四大区一小区羽後国由利郡本     59                  
県 C-157-76ケ町全図荘町清券地縮図

年未詳    分類 :地籍現本荘市。

                  。      38cm× 55cm  彩色有秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図|袋入り。 (袋書)                     
表題等 :秋田県管轄第四大区六小区羽後国亀田町外

廿九丁全図53 秋 田県管下羽後国由利郡第 4大区 3小区浩券地

県 C-157-39    現由利郡岩城町。絵図

                         袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。分類 :地籍年未詳

県 C-299-1
彩色有56c皿 ×57cm

表題等 :秋田県管下羽後国由利郡第四大区三小区浩    60 亀田屋敷分布図

年未詳    分類 :地籍券地絵図

68cm× 178cm  彩色有現由利郡矢島町。

               。      表題等 :な し秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図(袋入り。(袋書)                     
現由利郡岩城町。旧亀田城下。

54 秋田県管轄第 4大区 3小区羽後国由利郡矢島町    26枚 1袋。(袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-157-53                           
県 C-299-2

浩券地縮図

                   61 地蔵坂屋敷分布図分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有28cm× 39cm

表題等 :秋田県管轄第四大区三小区羽後国由利郡矢      91cm× 68cm  彩色有

表題等 :な し島町浩券地縮図

現由利郡岩城町。旧亀田城下。現由利郡矢島町。
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現由利郡岩城町。旧亀田城下。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-3                           
県 C-299-11

62 今町屋敷分布図
70 蔵小路川端図分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有40cm× 49cll1                              25cm×
68cll  彩色有表題等 :な し

                       表題等 :蔵小路川端現由利郡岩城町。旧亀田城下。

現由利郡岩城町。旧亀田城下。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-4                           
県 C-299-12

63 大町屋敷分布図
                 71 新町図分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有40cm× 54cll1                        32cm×
53cm  彩色有表題等 :な し

                       端裏書 :新町現由利郡岩城町。旧亀田城下。

現由利郡岩城町。旧亀田城下。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-5                           
県 C-299-13

64 肴町屋敷分布図
                   屋敷分布図 (花蔵院を含む )72分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有50cm× 55c皿

                                           50cm× 69cm   彩色有端裏書 :肴町

                       表題等 :な し現由利郡岩城町。旧亀田城下。

現由利郡岩城町。旧亀田城下。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-6                           
県 C-299-14

65 鷹匠町屋敷分布図
                  屋敷分布図 (花蔵院を含む )73分類 :地籍年未詳

                          年未詳    分類 :地籍彩色有25clll× 52cm                              24cm×
69cm  彩色有付札 :鷹匠町

                       表題等 :な し現由利郡岩城町。旧亀田城下。

現由利郡岩城町。旧亀田城下。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。-299-6～ 8)。

                                         県 C-299-15

3枚綴 じ (県 C

大工町図県 C-299-7   7466 裏町屋敷分布図
年未詳    分類 :地籍分類 :地籍年末詳

                          29clll× 38cm  彩色有彩色有25cm× 52clll                        
表題等 :な し付札 :裏町

                        現由利郡岩城町。旧亀田城下。現由利郡岩城町。旧亀田城下。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-16
3枚綴じ (県 C-299-6～ 8)。

                柳町図75

県 C-299-8    年未詳    分類 :地籍67 亀田領内屋敷分布図
                25cm× 34cm分類 :地籍年未詳

                          表題等 :柳町彩色有30cm× 52cm                        
現由利郡岩城町。旧亀田城下。表題等 :な し

                       26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。現由利郡岩城町。旧亀田城下。
H枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-17
3枚綴 じ (県 C-299-6～ 8)。

                中裏町図76

県 C-299-9    年未詳    分類 :地籍68 亀田領内屋敷分布図
                25cm× 35cm 彩色有分類 :地籍年未詳

                          表題等 :な し彩色有24cm× 82cm                        
現由利郡岩城町。旧亀田城下。

由利郡絵図面嚢。
表題等 :な し

                       26枚 1袋。 (袋書)現由利郡岩城町。旧亀田城下。
11枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。

県 C-299-18代官小路図県 C-299-10   7769 鶴岡屋敷分布図
年未詳    分類 :地籍分類 :地籍年未詳

                          25cm× 35cIIl  彩色有彩色有

表題等 :代官小路

36cm× 83cm

付札 :鶴岡
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現由利郡岩城町。旧亀田城下。                26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。             11枚 綴 じ (県 C-299-16～ 26)。

11枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。

85 下 夕町図            県 C-299-26
78 馬場町図            県 C-299-19   年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 29cm× 77cm  彩色有
25cm× 36cm  彩色有                   表題等 :下 夕町
表題等 :な し                       現由利郡岩城町。旧亀田城下。
現由利郡岩城町。旧亀田城下。                26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。             11枚 綴 じ (県 C-299-16～ 26)。

11枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。

86 羽後国由利郡大砂川村絵図    県 C-301 1
79 七新丁町図           県 C-299-20   明治 4年   分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 118cm× 28cm  彩色有
25cm× 36clll  彩色有                   表題等 :羽後国由利郡大砂川村
付札 :七新

「
                       現由利郡象潟町。

現由利郡岩城町。旧亀円城下。               3枚 1袋。 (袋書)由利郡人砂川小砂川村絵図。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。            県 C-302-2と 同じ。
11枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。

87 羽後国由利郡大砂川村絵図    県 C-301-2
80 旧亀 田城下絵図         県 C-299-21    明治 4年    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 119cm× 28clll  彩色有
25cm× 35cm  彩色有                   表題等 :羽後国由利郡大砂川村
表題等 :な し                       現由利郡象潟町。
現由利郡岩城町。旧亀田城下。 1日神宮屋城真殿見社      3枚 1袋。 (袋書)由利郡大砂川小砂川村絵図。
を含む。                         県 C-302 1と 同じ。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。
H枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。             88 羽後国由利郡小砂川村絵図    県 C-301-3

明治 4年    分類 :地籍
81 駕篭町図            県 C-299-22   110cm× 98cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :羽後国由利郡小砂川村
25cm× 35cⅢ                        現由利郡象潟町。
表題等 :駕篭町                      3枚 1袋。 (袋書)由利郡大砂川小砂川村絵図。
現由利郡岩城町。旧亀田城下。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。           89 羽後国由利郡平沢組小国村絵図   県 C-304-1
H枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。               明治 4年   分類 :地籍

29m× 37cm  彩色有
82 旧亀 田城下絵図         県 C-299-23   表題等 :羽後国由利郡平沢組小国村

年未詳    分類 :地籍                 現由利郡仁賀保町。
25cm× 36cm  彩色有                   2枚 1袋。 (袋 書)羽後国由利郡平沢組小 lT・ ltt。

表題等 :な し                       県 C-304-2と 同じ。
現由利郡岩城町。旧亀田城下。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。           9o 羽後国由利郡平沢組小国村絵図  県 C-304-2
H枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。              明治 4年   分類 :地籍

29cm× 37cm  彩色有
83 稲荷町図            県 C-299-24    表題等 :羽後国由利郡平沢組小国村

年末詳    分類 :地籍                 現由利郡仁賀保町。
25cm× 35cm  彩色有                   2枚 1袋。 (袋書)羽後 lTNl由 利郡平沢組小国村。
表題等 :稲荷町                      県 C-304-1と 同じ。
現由利郡岩城町。旧亀田城下。
26枚 1袋。 (袋書)由利郡絵図面嚢。           91 由利郡三森鈴村絵図       県 C-305-1
H枚綴 じ (県 C-299-16～ 26)。               年未詳    分類 :地籍

30cm× 37cm  彩色有
84 中町図             県 C-299-25    表題等 :羽後国由利郡平沢組鈴村

年未詳    分類 :地籍                 現由利郡仁賀保町。
28cm× 40cm  彩色有                   4枚 1袋。 (袋書)資料名と同じ。
表題等 :中町                       県 C-305-2と 同じ。
現由利郡岩城町。旧亀田城下。
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92 由利郡三森鈴村絵図       県 C-305-2  100 籾蔵之図           県 C-290-5

年末詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :建物

30clll× 37clll   彩色4肯                                  28cm× 4 1 clll

表題等 :羽後国由利郡平沢組鈴村              表題等 :籾蔵

現由利郡仁賀保町。                    6枚 1袋。(袋書)亀田旧城下之図壱枚 新占貸長屋

4枚 1袋。 (袋書)資料名と同じ。              之図弐枚 官庫之図壱枚 籾蔵之図壱枚 外肝1々

県 C-305-1と 同じ。                 人。

93 由利郡三森鈴村絵図       県 C-305-3  101 焔硝蔵図            県 C-290-6

年末詳    分類 :地籍                 年末詳    分類 :建物

46cm× 34cm  彩色有                   55cm× 41cm  彩色有

表題等 :羽後国由利郡平沢組三森村             表題等 :資料名と同じ

現由利郡仁賀保町。                    6枚 1袋。(袋 書)亀田1日城下之図壱枚 新古貸長屋

4枚 1袋。 (袋書)資料名と同じ。              之図弐枚 Tf康之図壱枚 籾蔵之図壱枚 外層1々

県 C-305-4と 同じ。                     人。

県C-305-4  102 秋田県由利郡北内越村赤田正法山長谷寺境内94 由利郡三森鈴村絵図

分類 :地籍年未詳

46cm× 34cⅢ  彩色有

表題等 :羽後国由利郡平沢組三森村

現由利郡仁賀保町。

(袋書)資料名と同じ。4枚 1袋。

県 C-305-3と 同じ。

外全図

年末詳    分類 :社地

24cln× 34clll

表題等 :秋田県由利郡内越村赤田正法山長谷寺境内

全図

103 羽後国飽海郡吹浦村外 1ケ 村同国由利郡小砂

AH185-37

95 戊辰戦争由利南部対陣略絵図

慶応 4年   分類 :戊辰
25cm× 33cm

表題等 :な し

斧82     川村外 9ケ村彊線図

明治 17イ|:   分類 :境界

257cm× 120cm  彩色有

端裏二::資料名と同じ

県 C-619

96 旧亀田県庁絵図          県 C-287  104 秋田県管内 9郡全図 (由利郡) 県 C-629-7

年未詳    分類 :建物                 年未詳    分類 :境界

52cIIl× 53cll1                                           45cm× 69cIIl   彩(■有

表題等 :資料名と同じ                   表題等 :由利郡全図

秋田県全域にもあり。

97 亀 田丁長屋図          県 C-290-2
年未詳   分類 :建物              105 羽後国由利郡馬場村外 22ケ村 卜西沢村外 7ケ
41cm× 28cm                       村二係ル株山界争論 ノ図      県 C-631

表題等 :資料名と同じ                   明治 20年   分類 :境界

6枚 1袋。(袋 書)亀田旧城下之図壱枚 新古貸長屋      50cm× 97cm

之図弐枚 官凛之図壱枚 籾蔵之図壱枚 外層1々      表題等 :な し

入。                           閲覧不能。

県 C-302106 抱台場図県 C-290-3
分類 :そ の他

98 新長屋図
                     明治 6イ

「年未詳    分類 :建物
25cIIl× 35clll28cm× 41m                        
表題等 :胞台場図面表題等 :資料名と同じ

由利郡塩越村青塚山胞台場。現由利郡象潟町。新古貸長屋6枚 1袋。(袋書)亀田旧城下之図壱枚

之図弐枚 官凛之図壱枚 籾蔵之図壱枚 外品々

                         県 C-303107 由利郡芹田村高磯森砲台図

分類 :そ の他

入。

                           年未詳
25cIIl× 34cm県 C-290-499 亀 田官庫図

                     表題等 :羽後国由利郡芹田村高儀森砲台年末詳    分類 :建物

現由利郡仁賀保町。48cIIl× 40cm

表題等 :資料名と同じ

新占貸長屋亀田旧城下之図壱枚6枚 1袋。(袋書)

之図弐枚 官庫之図壱枚 籾蔵之図壱枚 外品々

入。
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8大 曲・ 仙 北 地 域

〔藩 政 期〕                  端裏書 :寺館尻引村御絵図

裁許絵図。裏書有り。県 C-47、 48と 同じもの。
1 手帳 (角 館東南部図面)       斧 5869

年未詳   分類 :地域               9 ィ山ゴヒ郡田沢村温泉より乳頭までの略画 A291.7-8
13cm× 18cIIl  簿冊                    年未詳    分類 :地域
表題等 :手帳                       24cm× 474cm  彩色有 0巻物

表題等 :資料名と同じ
2 角館土形絵図         A290 114-134
年未詳    分類 :地域              ,o 角館附近略地図       AH212.1-103-1
159cm× 287clll  彩色有                  年未詳    分類 :地域
表題等 :角館扱土形下絵図                 24cm× 35cm

(端裏書)資料名と同じ。                  表題等 :な し

3 仙北郡今泉村打直郷絵図    A290 114-i35  11 角館附近略地図       AH212.1-103-2
文久 3年 9月  分類 :地域                年未詳    分類 :地域
171cm× 260cm  彩色有                  25cm× 35cm

端裏書 :仙北郡今泉村御打直郷絵図             表題等 :な し
裏書有り。

12 角館附近略地図       AH212.1 103-3
4 強首村江原田村宿村御裁許絵図  A290-114-136   年未詳   分類 :地域

寛文 12年 11月 12日  分類 :地域            25clll× 35cm
90cm× 162cm      彩色有              表題等 :な し
表題等 :な し

裁許絵図。裏書有り。                  13 玉川筋之図           AH212.1-107
年未詳    分類 :地域

5 国絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州仙北郡大沢    16cm× 62clll

之図              A290-114-137    表題等 :資料名と同じ
元禄 10歳 10月 17日  分類 :地域
49cm× 70cm      彩色有            14 仙北郡院内村郷絵図       AH291.7-20
端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州仙北      年未詳    分類 :地域

郡大沢之図                    55cm× 146cm  彩色有
A290-114-138と 同じもの。                表題等 :資料名と同じ

6 国絵図三枚之内生駒主殿大沢之図         15 強首附近之図          AH291.7-21
A290-114-138    年未詳    分類 :地域

元禄 10歳 10月 17日  分類 :地域            56cm× 78cm  彩色有
48cm× 69cm      彩色有              表題等 :な し
端裏書 :国御絵図三枚之内生駒主殿知行所羽州仙北

郡大沢之図                  16 大広久内沢附近絵図      AH291.7-22-1
A290-114-137と 同じもの。                年未詳    分類 :地域

52cm× 61cm  彩色有
7 従国見峠善知鳥迄角館御山役河原田新右衛門深    表題等 :な し

谷市右衛門御境峰通初而指出候絵図
A290 114 139  17 大広久内沢附近絵図      AH291.7-22-2

享保 7年 3月 16日  分類 :地域             年未詳    分類 :地域
60cm× 183cIIl     彩色有               52cm× 65cm  彩色有
端裏書 :従国見峠善知鳥迄角館御山役河原田新右衛      表題等 :な し

門深谷市右衛門御境峰通初而検分指出候絵

図                     18 荒又山之図           AH291.7-24
年未詳    分類 :地域

8 峯吉川村寺館尻引村百姓地境評論裁許之絵図     47cm× 92cm 彩色有
A290-114-150    表題等 :な し

延宝 8年    分類 :地域
109cm× 142cm  彩色有
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19 懐合山絵図 AH291.7-25 29 寺館藪台絵図

年未詳    分類 :地域                                      
県 C-52

年末詳

52cm× 119cm  彩色有                          
分類 :地域

86clll× 99cIIl 彩色有

表題等 :懐合山絵図 白岩前郷村 白岩広久内村 端裏書 :資料名と同じ

県 C-51と 同じもの。

20 六郷よ り南部領貝沢 に至 る略絵図  AH292 17
年未詳    分類 :地域

84cm× 35cm                    30 
峰吉川村 よ り指出候絵図 県 C-53

表題等 :な し                       
年未詳 分類 :地域

60clll× 63cm

端裏書 :資料名 と同 じ

21 仙北郡秋田郡墨引絵図 県 C-43
年末詳     分類 :地域 31 嶺吉川村寺館尻引村絵図
62cm× H7cm  彩色有                                       

県 C-54
年未詳

端裏書 :資料名と同じ                           
分類 :地域

71cm× 136cm 彩色有・複製有

22 仙Jヒ郡山絵図                    
端裏書 :嶺吉川寺館尻引村

県 C-45 県 C-57と 同じもの。

年未詳     分類 :地域

222cIIl× 263clll  彩色有 32 嶺吉川寺館尻引村見分之絵図

端裏書 :資料名と同じ                                         
県 C-55

部分。                          
寛保 3年 分類 :地域

43cm× 63clll 彩色有

端裏書 :寛保三年亥五月十一日寺館尻引村見分之絵

23 仙北郡大沢郷縁絵図 県 C-46 図

天保 8年    分類 :地域

165clll× 466cm  彩色有 33 峰吉川村寺館尻引村入会野之図    県 C-56
端裏書 :仙北郡大沢郷縁絵図 但亀田より参候分 年未詳 分類 :地域

72cIIII X 99C皿

24 嶺吉川寺館尻引村絵図                      
彩色有

県 C-47 表題等 :な し

延宝 8年    分類 :地域

108clll× 143cm  彩色有

表題等 :な し                    34 
仙北郡御物川並寺館尻引村絵図    県 C-57

年未詳 分類 :地域

裁許絵図。裏書有り。県 C-48、 49と 同じもの。 74cm X 137cIIl 彩色有

表題等 :な し

25 秋 田領峰吉川同領寺館村矢島領寺館尻引村地境

議論絵図                     
県 C-54と 同じもの。

県 C-48
延宝 8年    分類 :地域 35 仙北郡峰吉川近村絵図
108cm× 139cm  彩色有・複製有                                   

県 C-58

表題等 :な し                       
年末詳 分類 :地域

50cm× 62cm 彩色有

裁許絵図。裏書有り。県 C-47、 49と 同じもの。 表題等 :な し

26 嶺吉川村寺館尻引村百姓地境諄論裁許之絵図 36 仙北郡花館村絵図

県 C-49                              C~59年未詳

延宝 8年    分類 :地域                       
分類 :地域

40clll× 82clll

91cm× 137cm  彩色有                          
彩色有

表題等 :な し                       
表題等 :な し

裁許絵図。裏書有 り。県 C-47、 48と 同 じもの。 37 江原田村木売沢村入会絵図 県 C-61

年未詳

27 藪台山谷地之絵図                        
分類 :地域

県 C-50 67cln× 90cm

天保 2年    分類 :地域                       
彩色有

表題等 :な し

287cm× 348cm  彩色有・ 複製有

端裏書 三資料名 と同 じ 38 出羽国山本郡宿村及強首村野論裁許絵図

28 藪台山谷地絵図                                     
県 C-62

県 C-51 寛文 12年 分類 :地域

年未詳    分類 :地域 82cln× 163cm 彩色有・複製有

98clll× 82cm  彩色有 表題等 :な し

端裏書 :資料名と同じ 裁許絵図。裏書有 り。

県 C-52と 同じもの。

39 仙北郡小種絵図 県 C-64
享保 4年 分類 :地域
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64cm× 81cm   彩色有                                 60cm× 1 14clll

端裏書 :仙北郡小種村絵図 享保四年己亥四月 トー      端裏書 :資料名 と同 じ

日御代官小宅権之丞方へ差出候 IEl絵 図写

51 峰吉川村強首村山境 ノ図       県 C-77
40 仙北郡大川 目絵図          県 C-65   承応 3年   分類 :地域
年未詳    分類 :地域                34cm× 82cm  彩色有
91cm× 217cm  彩色有                  端裏書 :資料名と同じ
表題等 :な し

52 強首村谷地之絵図        県 C-782
41 仙北郡ゴヒ浦御境合判絵図       県 C-66   年未詳  分類 :地域
享保 5年    分類 :地域                79cm× 59cm

80cm× 117cm  彩色有                  端裏書 :資料名と同じ
端裏書 :享保五子歳五月廿六日 合判絵図

53 強首村と江原田村論地 ノ絵図     県 C-79
42 北浦川口村大田村山絵図       県 C-67   寛文 6年   分類 :地域
年未詳    分類 :地域                 60clll× 83cm  複製有
77cm× 90clll  彩色有                   端裏書 :資料名と同じ
端裏書 :資料名と同じ

54 強首村絵図             県 C-80
43 北浦川口永代村辺之山絵図      県 C-68   年未詳    分類 :地域
年未詳    分類 :地域                126cm× 90clll  彩色有
90cm× 198cm  彩色有                  端裏書 :資料名と同じ
表題等 :な し

55 強首村絵図             県 C-81
44 横沢村山絵図            県 C-69   年未詳   分類 :地域

享保 8年    分類 :地域                82cm× 58cm  彩色有
187cm× 74cm  彩色有                  端裏書 :強首村御絵図
表題等 :資料名と同じ

(端裏書)享保八年仙北前北浦より差出候絵図。      56 金山沢村強首村之絵図        県 C-82
年未詳    分類 :地域

45 前Jヒ浦村々道程記御絵図       県 C-70   83cm× 161 clll 彩色有
享保 13年  分類 :地域                 表題等 :な し
149cIIl× 119cm

表題等 :111北郡村  々                57 仙北郡強首村九升田村絵図      県 C-83
(端裏書)資料名と同じ。                  承応 2年   分類 :地域

79cm× 59clll

46 前北浦元本堂村大坂村山畑絵図    県 C-71   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域
57cm× 56cm 彩色有                58 強首村絵図             県 C-84
端裏書 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地域

65cm× 88cm  彩色有
47 前北浦大台山近村入会草飼場所絵図  県 C-72   端裏書 :強首村御絵図
年未詳  分類 :地域
61cm× 81cm                    59 金山沢村強首村御絵図        県 C-85
端裏書 :資料名と同じ                   寛文 7年   分類 :地域

83cm× 60cIIl  彩色有
48 神宮寺よリリ|1筋絵図         県 C-73   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域
89cm× 215cm 彩色有                60 金山沢強首村絵図          県 C-86
表題等 :な し                       年未詳    分類 :地域

90cm× 68cm  彩色有
49 仙ゴヒ郡蛭川村辺之絵図        県 C-75   端裏書 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域
73cm× 129cⅢ                     61 金山沢強首村之絵図         県 C-87
端裏書 :資料名と同じ                   年未詳    分類 :地域

85cm× 114cm  彩色有
50 境淀川小種村より差出候郡境之絵図  県 C-76   端裏書 :強首村絵図
年未詳    分類 :地域

-108-



62 湯沢強首両村新川堀替絵図      県 C-88  73 仙北郡半道寺村近辺村絵図      県 C-99
年未詳    分類 :地域                 年未詳    分類 :地域
54cm× 81cm   彩色ζ訂                                 97clll× 59cIIl

裏書 :資料名と同じ                    端裏書 :資料名と同じ

63 仙北郡強首村九升田村絵図      県 C-89  74 出羽国仙北郡大沢村 と同郡北野 目村並びに寺館

年未詳   分類 :地域                尻引村藪台山谷地論之事穿撃之上裁許申付之覚
84cm× 91cm 彩色有                  並びに山谷地境筋之絵図     県 C 100-1
端裏書 :資料名と同じ                   寛文 12年    分類 :地域

116c81× 204cm  彩色有・軸装・複製有
64 直支配強首村御絵図         県 C-90   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域                 裁許絵図。裏書有り。県 C-100-2と 同じもの。
78cm× 67cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ                75 出羽国仙北郡大沢村 と同郡北野 目村並びに寺館

尻引村藪台山谷地論之事穿撃之上裁許申付之覚
65 仙北郡刈和野―園之図        県 C-91    並びに山谷地境筋之絵図     県 C 100-2

1享保 13年    分類 :地域                寛文 12年    分類 :地域
126cm× 133cm  彩色有・軸装 0複製有           117cm× 204cm  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :な し

県指定有形文化財 (歴史資料第五号)昭和 63.3.15。       裁許絵図。裏書有り。県 C-100-1と 同じもの。

66 刈和野村大川目之図       県C-92-1  76 金沢中野同寺田村より指上候村絵図  県 C 102
年未詳    分類 :地域                 年未詳    分類 :地域
32clll× 41 clll   彩色 7訂                                 48clll× 67cll

表題等 :な し                       端裏書 :資料名 と同 じ

67 刈和野村より近村江道法之絵図   県C-92-2  77 仙北郡金沢西根村平鹿郡上境村郡境裁許之絵図
年末詳    分類 :地域                                      県 C-103
31cm× 49cIIl                        文化 8年    分類 :地域

表題等 :資料名と同じ                   106cm× 136cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

68 刈和野村より差出候絵図       県 C-93   裁許絵図。

年未詳    分類 :地域
83cIIl× 59cm                    78 仙北郡大曲西根村宮林村近辺仙北平鹿郡境絵図

端裏書 :資料名と同じ                                        県 C-104
年未詳    分類 :地域

69 仙北郡角館士民居所図        県 C-94   71cm× 74cm 彩色有

元禄 17年    分類 :地域                端裏書 :資料名と同じ

126cm× 231 clll  彩色有

端裏書 :角館内町外町之絵図              79 仙北郡大曲西根村宮林村近辺仙北平鹿郡境絵図

裏書有り (「宝永元年四月Jの記載あり)。                               県 C-105
元禄 16年巡視のため作成。                 年未詳    分類 :地域

69cm× 150cm  彩色有
70 仙北郡角館絵図           県 C-95   端裏書 :資料名と同じ

享保 13年    分類 :地域
314cm× 163cm 彩色有・軸装・複製有         80 強首村江原田村宿村御裁許絵図   県 C-106
表題等 :な し                       寛文 12イ11   分類 :地域

県指定有形文化財 (歴史資料第五号)昭和 63.3.15。       84cm× 160cm  彩色有・軸装

表題等 :な し

71 角館海道横沢辺之絵図        県 C-97   裁許絵図。

年末詳    分類 :地域
70clll× 82cm  彩色有                 81 仙北郡北浦御境合判絵図      県 C-107
端裏書 :資料名と同じ                   享保 5年    分類 :地域

92cm× 104cm  彩色有
72 仙北郡田沢潟絵図近山村々      県 C-98   表題等 :な し

年末詳     分類 :地域
112cm× 189cm 彩色有               82 舟岡村境村淀川村郡境絵図     県 C l15
端裏書 :資料名と同じ                   年末詳    分類 :地域
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93 後三年旧跡図
年未詳    分類 :そ の他

84 出羽国山本郡大沢村 と同郡北野 目村井寺館尻引   56cm× 79cm 彩色有

村谷地論之事

寛文 12年 分類 :地域

1 18cIIl× 206cm 彩色有・軸装・複製有

表題等 : なし

裁許絵図。裏書有り。

県 C-140    表題等 :な し

85 南楢岡村矢島領戸川村境絵図    県 C-273
寛文 13年   分類 :地域

89cm× 154cm  彩色有 0複製有

表題等 :な し

86 秋田領寺館尻引村矢嶋領寺館尻引村地境論裁許

絵図

延宝 8年    分類 :地域

108cm× 144cm  彩色有

県 C-329

端裏書 :秋田領寺館尻引村矢嶋領寺館尻引村地境論      27cm× 40cm

89cIII X 106cm

端裏書 :資料名 と同 じ

83 川辺郡絵図

享保 10年   分類 :地域

99cm× 84cm  彩色有・複製有

表題等 :資料名と同じ

図

裁許絵図。裏書有り。

延宝元年    分類 :地域

109cm× 143cm  彩色有

表題等 :な し

裁許絵図。裏書有 り。弘化元年写。

92 秋 田県仙北郡官林図

年未詳    分類 :山林

27cm× 40cm  彩色有・簿冊

県 C-116    表題等 :資料名と同じ

明治期の写。

県 C-465

A214.7-31

94 仙北郡小種村より出す立合境塚之図  県 C-63
承応 3年    分類 :そ の他

215cm× 156cm  彩色有

端裏書 :仙北郡小種村より出ス

〔明 治 期 以 降〕

1 田沢湖町風景図

年未詳    分類 :地域

87 御領亀田矢嶋三方入会之下絵図   県C-330  2 秋田県角館町案内俯敵図     AH291.7 11
年未詳    分類 :地域

120cm× 93cm  彩色有

表題等 :な し

内図

88 秋田領峰吉川村与同領寺館尻引村与矢嶋領寺館    表裏両面にE日刷。

尻引村境争論裁許絵図写      県 C-331

表題等 :資料名と同じ

E口昂」。

年未詳    分類 :地域

39cm× 54cm

表題等 :秋田県角館町案内俯欧図、田沢湖町真景案

3 秋田県羽後国仙北郡金沢大略全図  AH291.7 13
明治 14年 7月  分類 :地域

56cm× 83cm   彩色有

表題等 :資料名と同じ

AH291.7-3

県 C-715-189 木山絵図 六 写

年未詳    分類 :山林

26cm× 35cm  彩色有・簿冊

表題等 :木山絵図 六

仙北郡上。

90 仙北郡御札山略図

年未詳    分類 :山林

27cm× 40clll  彩色有・簿冊

表題等 :仙北郡御札山略図 坤

明治期の写。県 C-457の 続き。

狩 152  4 強首地図

明治 20年   分類 :地域
46clll× 58clll

表題等 :強首

5千分の 1地図。

県 C-456  5 メリ和野地図

明治 20年   分類 :地域

46clll〉く58cm

表題等 :刈和野

5千分の 1地図。

県 C-715-9

91 仙北郡御札山略図         県 C-457  6 1山 北郡 白岩広久内村御開発堰根留普請絵図

年未詳    分類 :山林                                       斧 6811

27cm× 40cm  彩色有・簿冊                年未詳    分類 :地籍

表題等 :仙北郡御札山略図 乾               25cm× 33cm  彩色有

明治期の写。県 C-456へ続 く。              表題等 :な し

現仙北郡角館町。



7 上岩瀬下岩瀬開拓絵図         斧 681 5   39cm× 55cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                表題等 :仙北郡下淀川村字畑田切絵図

70cm× 132cIIl  彩色有                  現仙北郡協和町。

表題等 :な し

現仙北郡角館町。                   17 仙北郡下淀川村切絵図     A290-184-10
年未詳    分類 :地籍

8 仙ゴヒ郡下淀川村切絵図      A290-184-1    28cm× 59cm  彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :仙北郡下淀川村字大嶋田切絵図

40cIIl× 28cm  彩色有                   現仙北郡協和町。

表題等 :仙北郡下淀川村ノ略全図

現仙北郡協和町。                   18 仙北郡下淀川村切絵図     A290-184-il
年末詳    分類 :地籍

9 仙北郡下淀川村切絵図      A290-184-2   28cm× 40cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :仙北郡下淀川村字柳原切絵図

29cm× 41cm  彩色有                   現仙北郡協和町。

表題等 :羽後国仙北郡淀川村下淀川字西ノ沢三 |^番

及三十二番地形図面              19 仙 Jヒ郡下淀川村切絵図     A290-184-12
現仙北郡協和町。                      年未詳    分類 :地籍

56cm× 58cm  彩色有

10 仙 Jヒ郡下淀川村切絵図      A290-184-3   表題等 :仙北郡下淀川村字中里切絵図

年未詳    分類 :地籍                 現仙北郡協和町。
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :仙北郡下淀川村字蓬田切絵図          20 イ山Jヒ郡下淀川村切絵図     A290-184-13
現仙北郡協和町。                      年未詳    分類 :地籍

40cm× 28cm  彩色有

11 仙北郡下淀川村切絵図      A290 184-4   表題等 :仙北郡下淀川村字西ノ下切絵図

年未詳    分類 :地籍                 現仙北郡協和町。
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :仙北郡下淀川村字八幡前切絵図         21 仙ゴヒ郡下淀川村切絵図     A290-184-14
現仙北郡協和町。                     年未詳    分類 :地籍

56cm× 41cm  彩色有

12 仙Jヒ郡下淀川村切絵図      A290-184-5   表題等 :仙北郡下淀川村字東切絵図

年未詳    分類 :地籍                 現仙北郡協和町。
29cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国仙北郡淀川村下淀川字西ノ沢口九番    22 船岡村船岡字大袋図       AH291.5-37
地形図面、二十四番地形図面            年未詳    分類 :地籍

現仙北郡協和町。2枚あり。                 27cm× 39cm  彩色有

表題等 :秋田県河辺郡船岡村字大袋 1日字七五三掛

13 仙北郡下淀川村切絵図      A290 184-6       野

年未詳    分類 :地籍                 現仙北郡協和町。
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :仙北郡下淀川村字籠堂切絵図          23 広久内附近図           AH291.7-23
現仙北郡協和町。                      年未詳    分類 :地籍

48cm× 34clll

14 仙北郡下淀川村切絵図      A290-184-7   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現仙北郡角館町。
28cm× 40cIIl  彩色有

表題等 :仙北郡下淀川村字佐曹切絵図          24 秋田県仙Jヒ郡第 12学区連合村略絵図  県 C-44
現仙北郡協和町。                      明治 15年   分類 :地籍

81 clll× 74cm  彩色有

15 イ山Jヒ郡下淀川村切絵図      A290-184-8    表題等 :秋田県仙北郡第十二学区連合村略絵図面
年未詳    分類 :地籍
28cm× 41cm 彩色有                25 秋田県管轄第 5大区 4小区羽後国仙北郡高関上

表題等 :仙北郡下淀川村字深沢切絵図            郷村比較略絵図           県 C-60
現仙北郡協和町。                      年末詳    分類 :地籍

55cm× 40cm  彩色有
16 イ山Jヒ郡下淀川村切絵図      A290-184-9    表題等 :秋田県管轄第五人区四小区羽後国仙北郡高
年未詳    分類 :地籍                     関上郷村比較略絵図
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現大曲市。 32 秋田県管轄第 5大区 1小区羽後国仙北郡刈和野

26 秋田県管轄第 5大区 4小区羽後国仙北雇        
町浩券地縮図 県 C-157-27

郭川口村    年未詳    分類 :地籍
川口銅山図 県 C-74-1       27cm× 40clll   彩色有

明治 8年   分類 :地籍 表題等 :秋田県管轄第五大区一小区羽後国仙北郡刈
55cm× 79cm  彩色有 和野町清券地縮図
表題等 :秋田県管轄第五人区四小区羽後国仙北郡川      現仙北郡西仙北町。

□村川口銅山 袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
現仙北郡太田町。裏書有り。
4枚 1袋。 (袋書)仙北郡川口銅山検査図。 33 秋田県管轄第 5大区 1小区羽後国仙北郡刈和野

27 秋田県管轄第 5大区 4小区羽後国仙北濯        
士族愛宕町本町絵図 県 C-157-28

耶川口村    年未詳
川口銅山図                           

分類 :地籍
県 C-74-2       28clll× 4 1 clll   彩色有

明治 8年   分類 :地籍 表題等 :秋田県管轄第五大区一小区羽後国仙北郡刈
56cm× 78cm  彩色有 和野I七族愛宕町本町絵図面
表題等 :秋田県管轄第五大区四小区羽後国仙北郡川      現仙北郡西仙北町。

口村川口銅山 袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
現仙北郡太田町。裏書有り。
4枚 1袋。 (袋 書)仙北郡川口銅山検査図。 34 秋田県管轄第 5大区 1小区羽後国仙北郡愛宕町

28 秋田県管轄第 5大区 4小区羽後国仙北君        
外―ケ町全図 県 C-157-29

F川 口村    年未詳
川口銅山図                           

分類 :地籍
県 C-74-3       28cIIll× 39cIIl   彩色有

明治 8年   分類 :地籍 表題等 :秋田県管轄第五大区一小区羽後 lI・l仙北郡愛
55cm× 79cm  彩色有 宕町外一ケ町全図
表題等 :秋田県管轄第五人区四小区羽後国仙北郡川      現仙北郡西仙北町。

口村り|1口 銅 ||| 袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
現仙北郡太田町。
1枚 を 2分害1。 県 C-74-1と 同じもの。 35 第 5大区 2小区仙北郡角館浩券地絵図
4枚 1袋。(袋書)仙北郡川口銅山検査図。 県 C-157-47

年未詳 分類 :地籍
29 秋田県管轄第 5大区 4小区羽後国仙北郡川口村    28cm× 40cm 彩色有

川口銅山図 県 C-74-4    表題等 :第五人区二小区仙北郡角館清券地絵図
明治 8年   分類 :地籍 現仙北郡角館町。
55cm× 78cm  彩色有 袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
表題等 :秋田県管轄第五大区四小区羽後国仙北郡川

口村川口銅山 36 角館図
現仙北郡太田町。

県 C-157-56
年未詳 分類 :地籍

1枚を 2分割。県 C-74-2と 同じもの。 28cm× 40cm  彩色有
4枚 1袋。 (袋書)仙北郡川口銅山検査図。 表題等 :な し

現仙北郡角館町。
30 秋田県管轄第 5大区 2小区羽後国仙 Jヒ郡角館町    袋入り。(袋 書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

浩券地縮図 県 C―-157-13

年未詳    分類 :地籍 37 秋田県管轄第 5大区 1小区羽後国仙北郡刈和野
27cm× 39cm  彩色有 愛宕町本町全地絵図 県 C-157-73
表題等 :秋田県管轄第五人FX三小区羽後国仙北郡角      年未詳 分類 :地籍

館町清券地縮図 40cm× 56cm  彩色有

現仙北郡角館町。 表題等 :秋田県管轄第五人区一小区羽後国仙北郡刈

袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。 和野愛宕町本町全地絵図

現仙北郡西仙北町。

31 秋田県管轄第 6大区 3小区羽後国平鹿郡角間川   袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵区|。

町浩券地縮図

年未詳    分類 :地籍
29cm× 41cm  彩色有

県 C-157-17
38 神宮寺付近戦争之略図

慶応 4年   分類 :戊辰

県 C-13

表題等 :秋田県管轄第六大区三小区羽後国平鹿郡角      67cm× 72cm  彩色有

間川町清券地縮図 表題等 :な し

現大曲|lj。

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。     39 Jヽ貫村付近戦争之略図

慶応 4年   分類 :戊辰

県 C-16



48cm× 34cm  彩色有
表題等 :な し

40 戦争之略図 県 C-17-3
慶応 4年   分類 :戊辰
24cm× 76cIIl  彩色有

表題等 :金谷村戦争大略記
4枚綴 じ (県 C-17-1～ 4)。

41 仙北郡角館常光禅院官軍墳墓之図   県 C-96
年未詳 分類 :戊辰
28cm× 120cm  彩色有・軸装
表題等 :資料名と同じ

42 仙北筋戦争刈和野全図
慶応 4年   分類 :戊辰
41cm× 55clll  彩色有

表題等 :な し

3枚 1袋。県 C-434～ 436ま で同袋。
(袋 書)戦争略図入 院内御境全図 刈和野全ⅨI

小種辺全図。

43 仙北筋戦争小種辺全図 県 C-436
慶応 4年   分類 :戊辰
41cm× 55cm  彩色有

表題等 :な し

3枚 1袋。県 C-434～ 436ま で同袋。
(袋 書)戦争略図入 院内御境全図 刈和野全図
小種辺全図。

44 仙北筋戦争大徳 山よ り岩瀬川原井五社堂 を見 る
全図

慶応 4年   分類 :戊辰
県 C-437

28cm× 41cm  彩色有

表題等 :大徳山ヨリ岩瀬川原五社堂 ヲ見ル全図
5枚 1袋。県 C-437～ 441ま で同袋。
(袋書)戦争略図入 岩瀬川原並五社堂全図 岩瀬
川原図 五社堂図 立石図 生保内図。

45 仙北筋戦争岩瀬川原図 県 C-438
慶応 4年   分類 :戊辰
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :辰八月廿八日岩瀬川原戦争 同廿九日同所
5枚 1袋。県 C-437～ 441ま で同袋。
(袋書)戦争略図入 岩瀬川原並五社堂全図 岩瀬
川原図 五社堂図 立石図 生保内図。

46 仙北筋戦争五社堂図
慶応 4年   分類 :戊辰
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :八月廿九日五社堂戦争
5枚 1袋。県 C-437～ 441ま で同袋。

県 C-439

(袋書)戦争略図入 岩瀬川原並五社堂全図 岩瀬
川原図 五社堂図 立石図 生保内図。

表題等 :九月 十^一 日立石村戦争
5枚 1袋。県 C-437～ 441ま で同袋。

(袋書)戦争略図入 岩瀬川原並五社堂全図 岩瀬
川原図 五社堂図 立石図 生保内図。

48 仙北筋戦争生保内図 県 C-441
慶応 4年   分類 :戊辰
83cm× 4 1 cln  彩色有

表題等 :八月廿八日4i保内略図
5枚 1袋。tt C-437～441ま で同袋。

(袋 書)戦争略図入 岩瀬川原並五社堂全図 岩瀬
川原図 五社堂図 立石図 生保内図。

49 仙北筋戦争角間川図 県 C-442
慶応 4年   分類 :戊辰
41cm× 28cm  彩色有

表題等 :八月 卜二日角間川図
7枚 1袋。県 C-442～ 448ま で同袋。

(袋書)戦争略図入 角間川図 角間開図 志摩村
図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

50 仙北筋戦争志摩村図 県 C-443
慶応 4年   分類 :戊辰
28cm× 410n  彩色有

表題等 :八月八日志摩村戦争略図
7枚 1袋。県 C-442～ 448ま で同袋。

(袋書)戦争略図入 角間川図 角間開図 志摩村
図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

51 仙北筋戦争六郷近辺図 県 C-447
慶応 4年   分類 :戊辰
29cm× 41cm  彩色有

表題等 :な し

7枚 1袋。県 C-442～ 448ま で同袋。
(袋書)戦争略図入 角間川図 角間開図 志摩村
図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

52 仙北筋戦争角間川より岩崎迄図 県 C-448
慶応 4年   分類 :戊辰
41cm× 83cm  彩色有

表題等 :な し

7枚 1袋。県 C-442～ 448ま で同袋。
(袋書)戦争略図入 角間川図 角間開図 志摩村
図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

53 第 5大区 2小区下檜内村明取沢銀山略図
県 C-101-1

明治 9～ 10イ|:  分類 :鉱山
28cm× 40cm   彩色有

表題等 :第五大区二小区下檜内村明取沢銀山略図
12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。
4枚綴 じ。県 C-101-1～ 4ま で同綴。

54 秋田県管内第 5大区 1小区羽後国仙北郡荒川銅
山絵図             県 C 101-2

明治 9～ 10年  分類 :鉱山
28cm× 40cm   彩色有
表題等 :秋田県管内第デ1人 LX~一小区羽後国仙北郡荒

県 C-435

県 C-44047 仙北筋戦争立石村図
明治元年   分類 :戊辰
28cm× 40cm  彩色有

-113-



12枚 1袋。 (袋書)イ山北郡荒川銅山検査図。川銅山絵図面

8枚綴 じ。 (綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。

1～ 4ま で同綴。4枚綴 じ。県 C-101-
62 秋 田県管轄羽後国仙北郡荒川銅 山字 タタラ岱図

県 C-101-1055 仙北郡荒川銅山検査図      県 C 101-3
明治 9～ 10年  分類 :鉱山明治 9～ 10年  分類 :鉱山

28cm× 40clll   彩色有28cm× 40cm   彩色有

表題等 :秋田県管轄羽後国仙北郡荒川銅山字 タタラ表題等 :な し

                           岱12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。

12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。4枚綴 じ。県 C-101-1～ 4ま で同綴。

8枚綴 じ。 (綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。

56 秋 田県管 内第 5大区 4小区羽後国仙北郡川 口銅

県 C-101-11県 C 101-4  63 荒川銅山借区絵図山絵図面

明治 9～ 10年  分類 :鉱山:鉱山明治9～ 10年   分
督有 24cIIl× 34cm   彩色有28clll× 40cIIl     彩色

表題等 :秋田県管内第五大区四小区羽後国仙北郡川      表題等 :荒川銅山借区絵図面

12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。□銅山岡図面

8枚綴 じ。 (綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。

4枚綴 じ。県 C-101-1～ 4ま で同綴。

64 秋田県管轄羽後国仙北郡荒川銅山字タタラ岱図
県 C-101-1257 羽後国仙北郡荒川銅山字タタラ岱図

県 C-10i-5    明治 9～ 10年  分類 :鉱山

28cm× 40cm   彩色有:鉱山明治 9～ 10年   分類

表題等 :秋田県管轄羽後国仙北郡荒川銅山字 タタラ27cm× 39cm   彩色有

岱表題等 :羽後国仙北郡荒川銅山字タタラ岱

12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。

8枚綴 じ。 (綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。8枚綴 じ。 (綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。

58 羽後国仙北郡荒川鉱山概図    県 C 101-6  65 秋田県管内 9郡全図 (仙北郡)  県 C-629-6
明治 9～ 10年  分類 :鉱山                年未詳    分類 :境界
27cm× 39cm   彩色有                  52cm× 52cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                   表題等 :仙北郡全図
12枚 1袋。(袋書)仙北郡荒川銅山検査図。         秋田県全域にもあり。
8枚綴 じ。(綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。

66 仙北郡神宮寺 卜北楢岡村 トニ係ル村界図
59 仙北郡荒川銅山検査図      県 C-101 7                      県 C-646

明治 9～ 10年  分類 :鉱山                明治 23年   分類 :境界
28cm× 40cm   彩色有                  74cm× 105cm  彩色有

表題等 :な し                       表題等 :な し

12枚 1袋。(袋書)仙北郡荒川銅山検査図。         現仙北郡神岡町。
8枚綴じ。(綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。

60 羽後国仙北郡荒川村字タタラ岱官鉱銅山製場図

県 C-101-8
明治 9～ 10年  分類 :鉱山

28cm× 40cm   彩色有

表題等 :羽後国仙北郡荒川村字タタラ岱官鉱銅山製

場

12枚 1袋。 (袋書)仙北郡荒川銅山検査図。

8枚綴 じ。 (綴題名)荒川鉱山鉱業用地坪数調。

2600分 の 1地図。

61 秋田県管轄羽後国仙北郡荒川銅山字タタラ岱図
県 C-101-9

明治 9～ 10年  分類 :鉱山

28cm× 40cm   彩色有

表題等 :秋田県管轄羽後国仙北郡荒川銅山字タタラ

岱
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9横 手・ 平 鹿 地 域

〔藩 政 期〕               lo 平鹿郡六村草飼場絵図      AH291.8-7
貞亨元年   分類 :地域

1 白木峠絵図           A290-114-98   41cm× 95cm  彩色有
享保 5年    分類 :地域                表題等 :な し
69c10× 1 1 l clll  彩色有                  裏書有り。
端裏書 :白木峠

出羽国秋田領・陸奥国南部領境見分絵図。         11 八沢木村羽広村境論絵図      AH291.8-8
裏書有り。                        元禄 13年 12月 12日  分類 :地域

151cm× 153cm     彩色有
2 平鹿郡猪岡村郷絵図      A290 !14-140   表題等 :な し
嘉永 6年 4月 日  分類 :地域               裏書有り。
121cm× 158cm   彩色有

裏書 :郷絵図 平鹿郡猪岡村              12 大谷沼附近図           AH291.8-10
裏書有り。                         年未詳     分類 :地域

104clll× 149cm  彩色有
3 平鹿郡薄井村打直郷絵図    A290-114-141   表題等 :な し
文久 2年    分類 :地域
250cm× 251cm 彩色有               13 平鹿郡中田村古絵図       AH291.8 11
裏書 :資料名と同じ                    年末詳    分類 :地域
裏書有り。                        50cm× 68cm  彩色有

表題等 :な し
4 角間川絵図          A290 114 142
年末詳    分類 :地域               14 平鹿郡絵図             県 C-19
82cm× 120cIIl                       年未詳    分類 :地域
端裏書 :資料名と同じ                   69cm× 106cm  彩色有

表題等 :な し
5 平鹿郡沼館村打直絵図     A290 114-143
弘化 2年 5月 日   分類 :地域           15 平鹿郡地境絵図           県 C-20
166cm× 209cm   彩色有                 年未詳    分類 :地域
裏書 :平鹿郡沼館村打直郷絵図               98cm× 134cm  彩色有・軸装
裏書有り。                        表題等 :な し

縁絵ⅨIかぶせ。
6 平鹿郡大松川村絵図      A290 114-144
年未詳    分類 :地域               16 横手絵図              県 C-21
83cm× 198cm  彩色有                   亨保 13年    分類 :地域
表題等 :な し                       220cm× 144cm  彩色有・軸装・複製有

表題等 :な し
7 大松川・小松川村土形下絵図   A290-114-145    享保の領内調査で作成 (横手所預戸村氏提出)。

年未詳     分類 :地域
226clll× 310cm 彩色有               17 横手御城下絵図           県 C-23
端裏書 :大松川小松川土形下絵図              嘉永 2年 5月  分類 :地域

143cIIl× 185cm  彩色有・複製有
8 出羽国平鹿郡八沢木村同国由利郡羽広村境論之    端裏書 :国御目附嘉永二西年横手御城下絵図

事絵図            A290 114-149
元禄 13年    分類 :地域              18 平鹿郡大松川小松川絵図       県 C-25
360cm× 293cm  彩色有                  年未詳    分類 :地域
表題等 :な し                       32cm× 42cm  彩色有
裁許絵図。裏書有り。                   裏書 :平鹿郡大松川小松川

9 雄勝郡平鹿郡 (仙北郡)草飼―件絵図       19 大松川村境通絵図          県 C-26
A290-114-152    年未詳    分類 :地域

年未詳     分類 :地域                83cm× 107cm  彩色有
102cm× 154clll  彩色有                  端裏書 :資料名と同じ
端裏書 :雄勝郡平鹿郡草飼一件絵図



県 C-3931 平鹿郡三井山村上溝村境絵図県 C-2720 平鹿郡大松川小松川絵図
                     分類 :地域年未詳(子 9月 11日 ) 分類 :地域

55cm× 1 18clll  彩色有彩色有

                 端裏書 :資料名と同じ

85cm× 77clll

端裏書 :平鹿郡大松川村

                                       県 C-40上溝村御境絵図32 三井山県 C-2821 平鹿郡大松川小松川絵図
                     分類 :地域年未詳分類 :地域

                 57cm× 182cm  彩色有
年未詳

三井山上溝村御境御絵図
彩色有

                   端裏書 :二

62cIIl× 84cm

県 C-41

表題等 :な し

33 横手城下絵図県 C-2922 平鹿郡明沢村近辺之絵図

寛文 10年   分類 :地域分類 :地域
                89cm× 121cm  彩色有・軸装

年未詳

彩色有

                  表題等 :な し

75cm× 1 15clll

端裏書 :資料名 と同 じ

                   安永 9年 11月 吉 日写。

県 C-42
23 平鹿郡新開村海蔵院村与作村住吉荒田目村論地

34 田代村大松川村絵図県 C-30
分類 :地域年末詳

絵図

分類 :地域
                85cm× 201cm  彩色有

年未詳

彩色有

                  表題等 :な し

54clll× 113cm

裏書 :平鹿郡新開村海蔵院村与作村住吉荒円日村論

一部欠。地絵図面

                                         県 C-320-135 八沢木村羽広村論図県 C-31-1               
分類 :地域

24 平鹿郡猿 田村仙北郡小友村郡境絵図

元禄 13年 12月 12日

彩色有・複製有
分類 :地域

                295cm× 368cm
年未詳

彩色有・軸装

端裏書 :資料名と同じ

92clll× 348cm

)裏書有 り。県 C-320-2と 同じもの。
表題等 :な し

                       裁許絵図c

)(箱書)御営領八沢木村亀田領羽広坂部村
縁絵図かぶせ。

                      木箱入 りc

論所御裁許相済御裏書絵図入。県 C-31-225 平鹿郡猿田村仙北郡小友村郡境絵図

県 C-320-2
分類 :地域

              36 八沢木村羽広村争論裁許絵図
年未詳

                                      分類 :地域
彩色有

                   元禄 13年 12月 12日
59cm× 72clll                                   

彩色有
端裏書 :平鹿郡猿田村仙北郡小友村郡境

296cm X 370cln

表題等 :な し26 保呂羽山より外小友絵図
                  )裏 書有り。県 C-320-1と 同じもの。

県 C-34
裁許絵図

:(箱書)御営領八沢木村亀田領羽広坂部村

分類 :地域

                 木箱入 り

峯相済御裏書絵図入。

年未詳
         L

彩色有・ 軸装

                論所御裁 :

55cm× 84cm

表題等 :な し

                                            県 C-44937 小松川番所絵図県 C-35よ り外小友絵図
                     分類 :地域年未詳

27 保 呂羽山

分類 :地域
                85cm× 93cm  彩色有

年未詳

彩色有・軸装

表題等 :な し

62cm× 105cln

表題等 :な し

落 161428 保呂羽山御絵図

年未詳    分類 :地域

52cm× 82clll  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

29 八沢木絵図

年未詳     分類 :地域

321cm× 354cm  彩色有 0軸装

表題等 :な し

30 八沢木絵図

年未詳    分類 :地域

94cm× 124cm  彩色有

表題等 :な し

県 C-36  38 横手城之図 写

年未詳    分類 :城図

52cm× 51cm  彩色有

表題等 :秋田之内横手

県C-37  39 横手城下絵図 元禄 10年絵図 (寛政 9年写)

県 C-38

元禄 10年   分類 :城図

95cm× 169cm  彩色有 0軸装

表題等 :な し

40 金沢古城図

年未詳    分類 :城図

80cm× 55clll  彩色有

表題等 :資料名と同じ

地 5
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41 出羽国秋 田領横手城絵図

元文元年 9月   分類 :城図
94cm× 82cm   彩色有・複製有

表題等 :出羽国秋田領横手城土居崩覚

(袋書)資料名と同じ。

42 出羽国秋 田領横手城絵図

寛延 3年 12月  分類 :城図
94cm× 81 cIIl   彩色有

表題等 :出羽国秋田領横手城土居崩之覚

(端裏書)資料名と同じ。

43 出羽国秋 田領横手城絵図
宝暦 9年 11月  分類 :城図
102cm× 83cm   彩色有

端裏書 :資料名と同じ

AH214.7-3と 同じもの。

4 平鹿郡旭川平面図

明治 20年   分類 :地域

78cⅢ ×253cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

県 C-643

5 平鹿郡館合村薄井全図 AT291.8-1

年末詳 分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現平鹿郡雄物川町。

6 秋田県平鹿郡沼館村全村小字別略図  AT291.8-3
年末詳 分類 :地籍

27cm× 39cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現平鹿郡雄物川町。

7 平鹿郡平柳村打直絵図

明治 3年 分類 :地籍

126cm× 241cm  彩色有

裏書 :平鹿郡平柳村打 1貞郷絵図

現平鹿郡大雄村。裏書有り。
3枚 1袋 (A290-H4-146～ 148)。

(袋書)平鹿郡平柳村宮田村小出村分郷絵図入。

県C-332  8 平鹿郡宮田村打直絵図 A290-114-147
明治 3年 分類 :地籍

県 C-333

144cm× 246cm  彩色有

裏書 :平鹿郡宮円村打直郷絵図

現平鹿郡大雄村。裏書有り。

3枚 1袋 (A290-H4-146～ 148)。

(袋書)平鹿郡平柳村宮田村小出村分郷絵図入。

9 平鹿郡小出村打直絵図 A290-114-148
明治 3年 分類 :地籍

96cm× 122cm  彩色有

裏書 :平鹿郡小出村打直郷絵図

現平鹿郡雄物川町。裏書有 り。

3枚 1袋 (A290-H4-146～ 148)。

(袋書)平鹿郡平柳村宮田村小出村分郷絵図入。

A丁291.8-2  10 平鹿郡増田町全図 A290-328-1
年未詳 分類 :地籍

82cm× 108cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

現平鹿郡増田町。

11 増田町字伊勢堂地引絵図

年未詳 分類 :地籍

65clll× 104cm  彩色有

表題等 :平鹿郡増田町字伊勢堂地引

現平鹿郡増円町。

12 増田町字伊勢堂西地引絵図

年未詳 分類 :地籍

県 C-18

県 C-22

県 C-24

44 保呂羽山社堂之図井社式
文政 8年 分類 :建物
77clll× 132clll

端裏書 :資料名 と同 じ

45 保呂羽山社堂之図井社式
文化 10年   分類 :建物
88clll× 1 79clll

端裏書 :資料名 と同 じ

46 保呂羽山社堂之図井社式
文化 10年   分類 :建物
79clll× 185clll

表題等 :な し

47 保呂羽山社堂之図井社式
文政 8年 分類 三建物
78clll× 134clll

端裏書 :資料名 と同 じ

〔明 治 期 以 降〕

1 横手町図

年未詳    分類 :地域
46cm× 80cm  彩色有

表題等 :な し

2 出羽金沢後二年旧蹟図
明治 44年   分類 :地域
39clll× 108cm

表題等 :資料名 と同 じ

AH214.7-4と 同 じもの。

3 出羽金沢後三年旧蹟図

明治 44年   分類 :地域
39cIIl× 108cm

表題等 :資料名 と同 じ

県 C-32

県 C-33

AH214.7-3

A290-114-146

A290-328-2

AH214.7-4

76cm× 105cm  彩色有

A290-328-3



表題等 :平鹿郡増田町字伊勢堂西地引          22 増田町字一本柳切絵図     A290-328-13
現平鹿郡増田町。                      年未詳    分類 :地籍

107cm× 78cm  彩色有

13 増田町字Jヒ原切絵図       A290-328-4   表題等 :増田町字一本柳

年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡増田町。

120cm× 58cm  彩色有

表題等 :字北原                   23 増田町字横落下全図      A290-328 14
現平鹿郡増田町。                     年末詳    分類 :地籍

55clll× 183cm  彩色有

14 増田町字Jヒ原道上絵図      A290-328-5   表題等 :平鹿郡増田町字横落下

年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡増田町。

57cm× 138cm  彩色有

表題等 :字北原道上                 24 増田町亀田字亀田全図     A290-328 15
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

66cm× 81cm  彩色有

15 増田町字Jヒ原東切絵図      A290-328-6   表題等 :平鹿郡増田町亀田全図

年未詳    分類 :地籍                 現平鹿郡増田町。

92cm× 82cm  彩色有

表題等 :字北原東                  25 増田町亀田字亀田南地引絵図   A290-328-16
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

57cm× 102cm  彩色有

16 増田町字Jヒ原南切絵図      A290-328-7   表題等 :平鹿郡増田町亀田字亀田南地引画図面

年未詳    分類 :地籍                 現平鹿郡増田町。

71cm× 60cm  彩色有

表題等 :字北原南                  26 増田町亀田字平鹿絵図     A290-328-17
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

53cIIl× 114cm  彩色有

17 増田町字福島切絵図       A290-328-8   表題等 :増田町亀田字平鹿

年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡増田町。

103cm× 62cm  彩色有

表題等 :増田町字福島                27 増田町亀田字野中地引画図   A290-328 18
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

74cm× 100cm  彩色有

18 増田町字福島道西地引絵図    A290-328-9   表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡増田町。

77cm× 101cm  彩色有

表題等 :平鹿郡増田町字福島道西地引          28 増田町亀田字因幡堂西地引画図  A290-328-19
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

74cm× 107cm  彩色有

19 増田町字福島Jヒ切絵図     A290-328-10   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡増田町。

104cm× 60cm  彩色有

表題等 :字福島北                  29 増田町亀田字八幡堂西地引画図  A290-328-20
現平鹿郡増円町。                     年未詳    分類 :地籍

65cm× 110cm  彩色有

20 増田町字竹原道下切絵図    A290-328-11   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 現平鹿郡増円町。

77cm× 99cm  彩色有

表題等 :字竹原道下                  30 増田町亀田字八幡堂北地引画図  A290-328-21
現平鹿郡増円町。                     年未詳    分類 :地籍

48clll× 133clll  彩色有

21 増田町字桜野切絵図      A290-328 12   表題等 :な し

年末詳    分類 :地籍                 現平鹿郡増田町。

79cm× 76cm  彩色有

表題等 :増田町字桜野                 31 増田町亀田字半助村地引画図   A290-328-22
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

71cm× 87cm  彩色有

表題等 :な し
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現平鹿郡増田町。                     81cm× 11lcm  彩色有

表題等 :平鹿郡増田町大字亀田字柳原地引
32 増田町亀田字半助村南地引画図  A290-328-23   現平鹿郡増田町。

年未詳    分類 :地籍
63cm× 82cm 彩色有                42 増田町亀田字亀ケ森地引絵図   A290-328-33
表題等 :平鹿郡増田町亀田字半助村南地引          年末詳    分類 :地籍
現平鹿郡増田町。                     77cm× 131cm  彩色有

表題等 :平鹿郡増田町大字亀田字亀ケ森地引
33 増田町亀田字野田地引画図   A290-328-24   現平鹿郡増田町。
年未詳    分類 :地籍
62cm× 93cm 彩色有                43 増田町亀田字亀ケ森地引絵図   A290-328-33
表題等 :な し                       年未詳    分類 :地籍
現平鹿郡増田町。                     25cIIl× 49cm  彩色有

表題等 :な し
34 増田町亀田字堂 ノロ地引画図   A290-328-25   A290-328-33に挟み込み。場所不明。鉛筆書き。
年末詳    分類 :地籍
44cm× 121cm 彩色有                44 増田町増田 第 14号 字新町地引切絵図
表題等 :平鹿郡増田町亀田字堂ノロ地引                             A290-329-14
現平鹿郡増田町。                     年未詳    分類 :地籍

53cIIl× 116cm  彩色有
35 増田町亀田字在城南地引絵図  A290-328-26   表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡増田町。
51cm× 120cm  彩色有

表題等 :平鹿郡増田町亀田字在城南地引         45 増田町増田 第 21号 字石神西地引切絵図
現平鹿郡増田町。                                       A290-329-21

年未詳    分類 :地籍
36 増田町亀田字深田地引絵図   A290-328-27   73cm× 93cm 彩色有
年未詳    分類 :地籍                 表題等 :第二 |^一 号 字石神西
63cm× 82clll  彩色有                   現平鹿郡増田町。
表題等 :平鹿郡増田町亀田字深田地引
現平鹿郡増田町。                   46 増田町増田 第 23号 字伊勢堂南地引切絵図

A290-329-23
37 増田町亀田字矢刷地引絵図   A290-328-28   年末詳    分類 :地籍
年未詳    分類 :地籍                62cm× 105cm  彩色有
69cm× 124cm  彩色有                  表題等 :第二十三号 字伊勢堂南
表題等 :平鹿郡増田町亀田字矢刷地引            現平鹿郡増田町。
現平鹿郡増田町。

47 増田町増田 第 25号 字―柳西地引切絵図
38 増田町亀田字樋場地引絵図   A290-328-29                    A290-329-25
年未詳    分類 :地籍                年未詳    分類 :地籍
44cm× 103cIIl  彩色有                  54clll× 152cm  彩色有
表題等 :平鹿郡増田町亀田字樋場地引            表題等 :第二 |^五 号 字一柳西
現平鹿郡増田町。                     現平鹿郡増田町。

39 増田町亀田字輸地引絵図    A290-328-30  48 増田町増田 第 27号 字桜野地引切絵図
年未詳    分類 :地籍                                  A290-329-27
79cm× 116c皿   彩色有                  年未詳    分類 :地籍
表題等 :平鹿郡増田町亀田字倫地引             74cm× 95cIIl  彩色有
現平鹿郡増田町。                     表題等 :第二十七号 字桜野

現平鹿郡増田町。
40 増田町亀田字鷹 ノ嘴地引絵図   A290-328-31
年未詳   分類 :地籍              49 増田町増田 第 31号 字福島地引切絵図
49clll× 68clll  彩色有                                     A290-329-31
表題等 :平鹿郡増田町大字亀田字鷹嘴地引          年未詳    分類 :地籍
現平鹿郡増田町。                     54cm× 107cm  彩色有

表題等 :第二十一号 字福嶋
41 増田町亀田字柳原地引絵図   A290-328-32   現平鹿郡増田町。
年未詳    分類 :地籍



50 増田町増田 第 32号 字福島北地引切絵図
A290-329-32

年未詳 分類 :地籍
54cln× 97cm  彩色有

表題等 :第二十二号 字福嶋北

現平鹿郡増田町。

51 増田町増田 第 35号 字北原西地引切絵図
A290-329-35

年未詳    分類 :地籍
78cm× 55cm  彩色有

表題等 :な し

現平鹿郡増田町。

52 増田町増田 第 35号 字野中地引切絵図
A290-329-35

年未詳 分類 :地籍
79cm× 73cⅢ  彩色有

表題等 :亀田字野中

現平鹿郡増田町。下書。

53 増田町増田 第 36号 字北原地引切絵図
A290-329-36

年未詳 分類 :地籍
61cm× 117cm  彩色有

表題等 :第二 |^六 号 字北原

現平鹿郡増円町。

54 増田町増田 第 37号 字北原道上地引切絵図
A290-329-37

年未詳 分類 :地籍
54cm× 144cm  彩色有

表題等 :第二 |‐七号 字北原道上

現平鹿郡増田町。

55 増田町増田 第 38号 字竹原道下地引切絵図
A290-329-38

年未詳 分類 :地籍
74cm× 89cm  彩色有

表題等 :第二十八号 字竹原道下

現平鹿郡増田町。

56 増田町増田 第 39号 字竹原地引切絵図
A290-329-39

年未詳 分類 :地籍

77cm× 97cm  彩色有

表題等 :第二十九号 字竹原

現平鹿郡増田町。

57 増田町増田 第 43号 字平鹿地引切絵図
A290-329-43

年未詳 分類 :地籍

65cm× 147cm  彩色有

表題等 :第四十三号 字平鹿

現平鹿郡増田町。

58 平鹿郡福地村道地字鳥羽前絵図  A290-395 1

69cm× 96cIIl  彩色有

表題等 :道地字鳥羽前

現平鹿郡雄物川町。

59 平鹿郡福地村道地字家東絵図

年末詳 分類 :地籍

72cm× 97cm  彩色有

表題等 :道地字家東

現平鹿郡雄物川町。

60 平鹿郡福地村道地字古向絵図

年未詳 分類 :地籍

70cm× 97cm  彩色有

表題等 :道地字古向

現平鹿郡雄物川町。

61 平鹿郡福地村道地字下菖蒲出絵図 A290-3954
年未詳 分類 :地籍
50cm× 97cm  彩色有

表題等 :道地字下菖蒲出

現平鹿郡雄物川町。

62 平鹿郡福地村道地字金助畑絵図

年未詳 分類 :地籍

50cm× 106cm  彩色有

表題等 :道地字金助畑

現平鹿郡雄物川町。

63 平鹿郡福地村道地字上川原絵図

年未詳 分類 :地籍

73cm× 106cm  彩色有

表題等 :道地字上川原

現平鹿郡雄物川町。

64 平鹿郡福地村道地字禿川段絵図
年末詳 分類 :地籍
53cm× 149cm  彩色有

表題等 :道地字禿川段

現平鹿郡雄物川町。

65 平鹿郡福地村道地字道地絵図
年未詳 分類 :地籍
72cⅢ ×92clll  彩色有

表題等 :道地字道地

現平鹿郡雄物川町。

66 平鹿郡福地村道地字禿絵図
年未詳 分類 :地籍

69cm× 130cm  彩色有

表題等 :道地字禿

現平鹿郡雄物川町。

67 平鹿郡福地村西野字後田表絵図

年未詳 分類 :地籍

82cm× 79cm  彩色有

表題等 :平鹿郡福地村西野字後田表

現平鹿郡雄物川町。

A290-395-2

A290-395-3

A290-395-5

A290-395-6

A290-395-7

A290-‐ 395-8

A290-395-9

年未詳 分類 :地籍

A290-395-10



68 平鹿郡福地村西野字土手 ノ上絵図         77 平鹿郡図            AH291.8-2
A290-395-11    年未詳    分類 :地籍

年未詳    分類 :地籍                 27cm× 38cm  彩色有
77cm× 80cm  彩色有                   裏書 :平鹿郡図面
表題等 :平鹿郡福地村西野字上手ノ_上

現平鹿郡雄物川町。                  78 山内村赤倉沢山外略図     AH291.8-5-1
年末詳    分類 :地籍

69 平鹿郡福地村西野字屋敷添絵図  A290-395 12   28cm× 39cm 彩色有
年末詳    分類 :地籍                 表題等 :羽後国平鹿郡山内村大松川字赤倉沢、小松
55cm× 77cm  彩色有                       根沢山略図
表題等 :平鹿郡福地村西野字屋敷添             現平鹿郡山内村。
現平鹿郡雄物川町。                     5枚 綴じ。AH291.8-5-1～ 5ま で同綴。

70 平鹿郡福地村西野字川悪戸絵図  A290-395 13  79 山内村赤倉沢山外略図     AH291.8-5-2
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
66cm× 740n  彩色有                   28cm× 39cm  彩色有
表題等 :秋田県羽後国平鹿郡福地村大字西野字川悪      表題等 :平鹿郡山内村字下庭営田百拾四番官林引直

戸図面                          願図面 1日字テイトウ田山
現平鹿郡雄物川町。                    現平鹿郡山内村。

5枚綴じ。AH291.8-5-5と 同じもの。
71 平鹿郡福地村西野字下悪戸絵図  A290-395 14
年未詳   分類 :地籍               80 山内村赤倉沢山外略図     AH291.8-5 3
67cm× 77cIIl  彩色有                   年未詳    分類 :地籍
表題等 :秋田県羽後国平鹿郡福地村大字西野字下悪      28cm× 34cm  彩色有

戸絵図面                     表題等 :平鹿郡山内村三又字桑ノ沢山官山絵図面
現平鹿郡雄物川町。                     現平鹿郡山内村。

5枚綴じ。AH291.8-5-1～ 5ま で同綴。
72 平鹿郡福地村字中田絵図    A290-395 15
年未詳    分類 :地籍              81 山内村赤倉沢山外略図     AH291.8-5-4
71cm× 114cm  彩色有                  年未詳    分類 :地籍
表題等 :福地村字中田                   28cm× 35cm  彩色有
現平鹿郡雄物川町。                    表題等 :平鹿郡山内村三又字甲官山絵図面

現平鹿郡山内村。
73 平鹿郡福地村字菖蒲出絵図   A290-395 16   5枚 綴 じ。AH291.8-5-1～ 5ま で同綴。
年未詳    分類 :地籍
73cm× 113cm 彩色有                82 山内村赤倉沢山外略図     AH291.8-5-5
表題等 :福地村字菖蒲出                  年未詳    分類 :地籍
現平鹿郡雄物川町。                    28cm× 37clll  彩色有

表題等 :平鹿郡山内村大沢字下庭営田百拾四番官林
74 平鹿郡福地村常野字館野絵図  A290-395-17       引直願図面 旧字テイトウ田山
年未詳    分類 :地籍                現平鹿郡山内村。
39cm× 108cm  彩色有                  5枚 綴じ。AH291.8-5-2と 同じもの。
表題等 :平鹿郡常野村第五号字館野
現平鹿郡雄物川町。                  83 羽後国平鹿郡山内村大沢字下庭当田山略図

AH291.8-6
75 平鹿郡福地村柏木字野崎絵図  A290-395-18   年未詳   分類 :地籍
年末詳    分類 :地籍                27cm× 38cm  彩色有
54cm× 113cm  彩色有                  表題等 :資料名と同じ
表題等 :平鹿郡柏木村第 |´四号字野崎            現平鹿郡山内村。
現平鹿郡雄物川町。

84 平鹿郡睦合村睦合字吉渕上川原官有地拝借実測
76 平鹿郡福地村西野字悪戸絵図  A290-395 19    図               AH291.8-9
年未詳    分類 :地籍                 年未詳    分類 :地籍
78cm× 95cm  彩色有                   55cm× 107cm  彩色有
表題等 :秋田県羽後国平鹿郡福地村大字西野字悪戸      表題等 :秋田県平鹿郡睦合村睦合字吉渕上川原官有

絵図面                          地拝借実測図面
現平鹿郡雄物川町。                    現平鹿郡十文字町。一部羽後町。
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85 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    年未詳   分類 :地籍
AH650-11-1     28cm× 36cm  彩連り育

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :羽後国平鹿郡山内村平野沢字試道外山
28cm× 36cm  彩色有                   現平鹿郡大森町。

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図

字坂ノ下 字堂田 字末野係争山林ノ略図    93 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外
現平鹿郡大森町。                                        AH650-11-9

年未詳    分類 :地籍
86 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    28cm× 36cm 彩色有

AH650-11-2    表題等 :羽後国平鹿郡醍醐村下樋口字西ケ澤外平長

年未詳    分類 :地籍                     根略図
28cm× 36cm  彩色有                   現平鹿郡大森町。

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図

字観音寺 字船沢係争山林ノ略図        94 羽後国平鹿郡八沢木村上溝武道台官林下戻申請
現平鹿郡大森町。                      図外                AH650-12

年未詳    分類 :地籍
87 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    50cm× 64cm 彩色有

AH650-11-3    表題等 :秋田県羽後国平鹿郡八沢木村大字上溝武道

年未詳    分類 :地籍                     台官林下戻申請図
28cm× 36cm  彩色有                   現平鹿郡大森町。

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図

字観音寺 字船沢              95 秋田県管轄第 6大区 1小区羽後国平鹿郡横手町
現平鹿郡大森町。                      浩券地縮図           県 C-157-35

年未詳    分類 :地籍
88 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    40cm× 57cm 彩色有

AH650-11-4    表題等 :秋田県管轄第六人区一小区羽後国平鹿郡横

年未詳    分類 :地籍                     手町浩券地縮図
28cm× 36cm  彩色有                   現横手市。

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図      袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

字石田 字極楽寺係争山林ノ略図

現平鹿郡人森町。                   96 秋田県管轄第 6大区 3小区羽後国平鹿郡下村町

外五ケ町全図         県 C 157-57
89 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    年未詳   分類 :地籍

AH650-11-5     28cln× 40clll  彩色有

年末詳    分類 :地籍                 表題等 :秋田県管轄第六大区三小区羽後国平鹿郡下

28cm× 36cm  彩色有                       村町外五ケ町全図

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図      袋入り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

字杉平

現平鹿郡大森町。                   97 秋田県管轄第 6大区 3小区羽後国平鹿郡実地検

査之絵図           県 C 157-62
90 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    明治 7年    分類 :地籍

AH650-11-6     148cm× 83cm  彩僅り肯

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :秋田県管轄第六大区三小区羽後LIl平鹿郡実

28cm× 36cm  彩色有                       地検査之絵図面

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図      袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

字白山下係争山林ノ略図

現平鹿郡大森町。                   98 横手市街図           県 C-157-82
年未詳    分類 :地籍

91 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外    36cm× 52cm 彩色有
AH650-11-7    表題等 :な し

年未詳    分類 :地籍                 袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

28cm× 36cm  彩色有

表題等 :羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻申請図    99 増田村付近戦争之略図

字白山下

現平鹿郡大森町。

92 羽後国平鹿郡八沢木村上溝官林下戻 申請図外
AH650-11-8

慶応 4年    分類 :戊辰

48cm× 102cm  彩色有

表題等 :な し
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100 志摩村付近戦争之略図       県 C 15
慶応 4年   分類 :戊辰
34cm× 49cm  彩色有

表題等 :八月八日志摩村ニテ戦争略ス|

101 仙北筋戦争柳原図         県 C-444
慶応 4年   分類 :戊辰
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :八月八日柳原戦争 佐馬村ノ事
7枚 1袋。県 C-442～ 448ま で同袋。
(袋書)戦争略図入 角間川図 角間開図 志摩村
図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

102 秋田県管内 9郡全図 (平鹿郡) 県C-629 1
年末詳 分類 :境界
39cm× 55cm  彩色有

表題等 :平鹿郡全図

秋田県全域にもあり。
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10湯 沢 雄 勝 地 域

〔藩 政 期〕                  表題等 :な し

県指定有形文化財 (歴史資料第五号)昭和 63.3.15。

1 開拓絵図 (雄勝郡山田村川原上 ノ宿よ り福嶋迄 )

斧 5493-1   11 雄勝郡軽井沢石観音山之絵図     県 C-9
年未詳    分類 :地域                 元禄 4年 9月 4日  分類 :地域

34c皿 ×93cm   彩色
`訂

                                 44cm× 62cm

表題等 :な し                       端裏書 :資料名と同じ

2 開拓絵図 (雄勝郡山田村川原上 ノ宿よ り福嶋迄)  12 雄勝郡払体村辺之図        県 C 10

斧 5493-2    年未詳    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 61cm× 79cm  彩色有

33cⅢ ×25cm  彩色有                   端裏書 :資料名と同じ

表題等 :な し

13 雄勝郡土形絵図          県 C-416

3 雄勝郡 (仙台境)之絵図    A290-114-153   年未詳    分類 :地域

年未詳    分類 :地域                118cm× 101cm  彩色有

79cm× 260cm  彩色有                  表題等 :な し

端裏書 :雄勝郡之絵図                   1枚 を分割。県 C-416～ 421ま で 1組。

4 雄勝郡野中村絵図       A290 114-154  14 雄勝郡土形絵図          県 C-417

文久 2年 9月  分類 :地域                年未詳    分類 :地域

96cm× 236cm  彩色有                  85cIIl× 87cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ                   表題等 :な し

(裏書)雄勝郡中村郷絵図。                 1枚 を分割。県 C-416～ 421ま で 1組。

5 雄勝郡相川村郷絵図      A290 114-155  15 雄勝郡土形絵図          県 C-418

天保 13年 6月 5日  分類 :地域             年未詳    分類 :地域

126cm× 171cm    彩色有               41cm× 85cm  彩色有

裏書 :郷絵図 雄勝郡相川村                表題等 :な し

1枚 を分割。県 C-416～ 421ま で 1組。

6 院内絵図           A290 114-156
年未詳    分類 :地域              :6 雄勝郡土形絵図           県 C-419
121cm× 186cm                       年未詳    分類 :地域

端裏書 :資料名と同じ                   97cm× 93cm  彩色有

表題等 :な し

7 雄勝―園之下絵図           県 C-1   1枚 を分割。県 C-416～ 421ま で 1組。

年未詳     分類 :地域

144cm× 155cm 彩色有               17 雄勝郡土形絵図          県 C-420

表題等 :資料名と同じ                   年未詳     分類 :地域
107cm× 153cm  彩色有

8 湯沢絵図               県 C-4   表題等 :な し

享保 13年    分類 :地域                1枚 を分割。県 C-416～ 421ま で 1組。

417cm× 187cm  彩色有・軸装 0複製有

表題等 :資料名と同じ                 18 雄勝郡土形絵図           県 C-421

県指定有形文化財 (歴史資料第五号)昭和 63.3.15。       年未詳    分類 :地域

38cⅢ ×90cm  彩色有

9 雄勝郡院内御境絵図          県 C-5   表題等 :な し

亨保 7年    分類 :地域                1枚 を分割。県 C-416～ 421ま で 1組。

160cm× 194cm  彩色有

表題等 :な し

10 院内一回之図

享保 13年    分類 :地域

229cm× 272cm  彩色有 0軸装・複製有

19 湯沢試上覧之図

年末詳    分類 :合戦

県 C-6       1 16cIIl× 48clll

表題等 :資料名 と同 じ
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1 関開さく下図 (雄勝郡岩崎川筋)    斧6808   105cm× 106cm  彩色有

〔明 治 期 以 降〕

年未詳    分類 :地域

25cln× 34cm

表題等 :な し

2 秋田県羽後国雄勝郡高松村通幽瞼之図

年未詳    分類 :地域
41cm× 56cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

3 雄勝郡図
年未詳    分類 :地域
57cm× 63cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

4 雄勝郡村々之絵図
年未詳    分類 :地域
40cm× 55cm  彩色有

表題等 :雄勝郡村々図

5 雄勝郡地誌 茂木亀六筆
明治 14年   分類 :地籍
28cm× 39cm  彩色有・簿冊

表題等 :雄勝郡之図 改祖的地図 分色仮式

簿冊折り込み図面 1枚。

6 秋田県雄勝郡三輪村全図
年未詳    分類 :地籍
162cm× 77cm  彩色有

表題等 :な し

現雄勝郡羽後町。

7 山田・関口桑畑御普請所略絵図     斧 6812

年未詳    分類 :地籍
34cIIl× 24cln

表題等 :山 田・関口桑畑御普請所略図

現湯沢市。

8 羽後国雄勝郡町村別絵図     A290 190-1
明治 18年   分類 :地籍
60cln× 91cm  彩色有

表題等 :羽後Ltl雄勝郡岩崎村絵図

現湯沢市。6枚 1袋。

9 羽後国雄勝郡町村別絵図     A290 190-1
明治 18年   分類 :地籍

46蠅 ×61cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡銀山村絵図

現雄勝郡雄勝町。6枚 1袋。

10 羽後国雄勝郡町村別絵図     A290 190-1
明治 18年    分類 :地籍

108cm× 106cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡湯沢町絵図

現湯沢市。6枚 1袋。

11 羽後国雄勝郡町村別絵図     A290 190-1
明治 18年    分類 :地籍

表題等 :羽後国雄勝郡湯沢町絵図

現湯沢市。6枚 1袋。

12 羽後国雄勝郡町村別絵図     A290 190-1
明治 18年   分類 :地籍

AH291 9-4     46cm× 6 1 clll  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡院内銀山

現雄勝郡雄勝町。6枚 1袋。

13 羽後国雄勝郡町村別絵図     A290-190-1
県 C-2    明治 1841:  分類 :地籍

61cm× 91cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡岩崎町絵図

現湯沢市。6枚 1袋。

県 C-3  14 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190-2

長 122

明治 18年   分類 :地籍

28cm× 92cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡八面村絵図

現雄勝郡稲川町。H枚 1袋。

15 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190-2
明治 1841i   分類 :地籍

115cm× 69clll  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡東福寺村絵図

現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。

16 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190-2
明治 18年   分類 :地籍

28cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡大門村絵図

現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。

17 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290 190-2
明治 18年   分類 :地籍

39cm× 66cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡二又村絵図

現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。

18 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290 190 2
明治 18年   分類 :地籍

28cⅢ ×60cm  彩色有

表題等 :羽後 lT・l雄勝郡大倉村絵図

現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。

19 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290 190-2
明治 1841i  分類 :地籍

76cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後lTNl雄勝郡戸波村絵図

現平鹿郡増田町。11枚 1袋。

20 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290 190-2
明治 18年   分類 :地籍

73cm× 81cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡三梨村絵図

山 542
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現雄勝郡稲川町。H枚 1袋。                明治 18年   分類 :地籍
91cm× 112cm  彩色有

21 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190 2   表題等 :羽後国雄勝郡イ1井川村絵図

明治 18年   分類 :地籍                 現雄勝郡東成瀬村。7枚 1袋。
59cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡飯田村絵図            31 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2
現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。                明治 18イli   分類 :地籍

113cm× 74cm  彩色有
22 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡椿川村絵図

明治 18年   分類 :地籍                 現雄勝郡東成瀬村。7枚 1袋。
39cm× 58cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡富田村絵図            32 羽後国雄勝郡町村別絵図 3    A290-190-3
現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。                明治 18年   分類 :地籍

112cm× 56cm  彩色有

23 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡猿半内村絵図

明治 1841i  分類 :地籍                 現平鹿郡増田町。4枚 1袋。
29cm× 77cm  彩色有

表題等 :羽後卜1雄勝郡人館村絵I�            33 羽後国雄勝郡町村別絵図 3    A290-190-3
現雄勝郡稲川町。H枚 1袋。                明治 18年   分類 :地籍

130cln× 54cm  彩色有
24 羽後国雄勝郡町村別絵図 l    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡稲庭村絵図

明治 18年   分類 :地籍                現雄勝郡稲川町。4枚 1袋。

100cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡川連村              34 羽後国雄勝郡町村別絵図 3    A290-190-3
現雄勝郡稲川町。11枚 1袋。                明治 18イ11   分類 :地籍

117cm× 73cm  彩色有

25 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡川向村絵図

明治 18年   分類 :地籍                現雄勝郡皆瀬村。4枚 1袋。
40cm× 10 1 clll   彩 色 有

表題等 :羽後国雄勝郡萩袋村絵図            35 羽後国雄勝郡町村別絵図 3    A290-190-3
現平鹿郡増円町。7枚 1袋。                 明治 18年   分類 :地籍

113cm× 75cm  彩色有

26 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2   表題等 :羽後lTNl雄勝郡畠等村絵図

明治 18イ|:  分類 :地籍                 現雄勝郡皆瀬村。4枚 1袋。

39cm× 56cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡熊渕村絵図            36 羽後国雄勝郡町村別絵図 4    A290-190-3
現平鹿郡増田町。7枚 1袋。                 明治 18年    分類 :地籍

120cm× 105cm  彩色有

27 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡関口村絵図

明治 18年   分類 :地籍                 現湯沢市。7枚 1袋。
40cln× 95cIIl  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡湯野沢村絵図           37 羽後国雄勝郡町村別絵図 4    A290 190-3
現平鹿郡増田町。7枚 1袋。                 明治 18年   分類 :地籍

40cm× 60cm  彩色有

28 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡 L関村絵ⅨI

明治 18年   分類 :地籍                 現湯沢市。7枚 1袋。
28cm× 74cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡吉野村絵Ⅸ1            38 羽後国雄勝郡町村別絵図 4    A290-190-3
現平鹿郡増円町。7枚 1袋。                 明治 18年   分類 :地籍

60cm× 40clll  彩色有

29 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2   表題等 :羽後国雄勝郡下関村絵図

明治 18イ
「

  分類 :地籍                 現湯沢市。7枚 1袋。

76cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後LTNI雄勝郡円子内村絵図           39 羽後国雄勝郡町村別絵図 4    A290-190-3
現平鹿郡増田町。7枚 1袋。                明治 18年   分類 :地籍

61cm× 60cm  彩色有

30 羽後国雄勝郡町村別絵図 2    A290-190-2   表題等 :羽後lT4雄勝郡深堀村絵図

現湯沢市。7枚 1袋。



40 羽後国雄勝郡町村別絵図 4    A290-190-3   現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。
明治 18年   分類 :地籍
120cm× 89cll 彩色有                50 羽後国雄勝郡町村別絵図 5   A290-190-4
表題等 :羽後国雄勝郡山田村絵図              明治 18イF   分類 :地籍
現湯沢市。7枚 1袋。                   139cm× 127cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡上院内村絵図
41 羽後国雄勝郡町村別絵図 4    A290 190 3   現llF勝郡雄勝町。8枚 1袋。

明治 18年    分類 :地籍
130cm× 119cm 彩色有               51 羽後国雄勝郡町村別絵図 6   A290-190-4
表題等 :羽後国雄勝郡松岡村絵図              |り l治 18イ |:  分類 :地籍
現湯沢市。7枚 1袋。                   70cm× 82cm  彩色有

表題等 :羽後lTNl雄勝郡相川村絵IXI

42 羽後国雄勝郡町村別絵図 4   A290 190-3   現湯沢 ||∫c6枚 1袋。
明治 1841i   分類 :地籍
100cm× 75cm 彩色有               52 羽後国雄勝郡町村別絵図 6   A290 190-4
表題等 :羽後国雄勝郡Fi塚村絵図              明治 18イli   分類 :地籍
現湯沢市。7枚 1袋。                    106cm× 61cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡桑崎村絵図
43 羽後国雄勝郡町村別絵図 5    A290-190-4   現雄勝郡雄勝町。6枚 1袋。

明治 18`11  分類 :地籍
70cm× 40cm 彩色有                53 羽後国雄勝郡町村別絵図 6   A290-190-4
表題等 :羽後国雄勝郡横堀村絵図              明治 18イ |:  分類 :地籍
現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。                57cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後1可雄勝郡泉沢村絵図
44 羽後国雄勝郡町村別絵図 5    A290-190-4   現雄勝郡雄勝町。6枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
105cm× 83cm 彩色有                54 羽後国雄勝郡町村別絵図 6   A290 190-4
表題等 :羽後国雄勝郡小野村絵図              明治 18イ li  分類 :地籍
現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。                60cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後lT・l雄勝郡酒蒔村絵1叉 |

45 羽後国雄勝郡町村別絵図 5   A290-190-4   現湯沢市。6枚 1袋。
明治 18年   分類 :地籍
55cm× 64cm 彩色有                55 羽後国雄勝郡町村別絵図 6   A290 190-4
表題等 :羽後lFkl雄勝郡寺沢村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。                83cm× H2cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡高松村絵図
46 羽後国雄勝郡町村別絵図 5   A290-190-4   現湯沢市。6枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
106cm× 85cm 彩色有                56 羽後国雄勝郡町村別絵図 6   A290-190 4
表題等 :羽後国雄勝郡役内村絵図              明治 18イ「    分類 :地籍
現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。                 130cm× 104cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡宇留院内村絵図
47 羽後国雄勝郡町村別絵図 5   A290 190-4   現湯沢市。6枚 1袋。

明治 18年    分類 :地籍
130cm× 119cm 彩色有               57 羽後国雄勝郡町村別絵図 7   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡中村絵図               明治 18年   分類 :地籍
現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。                 40cm× 46cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡森村絵図
48 羽後国雄勝郡町村別絵図 5   A290 190-4   現湯沢市。10枚 1袋。

明治 18年    分類 :地籍
129cⅢ ×105cm 彩色有               58 羽後国雄勝郡町村別絵図 7   A290 190-5
表題等 :羽後国雄勝郡川井村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現雄勝郡雄勝町。8枚 1袋。                55cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡八幡村絵図
49 羽後国雄勝郡町村別絵図 5   A290 190-4   現湯沢市。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
121cm× 99cm 彩色有                59 羽後国雄勝郡町村別絵図 7   A290 190-5
表題等 :羽後国雄勝郡下院内村絵図             明治 18年   分類 :地籍
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29cm× 47cm 彩色有                69 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡金谷村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   98cm× 64clll  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡床舞村絵図
60 羽後国雄勝郡町村別絵図 7    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
40cm× 39cm 彩色有                70 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡柳田村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   91 clll× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡田沢村絵図
61 羽後国雄勝郡町村別絵図 7    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
40cm× 41cm 彩色有                71 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡倉内村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   73cm× 39cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡鹿内村絵図
62 羽後国雄勝郡町村別絵図 7    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
39cm× 28cm 彩色有                72 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡杉沢新処村絵図            明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   40cm× 60cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡杉宮村絵図
63 羽後国雄勝郡町村別絵図 7   A290-190 5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
54cm× 78cm 彩色有                73 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡杉沢村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   63cm× 40clll  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡赤袴村絵図
64 羽後国雄勝郡町村別絵図 7    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
29cm× 66cm 彩色有                74 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡三井田村絵図             明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   87cm× 56cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡貝沢村絵図
65 羽後国雄勝郡町村別絵図 7    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
28cm× 80cm 彩色有                75 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡角間村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   76cm× 28cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡野中村絵図
66 羽後国雄勝郡町村別絵図 7   A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
28cm× 64cm 彩色有                76 羽後国雄勝郡町村別絵図 8   A290-190-5
表題等 :羽後国雄勝郡成沢村絵図              明治 18イTi  分類 :地籍
現湯沢市。10枚 1袋。                   63cm× 50cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡大久保村絵図
67 羽後国雄勝郡町村別絵図 8    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
56cm× 61cm 彩色有                77 羽後国雄勝郡町村別絵図 9   A290-190-6
表題等 :羽後国雄勝郡西馬音内村絵図            明治 18年   分類 :地籍
現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。                113cm× 65cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡新町村絵図
68 羽後国雄勝郡町村別絵図 8    A290-190-5   現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
40cm× 68cm 彩色有                78 羽後国雄勝郡町村別絵図 9   A290 190-6
表題等 :羽後国雄勝郡大戸村絵図              明治 18年   分類 :地籍
現雄勝郡羽後町。10枚 1袋。                75cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡堀内村絵図



現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                95cm× 88cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡西馬音内堀回村絵図

79 羽後国雄勝郡町村別絵図 9    A290-190-6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年    分類 :地籍
120cIIl× 120cm 彩色有               89 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290-190-6
表題等 :羽後国雄勝郡人沢村絵図              明治 18年   分類 :地籍

現湯沢市。11枚 1袋。                   91cm× 70cm  彩色有

表題等 :羽後FTNl雄勝郡飯沢村絵図

80 羽後国雄勝郡町村別絵図 9   A290 190 6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
97clll× 60cIIl 彩色有                90 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290 190-6
表題等 :羽後lINl雄勝郡水沢村絵図              明治 18年   分類 :地籍

現雄勝郡羽後町。H枚 1袋。                70cm× 76cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡下仙道村

8i 羽後国雄勝郡町村別絵図 9   A290 190-6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
61cШ ×28cIIl 彩色有                91 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290-190-6
表題等 :羽後国雄勝郡林崎村絵図              明治 18年   分類 :地籍

現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                118cm× 91cm  彩色有

表題等 :羽後lF4雄勝郡中仙道村絵図

82 羽後国雄勝郡町村別絵図 9   A290 190-6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
76cIIl× 76cm 彩色有                92 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290 190-6
表題等 :羽後国雄勝郡払体村絵図              明治 18年   分類 :地籍

現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                134cm× 40cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡上仙道村絵図

83 羽後国雄勝郡町村別絵図 9    A290-190-6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
75clll× 52cm 彩色有                93 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290-190-6
表題等 :羽後国雄勝郡足田村絵図              明治 18年   分類 :地籍

現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                82cm× 92cIIl  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡上到米村絵図

84 羽後国雄勝郡町村別絵図 9    A290-190-6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
75cm× 40cm 彩色有                94 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290-190-6
表題等 :羽後lTNl雄勝郡郡山村絵ス1              明治 18年   分類 :地籍

現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                91cm× 97cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡軽井沢絵図

85 羽後国雄勝郡町村別絵図 9    A290-190 6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
81 clll× 39cm 彩色有                95 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290-190-6
表題等 :羽後国雄勝郡高尾田村絵図             明治 18付1   分類 :地籍

現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                105cm× 82cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡田代村絵図

86 羽後国雄勝郡町村別絵図 9    A290-190-6   現雄勝郡羽後町。8枚 1袋。

明治 18年   分類 :地籍
52cm× 29cm 彩色有                96 羽後国雄勝郡須川村高松字高松沢略図

表題等 :羽後国雄勝郡嶋田新田村絵図                               AH291.9-3
現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                年未詳    分類 :地籍

27cm× 37cIIl  彩色有

87 羽後国雄勝郡町村別絵図 9    A290-190-6   表題等 :資料名と同じ

明治 18年   分類 :地籍                 現湯沢市。

61cm× 28cm  彩色有

表題等 :羽後国雄勝郡糠塚村絵図            97 秋田県第七大区五小区羽後国雄勝郡大沢村山林

現雄勝郡羽後町。11枚 1袋。                原野略全図            AH650-13
年未詳    分類 :地籍

88 羽後国雄勝郡町村別絵図 10   A290-190-6   37cm× 54cm 彩色有

明治 18年   分類 :地籍                 表題等 :資料名と同じ
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現雄勝郡羽後町。                  lo4 秋田県管轄羽後国雄勝郡第 7大区 2小区岩崎
士族町浩券地縮図       県 C 157-44

98 秋田県管轄第 7大区 2小区羽後国雄勝郡湯沢十    年未詳   分類 :地籍
ニケ町全地図          県 C-157-11   28cm× 41cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :秋田県管轄羽後国雄勝郡第七人区二小区岩
43cm× 90cm  彩色有                       崎士族町清券地縮図
表題等 :秋田県管轄第七人区二小区羽後国雄勝郡湯      現湯沢市。

沢十二ケ町全地                  袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
現湯沢市。

袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵区lo    i05 秋 田県管轄第 7大区 2小区羽後国雄勝郡常盤
町外 7ケ町全図        県 C-157-45

99 秋田県管轄第 7大区 3小区羽後国雄勝郡院内町    年未詳   分類 :地籍
浩券地縮図           県 C-157-19   28cm× 40cm 彩色有

年未詳    分類 :地籍                 表題等 :秋田県管轄第七人区二小区羽後国雄勝郡常
28cm× 39cm  彩色有                       盤町外七ケ町全図
表題等 :秋田県管轄第七人区三小区羽後国雄勝郡院      現湯沢市。

内町清券地縮図                  袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
現雄勝郡雄勝町。

袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。    106 秋 田県管轄第 7大区 2小区羽後国雄勝郡岩崎
町浩券地縮図         県 C 157-48

100 秋 田県管轄第 7大区 2小区羽後国雄勝郡湯沢    年未詳   分類 :地籍
町浩券地縮図 士族町都合 12町          27cm× 39cm 彩色有

県C-157-26    表題等 :秋田県管轄第七大区二小区羽後国雄勝郡岩
年末詳    分類 :地籍                     崎町浩券地縮図
28cm× 80cm  彩色有                   現湯沢市。
表題等 :秋田県管轄第七大区二小区羽後国雄勝郡湯      袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

沢町浩券地縮図 lf族町都合十二町
現湯沢市。                    lo7 秋 田県管轄第 7大区 2小 区羽後国雄勝郡新町
袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。       外 11ケ町全図         県 C-157-49

分類 :地籍年未詳
101 第 7大区 4小区羽後国雄勝郡院内銀山町全図    28cm× 40cm 彩色有

県 C-157-33    表題等 :秋田県管轄第七大区二小区羽後国雄勝郡新
年未詳    分類 :地籍                     町外十一ケ町全図
55cm× 72cm  彩色有                   現湯沢市。
表題等 :第七大区四小区羽後国雄勝郡院内銀Ll_1町全      袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。

図

現雄勝郡雄勝町。                  lo8 秋田県管轄第 7大区 2小区羽後国雄勝郡岩崎
袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。       町士族町合 10ケ町図      県 C-157-64

分類 :地籍年未詳
102 秋 田県管轄羽後国雄勝郡第 7大区 3小区院内   40cm× 54cIIl 彩色有

笈形町全図           県 C-157-34    表題等 :秋田県管轄第七大区二小区羽後国雄勝郡岩
明治 8年   分類 :地籍                     崎町十族町合十ケ町

現湯沢市。59cm× 81cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄羽後FTNl雄勝郡第七大区三小区院      袋入り。(袋書)秋田県管轄清券地再調之下夕絵図。
内笈形町全地

現雄勝郡雄勝町。                  lo9 秋 田県管下第 7大区 3小区羽後国雄勝郡下院
袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵ⅨI。        内村士族町絵図        県 C-157-77

分類 :地籍年未詳
103 秋 田県第 7大区 2小区羽後国雄勝郡岩崎町全    41cm× 40cm 彩色有

図               県 C-157-36    表題等 :秋田県管下第七大区三小区羽後国雄勝郡下
年未詳    分類 :地籍                     院内村 if族町絵図

現雄勝郡雄勝町。55cm× 75cm  彩色有

表題等 :秋田県第七大区二小区羽後国雄勝郡岩崎町      袋入り。(袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。
全地

現湯沢市。                    1lo 秋 田県管轄第 7大区 2小 区羽後国雄勝郡新町
袋入り。(袋 書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。       外 11ケ町全図         県 C-157-78

分類 :地籍年未詳

彩色有28cln× 39cm
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表題等 :秋田県管轄第七大区二小区羽後国雄勝郡新          者井二戸副長ノ公用座敷其外撃剣場等取調
町外 |´一ケ町全図 割賦之図

現湯沢市。 現湯沢市。 (袋書)岩崎 1日 県庁絵図面。
袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下夕絵図。

111 戦争之略図
慶応 4年   分類 :戊辰
24cm× 99cm  彩色有

表題等 :戦争之次第大崎イロハ印ヲ以記ス
4枚綴じ (県 C-17-1～ 4)。

112 戦争之略図
慶応 4年   分類 :戊辰
25cm× 66cm  彩色有

表題等 :岩崎戦争之次第井討死之ケ条イロハ印ヲ以

大略記
4枚綴じ (県 C-17-1～ 4)。

113 戦争之略図
慶応 4年   分類 :戊辰
25cm× 55cm

表題等 :田代他戦之略図

4枚綴 じ (県 C-17-1～ 4)。

114 仙北筋戦争院内御境絵図      県 C-434
慶応 4年   分類 :戊辰
40cm× 56cm  彩色有
表題等 :な し

小種辺全図。

115 仙北筋戦争岩崎図

慶応 4年   分類 :戊辰
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :八月八日岩崎村戦争図
7枚 1袋。tt C-442～ 448ま で同袋。

図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

116 仙北筋戦争角間開図        県 C-446
慶応 4年   分類 :戊辰
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :八月八日角間開戦争
7枚 1袋。県 C-442～ 448ま で同袋。

(袋書)戦争略図人 角間川図 角間開図 志摩村
図 柳原図 岩崎図 角間川より岩崎迄図。

117 岩崎町旧県庁図         県 C-8 1
年未詳    分類 :建物
54cll× 80cm

表題等 :岩崎町 1日県庁

現湯沢市。 (袋書)岩崎旧県庁絵図面。

118 岩崎町旧県庁図         県 C-8-2
年未詳    分類 :建物
60cm× 54cm  彩色有

表題等 :1日県庁ノ学校二復シ尚巡回座敷及ヒ御雇之

― ――― -  119 院内銀山絵図
県 C-17-1    年未詳    分類 :鉱山

59cm× 76cm  彩色有

表題等 :な し

120 秋田県管轄羽後国雄勝郡院内之銀山町絵図
A290-114-157

県 C-17-2    年未詳     分類 :鉱山

196cm× 453cm  彩色有

表題等 :秋田県管轄羽後国院内銀山町明治八年実地

県 C-17-4

検査之図

(端裏書)秋田県管轄羽後 lTNl雄 勝郡院内之銀山町絵

図面。

1枚を 2分割。A290-114-158と 1組。

121 秋田県管轄羽後国雄勝郡院内之銀山町絵図
A290-114-158

年末詳     分類 :鉱山
204cm× 430cm  彩色有

表題等 :秋「II県管轄羽後国院内銀山町明治八年実地

検査之図

(端裏書)秋田県管轄羽後国雄勝郡院内之銀山町絵

図面。
1枚 を 2分割。A290-H4-157と 1組。

山 963

3枚 1袋。県 C-434～ 436ま で同袋。
(袋 書)戦争略図入 院内御境全図 刈和野全図    122 羽後国雄勝郡院内鉱山景況絵図  県 C-240 1

(袋書)戦争略図入 角間川図 角間開図 志摩村      45cm× 64cln  彩色有

年未詳    分類 :鉱山

54cm× 77cm   彩色有

県 C-445    表題等 :資料名 と同 じ

各所鉱山景況絵図 (16枚)の うち。

123 秋田県管内 9郡全図 (雄勝郡) 県 C-629-2
年末詳    分類 :境界

表題等 :雄勝郡全図

秋田県全域にもあり。
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域

〔藩 政 期〕

1 大 日本分国略図

年未詳    分類 :地域

28cm× 45cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

〔明 治 期 以 降〕

1 日本高低地図

明治 20年    分類 :地域

130cm× 136cm  彩色有 0軸装

表題等 :資料名と同じ

E目昂」。

2 日本全図

明治 10年    分類 :地域

232cm× 162cm  彩色有・ 軸装

表題等 :資料名と同じ

E口昂」。

3 日本全図

明治 10年    分類 :地域

232cm× 162cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

印刷。閲覧不能。

4 大 日本府県管轄図

明治 12年    分類 :地域

162cIIl× 151 clll  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

FI」 刷。

5 大 日本輿地図

大正 12年    分類 :地域

101cm× 151cm  彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

E口届J。

県 C-658-1

県 C-658-2

県 C-682

県 C-698

6 大 日本帝国油田関係地図      県 C-644-1
明治 35年   分類 :そ の他

63cm× 86cIIl  彩色有

表題等 :大 日本帝国油田地質及地形図 第一区

印刷。6枚断裂。閲覧不能。

7 大 日本帝国油田関係地図      県 C-644-2
明治 35年   分類 :そ の他

63cm× 86cm  彩色有

表題等 :人 日本帝国油田地質及地形図 第一区附属

断面図

11 日 本

印刷。2枚断裂。閲覧不能。

A292-8  8 帝国 日本郵便電信線路図

明治 26年   分類 :そ の他

49cIIl× 63clll  彩色有

表題等 :帝 FT4日 本郵便電信線路之図

印刷。12枚断裂。閲覧不能。

9 大東亜産業地図

昭和 18年    分類 :そ の他

143cm× 157cⅢ   彩色有・軸装

表題等 :資料名と同じ

E口 届J。

県 C-656

県 C-647

県 C-694
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〔藩 政 期〕

1 蝦夷地絵図

分類 :地域年未詳

85cm× 95cm  彩色有

表題等 :な し

2 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳

21cm× 25cm

表題等 :カ ムイ トサキ

3 北辺 (略)絵図

分類 :地域年末詳
21cm× 25clll

表題等 :ウ エンチシ

4 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳
24cm× 35cIIl

表題等 :な し

5 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳
24cln× 35clll

表題等 :白嶽  シ リベツ 大黒嶋

6 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳
24cm× 35clll

表題等 :シ ラヌシ ソウヤ石

7 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳

24clll× 35clll

表題等 :ソ ウヤ

8 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳
26clll× 35cIIl

ショカンヘツ山 マシケ表題等 :

9 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳

25clll× 33cm

表題等 :砂原嶽 亦云駒ケ嶽

10 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳

25clll× 33cln

表題等 :砂原嶽

11 北辺 (略)絵図

分類 :地域年未詳

A290-145-11

A290-145-12

A290-145-13

A290-145-14

A290-145-15

A290-145-16

A290-145-17

A290-145-18

A290-145-19
年未詳    分類 :地域

25cm× 35cm

表題等 :な し

21 ヲコロマッフより観臼岳図      A292-9
年未詳    分類 :地域
17cm× 69cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

12北海道・ 北方領土

斧 4004

A290-145-1

A290-145-2

A290-145-3

A290-145-4

A290-145-5

A290-145-6

A290-145-7

A290-145-8

A290-145-9

A290-145--10

25cm× 35cln

表題等 :リ イシ リ

12 北辺 (略)絵図
年未詳    分類 :地域
26cln× 35cm

表題等 :リ イシリ

13 北辺 (略)絵図

年未詳    分類 :地域
25cIIl× 35cm

表題等 :レ ブンシリ

:4 北辺 (略)絵図
年未詳    分類 :地域
25cm× 35cIIl

表題等 :な し

15 北辺 (略)絵図
年未詳    分類 :地域
25cm× 35clll

表題等 :な し

16 北辺 (略)絵図
年未詳    分類 :地域
25cm× 35cm

表題等 :な し

17 北辺 (略)絵図
年末詳    分類 :地域
25cll× 35cm

表題等 :な し

18 北辺 (略)絵図

年未詳    分類 :地域

25cm× 35cln

表題等 :な し

19 北辺 (略)絵図
年未詳    分類 :地域
25clll× 35cm

表題等 :な し

20 北辺 (略)絵図
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22 ノ トロよリシラルシエナ迄海岸略図  A292 10   千島列島の図。

年未詳    分類 :地域
16cm× 260cm                    33 チェブカ諸島之図         県 C-357

表題等 :資料名とFlじ                   寛政 12イ|:  分類 :地域
82cm× 79cm  彩色有・軸装

23 蝦夷地絵図             A292-31   表題等 :な し

年未詳    分類 :地域                県 C-356と 同じ。
l H cm× 74cn  彩色有

表題等 :蝦夷地絵図面                 34 エ トロフ絵図            県 C-358
年末詳    分類 :地域

24 箱館細絵図 全            7-565   77cm× 54cm 彩色有・軸装

年未詳    分類 :地域                表題等 :恵登呂府絵図
74cm× 129cm  彩色有

表題等 :な し                    35 餌指湊地図写            県 C-360
文化 4年    分類 :地域

25 松前東西蝦夷地井唐太離島縮図    25-169   115cm× 163cm 彩色有・軸装 0複製有

年未詳    分類 :地域                 端裏書 :餌指湊地図
28cm× 55cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                 36 松前市中絵図            県 C-362

年未詳     分類 :地域
26 蝦夷地路程略図 全          25-175   114cm× 220cm 彩色有・複製有

年未詳    分類 :地域                 端裏書 :松前|lj中 地図
77cm× 55cm  彩色有

表題等 :な し                    37 松前絵図              県 C-363
文化 3年    分類 :地域

27 改正蝦夷全図            25-176   159cm× 148cm 彩色有・複製有

年未詳    分類 :地域                 表題等 :な し

58cm× 46cⅢ                        北海道・樺太・北方領土絵図。

表題等 :資料名と同じ

38 松前箱館絵図           県 C-364
28 蝦夷地之図            乙-159-5   年未詳   分類 :地域

年未詳    分類 :地域                 51cm× 56cm  彩色有
53cm× 98cm  彩色有 ‐                  表題等 :な し

表題等 :蝦夷図全図   t :    11■  ・
r'・

39 蝦夷地海岸図           県 C-365
29 松前東西蝦夷地並唐太縮図 (諸家御領色分)写    年末詳    分類 :地域

岡 393    28cm× 155cm  彩色有

年未詳    分類 :地域                 端裏書 :資料名と同じ
31cm× 51cm  彩色有

表題等 :松前東西蝦夷地井唐太離島縮図 諸家御領    40 蝦夷闘境輿地全図          県 C-366
色分                       年未詳    分類 :地域

125cm× 99cm  彩色有
30 ロシアの絵図            県 C-354   表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :地域                本版。
109cm× 61cm  彩色有・軸装

表題等 :魯西亜ノ図                 41 唐太島クシユンナイ弁天社へ唐人渡来之節掛置
カムチャッカ半島と北千島列島の図。            候絵図              県 C-398

年未詳    分類 :地域
31 魯西亜の地             県 C-355   28cm× 39cm 彩色有・簿冊

年未詳    分類 :地域                 袋書 :資料名と同じ
87cm× 55cm  彩色有                   袋入り。12枚綴じ。

表題等 :な し

千島列島の図。 42 秋田藩函館守備之図

大正 3年    分類 :合戦
32 魯西亜の地 (チ ェブカ諸島之図)  県 C-356   152cm× 169cm 彩色有

寛政 12年   分類 :地域

79cm× 76cm  彩色有

表題等 :な し

表題等 :な し
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43 松前より蝦夷地大凡道中記ほか地図二枚  湊 79      〔明 治 期 以 降〕

年未詳    分類 :そ の他
28cm× 40cm  彩色有 0簿冊              l Jヒ 方領土地図            県 C-721

表題等 :松前より蝦夷地大凡道中記             年未詳     分類 :地域

1枚を 2分割。簿冊折り込み。                156cm× 171cm  彩色有・軸装

表題等 :歯舞群島・色丹島・国後島及び択捉島全図

44 松前より蝦夷地大凡道中記ほか地図二枚  湊 79   印刷。

年末詳    分類 :そ の他
14cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :松前より蝦夷地大凡道中記
1枚 を 2分割。簿冊折り込み。

45 破胡館道中記 (全)        A292 12
年未詳    分類 :そ の他
16cll× 102cm   簿 冊

表題等 :資料名と同じ

46 宗谷出張陣屋略絵図 7-553

年未詳    分類 :そ の他

60cm× 46cm  彩色有

表題等 ソウヤ出張陣屋略絵図

47 宗谷出張御陣屋絵図 25-177

年未詳 分類 :そ の他

ソウヤ出張御陣屋絵図

76clll× 40

表題等

48 増慶御陣屋御任地面境内略図     乙 153
年未詳

55cIIl× 1

表題等

分類 :そ の他

14cIIl  彩色有
マシケ御陣屋御任地面境内III図

49 増慶元御陣屋地割絵図

分類 :そ の他

乙 -154

年未詳

122cm×

表題等

79clll

マシケ元御陣屋地割絵図

50 北蝦夷地クシュンコタン出張御陣屋絵図
乙 -155

年未詳    分類 :そ の他

70clll× 54cIIl

表題等 :北蝦夷地 クシュンコタン出張御陣屋

51 北蝦夷地クシュンコタン出張御陣屋境内絵図
乙 -156

年未詳    分類 :そ の他

55cm× 76cm  彩色有

表題等 :北蝦夷地 クシュンコタン出張御陣屋境内井

御預地所

52 箱館七重浜御陣屋之図

文化 4年    分類 :そ の他

77cm× 131cm  彩色有・軸装・複製有

端裏書 :資料名と同じ      ~

県 C-361
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13  月に   Jヒ 地

〔藩 政 期〕               11 酒田湊を中心とする絵図      AH292 16
年未詳    分類 :地域

1 羽州六郡略図             落 1092   55cm× 119c皿  彩色有
年未詳    分類 :地域                表題等 :な し
124cm× 50cm  彩色有

表題等 :な し                     12 羽州大沼山之図          AH292-:9
年未詳    分類 :地域

2 庄内海岸防備略絵図          斧 5018   32cm× 43cm

年未詳    分類 :地域                 表題等 :資料名と同じ
24cm× 32cIIl                                            木版。

表題等 :な し

13 仙台御城下絵図          県 C-368
3 日本六十余州国々切絵図 陸奥国  A290-114-2   年未詳    分類 :地域
年未詳     分類 :地域                132c皿 ×224cⅢ  彩色有
157cm× 244cm  彩色有                  端裏書 :仙台城下絵図
表題等 :陸奥国
六十余州切絵図にもあり。               14 仙台領二十一郡之図        県 C-369

年未詳    分類 :地域
4 南部国絵図           A290-114-86   67cm× H3cm 彩色有
年未詳     分類 :地域                表題等 :仙台御領二 |´一郡之図
103cm× 1 79clll  彩色有                  堀川常徳写。
端裏書 :資料名と同じ

陸奥国南部領絵図。                   15 仙台之内白石城下絵図        県 C-370
年未詳    分類 :地域

5 久保田ヨリ鼠関マデ海駅之図     A292-4   99cm× 102cm 彩色有・軸装
年未詳    分類 :地域                 端裏書 :資料名と同じ
27cm× 20cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ                 16 仙台城下絵図            県 C-371
年未詳     分類 :地域

6 南部闘国全図            A292-5   145cm× 173cm 彩色有・軸装
年未詳    分類 :地域                端裏書 :資料名と同じ
97cm× 189cm  彩色有

表題等 :な し                     17 南部屋敷図             県 C-372
年未詳    分類 :地域

7 陸奥出羽国郡行程全図        18-115   29cm× 40cm 軸装
年未詳    分類 :地域                端裏書 :資料名と同じ
91cm× 146cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                 18 由利より庄内江之道井鶴ケ岡城略図  県 C-374
慶応 4年   分類 :地域

8 鶴岡方面地図             乙-172   52cm× H2cm 彩色有
年未詳    分類 :地域                表紙 :資料名と同じ
98cm× 161cm  彩色有

表題等 :な し                    19 庄内海岸絵図           県 C-375
年未詳    分類 :地域

9 奥州仙台国図             乙-173   19cm× 187cm  彩色有
年未詳    分類 :地域                表題等 :な し
62cm× 106cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ                20 刈谷藩管轄巖代国伊達郡 14ケ村略図 県 C-423
年未詳    分類 :地域

10 松島図誌 桜田周輔著         岡81   28cm× 35cm 彩色有
文政 4年   分類 :地域                 表題等 :刈谷藩管轄巌代国伊達郡拾四箇村略図
23cm× 15cm  簿冊                    袋入り。
表題等 :資料名と同じ

明治 21年印刷。



21 城之図

寛政元年   分類 :城図

28cm× 651 clll  彩色有 0巻物

表題等 :出羽国庄内領亀ケ崎城図ほか

その他の地域 (中部以西)に もあり。

18枚糊付け。

22 米沢城絵図

年未詳     分類 :城図

179cm× 186cm  彩色有・軸装

端裏書 :米沢城下絵図

落 1600  7 日本地方別奥羽地図

昭和 17年    分類 :地域

210cm× 152cm  彩色有・軸装

表題等 :奥羽地方図

FI」 刷。

県 C-695

8 新庄領塩根坂戦争之略図

県 C-373    慶応 4年   分類 :戊辰

県 C-12

48cm× 5 1 clll  彩色有

表題等 :慶応四年戊辰七月廿五日新庄領塩根坂戦争

之略図

23 御本陣にて御 目見席之図      AT209-68  9 戊辰若松城下明細全図 附録戦備模様 AH526-4

年未詳    分類 :建物                 明治 40年   分類 :城図

21cm× 15cm  彩色有 0簿冊                80cm× 80cm

表題等 :資料名と同じ                   表題等 :戊辰若松城下明細図
匡口昴」。

10 会津鶴ケ城御本丸明細全図    AH526-5 1
明治 40年   分類 :城図

82cm× 79c皿

〔明 治 期 以 降〕              表題等 :会津鶴ケ城御本丸之図

「口昂1。

1 簾道略図 青森県            山 30

明治 14年   分類 :地域              11 会津鶴ケ城御本丸明細全図    AH526-5 2
17cIIl× 376cln  彩色有                  年未詳    分類 :城図

表題等 :資料名と同じ                   39cm× 54cm

表題等 :忠臣義士

2 新訂若松市街図

明治 44年   分類 :地域
39cIIl× 54cm

表題等 :資料名 と同 じ

E口昂J。

3 羽後海岸諸錨地図 (海図)

明治 33年   分類 :地域
70cm× 51cm

表題等 :羽後沿岸諸錨地

F口 昂」。
14 住宅図

4 東京湾から金華山への地図      県C-640   年未詳   分類 :建物

明治 27年   分類 :地域

103cm× 71 cIIl

表題等 :自 東京海湾至金華山

印 刷 。

AH292-15
12 住宅図

年未詳    分類 :建物
25clll× 17cln

表題等 :な し

県C-639  13 住宅図

年未詳    分類 :建物
12cm× 22cm

表題等 :な し

24cIIl× 1 7clll

表題等 :仙台 |「立町新
「

五番地

15 住宅図

16 東北地方地質図

明治 35年   分類 :そ の他

120cm× 84cIIl  彩色有・軸装

県 C-683    表題等 :な し

印刷。英語版。

A0527-1-1

A0527-1-2

A0527-1-3

A0527-1-4
年末詳    分類 :建物

5 新潟湾から津軽港への地図      県 C-641   33cm× 25cm

明治 32年   分類 :地域

99clll× 69cm

表題等 :新潟湾至津軽海峡

Ell届 J。

6 飛島地図

明治 20年   分類 :地域

38cm× 51cm  彩色有

表題等 :飛島泊地略測図

F日昂」。

表題等 :な し

県 C-674
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14

〔藩 政 期〕

l 常州鴨辺村賀茂神社附近絵図並添状

(元禄年間) 分類 :地域
92cm× 94cm  彩色有
表題等 :常州鴨辺村附近絵図

2 上野総御絵図
年未詳    分類 :地域
40clll× 55cⅢ  彩色有

表題等 :な し

3 上野総御絵図
年未詳    分類 :地域
40cm× 28cm  彩色有

表題等 :な し

4 相州鎌倉之本絵図
年未詳    分類 :地域
70cIIl× 98cm

表題等 :資料名 と同 じ

5 日本六十余州国々切絵図 常陸国  A290-114-3
年未詳     分類 :地域
118cm× 160cm  彩色有

表題等 :常陸 lT・ l

六十余州切絵図にもあり。

6 日本六十余州国々切絵図 下野国  A290 114-4
年未詳    分類 :地域
81cm× 95cm  彩色有

表題等 :下野国

六十余州切絵図にもあり。

7 日本六十余州国々切絵図 上野国  A290 114-5
年未詳     分類 :地域
100cm× 130cm  彩色有

表題等 :上野国

六十余州切絵図にもあり。

8 日本六十余州国々切絵図 武蔵国  A290 114-6
年末詳     分類 :地域
1 15cIIl× 126cm  彩色有

表題等 :武蔵国

六十余州切絵図にもあり。

9 日本六十余州国々切絵図 下総国  A290 114-7
年未詳    分類 :地域
99cm× 82cm  彩色有

表題等 :下総国

六十余州切絵図にもあり。

地

10 日本六十余州国々切絵図 上総国  A290 114-8
年未詳    分類 :地域
82cm× 101cm  彩色有

AS175-1-3    表題等 :上総国
六十余州切絵図にもあり。

11 日本六十余州国々切絵図 安房国  A290-1149
年末詳    分類 :地域

ASi85-11-1     94cm× 81c皿   杉色有

表題等 :安房国

六 十余州切絵図にもあり。

12 日本六十余州国々切絵図 相模国 A290 114-10
AS185-11-2    年末詳    分類 :地域

79cm× 93cm  彩色有

表題等 :相模国

六十余州切絵図にもあり。

A丁292-3  13 野州御領之絵図 A290-114-70
年未詳     分類 :地域
148cm× 232cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

下野国秋田領絵図。

14 野州古絵図

年未詳     分類 :地域
109cm× 155cm  彩色有・ 軸装

端裏書 :資料名と同じ

下野国秋田領絵図。

15 常陸絵図

年未詳    分類 :地域
87cIIl× 125cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)常陸絵図。

16 常陸絵図

年未詳    分類 :地域
91cm× 153cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)常陸絵図。

17 常陸絵図

A290-114-71

A292-18-1

A292-18-2

A292-18-3
年未詳    分類 :地域
83cm× 140cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)常陸絵図。

18 重栄御江戸絵図 西村与八元板      岡 78

弘化 4年   分類 :地域
67clll× 90clll

表題等 :重栄御江戸絵図

木版。上州屋重蔵版。
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岡388  30 江之島金亀山三宮細見之図     AH292-3419 江戸絵図

分類 :地域年未詳年未詳    分類 :地域
32clll× 46clll47cm× 62cm  彩色有

表題等 :江之島金亀山三宮再見之図表題等 :な し

本版。

20 分間江戸大絵図 (天保十二年)金丸彦五郎図
岡390  31 安政二卵歳関東江戸大地震井大火方角場所図

AH369-14天保 12年    分類 :地域

分類 :地域安政 2年164clll× 198cll

36clll× 93clll表題等 :分間江戸大絵図 完

表題等 :関東江戸大地震井大火方角場所附

AH203-1    木版。21 常陸国図

年未詳    分類 :地域

32 薬師寺村外九ケ村 申出図       県 C-248120cm× 74cm  彩色有

分類 :地域天和元年表題等 :資料名と同じ

彩色有・軸装130cm× 2 19clll

22 常陸御絵図―水戸太田を中心とする一        端裏書 :資料名と同じ
AH203-1-1

33 下野国都賀郡飯 田村絵図       県 C-249年未詳    分類 :地域

分類 :地域天保 3年60cm× 82cm  彩色有

彩色有99cIIl× 74cln表題等 :な し

表題等 :資料名 と同 じ

AH203-223 佐竹旧領書入水戸絵図
県 C-37634 常陸絵図年未詳    分類 :地域

分類 :地域年未詳53cm× 85cm  彩色有

彩色有76cln× 131cm表題等 :な し

表題等 :な し

24 江戸部分図 ―小笠原相模守及附近 ― AH292-20
35 常陸国 14郡絵図          県 C-377年未詳    分類 :地域

分類 :地域年未詳50clll× 92cm

彩色有1 15clo× 159cm表題等 :な し

表題等 :常陸国十四郡
―   AH292-2125 江戸部分図 ―堀田相模守及附近 ‐

36 上野国 14郡絵図          県 C-378年未詳    分類 :地域

分類 :地域年未詳67clll× 81 cIIl

彩色有1 14cIIl× 168clll表題等 :な し

表題等 :11野国十四郡
―   AH292-2226 江戸部分図 ―鳥井丹波守及附近 ―

37 上総国 11郡絵図          県 C-379年未詳    分類 :地域

分類 :地域年末詳45cm× 79cm  彩色有

彩色有103cm× 84cm表題等 :な し

表題等 :上総国 |^一郡
―   AH292-2327 江戸部分図 ―土屋相模守及附近 ―

38 下総国 11郡絵図          県 C-380年未詳    分類 :地域

分類 :地域年未詳49cm× 78cm  彩色有

彩色有108cm× 84cln表題等 :な し

表題等 :下総 l■ll・一郡
―   AH292-2428 江戸部分図 ―松平上総介及附近 ―

39 相模国 8郡絵図          県 C-381年未詳    分類 :地域

分類 :地域年未詳62cnl× 76cm

彩色有84cm× 110cm表題等 :な し

表題等 :相模国八郡

AH292-2529 江戸部分図 ―尾張殿及附近 ―

40 下野国 9郡絵図          県 C-382年未詳    分類 :地域

分類 :地域年未詳44cm× 84clll

彩色有84cln× 107cm表題等 :な し

表題等 :下野国九郡



43 下野国下総国武蔵国絵図      県C-385   貞享5年    分類 :地域

41 安房国 4郡絵図

年末詳    分類 :地域

107cm× 84cm  彩色有

表題等 :安房FTil四郡

42 武蔵 21郡絵図

年未詳     分類 :地域

125cm× 159cm  彩色有

表題等 :武蔵国ニ トー郡

年未詳     分類 :地域

163cm× 123cm  彩色有

表題等 :下野下総武蔵国絵図

44 野州御領絵図

天和元年    分類 :地域

137cm× 219cm  彩色有・複製有

表題等 :な し

享保十五年五月二 |^日 写。

45 野州御領絵図

享保 15年    分類 :地域

166cm× 243cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

46 野州御領絵図

享保 15年    分類 :地域

130cm× 231cm  彩色有

端裏吉 :資料名と同じ

47 野州御領絵図

天保 3年    分類 :地域

131cm× 214cm  彩色有

表題等 :な し

袋入 り。 (袋書)野州御領御絵図。

48 下野国御領分絵図

年未詳    分類 :地域

84cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

48cm× 66cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

県 C-383    裏書有 り。

52 下野国河内郡都賀郡両郡之内佐竹大膳大夫領分

村数絵図

宝永 7年   分類 :地域

県 C-384       44cIIl× 61cm

県 C-401

表題等 :な し

53 下野国都賀郡延嶋村与同郡高橋村井河内郡絹枝

村山田村与延嶋村野論裁許之条々  県 C-402

県 C-392

156cm× 21lcm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

裁許絵図。裏書有 り。県 C-403と 同じ。

弘化元年写。

54 下野国都賀郡延 嶋村与同郡高橋村井河 内郡絹枝

村山田村与延嶋村野論裁許之条々  県 C-403

貞享 5年    分類 :地域

158cm× 210cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

県C-393    裁許絵図。裏書有り。県 C-402と 同じ。

弘化元年写。

55 下野国都賀郡下茅橋村与上茅橋村野論裁許絵図

県 C-404

県 C-394    元禄 3年    分類 :地域

87cIIl× 134cm  彩色有

端裏書 :野州領分図

裁許絵図。裏書有り。弘化元年写。

県 C-395  56 下野国都賀郡延鳴村与同郡高橋村井河内郡絹枝

村山田村与延嶋村野論裁許之条々  県 C-405

貞享 5年    分類 :地域

155cm× 205cm  彩色有・軸装

裏書 :資料名と同じ

裁許絵図。

県 C-396
県 C-407

58 下野国都賀郡下茅橋村与上茅橋村野論之絵図
県 C-430

元禄 3年    分類 :地域

57 下野所領絵図

天和元年    分類 :地域

134cm× 229cm  彩色有

表題等 :な し

49 下野国河内郡之内端絵図      県 C-397   裏書有り。享保十五年五月晦日写。

元禄 12年   分類 :地域

50 久保田支配地内下野国河内郡都賀郡 2郡絵図     86cm× 137cm 彩色有・軸装

県 C-399    表題等 :な し

年未詳    分類 :地域

39cm× 78clll  彩色有・軸装

表題等 :な し

裏書有り。

59 山尾古城之図

年未詳    分類 :城図

51 下野延嶋村高橋村簗村与山田村村境争論協定図    41cm× 57cm

県 C-400    表題等 :な し

明暦元年   分類 :地域

66cm× 78clll  彩色有 0複製有

表題等 :な し

袋入り。 (袋書)山尾古城之図。

AS526-1



大廣間御着席絵図
寛政 9年   分類 :建物
41cm× 56cm  彩色有

62 嘉永三年成十月七日堀ノ内∃り帰二角筈ニテ御   表題等 :若君様御元服御官位之節於大広間御目見之

60 常陸国下妻城之図 写
年未詳    分類 :城図
80cm× 114cm  彩色有

表題等 :常陸国下妻城図

61 野州大田和御陣場絵図
年未詳    分類 :合戦
52cm× 75cm  彩色有

表題等 :な し

備立 ヲ見 ノ図           A丁 393-11

嘉永 3年   分類 :合戦
40cm× 27cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

大久保盛恭記。「辛亥二月十五日写Jと あり。
5なk員占り小寸け。

63 上野東照宮絵図
寛政 H年   分類 :建物
41 cln× 11lcm

表題等 :資料名 と同 じ

64 増上寺御霊屋之図
文化 12年   分類 :建物
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :有章院殿百回御忌増上寺御霊屋之図
1枚 を 2分割。AS185-5-2と 1組。

65 増上寺御霊屋之図
文化 12年   分類 :建物
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :有章院殿百回御忌増上寺御霊屋之図
1枚 を 2分割。AS185-5-1と 1組。

66 上野仁王門之図

年未詳    分類 :建物
84cm× 41cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

絵図ほか

4枚 1袋 (AS209-87-1～ 4)。

71 若君様御見之書付 (図 1)   AS209-93-6
寛政 12年   分類 :建物
28cm× 21cm  彩色有

袋書 :若君様御日見得之節絵図
AS175-3    袋入り。AS209-93-6～ 8で 1組。

72 若君様御見之書付 (図 2)   AS209-93 7
寛政 124F  分類 :建物
39cm× 36cm  彩色有

AS185-5-1    袋書 :若君様御目見得之節絵図

袋入り。AS209-93-6～ 8で 1組。

73 若君様御見之書付 (図 3)   AS209-93-8
寛政 12年   分類 :建物
28clll× 41 clll

AS185-5-2    袋書 :若君様御目見得之節絵図

袋入り。AS209-93-6～ 8で 1組。

74 上使御取扱絵図

年未詳    分類 :建物
45cm× 65cm  彩色有

AS185-10    表題等 :資料名と同じ

落 1610    寛政 9年   分類 :建物
28cm× 41cm  彩色有

表題等 :若君様御元服御官位之節於大広間御目見之

絵図ほか

AS290-3
4枚 1袋 (AS209-87-1～ 4)。

70 若君様御元服御官位二付宣旨御位記請取渡之節
AS209-87-4

AS209-i22-2

67 若君様御元服御官位二付宣旨御位記請取渡之節    表題等 :大御所様江御日見之図

75 大御所様御 目見之留 (絵図)  AS209-152-2
天保 11年   分類 :建物
28cIIl× 39cm

AS209-87-1
76 於西丸嘉祥之御絵図      AS209-159 1

弘化 2年   分類 :建物

表題等 :弘化二年己巳二月三日人広間未御普請出来

無之二付於御白書院御礼有之節之御絵図
3枚で 1組。

AS209-87 2  77 於西丸嘉祥之御絵図      AS209-159 2
弘化 2年   分類 :建物
29cm× 41cm  彩色有

無之二付於御白書院御礼有之節之御絵図

3枚で 1組。

表題等 :若君様御元服御官位之節於大広間御目見之      29cm× 41cm  彩色有

絵図ほか

4枚 1袋 (AS209-87-1～ 4)。

68 若君様御元服御官位二付宣旨御位記請取渡之節

大廣間御着席絵図
寛政 9年   分類 :建物
41cm× 56cm  彩色有

大廣間御着席絵図
寛政 9年   分類 :建物
41cm× 56cm  彩色有

絵図ほか

4枚 1袋 (AS209-87-1～ 4)。

表題等 :若君様御元服御官位之節於大広間御目見之      表題等 :弘化二年己巳三月三日大広間未御普請出来

69 若君様御元服御官位二付宣旨御位記請取渡之節   78 於西丸嘉祥之御絵図      AS209 159-3
AS209-87-3    弘化 2年   分類 :建物大廣間御着席絵図
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28cm× 41cm 彩色有                88 文久三年参内諸手続書並絵図  AS209-2468
表題等 :弘化二年己巳二月三日人広間未御普請出来      文久 3年  分類 :建物

無之二付於御白書院御礼有之節之御絵図       27clll× 76cm

3枚で 1組。                        表題等 :文久三年参内之手続書並絵図

79 於西丸年始御盃御頂戴御絵図 ′外 AS209-163 1  89 大廣間不時御礼太刀置所之図    AS209-277
弘化 2年   分類 :建物                 元治元年   分類 :建物

32蠅 ×43cm  彩色有                   28cm× 41cm  彩色有

表題等 :弘化二年正月御本丸御普請中二付 Fl‐丸二而      表題等 :な し

年始御盃御時服御頂戴之節御絵図          袋入り。袋書有り。

80 於西丸年始御盃御頂戴御絵図 ′外 AS209-163-2  90(元治元年)於西丸月次其外御目見之図

弘化元年   分類 :建物                                   AS209-278-1
28cm× 39cm  彩色有                   元治元年   分類 :建物

表題等 :弘化元御本丸御普請中二付於西丸朔御礼之      28cm× 30cm  彩色有

御絵図                      袋書 :元治元子年於西丸月次其外御目見之図

5枚 1袋。AS209-278-1～ 5ま で同袋。

81 於西丸年始御盃御頂戴御絵図 ′外 AS209-1633
天保 15年   分類 :建物               91(元 治元年)於西丸月次其外御 目見之図

28cm× 41cm  彩色有                                     AS209-278-2
表題等 :天保 |´五甲辰年六月六日西丸二而嘉祥之節      元治元年   分類 :建物

御絵図                      28cm× 20cm  彩色有

袋書 :元治元子年於西丸月次其外御目見之図

82 常憲院様上野御予参御次第書 ′絵図 AS209-196   5枚 1袋。AS209-278-1～ 5ま で同袋。

安政 4年   分類 :建物

14cm× 20cm 彩色有                92(元 治元年)於西丸月次其外御 目見之図

表題等 :常憲院様御予参御次第書                                AS209-278-3
元治元年   分類 :建物

83(安政四巳歳)御相続礼之図 天  AS209-197-1   28cm× 20cm 彩色有

安政 4年   分類 :建物                 袋書 :元治元子年於西丸月次其外御日見之図

27cm× 39cⅢ  彩色有                   5枚 1袋。AS209-278-1～ 5ま で同袋。

表題等 :御白書院 天

2枚 1袋。AS209-197-2と 同袋。           93(元 治元年)於西丸月次其外御目見之図

(袋書)安政四巳歳相続御礼之図 天地。                             AS209-278-4
元治元年   分類 :建物

84(安政四巳歳)御相続礼之図 地  AS209-197-2   28cm× 20clll 彩色有

安政 4年   分類 :建物                 袋書 :元治元子年於西丸月次其外御日見之図

27cm× 39cm  彩色有                   5枚 1袋。AS209-278-1～ 5ま で同袋。

表題等 :御白書院 地

2枚 1袋。AS209-197-1と 同袋。           94(元 治元年)於西丸月次其外御目見之図

(袋書)安政四巳歳相続御礼之図 天地。                             AS209-278-5
元治元年   分類 :建物

85 御院号拝見之手続並図     AS209-199-2   28cm× 40cm 彩色有

安政 5年   分類 :建物                 袋書 :元治元子年於西丸月次其外御目見之図

19cm× 28cm  彩色有                   5枚 1袋。AS209-278-1～ 5ま で同袋。

表題等 :資料名と同じ

95 御法令拝承之手続付絵図    AS209-281-4
86 月並御礼後別段御目見之次第書 (絵図共)絵図    慶応元年   分類 :建物

AS209-236    28cm× 40cm  彩色有

文久 2年   分類 :建物                 端裏書 :御目見井御法令拝承之図

28cm× 41 clll  彩色有                   2枚 1袋。AS209-281-5と 同袋。

表題等 :月 並御礼後於黒書院別段御日見並老中より      (袋 書)御留守中之御法令拝承之手続付絵図。

達之次第留
96 御法令拝承之手続付絵図    AS209-281-5

87 文久三年参内諸手続書並絵図  AS209-246-7   慶応元年   分類 :建物

文久 3年   分類 :建物                 28cm× 40clll  彩色有

28clo× 76cm  彩色有                   端裏書 :御日見井御法令拝承之図

表題等 :文久三年参内之手続書並絵図            2枚 1袋。AS209-281-4と 同袋。



(袋書)御留守中之御法令拝承之手続付絵図。        (袋 書)台徳院二百回御忌御豫参之御絵図三枚。

AS209-281-4と 同じものの写。
105 台徳院様二百回御忌御予参之御絵図

97 御白書院御礼之絵図       AS209-328                    AS386-262-2
年未詳    分類 :建物                 天保 2年   分類 :建物

24clll× 36cm  彩色有                        49clll× 48cm

端裏書 :資料名 と同 じ                   表題等 :な し

3枚 1袋。AS386-262-1～ 3ま で同袋。

98 上意拝承之席絵図         AS209-329   (袋 書)台徳院二百回御忌御豫参之御絵図三枚。

年未詳    分類 :建物
33cm× 24cm 彩色有                106 台徳院様二百回御忌御予参之御絵図

表題等 :な し                                         AS386-262-3
袋入り。(袋書)上使御着席井右京大夫 Ĺ意拝承之席      天保 2年   分類 :建物

着席御絵図。                       28cm× 40cm

表題等 :な し

99 公武合体の仰出        AS310-32-1   3枚 1袋。AS386-262-1～ 3ま で1司 袋。

文久 2年   分類 :建物                 (袋 書)台徳院二百回御忌御豫参之御絵図三枚。

28cm× 39cm  彩色有

表題等 :文久二成歳六月朔日月次御礼後於御黒書院    107(安 政五年戊午八月二十二 日)於上野御法事中

別段 御目見之図                   日割参詣図          AS386-263-4
2枚 1袋。AS310-32-2と 同袋。              安政 5年   分類 :建物

(袋書)文久二成歳六月朔日月次御礼後於黒書院別      28cm× 75cm

段 御目見並於同所老中達之次第 附絵図二葉。       表題等 :な し

袋入り。(袋書)安政五午年八月二十二日於上野御法

100 公武合体の仰出        AS310-32-2   事中日割参詣之I�。

文久 2年   分類 :建物
28clll× 39cm 彩色有                108 御屋敷御絵図          AS526-2-2
表題等 :文久二成歳六月朔目月次御礼後於御黒書院      年未詳    分類 :建物

別段 御日見畢而於同所老中達之図         31cm× 44ごm  彩色有

2枚 1袋。AS310-32-1と 同袋。              表題等 :な し

(袋書)文久二成歳六月朔目月次御礼後於黒書院別      (表 紙・題箋)御屋敷御絵図二。

段 御目見並於同所老中達之次第 附絵図二葉。
109 御黒書院御絵図        AS526-4 1

101 将軍御発御 目見之節大広間御白洲之図       年未詳   分類 :建物

AS310-88    14cm× 40cm  杉色有

慶応元年   分類 :建物                 表題等 :資料名と同じ

31cm× 43cm  彩色有

表題等 :西丸大広間御白洲之メ1             110 御黒書院御絵図         AS526-4-2
年未詳    分類 :建物

102 上野御法事御参詣之絵図    AS386-261 1   40cm× 28cm 彩色有

年未詳    分類 :建物                 端裏書 :御黒書院

40cm× 28clll  彩色有

表題等 :な し                    111 浅草御屋敷御殿地絵図       A0525-2
2枚 1袋。(袋書)上野御法事御参詣之絵図二枚。       年未詳    分類 :建物

79clll× 53cm

103 上野御法事御参詣之絵図    AS386-261-2   表題等 :資料名と同じ

年未詳    分類 :建物
40cm× 28cIIl 彩色有                112 深川御屋鋪之絵図         A212-13
表題等 :な し                       年未詳    分類 :建物

2枚 1袋。(袋書)上野御法事御参詣之絵図二枚。       57cm× 59cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

104 台徳院様二百回御忌御予参之御絵図
AS386-262 1   113 佐竹右京大夫拝領中屋敷絵図    A212 16

天保 2年   分類 :建物                 年末詳    分類 :建物

28clll× 40cm  彩色有                   33cm× 45cm  彩色有

表題等 :台徳院様三百回御忌御法事之御小人目附金      表題等 :な し

井新作差上候御絵図面
3枚 1袋。AS386-262-1～ 3ま で同袋。
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114 下国豊前屋鋪絵図
年未詳    分類 :建物
56cm× 39clll  彩色有

裏書 :資料名と同じ

県C-406  124 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-8

AS185-13-1

明治 17年   分類 :社地

55cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

125 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-9
明治 17年   分類 :社地
53clll× 55cIIl

表題等 :な し

AS185-13-2   (袋 書)絵図 御座敷井総泉寺。

126 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-10
明治 17年   分類 :社地
48cm× 54cm  彩色有

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

127 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-11
明治 17年   分類 :社地
48clll× 56cm  彩色有

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

128 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-12
明治 17年   分類 :社地
40cm× 28cm  彩色有

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

129 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-13
明治 17年   分類 :社地
28cIIl× 40clll  彩色有

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

130 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-13
明治 17年   分類 :社地
28cm× 40cm  彩色有

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

131 武蔵国多摩郡百草村松蓮禅寺之図  AH185-42
年未詳    分類 :社地
31cm× 39cm  彩色有

115 増上寺惣御絵図
年未詳    分類 :社地
40cm× 55cm  彩色有

表題等 :な し

116 増上寺惣御絵図
年未詳    分類 :社地
32cm× 41 clll  彩色有
表題等 :な し

117 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-1   表題等 :な し
明治 17年   分類 :社地
28cm× 40cIIl  彩色有

表題等 :総泉寺略図

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

118 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-2   表題等 :な し
明治 17年   分類 :社地
28cIIl× 57cIIl  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

119 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22 3   表題等 :な し
明治 17年   分類 :社地
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

120 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-4   表題等 :な し
明治 17年   分類 :社地
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

121 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22-5   表題等 :な し
明治 17年   分類 :社地
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

122 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-22 6   表題等 :資料名と同じ
明治 17年   分類 :社地
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

123 絵図 (御座敷並総泉寺)    A526-227
明治 17年   分類 :社地
43cm× 60cm  彩色有

表題等 :な し

(袋書)絵図 御座敷井総泉寺。

132 護国寺附近図
年未詳    分類 :社地
29cm× 53clll

表題等 :な し

AH292-26

133 江都道中記

年未詳    分類 :そ の他
18cm× 13cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ
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134 道中記 (秋田 ―江戸 )

年未詳   分類 :そ の他
9cm× 19cm  彩色有 。簿冊

表題等 :資料名と同じ

135 江都登分間道中記

年未詳    分類 :そ の他
10cm× 19cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

136 道中行程記

年未詳    分類 :そ の他
10cm× 20cm  彩色有・簿冊

表題等 :資料名と同じ

A292-29    表題等 :資料名と同じ

EI]昂 J。

9 東京府管内全図

明治 13年   分類 :地域
66cm× 80cm

表題等 :資料名 と同 じ

FI]刷。

10 赤坂及び麻布地図

明治 18年   分類 :地域

AH292-29-1     57cm× 56cm  車由装

表題等 :東京南西部

印刷。5千分の 1地図。

11 皇城地図

明治 19年   分類 :地域

AH292-29-2     57cIIl× 56c皿   車由装

表題等 :東京中部

印刷。5千分の 1地図。

12 深川及 日本橋地図

明治 19年   分類 :地域

AH292-29-3     57cln× 56cm  車由装

表題等 :東京東部

町]刷。5千分の 1地図。閲覧不能。

13 麹町四谷及赤坂地図

り]治 19年   分類 :地域

AH292-29--4     57cIIl× 56cln  車由装

表題等 :東京西部

印刷。5千分の 1地図。

14 浅草及下谷地図

明治 19年   分類 :地域

AH292-32-1     57cm× 56cln  軸装

表題等 :東京北東部

印刷。5千分の 1地図。

15 築地及芝地図

明治 19年   分類 :地域

AH292-32-2     57cm× 56cm  軸装

表題等 :東京南部

印刷。5千分の 1地図。

16 石川島地図

明治 19年   分類 :地域
57c皿 ×56clII  車由装

A292-2  7 鎌倉江嶋全図 AH292-33

A292-3

明治 21年   分類 :地域

26clll× 36clll

表題等 :資料名 と同 じ

EI]刷。

8 安政二年十月江戸大地震之節火災一覧之図
AH369-11

年未詳    分類 :地域

26cIIl× 33cm

〔明 治 期 以 降〕

1 東京地図

年未詳    分類 :地域
46clll× 59cm

表題等 :内藤新宿

印刷。2万分の 1地図。

2 東京地図

年未詳    分類 :地域
46cm× 59clll

表題等 :下谷区

印刷。2万分の 1地図。

3 東京地図

年未詳    分類 :地域
46clll× 59cm

表題等 :板橋駅

印刷。2万分の 1地図。

4 東京地図

年未詳    分類 :地域
46clll× 59clll

表題等 :麹町区

印刷。2万分の 1地図。

5 鎌倉絵図

年未詳    分類 :地域
61 clll× 46cm

表題等 :資料名 と同 じ

E口吊」。

6 鎌倉絵図

年未詳    分類 :地域
61cm× 46cm

表題等 :資料名 と同 じ

印 刷 。

県 C-386

県 C-660

県 C-661

県 C-662

県 C-663

県 C-664

県 C-665

-145-

県 C-666



表題等 :東京南東部

日」刷。5千分の 1地区|。

17 本郷及小石川地図

明治 19年   分類 :地域
57clll× 56clll   車由装

表題等 :東京北部

印刷。5千分の 1地図。

18 牛込及小 日向地図

明治 19年   分類 :地域

57clll× 56cm   車由装

表題等 :東京北西部

印刷。5千分の 1地図。

県 C-667

県 C-668

19 築地下東町道路修繕諸書附井絵図 田中知安ほ

か筆 明治十年            湊 948

明治 10年   分類 :そ の他
25cm× 34cm  彩色有

表題等 :築地下東町道路破損頚之ケ所修繕略図面
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15 その他の地域 (中部以西ほか)

〔藩 政 期〕                  表題等 :朝鮮八道之図

1 嘉永改正新選京絵図 森川保之画     岡79  11 琉球国之図            乙 159-7
嘉永 5年   分類 :地域                 年末詳    分類 :地域
51cm× 71cm  彩色有                   54cm× 77cm  彩色有

表題等 :嘉永改正 新選京絵図               表題等 :琉球三省井三十六島之図

木版。竹原好兵衛版元。

12 無人島之図            乙 159-8
2 伊豆七島全図 長山貫著         岡82   年未詳   分類 :地域

年未詳    分類 :地域                27cIIl× 68cIIl  彩色有
76clll× 106cm  彩色有                  表題等 :無人嶋大小八十余山之図 本名小笠原島 ト

表題等 :増訂 伊豆七島全ⅨI                    ム

3 新刻 日本輿地図           AH290 1   13 諸国名処略図            乙 162
年未詳    分類 :地域                年未詳    分類 :地域
84cm× 135cIIl  彩色有                  27cIIl× 19cIIl  彩色有 0簿冊

表題等 :資料名と同じ                   表題等 :資料名と同じ

4 日本全図              AH290 2  14 城之図               落 1586

年未詳    分類 :地域                 年未詳    分類 :城図
38cm× 52cm  彩色有                   41cm× 433cm  彩色有・巻物

表題等 :な し                       表題等 :境 目城、遠州小山城、信州小県岡村城ほか

8枚糊付け。
5 九州九ケ国絵図          AH292-47
天明 3年   分類 :地域               15 駿河国久野之城図           落 1587

64cm× 89cm                        年未詳    分類 :城図

表題等 :九州九ケ国之絵図                 35cm× 310cm  彩色有・巻物

木版。                          表題等 :駿河国久野之城図、名寄城図、格式城図、

境目城ほか

6 大坂御蔵屋敷図           県 C-278   7枚 糊付け。

文化 14年   分類 :地域
103cm× 32cm  軸装・複製有             i6 城之図                落 1588

表題等 :資料名と同じ                   年未詳     分類 :城図
29cm× 1320cm  彩色有 0巻物

7 大坂今福表之絵図          県 C-389    表題等 :駿州江尻城、信州松本之城、信州牧野島之

年未詳     分類 :地域                    城、白城、境城ほか

178cm× 101cm  彩色有                  35枚 糊付け。

端裏書 :資料名と同じ

17 城之図               落 1589

8 地球図                 乙-152   年未詳    分類 :城図

寛政 4年   分類 :地域                 28cm× 751cm  彩色有 0巻物
54cm× 87cm  彩色有                   表題等 :武州八幡山之古城、附城、甲州山代郡古府

表題等 :な し                           中之城ほか

21枚糊付け。
9 三国通覧輿地路呈全図       乙 159-4

天明 5年   分類 :地域               18 城之図                落 1590

53cm× 78cm  彩色有                   年未詳    分類 :城図

表題等 :朝 鮮琉球蝦夷井カラフ ト、カムサスカ、     30cm× 752clll  彩色有・巻物
ラッコ島等接壌ノ形勢ヲ見ル為ノ小図        表題等 :五拾騎一備陳取之図ほか

木版。                          19枚 糊付け。

10 朝鮮国之図            乙 159-6  19 城之図              落 1591-1

年未詳    分類 :地域                 年未詳    分類 :城図
53clll× 82cm  彩色有                   24cm× 32cm  彩色有
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表題等 :な し                     29 城之図              落 1591-11

12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            年未詳    分類 :城図
28cm× 40cm  彩色有

20 城之図               落 1591-2   表題等 :な し

年未詳    分類 :城図                 12枚 綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。

36cm× 48cm  彩色有

表題等 :な し                     30 城之図              落 1591-12

12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            年未詳    分類 :城図
40cm× 54cm  彩色有

21 城之図               落 1591-3   表題等 :な し

年未詳    分類 :城図                 12枚 綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。

35cIIl× 48cm  彩色有

表題等 :な し                     31 城之図                落 1592

12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            年未詳    分類 :城図
40clll× 710cm  彩色有・巻物

22 城之図               落 1591-4   表題等 :田 中之城図ほか

年未詳    分類 :城図                 13枚 糊付け。
25cm× 32cm  彩色有

表題等 :な し                     32 城之図                落 1593

12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            年未詳    分類 :城図
42c皿 ×57cm

23 城之図               落 1591-5   表題等 :な し

年未詳    分類 :城図
28cm× 41cm  彩色有                 33 城之図                落 1594

表題等 :な し                       年未詳     分類 :城図
12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            25cm× 1584cm  彩色有・巻物

表題等 :夢想城図、堺城、駿州江尻城、附城ほか

24 城之図               落 1591-6   50枚糊付け。

年未詳    分類 :城図
28cm× 41cm  彩色有                 34 城之図                落 1595

表題等 :な し                       年未詳     分類 :城図
12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            28cm× 1995cm  彩色有・巻物

表題等 :甲州山代郡古府中之古城、境目城ほか

25 城之図               落 1591-7   51枚糊付け。

年未詳    分類 :城図
23cm× 26clll  彩色有                 35 城之図                落 1596

表題等 :な し                       年未詳    分類 :城図
12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            25cm× 500clll  彩色有・巻物

表題等 :な し
26 城之図               落 1591-8   15枚糊付け。

年未詳    分類 :城図
24cm× 32cm 彩色有                 36 城之図                落 1597

表題等 :な し                       年未詳    分類 :城図
12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            25cm× 540cm  彩色有・巻物

表題等 :な し
27 城之図              落 1591-9   16枚糊付け。
年未詳    分類 :城図
29cm× 40cm  彩色有                 37 城之図                落 1598

表題等 :な し                       年未詳     分類 :城図
12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            25cm× 1647cm  彩色有・巻物

表題等 :大坂城図、上杉輝虎入道謙信公御居城之
28 城之図              落 1591-10       図、境目城、附城ほか

年未詳    分類 :城図                 49枚 糊付け。
28cm× 40cm  彩色有

表題等 :な し                     38 城之図                落 1599

12枚綴じ。落 1591-1～ 12ま で同綴。            年未詳    分類 :城図
25cm× 34cm  彩色有

表題等 :な し
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12枚綴 じ。                     48 信州松本城之図 写          落 1609

年未詳    分類 :城図

39 城之図                落 1600   32cm× 45cm  彩色有

寛政元年   分類 :城図                表題等 :信州松本城之図
28cm× 651 clll  彩色有・巻物

表題等 :出羽国庄内領亀ケ崎城図ほか          49 城之図 カロ賀金沢城 写         落 1613

東北地方にもあり。                    年未詳    分類 :城図
18枚糊付け。                       40cm× 339cm  彩色有・巻物

表題等 :賀州金沢城、伊勢津城、近江彦根城図、尾

40 城之図                 落 1601        州大高城図、岐阜城図、豊前l・
F4中津之城、

年未詳    分類 :城図                    伊予国今治之城、武州比企郡松山之占城

25cm× 686clll  彩色有・巻物               8枚 糊付け。

表題等 :な し

22枚糊付け。                     50 古城廓図              AH526-1
年未詳    分類 :城図

41 駿河国久野之城図           落 1602   27cm× 39cm  彩色有 0簿冊

年未詳     分類 :城図                表題等 :資料名と同じ

34cm× 1282cm  彩色有・巻物

表題等 :駿河国久野之城図、境日城、平山城、平城    51 駿府御城下絵図           県 C-387

之図、山城之図ほか                元禄 16年   分類 :城図
29枚糊付け。                       H8cm× 84cm  彩色有

表題等 :な し

42 城之図               落 1603

年未詳    分類 :城図              52 大坂城図              県 C-388
24cm× 322cm  彩色有 0巻物               弘化 4年    分類 :城図

表題等 :な し                       123cm× 85cm  彩色有
10枚糊付け。                       表題等 :大坂御城 慶長十九年寅十一月二十六日之

図

43 城之図                落 1604   木版。

年未詳    分類 :城図

25cm× 301cm  彩色有・巻物

表題等 :な し

9枚糊付け。

44 城之図

年未詳    分類 :城図

25cm× 807cm  彩色有・巻物

表題等 :な し

24枚糊付け。

45 城之図

年未詳    分類 :城図

24cm× 32cm  彩色有

表題等 :な し

6枚綴 じ。

46 城之図

年未詳    分類 :城図

25cm× 631cm  彩色有・巻物

表題等 :な し

19枚糊付け。

47 城之図

年未詳    分類 :城図

25cm× 36cm  彩色有

表題等 :な し

8枚綴 じ。

乙 -170

乙 -171-1

乙 -171-2

53 合戦之図              落 1511

年未詳    分類 :合戦

58cm× 98clll  彩色有

表題等 :な し

落 1605    海津城付近。武田と上杉の対陣図。

54 大坂冬御陣図

年未詳    分類 :合戦

83cm× 87cm  彩色有

表題等 :な し

落 1606

55 大坂夏御陣図 1

年未詳    分類 :合戦

89cm× 90cm  彩色有

表題等 :な し

落 1607  56 大坂夏御陣図 2

年未詳    分類 :合戦

77cm× 52cm  彩色有

表題等 :な し

57 大坂御陣城内人数配方精図

落 1608    年未詳    分類 :合戦

92cm× 90cm  彩色有

端裏書 :大坂慶長之度人勢配方絵図

嘉永 3年写。
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58 摂州大坂冬夏御陣之図全      AH212-3
年未詳    分類 :合戦
62cm× 41 cIIl  彩色有

表題等 :資料名と同じ

59 大坂陣場図 ―冬夏両陣 ―      AH212-6
年未詳    分類 :合戦
87cm× 60cm  彩色有

表題等 :大坂御陣之図

60 佐竹義宣公今福対陣地図    AH212 17 1
年未詳    分類 :合戦
39cm× 54cm

表題等 :資料名 と同 じ

明治 34年 9月 27日秋田日報附録。

〔明 治 期 以 降〕

1 大 日本帝国台湾嶋地図

明治 33年   分類 :地域
135cm× 93cm  彩色有

表題等 :大 日本帝国台湾嶋豫開地形図
F日届J。

2 世界地図

年未詳     分類 :地域
128clll× 109clll  彩色有・軸装

表題等 :な し

印刷。

3 世界改造地図
大正 9年    分類 :地域
1 15cIIl× 155cm  彩色有・軸装

県 C-651

県 C-655

県 C-657

県 C-679

61 二條御城にて御目見略図 佐竹義尭

文久 3年   分類 :建物

28cIIl× 41 clll  彩色有

端裏書 :殿上之間井大広間

AS209-256-1    表題等 :資料名と同じ

E口 層J。

4 南北アメリカ地図
4枚 1袋 (AS209-256-1～ 4)。 (袋書)二条御城。      年未詳     分類 :地域

62 二條御城にて御目見略図 佐竹義尭

126clll× 1 19cIIl  彩色有・軸装

表題等 :な し

AS209-256-2    印刷。

文久 3年   分類 :建物

28cm× 39cm  彩色有

端裏書 :二条御城御玄関より大手迄之図

4枚 1袋 (AS209-256-1～ 4)。 (袋書)二条御城。      27cm× 39cm

表題等 :本願寺飛雲閣之図

木版。

6 東本願寺絵図

明治 12年   分類 :社地

27cm× 38clll

4枚 1袋 (AS209-256-1～ 4)。 (袋書)二条御城。      表題等 :本願寺大教校堂之図

木版。

64 二條御城にて御 目見略図 佐竹義尭
AS209-256-4  7 東本願寺絵図

63 二條御城にて御目見略図 佐竹義尭
AS209-256-3

文久 3年   分類 :建物

28cIIl× 41cm  彩色有

端裏書 :御黒書院

文久 3年   分類 :建物

28cm× 41cm  彩色有

端裏書 :御黒書院

4枚 1袋 (AS209-256-1～ 4)。 (袋書)二条御城9      木版。

65 京都御屋敷図

分類 :建物年未詳

107cm× 113cm  彩色有・軸装・複製有

し表題等 :な

県C-390  8 東本願寺絵図

5 東本願寺絵図
明治 H年   分類 :社地

明治 23年   分類 :社地

27cm× 38cm  彩色有

表題等 :大谷派本山阿弥陀堂柱立式ノ図

年未詳    分類 :社地

32clll× 46cm

表題等 :東本願寺御堂御絵図

木版。

9 東本願寺絵図

年未詳    分類 :社地

37cm× 48cm  彩色有

表題等 :大御法会御行粧御式

木版。

10 東本願寺絵図

明治 22年   分類 :社地

AH185-45-1

AH185-45-2

AH185-45-3

AH185-45-4

AH185-45-5
66 京都御宿寺之図

年未詳    分類 :社地
27cm× 38clll  彩色有

表題等 :な し

AH317-224

AH185-45-6



37cm× 48cm

表題等 :大谷派本願寺大堂上棟式細絵図

木版。

11 東本願寺絵図         AH185-45-7
明治 44年   分類 :社地

39cm× 54clll

表題等 :真宗大谷派本山開祖見真大師六百五十年忌

大法会荘厳並行列全図

木版。

12 東本願寺絵図         AH185-45-8
明治 22年   分類 :社地

39cm× 53cm

表題等 :大谷派本願寺両堂及境内全図

木版。

13 東本願寺絵図         AH185-459
明治 22年   分類 :社地

41c皿 ×52cm

表題等 :大谷派本願寺御堂再建真影之図

本版。

14 日露戦局一般図

明治 37年    分類 :そ の他

116cm× 105cm  彩色有・軸装

表題等 :明治三十七八年戦役記念

県 C-677

E口届J。

15 奉天会戦における日本満州軍戦闘経過図
県 C-681

年未詳 分類 :そ の他

94cm× 142cm  彩色有・軸装

表題等 :奉天会戦二於ケル日本満州軍戦闘経過図

E口届J。
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16六 十 余 州 切 絵 図

〔藩 政 期〕                  表題等 :安房国

関東地方にもあり。

1 日本六十余州国々切絵図 出羽国  A290 114-1
年未詳    分類 :地域              10 日本六十余州国々切絵図 相模国 A290-114-10
1 14clll× 155cm  彩色有                  年未詳    分類 :地域

表題等 :出羽国                      79clll× 93cm  彩色有

秋田県全域にもあり。                   表題等 :相模国

内容は寛永以前ともいわれる。                関東地方にもあり。

2 日本六十余州国々切絵図 陸奥国  A290 114-2  11 日本六十余州国々切絵図 越後国 A290-114 11

年未詳     分類 :地域                年未詳    分類 :地域
157cⅢ ×244cm  彩色有                  82cm× H3cm  彩色有

表題等 :陸奥国                      表題等 :越後国

東北地方にもあり。
12 日本六十余州国々切絵図 佐渡国 A290 114-12

3 日本六十余州国々切絵図 常陸国  A290-114-3   年末詳   分類 :地域

年未詳     分類 :地域                93cm× 68cm  彩色有
118cm× 160cm  彩色有                  表題等 :佐渡国

表題等 :常陸国

関東地方にもあり。                  13 日本六十余州国々切絵図 信濃国 A290-114-13

年未詳     分類 :地域

4 日本六十余州国々切絵図 下野国  A290-114-4   120cm× 156cm 彩色有

年未詳    分類 :地域                 表題等 :信濃国
81cm× 95clll  彩色有

表題等 :下野国                   14 日本六十余州国々切絵図 甲斐国 A290-114-14
関東地方にもあり。                    年未詳    分類 :地域

81cm× 84clll  彩色有
5 日本六十余州国々切絵図 上野国  A290-114-5   表題等 :甲斐国

年未詳     分類 :地域
100cm× 130cm 彩色有               15 日本六十余州国々切絵図 駿河国 A290-114-15
表題等 :上野国                      年未詳    分類 :地域

関東地方にもあり。                    82cm× 103cIIl  彩色有

表題等 :駿河国
6 日本六十余州国々切絵図 武蔵国  A290 114-6
年未詳    分類 :地域              16 日本六十余州国々切絵図 伊豆国 A290-114-16
1 15clll× 126cm  彩色有                  年未詳    分類 :地域

表題等 :武蔵国                      81 clll× 110cm  彩色有
関東地方にもあり。                    表題等 :伊豆国

7 日本六十余州国々切絵図 下総国  A290 114-7  17 日本六十余州国々切絵図 遠江国 A290 114-17
年未詳    分類 :地域                 年未詳    分類 :地域
99cm× 82cm  彩色有                   97cIIl× 82cm  彩色有
表題等 :下総国                      表題等 :遠江国
関東地方にもあり。

18 日本六十余州国々切絵図 参河国 A290 114-18
8 日本六十余州国々切絵図 上総国  A290-114-8   年未詳    分類 :地域
年未詳    分類 :地域                104cm× 82cm  彩色有
82cIIl× 101 cIIl  彩色有                  表題等 :参河国
表題等 :上総国

関東地方にもあり。                  19 日本六十余州国々切絵図 尾張国 A290-114-19
年未詳    分類 :地域

9 日本六十余州国々切絵図 安房国  A290-114-9   83cm× HOcm 彩色有
年未詳    分類 :地域                 表題等 :尾張国
94cm× 81 clll  彩色有



21 日本六十余州国々切絵図 飛騨国 A290 114-21   表題等 :大和国
年未詳    分類 :地域
82cm× 102cm  彩色有

表題等 三飛騨国

20 日本六十余州国々切絵図 美濃国 A290-114-20   表題等 :志摩国
年未詳     分類 :地域
101cⅢ ×136cm  彩色有

表題等 :美濃国
32 日本六十余州国々切絵図 大和国 A290-114-32
年未詳     分類 :地域
101cm× 149cm  彩色有

33 日本六十余州国々切絵図 紀伊国 A290 114-33
年未詳    分類 :地域
80cm× 95cm  彩色有

34 日本六十余州国々切絵図 和泉国 A290-114-34
年末詳    分類 :地域
74cm× 103cm  彩色有

35 日本六十余州国々切絵図 河内国 A290 114-35
年未詳    分類 :地域
90cm× 146cm  彩色有

36 日本六十余州国々切絵図 摂津国 A290 114-36
年未詳     分類 :地域
108cIIl× 114cm  彩色有

37 日本六十余州国々切絵図 丹波国 A290 114-37
年未詳    分類 :地域
68cm× 94cm  彩色有

38 日本六十余州国々切絵図 丹後国 A290 114-38
年未詳    分類 :地域
68cm× 94cm  彩色有

39 日本六十余州国々切絵図 但馬国 A290 114-39
年末詳    分類 :地域
94cm× 1 2 1 clll  彩色有

40 日本六十余州国々切絵図 播磨国 A290 114-40
年未詳     分類 :地域
103cm× 149cm  彩色有

41 日本六十余州国々切絵図 因幡国 A290-114-41
年未詳    分類 :地域
95cm× 141cm  彩色有

42 日本六十余州国々切絵図 伯者国 A290 114-42
年末詳    分類 :地域
81cm× 149cm  彩色有

22 日本六十余州国々切絵図 越中国 A290-114-22   表題等 :紀伊国
年末詳    分類 :地域
76cm× 102cm  彩色有

表題等 :越中国

23 日本六十余州国々切絵図 能登国 A290 114-23   表題等 :和泉国
年未詳    分類 :地域
55cm× 97cm  彩色有

表題等 :能登国

24 日本六十余州国々切絵図 カロ賀国 A290-114-24   表題等 :河内lT・ l

年未詳    分類 :地域
68cm× 104cm  彩色有

表題等

25 日本

年未詳
69clll× 1

表題等

26 日本

年未詳
83cm× 1

表題等

27 日本
年未詳
1 15cIIl×

表題等

28 日本

年未詳
101cm×

加賀国

六十余州国々切絵図 越前国 A290-114-25   表題等 :摂津LT・l

分類 :地域
05cm  彩色有

越前国

六十余州国々切絵図 若狭国 A290-114-26   表題等 :丹波国
分類 :地域

04cIIl  彩色有

肴狭国

六十余州国々切絵図 近江国 A290-114-27   表題等 :り
｀
l後国

分類 :地域
161 cIIl  彩色有

近江国

六十余州国々切絵図 山城国 A290-114-28   表題等 :但馬国
分類 :地域

135cm  彩色有

山城国表題等

29 日本六十余州国々切絵図 伊賀国 A290-114-29   表題等 :播磨国
年末詳    分類 :地域
69cm× 84cm  彩色有

表題等 :伊賀国

30 日本六十余州国々切絵図 伊勢国 A290-114-30   表題等 :因幡国
年未詳    分類 :地域
96cm× 125cm  彩色有

表題等 :伊勢国

31 日本六十余州国々切絵図 志摩国 A290 114-31   表題等 :イ自青国
年未詳    分類 :地域
63cm× 97cm  彩色有
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43 日本六十余州国々切絵図 出雲国 A290 114-43   年未詳    分類 :地域

年未詳     分類 :地域

107cm× 145cm  彩色有

表題等 :出雲国

99cm× 108cln  彩色有

表題等 淡 路

55 日本六

46 日本六十余州国々切絵図 美作国 A290 114-46   年未詳

年末詳    分類 :地域

68cm× 101cm  彩色有

表題等 :隠岐国

79cIIl× 1

表題等

57 日本

93clll× 1

表題等

58 日本
47 日本六十余州国々切絵図 備前国 A290-114-47   年未詳

44 日本六十余州国々切絵図 石見国 A290 114-44   年未詳

年未詳    分類 :地域

94cm× 145cm  彩色有

表題等 :石 見FT・l

56 日本
45 日本六十余州国々切絵図 隠岐国 A290 114-45   年未詳

十余州国々切絵図 讃岐国 A290 114-55

分類 :地域
60cIIl× 1

表題等

09cm  彩色有

讃岐国

六十余州国々切絵図 阿波国 A290-114-56

分類 :地域

08cm  彩色有

阿波国

六十余州国々切絵図 伊予国 A290 114-57

分類 :地域

09cm  彩色有

伊予国

六十余州国々切絵図 土佐国 A290 114-58

分類 :地域

60cm× 1

表題等

07cm  彩色有

47cm× 92cm  彩色有

表題等 :対馬

60 日本六十余州国々切絵図 壱岐  A290 114-60

表題等 :壱岐

61 日本六十余州国々切絵図 筑前  A290 114-61

表題等 :筑前

62 日本六十余州国々切絵図 筑後  A290 114-62

表題等 :筑後

63 日本六十余州国々切絵図 肥前国 A290 114-63

表題等 :肥前国

64 日本六十余州国々切絵図 肥後  A290 114-64

表題等 :肥後

65 日本六十余州国々切絵図 豊前  A290 114-65

土佐国

59 日本六十余州国々切絵図 対馬  A290 114-59
48 日本六十余州国々切絵図 備前国 A290-114-48   年未詳   分類 :地域

年未詳     分類 :地域

109cm× 142cm  彩色有

表題等 :美作国

年未詳     分類 :地域

172cm× 177cm  彩色有

表題等 :備前 FTNl

年未詳     分類 :地域

101cm× 143cm  彩色有

表題等 :備前国

A290-114-47と は月」のもの。

年未詳    分類 :地域

49 日本六十余州国々切絵図 備中国 A290-114-49   55cm× 90cm 彩色有

年未詳     分類 :地域

101cm× 144cm  彩色有

表題等 :備中国

年未詳    分類 :地域

50 日本六十余州国々切絵図 備後国 A290 114-50   68cIIl× 96cm 彩色有

年未詳     分類 :地域

100clll× 143cm  彩色有

表題等 :備後国

年未詳    分類 :地域

51 日本六十余州国々切絵図 安芸国 A290-114-51   55cm× 82cm 彩色有

年未詳     分類 :地域

101cm× 142cm  彩色有

表題等 :安芸国

年未詳    分類 :地域

52 日本六十余州国々切絵図 周防国 A290-114-52   79clll× 109cIIl 彩色有

年未詳     分類 :地域

101cm× 149cm  彩色有

表題等 :周防国

年未詳    分類 :地域

53 日本六十余州国々切絵図 長門国 A290-114-53   68cIIl× 91cm 彩色有

年未詳    分類 :地域

95cm× 141cm  彩色有

表題等 :長門国

年未詳    分類 :地域

54 日本六十余州国々切絵図 淡路  A290-114-54   68cm× 81 clll 彩色有

表題等 :豊前

―-154-



66 日本六十余州国々切絵図 豊後  A290 114-66
年未詳    分類 :地域
81cm× 105cm  彩色有

表題等 :豊後

67 日本六十余州国々切絵図 日向  A290 114-67
年未詳    分類 :地域
79cm× 99cm  彩色有

表題等 :日 向

68 日本六十余州国々切絵図 大隅  A290-114-68
年未詳    分類 :地域
71cm× 109cm  彩色有

表題等 :大隅

69 日本六十余州国々切絵図 薩摩  A290 114-69
年未詳    分類 :地域
80cm× 97cm  彩色有

表題等 :薩摩

(注)な お公文書書庫内に県庁記録書庫より移管さ

れた日本国切絵図 (箱入り、整理番号 13489)が

ある。
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17地 域 な し 、不 明

〔藩 政 期〕

1 城制大極意 広瀬巻龍子     AS526-1 1 2
元禄 4年   分類 :城図
58cm× 56cm   彩色有

表題等 :広瀬氏巻龍子

2枚 1袋 (AS526-1-1-2～ 3)。 (袋書)極意巻。

2 城制大極意 広瀬巻龍子     AS526 1 1-3
元禄 4年   分類 :城図

58cm× 56cm  彩色有

表題等 :広瀬氏巻龍子

2枚 1袋 (AS526-1-1-2～ 3)。 (袋書)極意巻。

3 城之図 写

年未詳    分類 :城図

55cm× 55cm  彩色有

表題等 :な し

4 城之図 写

年未詳    分類 :城図

59cm× 74cm  彩色有

表題等 :な し

5 城取之図 写

年末詳    分類 :城図
33cm× 376cm  彩色有・巻物

表題等 :な し

8枚糊付け+1枚 (合戦図)。

落 1616

落 1617

落 1619

6 五十騎―備図 草野半右衛門     AS399-2
年未詳    分類 :合戦
63cm× 51cm  彩色有

表題等 :な し

7 五十騎塁備図 草野半右衛門     AS399-3
年未詳    分類 :合戦
73cm× 52cm  彩色有

表題等 :な し

8 陣立之図
年未詳    分類 :合戦
51cm× 37cm  彩色有

表題等 :な し

9 文化八年御備之図
文化 8年    分類 :合戦
129cm× 24cm  彩色有

袋書 :文化八年御備之図四枚御人数割壱冊人
3枚 1袋。AT393-8-1～ 3ま で同袋。

10 文化八年御備之図
文化 8年   分類 :合戦
74cm× 16cm  彩色有

袋書 :文化八年御備之図四枚御人数割壱冊入

3枚 1袋。AT393-8-1～ 3ま で同袋。

11 文化八年御備之図

文化 8年   分類 :合戦
33cm× 24cm  彩色有

袋書 :文化八年御備之図四枚御人数割壱冊入

3枚 1袋。AT393-8-1～ 3ま で同袋。

12 陣取之図
年未詳    分類 :合戦
63cm× 43cm  彩色有

表題等 :な し

閲覧不能。

13 夜軍之防陣取図

年未詳    分類 :合戦
46cm× 64cm  彩色有

表題等 :註解夜軍之防陣取

14 方向陣取之図

年末詳    分類 :合戦
51cm× 41cm  彩色有

表題等 :方向陣取

梅津忠致図写とあり。

15 備之図

年未詳    分類 :合戦
40cm× 28cIIl

表題等 :な し

16 備之図

年未詳    分類 :合戦
40cln)く 28cm

表題等 :な し

AT393-8-3

落 1524

落 1542

A399-14

AH399-31-1

AH399-31-2

17 御霊屋略図 順澄

明和 3年    分類 :建物
81cm× 155cln  彩色有

表題等 :な し
A0399-1   (表 紙 0題箋)御霊屋略図。

18 御屋敷御絵図

年未詳    分類 :建物
31cm× 44cm  彩色有

AT393-8-1    表題等 :な し

(表紙 0題箋)御屋敷御絵図一。

19 二條様御間席画図
文久 3年   分類 :建物
49cm× 36cm  彩色有

A丁393-8-2    表題等 :寝殿北廂御席図
2枚 1袋。 (袋書)二条様御間席画図二枚。

AS526-1-2

AS526-2-1
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20 二條様御間席画図

分類 :建物文久 3年

彩色有37clll× 61 cIIl

表題等 :な し

2枚 1袋。 (袋書)二条様御間席画図二枚。

21 天丼設計図

分類 :建物年未詳

24cm× 32cm

表題等 :な し

22 座敷見取図

分類 :碓整物年未詳

20clll× 28cln

表題等 :な し

23 座敷見取図

分類 :建物年未詳

25cIIl× 34cIIl

表題等 :な し

24 座敷見取図

分類 :建物年未詳
1 7cIIl× 25cln

表題等 :な し

25 城内之図 写

分類 :建物年末詳

彩色有63c皿 〉く70cln

表題等 :な し

26 堂室之図 写

分類 :建物年未詳

彩色有118cm× 54cm

表題等 :な し

AS526 3 2  31 土蔵建目斗書井図面

年未詳    分類 :建物
25cln× 35cm

表題等 :な し

3枚綴 じ。斧 5121-2～ 4ま で同綴。

湊982  32 土蔵建目斗書井図面

滝暑984

年未詳    分類 :建物

25cm× 35cm

表題等 :な し

3枚綴 じ。斧 5121-2～ 4ま で同綴。

33 建築目斗書井図面

年未詳    分類 :建物
18cm× 36cln

表題等 :な し

湊 984

34 建築目斗書井図面

年未詳    分類 :建物
25cm× 34clll

表題等 :な し

湊 984

35  Fヨ 屋コ  E事

年未詳    分類 :建物
39cIIl× 82cIIl

表題等 :な し

落 1611

落 1615

年未詳    分類 :そ の他

40cm× 55cm

表題等 :資料名 と同 じ

斧 5121-1

39 五姓ニテ想定判形

年未詳    分類 :そ の他
40cIIl× 1 5clll

表題等 :資料名 と同 じ

斧 5121-2  40 燈籠型式図

年未詳    分類 :そ の他
28cIIl× 107cm   巻物

表題等 :な し

41 天球図

斧 5151-2    寛政 8年   分類 :そ の他

40cm× 98cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

斧 5153-2

岡 1011

36 龍頷様御仮物御絵図面 井上伊二郎 AS386-234
年未詳    分類 :そ の他
25cll× 17cln   ttlll

表題等 :資料名と同じ

37 玉岡様御仮物御絵図面 井上伊二郎 AS386-238
明治 6年   分類 :そ の他
25cln× 18cm   簿冊

表題等 :資料名 と同 じ

38 暦運真偽両環図

斧 5151-3

斧 5151-4

斧 51531

27 御渡野諸事要書 一本陣の座敷図 ―   斧 4084

分類 :建物年未詳

35clll× 25cln

表題等 :な し

28 門構略図

分類 :建物年未詳

44cm)く 33cIIl

表題等 :な し

1枚 を 2分割。斧 5121-2と 1組。

29 門構略図

分類 :建物年未詳

43clll× 34cIIl

表題等 :な し

      と 1組。l枚を 2分割。斧 5121-1

30 土蔵建叫書井図面

分類 :建物年未詳

25cm〉〈35clll

表題等 :な し

3枚綴 じ。斧 5121-2～ 4ま で同綴。

A123-21

A123-23

A288.3-49-107
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42 御旗図

分類 :そ の他文化 5年
40clll× 27c皿

表題等 :資料名 と同 じ

43 幕之図

その他分類 :年未詳

18cln× 23 1 clll

表題等 :資料名と同じ

3分割。

44 旗之図稿

分類 :そ の他年未詳
18cm× 64cln

表題等 :な し

45 祭礼図
その他分類 :年未詳

30cIIl)く 697cln

表題等 :な し

46 軍破団扇之図

その他分類 :年未詳

16cm× 1 24clll

表題等 :資料名と同 じ

47 敷革之図

分類 :そ の他年末詳

1 7clll× 85cm

表題等 :資料名と同じ

48 太刀之図

その他分類 :延宝 5年

21cm× 172clll   巻物

表題等 :太刀之図兵ノ」作、打ノJ之図

49 太刀之図
その他分類 :年未詳

25cm× 166cⅢ   巻物

表題等 :な し

50 作品図案集

分類 :そ の他年未詳

25cln× 17clll   簿冊

表題等 :資料名 と同 じ

51 御策之図
その他分類 :正徳 2年

24cm× 240cm  彩色有・巻物

表題等 :な し

52 線之図
その他分類 :年未詳

15cm× 106cln   巻4物

表題等 :な し

後欠。

AH288.6-2  53 二条家之香之図

年未詳    分類 :そ の他
19cm× 183cIIl   巻物

表題等 :資料名 と同 じ

AH288.6-7  54 御境柱雛形

年未詳    分類 :そ の他
23cIIl× 34cm

裏書 :御境柱雛形絵図

袋入 り。

AH288.6-8  55 谷地絵図

年未詳    分類 :不明
33cm× 48cm

表題等 :な し

AH385-6  56 略図

年未詳    分類 :不明
23cln× 36cm

表題等 :な し

破損。

AH390-2
57  メLE口 Eヨ

年未詳    分類 :不明
90cm× 117cm  彩色有

端裏書 :資料名と同じ

AH393-34    地域不明。

58 某屋敷絵図

年未詳    分類 :不明
77cm× 109cm  彩色有

AH750-5    表題等 :な し

屋敷割図。

59 某地測量図

年末詳    分類 :不明
AH750-6     82cIIl× 1 79cln  彩色有

表題等 :な し

AH792-1

県 C-425-1

チ争3996

菊 1028-2

県 C-276

県 C-413

県 C-414

AH757-1

〔明 治 期 以 降〕

1 地籍取調心得書例示図面 (写)     山 944

AH789-38    明治 8年   分類 :地籍

28cm× 40cm  彩色有・簿冊

表題等 :明治八年五月十二日第二百七十五番触示地

籍取調心得書例示図面

AH789-40    2 河り‖図 県 C― i57-83

年末詳    分類 :地籍

83cm× 101cm  彩色有

表題等 :な し

袋入 り。 (袋書)秋田県管轄浩券地再調之下 夕絵図。
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3 分間絵図求積下調入

年未詳    分類 :地籍

44cm× 39cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

4枚 1袋。県 C-424-1～ 4ま で同袋。

4 分間絵図求積下調入

年未詳    分類 :地籍

45cm× 38cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

4枚 1袋。県 C-424-1～ 4ま で同袋。

5 分間絵図求積下調入

年未詳    分類 :地籍

38cm× 54cm  彩色有

表題等 :資料名と同じ

4枚 1袋。県 C-424-1～ 4ま で同袋。

6 分間絵図求積下調入

年末詳    分類 :地籍

40clll× 60cIIl

表題等 :資料名 と同 じ

4枚 1袋。tt C-424-1～ 4ま で同袋。

県 C-424-1    表題等 :御普請処外間違 鐘撞堂妻十五分之一之

図、同桁行之図

14 鉱山坑夫居住地取調要書

明治 H年   分類 :鉱山

215cm× 156cm  彩色有

県 C-424-2    表題等 :資料名と同じ

他に帳簿有 り。甲丙同綴。乙なし。

県 C-7

15 開田計画略図

年未詳    分類 :不明

103cIIl× 45cm

県 C-424-3    表題等 :な し

斧 6822

斧 6825

323-8507
県 C-424-4

7 家屋平面図

年未詳    分類 :建物
33cm× 45cm  彩色有

表題等 :な し

8 家屋平面図

年未詳    分類 :建物
33cIIl× 39cIIl

表題等 :な し

9 家屋平面図

年末詳    分類 :建物
33clll× 24cm

表題等 :な し

10 家屋平面図

年未詳    分類 :建物
34cln× 49c皿

表題等 :な し

11 家屋平面図

年未詳    分類 :建物
24cm× 21cm

表題等 :な し

12 家屋平面図

年未詳    分類 :建物
33cnl× 21cm

表題等 :な し

斧 5148

斧 5149

斧 51501

斧 5150-2

斧 5150-3

斧 5150-4

13 御普請処外間違 鐘撞堂妻 15分之 1之図、同桁

行之図

年未詳    分類 :建物
66cm× 89cIIl

県 C-112

16 山子地形図

年未詳    分類 :不明

24cIIl× 51cm

表題等 :山子地形

17 林裂地絵図

明治 19年   分類 :不明

寸法不明

表題等 :な し

13枚 1括。1点ずつの計測不能。
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