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グローセンハイン郡（北ザクセン）

における土地負担とその償却（1）

松　　尾　　展　　成

（1）はじめに

（2）委託地代の発生（以上本号）

（3）土地負担の構成（以下次号）

　　　　　　　　　　　　　　（1）はじめに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
1　ザクセン王国における土地負担の廃棄＝地代償却は，前稿が示したよう

に，十分に具体的・数量的には解明されていない。しかし，北部に位置する

グローセンハイン地区については事情が異なり，地代銀行に委託された償却

地代，すなわち，委託地代（Landrenten），の発生に関する資料がGrδBel

によって刊行されている。この資料は，きわめて貴重なものであるにもかか

わらず，従来全く無視されてきたので，私は本稿にお・いてそれの整理・紹介

と若干の分析を試みたい。

　Gr6Belの資料を紹介するのが（2）委託地代の発生，である。まず，村

は一連番号を付けてABC順に配列され，　Gr6Be1の当該ページ数と委託地

代（単位はマルク，略号M）の合計額も付記される。各村においては年代順

に（年代不記載の場合は原本のまま）個々の委託地代額，　（）内に委託地
　　　　　（2）

代発生の年，その次に，償却対象たる土地負担の種目，　〈〉内に土地負担

（1）松尾，（1），（H）。なお，当込の位置は，松尾（1），104ページの地図，参照。

（2）Gr6Belの資料には4月1日あるいは10月1日の日付も記入されているが，本稿で

　は無視される。
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の権利者，が提示される（原文不記載の場合は一）。委託地代発生の年，土

地負担の種目，権利者の種類（ただし，後述E，G，　H，　Jの場合は小分類）の

三者が同一である複数の委託地代は一括されている。地代銀行に委託された

が，GrδBelの資料の刊行までに一時金支払によって償還された委託地代は，

その金額に下線を付される。

2　資料は次のように整理される。

　GrbBeユはグローセンハイン税務区（Steuerbezirk）の168集落を載せて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　（4）
いるが，これらの集落は，本稿ではLommatzschとGeorgiに従って，1873

年の行政改革で創設されたグw一センハイン郡（Amtshauptmannschaft）の

19世紀末・20世紀初の領域に含まれていて，1834年の農村自治体（Landge一
　　　　　　　　（5）
meinde）として分類された155村ないし自治体領域（Gemeindeflur）に組み

替えられる。GrδBe1の資料における複数の集落が1村にまとめられるなど

の場合．には，村名の次の行にその旨が記される。

　19世紀末・20世紀初の当郡域に1834年に存在したゲマインデの中でGr6Bel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
が言及しないのは，2都市GroBenhainとRadeburgを除けば，　Gohrisch

村とHaidehauser村のみである。二村のうちGohrisch村は，1702年に騎士

領Tiefenauに所属し，1853年に面積19ha，1834年に人口38人をもっていた

・」・村であるが，1895年に全村域がライヒによってZeithain練兵場創設のため
　　　　　　　　　　（7）
に買収されて消滅した。Haidehauser村は，1834年の人口が26人の小村であ

（3）　Lommatzsch，　S．　37’39・

〈4）　Georgi，　S．　84－86・

（5）ただし，当時は1838年11月7日付「ザクセン王国農村自治体条令」の公布前である

　から，農村自治体は法制上平在せず，村落（Dorf）のみあったはずである。　Lommatzsch

　は同条令施行後の情況から類推したのであろう。

（6）Gr・Benhain市は1913年に1まじめてMiflbitz村（Nr．77）を併合した（Blaschke

　1957，S．48）が同年の土地利用調査は両者の領域を分離して記載しでいる。（Georgi，

　S．　85．）

（7）Lommatzsch，　S．37，77；Blaschke　1957，　S．47．ただし，18世紀央の当村の保

　有農戸数どフーフェ数は不記載。
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グローセンハイン郡（北ザクセン）における土地負担とその償却（1）53

つた（18世紀における領主はLichtensee村のそれと同一と推定される）が，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛8）
1858年にLichtensee村（Nr．63）に併合されたので，泉村の委託地代は

Gr6Belの資料にあってはLichtensee村のそれに含まれていると考えられ

る。また，Gr6Be1が記載していて，1834年の人口統計に挙げられないもの

は，当郡西北端に所在するFichtenberger　Rustelmarkのみである。これは，

当郡の北に接するプロイセン王国Liebenwerda郡（Kreis）Fichtenberg村

の共同地と考えられるが，1913年の土地利用調査ではKleintrebnitz村（Nr．
　　　　　　　　　　　　　　〔9）
50）の村域に含められている。以上からGr6Belの資料は，19世紀末・20世

紀初の当四域に1834年に存在した村・村域を，Gohrisch村を除いて網羅し

ていると見なされる。

3　償却対象たる土地負担は1（賦役），ll（現物貢租），皿（貨幣貢租），

IV（保有移転貢租），　V（世襲借地賃租），　V［（放牧権），　VII（その他の地役

権），珊（生の給付），IX（世襲賃租），　X（その他の賃租），　XI（賦役への反

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
対給付），H（その他の権利）の12種目に区分され，その記号のみで示され

（8）Lommatzsch，　S．38；Blaschke　1957，　S．48．ただし，18世紀央の当村の保有農

　戸数とフーフェ数は不記載。なお，1913年の土地利用調査ではこの村域の名称はLich－

　tensee　und　Haideh5userとなっている。（Georgi，　S．85．）

（9）　Georgi，　S．　85．

（10）LUtge（S．167）は貢租区分の困難さについて次のように了う。　「最もしばしば用

　いられるのは，貨幣貢租と現物貢租への分類であるが，それは重要な意味をもたない。

　地域的にも一少なくとも18世紀には一，ある地域では貨幣貢租が，他の地域では

　現物貢租が支配下であった，というような，この視点からする区分は可能でなく，同

　一の地域に二種類が併存してし∫る。もちろん，一般的傾向としては貨幣貢租が次第に

　現物貢租にとって替わっている。既に15／16世紀に，また，もっと早くから，いたる

　ところで……この転換が見出され，……18世紀末には大部分の貢租が貨幣に固定して

　いる。この発展を詳細に追跡することは必らずしも容易ではない。なぜなら，文書・

　台帳などには貢租は，既に貨幣に転化されたと記されることなく，しばしばなおその

　現物の名称で言及されるからである。」しかし，本稿では，Gr6Belの資料に現物貢租

　と記載されている負担は償却前には現物で納付された，と想定される。この記載の基

　礎となった償却協定は，土地負担を個々的に確定する困難な作業を経て作成されたか

　らである。
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る。各種目に分類される土地負担は次の通りである。

I　　Dienste　（貝武役）

　　Fr。hndienste（同上）

　　Frohnen（同上）

　　Handfrohndienste（手賦役）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
　　Streulieferung　（敷藁糸合イ寸）

　　Wiesendienste（採草地賦役）

H　Getreidezins（穀物賃租）

　　Naturaldezem（現物十分・の一税）

　　Naturalgefalle（現物貢租）

　　Naturalzins（現物賃租）

　　Zinsgetreide（穀物賃租）

皿　Dienstgef田1e（賦役代納金）

　　Dienstgeld（同上）

　　Geldgefalle（貨幣貢租）

　　Geldzins（貨幣賃租）

　　Hufengeld（フーフェ金）
　　　　　　　　　　　　　（IX
IV　AIIatifikationscanon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
　　Allodifikati。nscan。n（所有地転換料）

　　Laudemialpflicht（保有移転貢租）

　　Lehngeld（同上）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14
　　Lehnspardonscanon（保有移転貢租免除料）

（11＞Nr．70（3）の1。

（12）Allodifikationscahonのことであろう。Nr．73（6）の1Vの一部。

（13）保有地（Lehngut）が所有地（Allod）に転換される場合に保有移転貢租に代って現

　われる貨幣給付。Nr．76（3）のW。

（14）Nr．73（6）の1Vの一部σ
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v

皿

Lehnwaare（保有移転貢租）
　　　　　　　　　　　　　　
Erbpacht（世襲借地賃租）

Erbpachtscanon（同上）

Erbpachtsqualitat（同上）

ErbpachtverhEltnis（同上）

Erbpachtzins（韓土）

Hutung（放牧権）

Hutungsbefugnis（同上）

Hutungsberechtigung（同上）

Hutungsgerechtsame（同上）

Hutungsrecht（同上）

Grasereiberechtigung（草刈り権）

Grasereigerechtsame（同上）

Grasnutzung（草利用権）

Grasungsrecht（草刈り権）

Leseholzberechtigung（柴刈り権）

Streuberechtigung（敷藁利用権）

Streunutzung（同上）
　　　　　　　　　　　　　　（1⑤
Naturalleistung（生の給付）

　　　　　　　　　　　
Erbzins（世襲賃租）

（15）Erbpachtgutの借地地代は「16－18世紀の中部ドイツでほとんど現われない……。」

　　（Liftge，　S．169．）世襲借地賃租は，例外的に現われたかぎり，貨幣で支払われたと

　想定される。Panschwitz村の例は松尾（ll），154ページ参照。

（16）これは，狭義に現物貢租を意味する場合と，広義に，貨幣でなく，生の形態で給付

　される土地負担，すなわち，賦役と現物貢租を意味する場合とがあるが，Gr6Belの

　資料ではどちらか確定できないので，本稿では広義のものと想定される。

（17）「賃租と世襲賃租は・…・・現物または貨幣で支払われる。」（Haun，　S．177．　VgL

　Ackermann，　S．29；LUtge，　S．171．）そのために本稿では世襲賃租取と単なる賃租

　（「その他の賃租」X）は現物・貨幣貢租と見なされる。しかし，Haunは上の個所に
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X　Procuraturzins（旧修道院領管理役所への賃租）

　　Prokurat－Zins（同上）

　　Zins（賃租）
　　　　　　　　　　　　　　　　（lsu
皿　Gegenleistung（反対給付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
　　Gegenleistung　fUr　Frohndienste（賦役への反対給付）

M【　Befugnis　（権利）

　　Berechtigung（同上）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eo）
　　eiserne　Kapitalien（定額の資本）

　　Leistung（給付）

　　Oblast（負担）

　　Verpflichtung（義務）

　　USW．（など）

4　土地負担の権利者はA（ザクセン国王），B（騎士領），C（教会），D（分

農場），E（ゲマインデ），　F（渡船権所有者），　G（酒屋・粉屋），　H（保有

地），J（保有農），　K（土地所：有者）の10種類に区分され，．それぞれの種類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ev
の記号と権利者（Aの場合は所轄役所）の所在地で示される。各種類に区分

　すぐ続けて次のように言う。　「貨幣は次第に現物貢租に部分的にとって替わり，所々

　では完全にそれを駆逐した。」GroB（S．32）も，18世紀末に賃租と世襲賃租がL

　般に一農民保有地について年数ターラーの金額を超えなかった1と主張している。世

　襲賃租は，償却直前のOberwartha，　HUhndorf，　Sachsdorf，　Cainsdorf，　Oberleuba

　村では貨幣貢租であった。（松尾（1），109，115－119ページ；（H）143，160ページ。）

（18）賦役への反対給付と推定される。Nr．73（3）の）a。

（19）義務者の賦役の評価額を上回る権利者からの反対給付の差額。Klipphausen村の例

　は松尾（1），116ページ参照。

（20）Nr．92（ユ0）の∬。内容不明。　eine　eiserne　Kuhの場合には，その所有者は牝牛

　1頭を常に飼養し，その生産物から一定の貢租を権利者に給付すべきであった6

（21）Gr6Belの資料において権利者は土地負担の次に，主としてanあ．るいはin＋第4格

　の形でf時には第2格あるいは第3格の形で，稀にはfUrあるいはauf＋第4格の形

　で記載されている。また，所在地のうちGroBenhainは原文では大抵Hain（古形）と

　記されている。
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される権利者（Aの場合には所在地別の役所の名称）・は次の通りである。

A　DreSden：Rentamt（地代管区役所）

　　GroBenhain：Justizamt（裁判管区役所），　Rentamt

　　Hubertusburg：Landeshospital（国立病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e2）
　　Kalkreuth：Kamm6rgut（御料地）

　　MeiBen：Erbamt（世襲管区役所），　Erbrentamt（世襲地代管区役所），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ce3）
　　　　　Landesschule（国立学校），　Procuratur（旧修道院領管理役所）

　　Moritzburg　：　Rentamt

　　Oschatz　：Rentamt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侶4）
　　Struht：die　kgl．　Struhtwiese（Struhtの御料採草地）

B　Gutsherrschaft（騎士領）
　　　　　　　　　　　ce5）
　　Rittergut（同上）

（22）Nr．10（1）の権利者は騎士領Kalkreuthと記載されているが，御料地Kalkreuth

　の誤植と推定される。当村も隣村Kalkreuth村（Nr．46）も管区村落であり，後者

　には御料地があったからである。騎士領KalkreuthのあるL6bau郡は，当郡から東

　南方にかなり離れているので，当村からそこに賦役が給付されたとは想定しがたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ（23＞Nr．87（4）ではProkurat　Zinsenとのみ記されているが，　MeiBenの脱落が推

　定される。

（24）Nr．84（1）の権利者として記されているが，所在地不明。

（25）（i）　Nr．5（2），　Nr．51（1）およびNr．133（1）の権利者たる騎士領BaBlitz

　はBaselitzのことであろう。当郡BaBlitz　bei　GeiBlitz村（Nr．6）には騎士領が

　存在しない。Blaschke（1957，　S，42）が騎士領Baselitzに所属するとしている

　Baselitz　bei　Blattersleben村（Nr．5）について，　Gr6Be1の資料には騎士領BaB－

　litzのみが記載されている。この騎士領は騎士農場評価額表にもBaBlitz　bei　Blat－

　terslebenと表記されている。（Steuem，　S・20・）

　　（ii）Nr．99（4）はSeerhausener　Hutungs－BefugniBとなっているが，　Oschatz

　郡Seerhausen村に所在する騎士領（Blaschke　1957，　S．241）の放牧権と推定さ

　れる。

　　働Nr．99（5）はJahnishausener　Frohndiensteとなっているが，　Jahnishausen

　村（Nr．45）所在の騎士領に給付される賦役と推定される。

　　（iv｝Nr．25（1）とNr．152（2）の権利者はRittergUter　SeuBlitz　und　Radewitz

　と記されているが，騎士領SeuBlitzと見なされる。当郡のOrt　Radewitz　bei　SeuB一
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C

D

E

F

Cantoratlehn（聖歌隊指揮者の土地）

Diakonatlehn（副牧師の土地）

das　geistliehe　Lehen（聖界の土地）

Hochstift（司教座聖堂）

Kirchenlehn（教会の土地）

Pfarrlehn（牧師の土地）

Schullehn（学校の土地）
　　　　　　　　　za6）
Vorwerk（分農場）

Altgemeinde（村）

Gemeinde（同上）

Stadt　Commun（市）

　　　　　　　　　　　eT
Stadtgemeinde（同上）

die　Besitzer　der　Strehlaer　E／b錨hrgerechtigkeit（Strehlaのエ．ル
　　　　　　　　　　　　　tz8）
　　べ河渡船権所有者たち）

　litzは騎士領SeuBlitzの分農場で，　SeuBlitz村（Nr．123）の一部である（Blaschke

　1957，S．56）からである。なお，　Nr．23（3），　Nr．58（5）とNr・86（6）では

　Rittergut　SeuBlitz　mit　Radewitzと記されている。

　　｛v）　Nr．63（4）とNr．109（8）の権利者は騎士領Strehla－Trebnitzと記され

　ているが，騎士領Strehlaと見なされる。　Oschatz郡のOrt　Trebnitzは騎士領

　Strehlaの分農場で，同郡G6rzig村の一部である（Blaschke　1957，　S．243）から

　である。

（26）Nr．11（5）では分農場Blatterslebenの所属する騎士領が同時に記載されている

　ので，騎士領として分類される。

（27）Nr．115（ユ2）の権利者はRiesa市となっているが，　RiesaはL◎mmatzsch（S．39

　一ここで著者は，Riesa’をそれ以前に都市と見なすWachter（S．190）を批判して

　いる一）によれば1858年，Blaschke（1957，　S．57）によれば1875年に市となった

　ので，委託地代発生当時ばまだ農村自治体であった。

（28）騎士領StrehlaとともにNr．63（8）とNr．117（10）の共同の権利者となって

　いるが、何者か不明。騎士領Trebsenに帰属したTrebsenの渡船賃租については松

　尾（1），124ページ参照。
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G　Brauschankengut（造り酒屋の土地）

　　MUhlengut（粉屋の土地）
　　　　　　　　　　　　　　eg）
　　SchEnkgut（酒屋の土地）

　　WindmUller（風車屋）

H　Bauergut（農民保有地）

　　GrundstUck（土地）

　　Gut（保有地）

　　Hufengut（フーフェ農保有地）

J　Gartennahrungsbesitzer（園地農）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（30｝
　　GrundstUcksbesitzer（保有農）

　　Guts－und　Nahrungsbesitzer（同上）

　　HUfner（フーフェ農）
　　　　　　　　　　　　　　　（31）
K　Gutsbesitzer（土地所有者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
5最後に，〔〕内に各派について以下のデータが記される。①Blaschke

によって18世紀後半（主として1764年か95年）の土地・裁判領主（Grund一．und

Gerichtsherr）。それが領邦君主であればL，騎士領領主であればR，村が

領邦君主と騎士領領主に同時に所属すればL＋R，で示され，騎士領につい

てはその名称が付記される。本稿では3種の村をそれぞれ管区村落，騎士領
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侶3｝
村落，複合村落と名付けよう。②Georgiによって1913年の総面積と〈．〉

（29）Nr．151（3）の権利者はHを兼ねており，das　Sch互nk－und　Vierhufe　ngut　［Kat．〕

　Nr．80，と記されている。

（30）Nr．73（1）の権利者は記載されていないが，保有農と推定される。賦役への反対

　給付の権利者として最も適当であるからである。

（31）Nr．106（3）の権利者たるGutsbesitzer　Dilbritzが何者であるか明らかでない。

　Oschatz郡Dabritz村はこの名称をもつドイツ唯一の村であるが，ここには騎士領が

　存在しない。（Blaschke　1957，　S．226．）Dabritzは土地所有者の姓を示すのかもし

　れない。

（32）　Blaschke　1957，　S．　42－63・

（33）　Georgi，　S．　84－86・
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内に耕地（園地を含む）面積。また，1832年11月6日付「騎士領所有者によ

って選出されるべき邦議会議員に関する指令」の中の「騎士領名簿，1，マ
　　　　（34）

イセン県」に記載された騎士農場（Rg）一これには御料地（Kg）も含ま

れる一が所在する場合には，それが（）内に略号で（冒頭の村名と異な

る時はその名称も）示され，1838／43年の全国棟地に基づくそれの「租税単
　　　　　　　（35）
位」（SE）評価額も付記される。以上の面積と評価額は四捨五入値である。

　　　　　　　（36）　（37）③L・mmatzschによって1834年掛人口。④Blaschkeによって18世紀央（特

記せぬ場合は1764年）にお・ける保有農の戸数と（）内にフーフェ数。フー

フェ農はHn，園地農はGt，小屋管財はHs，フーフェはHfで示される。

　①の領主に関連してBlaschkeは，ザクセンで「土地領主と裁判領主は稀
　　　　　　　　　　　　　　　（38）
な例外を除いて同一人」であり，18世紀後半からグルントヘルシャフトの廃

止（1838年以降）までの間に領主の「変動はほとんどなかった」と述べてい
　｛39）

る。しかし，なにがし．かの変動はあったかもしれない。また，土地負担を主

として負担した農民保有地について，償却直前の時期の数と耕地面積は明ら

（34）Gesetzsammlung　1832，　S．427－429．ただし，ここでは，　CunnersdorfはKun－

　nersdorf，　D6britzchenはD6britzgen，．SeuBlitzはSeuselitzと表記されている。

（35）Steuern，　S．20。ただし，ここでは，前註（25）（i）のBaselitzのほかに，　Biebe－

　rachがBiebrach，　D6britzchenがD6britzgenと表記されている。

（36）Lommatzsch，　S．37－39．1834年のNeuer　Anbau（Nr．85）の人口はNaunhof

　（Nr．83）に含まれる。1843年の人口はNaunhof　406人，　Neuer　Anbau　66入であっ

　た。（Lommatzsch，　S．38．）

（37）Blhschke　1957，　S。42一一63．ただし，寄留者（lnwohner）（借家人と奉公人）の数

　は原資料に記載されていない。（Blaschke　1957，　S．　X．）したがって，　MUhlbach

　（Nr．76）で保有農戸数がゼロであっても，人ロゼロとはならない。

（38）Blaschke　1957，　S．）a．彼は後にも次のように述べている。ザクセンでは土地・裁

　判領主は通例，村落を一円的に支配した。複数の土地領主に属する村落も約10％ある

　が．その場合でも土地領主は同時に裁判領主であった。（Blaschke　1965，　S．240　f．）

　この裁判権は通常は下級裁判権であった。（Haun，　S．154；LUtge，　S．107⇒なお，

　当郡域で18世紀後半に複数の領主に支配されたのは，私の計算では155村中18村（11．6

　％）である。

（39）　Blaschke　1957，　S，　M．
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かでない。したがって，かつての権利老（騎士農場など）の耕地を含み，半世

紀以上の期間における耕地の拡大ないし縮小の結果でもある②の耕地と，零

細農ばかりでなく，家族をも算入した③とは，土地負担と正確に照応するわ

けではない。さらに，④の時点以後償却までに階層分化が進行したであろう。

このように，①，とりわけ②と③と④は難点をもっているが，分析の出発点

にはなるであろう。

（2）　委託地代の発生

　　　1．　Adelsdorf　〈S．　10．）　305．　76　M
（1）　225．84M（1839）1十r〔十W〈一〉

（2）　79．92M（1841）W〈一〉

〔RAdelsdorf．473　ha〈386ha＞（Rg；4556　SE），106入，5Hn＋4Gt（11　Hf）・〕

（1　）

（2）

（3）

（4）

（5）

2．　Altleis　（S．　10．）

319，04M　（1839）　1十ll　〈一＞

114．24M　（1844）　ll　〈A　MeiBen＞

396．76M（1851）皿〈B　Dallwitz　und　D6britzchen＞

48．48M（1854）H十皿〈C　Lenz＞

　3．40M（1857）皿〈C　GroBenhain＞

〔L十RDallwitz，250ha＜216ha＞，100入，11　Hn十1Gt（13Hf）．〕

　　　3．　Barn＄dorf　（S．　11．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

　9．16M　（1844）　fi　〈A　Moritzburg＞

45．56M（1848＞ll＜A　Moritzburg＞

178．2G　M（1852）皿十珊くC　BIjrnsdorf＞

41．00M　（1854）　wn　〈C　Blj　rnsdorf＞

454．92M（1854）皿〈A　Moritzburg＞

〔L．643ha〈395ha＞，323人，34　Hn十7Gt十9Hs（21r9一　Hf）．〕

　　　4．　Barwalde　（S．　11．）

（1）　417．32M　（1844）　U　〈A　Moritzburg＞

（2）　310．56M（1853）皿十W十双〈B　Naunhof＞

（3）　60．00M　（1853）　1　〈B　Naunhof＞

881．92　M

728．84　M

1400．92　M
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（4）　221．12M（1853）H〈C　Bnrwalde＞

（5）　341．00M．（1854）皿〈A　Moritzburg＞

（6）　50．92M（1854）H十皿〈C　Btirwalde＞

〔L．540ha＜297　ha＞，300人，22　Hn十15　Gt十2｝Hs（15寺Hf）・〕

　　　　　　5．Baselitz　bei　Blattersleben（S．11．）　．　　　　　　　　　180．60　M

Wistauda（Ortsteil　von　Wantewitz）の委託地代を含む．

　　　　　　　　　　　　（1）　　2．08M（1843）∬〈　〉

（2）　120．00M（1852）IX＜B　BaBlitz＞

（3）　　4．20M（1854）ll＜C　StrieBen＞

（4）　54．32M（1855）ll十皿〈C　Wantewitz＞

〔RBaselitz，124ha〈113ha＞（Rg；6578　SE），81入，3｝｛s（一Hf）（1800年）．〕

　　　　　　6，BaBlitz　bei　GeiBlitz（S．12．）　　　　　　　　　　　　1468．68　M

　（1）　896．60M（1846）1十．ll〈B　Proschwitz＞

（2）　68．12M（1855）H十皿〈C　Wantewitz　und　Zscheila＞

（3）　503．96M（1855）H＋皿＋W＋V〈B　Proschwitz＞

〔RProschwitz．386ha〈344　ha＞，129人，12｝｛n十2・Gt十4Hs（17　Hf）．〕

　　　　　　　7，Bauda（S．12．）　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　3056．32　M

　（1）　653．64M（1841）ll十双〈　〉

　（2）　265．24M（1842）ll〈C　MeiBen＞

　（3）1382．68M（1842）1十H十W〈　〉

（4）　280．48M（1853）皿〈B　Walda＞

　（5）　474．28M（1856）皿十皿〈C　Bauda＞

　〔RWalda．976ha＜750　ha＞，394人，33　Hn＋14　Hs（47　｝　Hf）．〕

　　　　　　　8．Beiersd◎rf（S．12，36）　　　　　　　　　　　　　　　　897．80　M

Ortsteile　Lauterbach　und　Marschauの委託地代を含む．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

671．64　M

　O．40　M

105．24　M

　2．　16　M

82．36　M

36．00　M

（1839）

（一）

（1852）

（1855）

（1857）

（1857）

〔RLauterbach．　LauterbachとMarschau（1862年に分離）

1＋ll＋w〈　〉

皿十】V　＜BNaunhof＞

羽十】V　〈BLauterbach＞

ll十皿　くC　GroBdobritz＞

H十皿　〈CNau塾hof＞

1十ll十皿　〈C　Niederebersbach　und　Oberebersbach＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を含んで456ha‘〈373ha＞
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〔Rg　Lauterbach；6296　SE），202人，12　Hn十8Gt＋8Hs（15青Hf）．〕

　　　　g．　Berbisdorf　（S．　13．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

119．20M　（1841）　”　〈一＞

47．04M　（1843）　ll　〈A　Dresden＞

722．24M（1843）1十皿十V［＜　＞

703．52M（1853）皿十IV〈B　Berbisdorf＞

　O．64M　（1854）　IV　〈B　Berbisdorf＞

165．40M　（1857）　ll　〈C　Berbisdorf＞

（R　Berbisdorf．　806ha　〈523ha＞（Rg；3546　SE），

　　　’　lo．　Bieberach　（S．　13．）

（1）　538．48　M　（1840）　1　〈（A）　Kalkreuth＞

（2）　136．64M　（1843）　ll　〈A　GroBenhain＞

（3）　191．76M　（1854）　M　〈A　GroBenhain＞

（4）

1758．04　M

485人，23Hn十26　Hs（14甚Hf）．〕

　　　　　　　　　　　　　　938．48　M

　　　　71．60M（1857）1十皿十In〈C　Niederebersbach　und　Oberebersbach＞

〔L分農場を除いて239ha〈163ha＞（Kg；SE→Kalkreuth），174人，12　Hn＋13　Hs

　（9　一t一　Hf）．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（．7）

（8）

（9）

n．　Blattersleben　（S．　13f．）

262．76M　（1843）　ll　〈A　MeiBen＞

208．72M（1844）ll十W〈B　Zottewitz＞

100．16M（1844）H＜A　GroBenhain＞

105．80M（1846）ll＜A　GroBenhain＞

107．84M（1847）1＜B　Zottewitz＞

55．44M　（1850）　IY　〈B　Zottewitz＞

493．40M（1852）皿〈B　Zottewitz＞

39．96M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

55．08M　（1859）　ll　〈C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RZottewitz．349　ha〈302　ha＞，169人，23　Hn＋1Hs（24　Hf）．〕

　　　12．Blochwitz（S．14．．）

（1）　605．76M（1844）1十H〈D　Blochwitz＞

　　　　　　　　　　　　　ミ
（2）　79．84M（1852）1十皿〈B　GroBkmehlen＞

（3）　24．20M（1854）1十H＜C　BIQchwitz＞

（4）　377．04M（1855）H十皿くC　Blochwitz　und　Linz＞

1429．16　M

1086．84　M
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［R　GroBkmehlen　（Kreis　Liebenwerda）．　862ha　〈549ha＞，

（7Hf）（1748年）．〕

　　　　　13．　Bobersen　（S．　14　f．）

（1）　94．76M　（1842）　U　〈C　MeiBen＞

（2）　29．24M（1842）工十H〈B　Bobersen＞

（3）　　1．48M（1846）1＜C　Gr6ba＞

（4）　11．36M（1854）ll十皿〈G　Bobersen＞

（5）　41．36M　（1855）　ll十M　〈C　Gr6ba＞

（6）　496．20M　（1855）　M　〈B　Bobersen＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225ha＜190ha＞（Rg；2394　SE）

（6｝Hf）．）

　　　　　14．　Boden　（S．

（1）　48．16M　（1842）

（2）　266．72M　（1856）

（3）　12．80M　（1857）

CR　Boden．　156　ha

　　　　　15．　B6hla　bei

180人，11Hn十6Gt十5Hs

674．40　M

〔RBobersen十Gr6ba十Strehla．　　　　　　　　　　　　　，372人，8Hn十15　Hs

　　　　　　　　　　　　　　　　　15．）　327．68M
　　　　　　　　　　　　　　　　　　I＋皿＋）皿〈　〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿十lv　＜B　Boden＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll十皿〈C　GroBdittmannsdorf　und　Medingen＞

　　　　　　　　　　　　　　＜54ha＞（Rg；3557　SE），132人，13Hs（一Hf）．（1801年）・〕

　　　　　　　　　　　　　　　　Lenz　（S．　15．）　906．28　M

（1）　12．36M

（2）　148．56M

（3）　187．92M

（4）　14．44M

（5）　90．60M

（6）　68．56M

（7）　383．84M

［L．　315ha

　　　　　16．

（1）　446．80　M

（2）　360．00M

（3）　90．08M

（4）　124．48　M

（5）　9．52M
（R　Bb’hla．

（1842）

（1842）

（1843）

（1844）

（1846）

（1848）

（1853）

H
π
皿
H
H
H
I
皿

＜259　ha＞，119人，

B6hla　bei　Ortland　（S．　16．）

　　　　（1840）　1十ll　〈B　B6hla＞

　　　　（1844）V［十V皿　くBB6hla＞

　　　　（1848）　1　〈B　B6hla＞

　　　　（1854）　U　〈C　Ponickau＞

　　　　（1855）皿　くAGroBenhain＞

505ha＜250ha＞（Rg；2215　SE），234人，

〈C　MeiBen＞

〈A　MeiBen＞

＜AMeiBen＞

〈A　GroBenhain＞

〈A　GroBenhain＞

〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

＜AGroBenhain＞

　15Hn十4Hs　（18　Hf）．）

11Hn十6Hs　（12　Hf）．〕

1030．88　M
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　　　　17．　Brockwitz　（S．　16．）

（1）　161．96M（1837）1十ll〈　〉

（2）　223．48M（1855）1十皿〈C　Lampertswalde＞

〔RWalda・321ha〈240ha＞，145人，16　Hn十2Hs（18　Hf）．〕

　　　　18．　Br6Bnitz　（S．　16．）

（1）　30．48M（1845）1十ll〈B　GroBkmehlen＞

（2）　50．72M（1852）1十皿〈B　GroBkmehlen＞

（3）　189．00M（1853）W十V〈B　K：leinkmehlen＞

（4）　202．68M　（1858）　ll十M　〈C　GroBthiemig＞

〔RGroBkmehlen（Kreis　Liebenwerda）．349ha＜251ha＞，83入，

（4Hf）（1748年）．〕

　　　　19．　Colmnitz　（S．　16f．　）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

1180．12M（1840）1十班〈D　Colmnitz＞．

　35．88M（1842）H　＜C　MeiBen＞

　82．04M　（1848）　rv　〈B　Zschaiten＞

206．60M　（1852）　M十xt　〈一＞

189．76M（1856）H十皿くC　Bauda＞

〔RZschaiten，381ha＜341ha＞，195人，17　Hn（1g　Hf）．〕

　　　20．　Cunnersdorf　（S．　17．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

385．44　M

472．88　M

7Hn十2Gt十4Hs

1694．40　M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　687．16　M

243．08M　（1837）　1十H　〈一＞

42．00M（1844）W十W＜J（数人）CunnersdQrf＞

276．00M（1845）H十恩くB　Cunnersdorf＞

　8．00M（1854）ll十皿〈C　Sacka＞

105．48M（1856）皿十W〈B　Cunnersdorf＞

12．60M　（1857）　1十ll十M　〈C　Niederebersbach　und　Oberebersbach＞

〔RCunnersdorf．259ha〈184ha＞（Rg；1789　SE），155人，

　　　　21．　Cunnertswatde　（S．　17．）

（1）　13．40　M　（1844）　ll　〈A　Moritzburg＞

（2）　14．28M（1852）ll＜C　Btirnsdorf＞

（3）　　7．．16M（1853）皿〈C　Barnsdorf＞

（4）　67．48M（1854）皿〈A　Moritzburg＞

〔L114ha＜2ha＞，29人，3Hn十2Gt（2をHf）．〕

14Hn十7Hs　（3tHf）．）

　　　　　　　　　　ユ02，32M
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　　　　22．　Dallwitz　（S．　18．）　242．52　M
Dbbritzchen（Ortsteil　von　Lenz）の委託地代を含む．

（1）　10．56M　（1843）　ff　〈A　MeiBen＞

　（2）　　126．04M　（1851）皿　〈B　Daltwitz　und　D6britzchen＞

（3）　103，12M　（1852）　1　〈C　Lenz＞

　（4）　　2、80M（1854）ll十皿〈C　Lenz＞

〔RDallwitz・D6britzchenを含んで316ha＜237ha＞（Rg　Dallwitz　und　D6britzchen；

両者計で5084SE），　D6britzchenを含まずに78人，6Hn＋2Gt（3　Hf）．〕

　　　　23．　Diesbar　（S．　18．）　260．72　M
（1）　91．96M（1842）1十ll十W十組く一〉

（2）　　0．76M（1856）ll十皿〈C　Zadel＞

（3）　156．24M　（1859）　M十JY　〈B　SeuBlitz＞

（4）　11：76M（1859）II＜C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RSeuBlitz．24ha＜8ha＞，159人，4Hn十18　Hs（1Hf）．〕

　　　　24．　Dobra　（S．　18，　78．）　1947．04　M
Ortsteil　Zschornaの委託地代を含む．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

1120．40M　（1841）　1十ll十sw　〈一＞

　23．96M　（1855）　M　〈B　Zschprna＞

　96．00M（1856）W〈C　Dobra＋J（数人）DQbra＞

385．68M　（1857）　ll　〈C　Dobra＞

321、00M（18SS）恥十V＜B　Zschorna＞

〔RZschorna・Zschornaを含んでユ253ha＜478ha＞（R．g　Zschorna；7554　SE），349人，

28　Hn十11　Hs　（21　Hf）．）

　　　　25．　D6schUtz　（S．　19．）　659．04　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

74．28M　（1842）　1十g　〈B　SeuBlitz＞

20，84M　（1843）　1　〈A　MeiBen＞

260．96M　（1844）　ll　〈A　MeiBen＞

21．48M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

40．24M　（1853）　M　〈A　MeiBen＞

212．52M　（1854）　M　〈A　MeiBen＞

28．72M　（1859）　R　〈C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔L172　ha＜158　ha＞，85入，15　Hn（11斎Hf＞．〕
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0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

26．

15．24　M

24．80　M

11．16　M

53．96　M

　2．64　M

29．28　M

　6．28　M

263．92　M

11．40　M

34．48　M

Ermendorf　（S．

（1839）

（1843）

（1843）

（1846）

（1848）

（1848）

（1852）

（1853）

（1855）

（1857）

〔L十RLauterbach十Naundorf．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

［L．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

27．　Folbern　（S．　20f．）

　　109．56’M

　　20．76M

　　125．84M

　　442．88M

　　86，44M

　　489．52M

632ha

　　28．

　　112．52M
　　　　　ロ

　　　8．56M

　　25．72M

　　65．88M

　　　7．64M

＜444ha＞　321人，

Forberge　（S．　21．）

（1843）

（1844）

（1846）

（1846）

（1848）

（1854）

　’

（1840）

（1842）

（1846）

（1854）

（1855）

　〔RGr6ba十Strehla．　132ha＜111ha＞，

　　　　　　29．　Frauenhain　（S，　21　f．）

Ortsteil　Lautendorfの委託地代を含む．

（1）　4．60M　（1837）　1　〈一〉

（2）　729．80M　（1838）　ll　〈一〉

（3）　58．36M（1839＞工十H〈　〉

　19f．）　453．16M工＋皿＋w＜　＞

ll　〈A　MeiBen＞

ll　〈一＞

ll　〈A　GroBenhain＞

1　＜BNaunhof＞

1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

M　〈B　Naundorf＞

皿くAGroBenhain　und　MeiBen＞

ll十皿〈C　Gr6bern　und　GroBdorbitz＞

1十∬十；皿　〈CNiederebersbach　und　Oberebersbach＞

　　　　　176ha〈154　ha＞，87人，9Hn十1Gt（10暑Hf）．〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1275．00M

　　〈B　Adelsdorf＞

ll　〈A　GroBenhain＞

ll　〈C　GroBenhain＞

ll　〈A　GroBenhain＞

1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

III　〈A　GroBenhain＞

　　　40Hn十12　Hs　（24　Hf）．〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220．32　M

I＋ll　〈一＞

9　＜CMeiBen＞

1　〈C　Gr6ba＞

M　〈B　Gr6ba＞

ll十M　〈C　Gr6ba＞

　　　　　　　　　　57人，4Hn（7甚Hf），〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2920．20　M
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（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

707．80　M

　6．16　M

69．92　M

87．20　M

514．　16　M

742．　20　M

　［R　Frauenhain十Zabeltitz．

titz），641人，37　Hn＋7Gt＋28　Hs

　　　　　　30．　Freitelsdorf　（S．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

7ユ2．56M

30．96　M

　1．16　M

80．76　M

61．28　M

［R　R6dern．　496ha

　　　　　31　．　Gtivernitz　（S．

〉
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
L

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
〔

（1）

（2）

（3）

　　108．40　M

　　13．24　M

　　56．04　M

　　30．68　M

　　14．　40　M

　　69．60　M

　　45．76　M

　　285．64　M

　　27．00　M

　　32．56　M

　　11．60　M

300　ha

　　32．

　　62．16　M

　　I6．24　M

　　102．52　M

　　　　　（1840）　1　　〈　　　〉

　　　　　（1841）　1　〈一〉

　　　　　（1842）　工　　く　　　〉

　　　　　（1855）皿　〈BZabeltitz＞

　　　　　（1856）皿　〈BFrauenhain＞

　　　　　（1856）　H十M　〈C　Frauenhain＞

　　　　　　　　　　　　　Lautendorfを含んで1651　ha＜745ha＞（Rg；SE→Zabel一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（27tHf）．］

　　　　　　　　　　　　　22．）　886．72M
　　　　　（1840）　1　十n十vr　〈一〉

　　　　　（1850）　IV　〈B　R6derri＞

　　　　　（1851）　IY　〈B　R6detn＞

　　　　　（1856）　瓜　〈BR6dern＞

　　　　　（1857）　1十II十皿　くC　Niederebersbach　und　Oberebersbach＞

　　　　　　　〈195ha＞，182人，17　Hn＋11　Hs（11Hf）．〕

　　　　　　　　　　　22f．）　694．92M
　　　　　（1842）　ll　〈A　MeiBen＞

　　　　　（1843）　ll　〈B　Naundorf＞

　　　　　（1844）　ll　〈A　GroBenhain　und　MeiBen＞

　　　　　（1845）　il　〈A　MeiBen＞

　　　　　（1846）　”　〈C　GroBenhain＞

　　　　　（1846）　ll　＜A　Groβenhain＞

　　　　　（1848）　1　＜AGroBenhain　und　Kalkreuth＞

　　　　　（1853）皿〈AGro3enhain　und　MeiBen＞

　　　　　（1854）　IX　〈D　Obergavernitz＞

　　　　　（1855）　ll十M　〈C　Wantewitz＞

　　　　　（1857）’　M　〈C　GroBenhain＞

〈260ha＞，161人，15　Hn十6　Hs（エ8　Hf）．〕

GeiBtitz　（S．　23．）　346．36　M
　　　　　（1843）ll＜A　MeiBen＞

　　　　　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

　　　　　（1848）　1　〈B　Naunhof＞
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（4）　165．44M（1854）研くA　GroBenhain＞

〔L222　ha〈198　ha＞，90入，9Hn＋3Gt十1Hs（13Hf）．〕

　　　33．　Glaubitz　（S．　23　f．）

Ortsteile　Langenberg　und　Sageritzの委託地代を含む．

）
）
）
）
）
）
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）
）
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1
1
1
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（
（
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（
（
（
（
（
（
（

837．36M　（1840）　1十ll　〈一＞

40．44M（1840）1十ll十W〈一＞

135．16M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

302．72M　（1844）　vr　〈B　Glaubitz＞

21．00M（1847）W十W〈B　Zschaiten＞

848．80M（1852）研くB　GIaubitz＞

18．24M（1854）皿十短〈B　Skassa＞

28．68M（1854）H十皿〈C　Pe．ritz　und　WUlknitz＞

　6．44M　（1854）　M　〈B　Glaubitz十H（1）　Sageritz＞

600．96M（1857）n十皿〈C　GIaubitz＞

　4．72M（1859）ll十皿〈C　Glaubitz＞

　2．36M　（1859）　U　〈C　Glaubitz＞

2846．88　M

〔RGIaubitz・LangenbergとSageritzを含んで1022ha〈811ha＞（Rg；7071　SE），

880人，43Hn十8Hs（42一｝一Hf）．〕

　　　　34．　G6hra　（S．　25．）　841．64　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

60．96M（1840）1＜A　Kalkreuth＞

464．20M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

53．20M　（1848）　1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

134．48M　（1853）皿　くA　Gr◎Benhain＞

128．80M　（1854）　n　〈C　Reinersdorf＞

〔L372　ha〈315ha＞，97人，15Hn＋1Hs（18Hf）．〕

　　　35．　G6rzig　（S．　25．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

24．64M（1836）1＜一＞

483．04　M　（1837）　1　十　ll　〈一＞

　6．08M（1838）1＜一＞

21．20M　（1841）　1　〈一＞

208．36M　（1855）　M　〈B　Zabeltitz＞

182．96M（1856）H十皿〈C　Zabeltitz＞

926．28　M
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〔RZabeltitz・514ha＜418ha＞，166人，10Hn十6Gt十4Hs（9－irHf）．〕

　　　　　36．G◎忙zscha（S．25　f．）

（1）　289．24M（1842）1〈　〉

（2）　12．56M（1．843）1〈　〉

（3）　345．44M（1852）ll十皿くB　Zottewitz＞

（4）　　28．56M　（1855）ll＜C　Merschwitz＞

（5）　28．56M（1859）H〈C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RZottewitz・114ha＜96ha＞，190人，22Gt＋10Hs（一Hf）．〕

　　　　　37．Gostewitz（S．26．）

（1）　60．04M（1841）H〈C　MeiBen＞

（2）　　7．24M（1842）H〈C　MeiBen＞

（3）　97．72M（1845）H〈A　MeiBen＞
　　　　　　　　　　　ヲ

（4）　78．68M（1853）皿くB　Jahnishausen＞

（5）　57．52M（1854）ff十III＜C　Pausitz＞

〔RJ・h・i・hausen．117h・〈105b・〉，65人，9H・＋3H，（． V却f）．〕

　　　　　38．GrOba（S．26．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

708．28　M

101．96　M

30．52　M

169．96　M

11．96M

365．00　M

27．00　M

139．16　M

ba．

（1840）

（1841）

（1842）

（1846）

（ユ853）

（1854）

（1854）

（1855）

工＋ll

H
I
H
皿
皿
H＋皿

〔RGr6　　　664ha＜411ha＞（Rg；12282　SE），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　39．Grδdel（S．27．）

（1）　45．48M（1842）H〈C　MeiBen＞

（2）　292．80M（1852）皿〈B　Gr6del＞

（3）　　9．44M（1855）皿くA　GroBenhain＞

（4）　42．24M（1858）ll十皿〈C　Zeithain＞

〔RGr6del・工45ha〈117ha＞（Rg；6663SE），227人，

　　　〈一〉

〈一〉

＜CMeiBen＞

〈C　Gr6ba＞

＜H　（ユ）　Gr6ba＞

〈B　Gr6ba＞

〈H　（1）（Gr6ba）〉

　　　〈C　Gr6ba＞

　　　　　　　　　　　　467人， 23Hn十32HS　（19Hf）．）

6Hs（一Hf）（1748年）．〕

704．36　M

301．20M

1553．84　M

389．　96　M
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（1）

（2）

（3）

（4）

40．　Gr6ditz（S．　27．）

371：84M（1840）1十皿く　＞

32．32M（1853）皿〈B　Koselitz＞

333．68M（1856）皿〈B　Frauenhain＞

39．68M（1856）H十皿＜C　Frauenhain＞

777．52　M

〔RSaathain（Kreis　Liebenwerda）．442ha＜322　ha＞，260人，23Hn十2Hs（20田）．〕

（1）

（2）

（3）

（4　），

（5）

（6）

41．　GroBdittmannsdorf　（S．　27．）

49．44M　（1840）　1　〈B　Tauscha＞

504．00M　（1841）　ll　〈一＞

425．32　M　（1842）　1　十　ll　十xu　〈一＞

263．88M　（1856）　ll　〈C　Radeburg＞

623．00M　（1857）　M　〈B　Boden＞

204．36M（1857）H十皿〈C　GroBdittmannsdorf　und　Medingen＞

〔RBoden・793　ha＜471ha＞，465人，21　Hn十37　Hs（16Hf）．〕

　　　42．　GroBraschUtz　（S．　28．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

333．96M　（1840）　H　〈B　Skassa＞

895．08M（1846）H＜B　Skassa＞

55．52M　（1846）　V［　〈B　Skassa＞

272．08M（1854）皿十IV〈B　Skassa＞

264．48M（1855）ll十皿〈C　Wantewitz　und　Zscheila＞

〔RSkassa．373ha＜305ha＞，173人，19Hn十3Hs（20Hf），〕

　　　43．　Heyda　（S．　28．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

130．76M　（1840）　ll　〈C　MeiBen＞

521．76M（1842）1十∬十W〈　＞

31．84M　（1843）　ll　〈A　MeiBen＞

253．44M（1853）皿〈B　Riesa＞

　0．88M（1854）皿〈B　Riesa＞

168．92M　（1855）　ll十M　〈C　Heyda＞

　0．48M（1856）ll十皿〈C　Riesa＞

　1．68M　（1857）　fi　〈C　Heyda＞

〔RSkassa．739ha＜713ha＞，274人，26Hn十7Hs（18Hf）．〕

2070．00　M

1821．12　M

1109．76　M
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（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

［L．

44．　Hohndorf　（S．　28　f．）

　　　2．40M　（1843）

　　　4．72M　（1846）

　　　2．64M　（1848）

　　114．08M　（1853）

　　97．16M　（1854）

　　74．68M　（1857）

152ha　＜139ha＞，　　　　　　　　　　　40人，

4s．　Jahnishausen　（S．　29　f．）

ll＜A　MeiBen＞

ll　〈A　GroBenhain＞

1　〈B　Naunhof＞

皿〈AGroBenhain　und　MeiBen＞

M　〈A　MeiBen＞

1十ll十M　〈C　Nie

　　　6Hn　（9Hf），］

295．68　M

derebersbach　und　Oberebersbach＞

149．96　M

Ortsteil　Bbhlenの委託地代を含む

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（R　Jahnishausen．

（2輪Hf）（1748年）．〕

　　　　　46．　Kalkreuth　（S．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

［L．

10．60　M

　2．04M

13．12　M

25．52　M

66．48　M

16．12　M

16．08　M

nis

226．52　M

・　9．92　M

31．64　M

12．60　M

259．32　M

49．72　M

404．68　M

（1841）　ll　〈C　MeiBen＞

（1842）　1　〈一〉

（1845）　ll　〈B　Jahnishausen＞

（1845）　ll　〈A　MeiBen＞

（1853）皿　〈BJahnishausen＞

（1853）皿〈EMeiBen＞

（1854）　ll十M　〈C　Pausitz＞

　B6hlenを含んで395　ha＜312ha＞（Rg；11966　SE），134人，12Gt十2Hs

（1840）

（1844）

（1846）

（1846）

（1853）

（1854）

（1854）

工
n
H
l
m
H

30；　）

〈A　Kalkreuth＞

〈A　GroBenhain＞

〈A　GroBenhain＞

〈A　Kalkreuth＞

〈A　GroBenhain＞

〈C　Reinersdorf＞

〈A　Kalkreuth＞

　　　　御料地を除いて241ha＜168ha＞（Kg；Bieberachを含んで10547　SE），

十8Hs　（7－g－Hf）．）

　　　　　　47．　Kleinnaundorf　（S．　30．）

（1）　510．32M　（1843）　1十ll十wu　〈一〉

（2）　170．44M　（1853）　V　〈B　Kleinnaundorf＞

994．40　M

215人，14Hn

784．36　M
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（3）　30．48M　（1854）　1　〈B　Kleinnaundorf＞

（4）　73．12M．（1857）H十皿くC　WUrschnitz＞

〔RBQden．325ha〈146ha＞（Rg；2296SE），156人，

　　　　　48．　KleinraschUtz　（S．　31．）

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

89．72M　（1840）

　1．80M　（1843）

128．20M　（1844）

15．64M　（1846）

10．76M　（1846）

　8．　84　M　（1848）

126．28M　（1852）

32．20M　（1854）

269．36M　（1854）

　3．28M　（1855）

38．24M　（1857）

（R　Naundorf十Skassa．

　　　　　49．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

Kleinthlamig　（S

102．92　M

86．44　M

206，04　M

30．08　M

　1．00　M

64．08　M

（1839）

（1843）

（1843）

（1846）

（1853）

（1855）

10Hn十6Hs　（8Hf）．〕

724．32　M

〔L十RPr。㎜itz十Walda．　　　　　　　　　　　　　　　　．〕

　　　　　　so．　Kleintrebnitz　（S．　32．）　36．56　M
Fichtenberger　Rustelmarkの委託地代を含む．

（1）　25．52M（1854）皿〈A　Gro3enhain＞

（2）“　11．04　M　（1857）　ll　〈C　Boragk　und　Fichtenberg　（PreuBen）〉

〔RFichtenberg（Kreis　Liebenwerda），　Fichtenberger　Rustelmarkを含んで203ha

〈126ha＞，23人，4Hs（一Hf）（1730年〉．〕

　　　　　　sl．　Kmehlen　（S．　32f．）　1410．68　M
（1）　332．36M（1842）1十W〈B　BaBlitz＞

n　＜BSkassa＞

ll　〈一＞

ll　〈A　GroBenhain　und　MeiBen＞

ff　〈A　GroBenhain　und　MeiBen＞

ll　〈C　GroBenhain＞

　　〈B　Zschaiten＞

皿　くBNaundorf＞

皿十】V　＜BSkassa＞

皿　＜AGroBenhain＞

皿十皿〈CSkassa　und　Wantewitz＞

M　〈C　GroBenhain＞

285　ha〈206ha＞，121人，14Hn＋2Gt＋2Hs（17｝Hf）・〕

　　31f．）　490．56Mll　〈一＞

H＋W＜　＞

ll　〈A　MeiBen＞

ll　〈A　Gro3月目hain＞

M　〈A　MeiBen＞

ll十M　〈C　Skassa＞

　　305ha＜244ha＞，121入，1gHn十6Hs（20一｝一Hf）

　　．　32．）
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（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

204．28M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

16．04M（1842）1＜　＞

56．60M　（1843）　1　〈A　MeiBen＞

88．24M　（1844）　ll　〈A　MeiBen＞

30．72M（1845）ll＜A　MeiBen＞

55．60M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

109．08M　（1853）　bl　〈A　MeiBen＞

486，40M（1854）皿〈A　MeiBen＞

31．36M（1855）ll十m＜C　Wantewitz＞

〔L．517ha＜374ha＞，202人，16Hn十9Hs（24Hf）．〕

　　　s2．　Kobeln　（S，　33．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

134．72M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

30．72M　（1843）　ll　〈A　MeiBen＞

272．72M（1844）VI＜B　Hirschstein＞

82．20M（1844）1十II十瀬〈B　Hirschstein＞

631．88M　（1845）　1　〈B　Hirschstein＞

49．56M　（1848）　IV’　〈B　Hirschstein＞

60．48M（1851）W＜B　Hirschstein＞

176．24M　（1853）　M　〈B　Hirschstein＞

47．04M（1855）H十皿〈C　Heyda＞

〔RHirschstein．314ha，〈284ha＞，154人，16Hn十4｝Is（20Hf）．〕

　　　s3．　Koselitz　（S．　34．）

（1）　331．16M　（1840）　1十ll　〈一〉

（2）　41．44M（1853）皿〈B　Koselitz＞

（3）　232．16M（1854）H十皿〈C　Koselitz＞

1485．56　M

604．76　M

〔RKoselitz・　・580ha〈375ha＞（Rg；3335SE），240人，17Hn十3Gt＋7Hs（15Hf）．〕

　　　s4．　Kottewitz　（S．　34．）　539．88　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

114．96M（1843）皿くA　MeiBen＞

66．00M　（1846）’　ll　〈A　GroBenhain＞

36．04M　（1848）　1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

27．68M　（1853）　M　〈A　MeiBen＞

17．48M　（1854）　ll　〈C　StrieBen＞
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（6）　277．72M（1854）田くA　GroBenhain＞

〔L．185ha〈170ha＞，． W1人，10Hn（11Hf）．〕

　　　　ss．　KrauschUtz　（S．　35．）

（1）　229．60M（1837）1十H〈　〉

（2）　323．56M　（1853）　V　〈一〉

〔RWalda，358ha〈296ha＞，88人，7Hn＋5Hs（9Hf）・〕

　　　　s6．　KrauBnitz　（S．　35．）

（1）　252．60M（1837）工十ll十W〈　〉

（2）　50．76M（1853）1十皿十W＜B　KrauBnitz＞

（3）　148。52M（1857）H十皿くC　GroBkmehlen＞

（4）　55．08M（1858）V＋田〈B　KrauBnitz＞

〔RKrauBnitz．260ha＜183ha＞（Rg；1547　SE），97人，16Gt（3青Hf）．〕

　　　　s7．　Lampertswalde　（S．　3s．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

73．28M（1846）1＜A　Kalkreuth＞

537．60M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

677．48M（1854）皿＜A　GroBenhain＞

26．20M（1855）皿〈C　Frauenhain＞

403．36M（1855）ll十皿〈C　Lampertswalde＞

〔L69gha＜483ha＞，214入，30Hn十3Hs（31Hf）．〕

　　　　ss．　Laubach　（S．，　3sf．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

〔RSeuBlitz．281ha〈237ha＞，100人，

　　1

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

527．88M（1842）1十ll十W十X皿く　＞

63．08M　（1843）　ll　〈A　MeiBen＞，

55．72M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

15．68M（1855）［十皿＜C　Wantewitz＞

164．52M（1859）皿十W＜B　SeuBlitz＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　9Hn十3Hs　（13Hf）．〕

sg．　Leckwitz　（S．　36f．）

51．72M　（1843）　R　〈C　MeiBen＞

525．76M　（1844）　1十ll　〈B　Hirschstein＞

49．76M　（1844）　ll　〈A　GroBenhain＞

18．48M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

11．52M　（1851）　］Y　〈B　Hirschstein＞

553．16　M

506．96　M

1717．92　M

826．88　M

793．88　M
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（6）　67．08M　（1853）　or　〈B　Hirschstein＞

（7）　23．56M　（1855）　ll　〈C　Merschwitz＞

（8）　46．00M　（1859）　ll　〈C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RHirschstein・233　ha〈183ha＞，96人，9Hn十1Hs（9Hf）．〕

　　　　　　60．　Lenz　（S．　37．）

Ortsteil　D6britzchenの委託地代はDallwitz（Nr．22）に含まれる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

69．24　M

59．08　M

57．88　M

185．96　M

209．32　M

49．72　M

CR　D6britzchen．

（1846）

（1848）

（1851）

（1853）

（1854）

（1855）

D6britzch

　（18Hf）（1748年と1764年）．〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　631．20　M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ff　〈A　GroBenhain＞

1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

M　〈B　Dallwitz　und　D6britzchen＞

皿　〈AGroBenhain＞

il＋M　〈C　Lenz＞

皿十皿　〈C　ZScheila＞

　　enを含まずに265ha〈217ha＞，　D6britzchenを含んで196人，

13Hn十6Gt十3Hs
　　　　　61．　Lessa　（S．　37f．）

（1）　19．24M　（1842）　fi　〈C　MeiBen＞

（2）　O．96M　（1846）　1　〈C　Gr6ba＞

（3）　17．52M（1854）皿〈B　Gr6del＞

（4）　11．92M（1855）9十皿くC　Gr6ba＞

〔RGr6del．70ha＜63ha＞，25人，2｝｛n（3Hf）．〕

　　　　　62．　Leutewitz　（S．　38．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

245．68　M

284．　92　M

121．80　M

21．60　M

12．28　M

　5．96　M

129．48　M

124．92　M

（1840）

（1840）

（1842）

（1843）

（1853）

（1853）

（1854）

（1855）

CR　Riesa．　380ha　〈336ha＞，

　　　　　63．　Lichtensee　（S．　38f．）

（1）　74．96M　（1843）　VI　〈D　Gohrisch＞

ll　〈C　MeiBen＞

1十ll十VI＜B　Riesa＞

ll　〈C　MeiBen＞

ll　〈A’MeiBen＞

一　〈A　MeiBen＞

皿〈EMeiBen＞

皿　〈BRiesa＞

皿十皿　 くC　H〔eyda＞

　　　145人，16Hn（20　Hf）．〕

49．64　M

946．　64　M

810．28　M
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（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

27．84　’M　（1844）1　＜BKreinitz＞

　4．32M（1845）1十皿〈B　Kreinitz＞

238．68M（1846）1十H〈B　Strehla＞

207．64M（1854）ll十皿〈C　Lichtensee＞

140．44M　（1854）　ll　〈C　Koselitz＞

98．56M　（1856）　ll　〈C　Streumen＞

17．84M（1858）皿〈B　Strehla十F＞

〔RStrehla．　Haidehauserを含んで731　ha＜380ha＞，　Haidehauserを含まずに277人，

24Hn十12Hs　（31　Hf）．）

　　　64．　Liega　（S．　3g．）　170．84　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

36．96M　（1836）　1　〈一＞

33．48M（1840）ll＜　＞

19．48M（1841）1＜　＞

9．96M　（1842）　vr　〈一＞

23．80M（1854）H十m＜B　Schbnfeld＞

41．48M（1854）ll十皿くC　Sch6nfeld＞

5．68M　（1855）　ll　〈C　Sch6nf　eld＞

〔RSch6nfeld　hintern　Teils．495ha＜157ha＞，115人，3Hn十9Hs（甚Hf＞。〕

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

［R　Linz．　789ha　〈369ha＞（Rg；4238SE）

（1）

（2）

（3）

（4）

〔RSch6nfeld　vordern　Teils．368ha＜217ha＞，91人，12Hn（9Hf）．〕

6s．　Linz　（S．　39　f．）

444．60M（1839）1十n〈　＞

75．64M　（1841）　ll　〈一＞

41．96M　（1853）　or　〈B　Linz＞

221．88M（1855）H十皿くC　Blochwitz　und　Linz＞

96．88M　（1855）　M　〈A　GroBenhain＞

　　　　　　　　　　　　　　　，215人，18Hn十6Hs（14Hf）．〕

66．　LOtzschen　（S．　40．）

147．72M　（1837）　1　〈一＞

254．04M　（1840）　ll　〈一＞

54．36M　（1841）　wu　〈一＞

76．16M（1854）H十皿〈C　Sacka＞

880．96　M

532．28　M
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　　　　　67．　Marksiedlitz　（S．　40．）

（1）　18．44M（1838）1十ll〈　〉

（2）　　1．04M（1855）皿〈B　Zabeltitz＞

（3）　23．52M　（1856）　ll　〈C　Streumen＞

〔RZabeltitz．76ha＜66ha＞，40人，2Hn（4Hf），〕

　　　　　6s．　Marsdorf　（S．　40L）

（1）　’267．92M　（1843）　ll　〈A　Dresden＞

（2）　125．16M　（1853）　U十M　〈C　Bljfnsdorf＞

（3）　26．80M　（1853）　ll　〈C　Btirnsdorf＞

（4）　974．16M（1854）m＜A　Moritzburg＞

（5）　　6．88M（1858）ll十皿〈C　Lausa＞

〔L500ha＜277　ha＞，266人，24Hn十13Hs（27｝Hf）．〕

　　　　　6g．　Medessen　（S．　41．）

（1）　50．08M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

（2）　44．08M　（1848）　1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

（3）　34．44M　（1854）　［　〈C　StrieBen＞

（4）　415．28M（1854）皿くA　GroBenhain＞

（5）　188．92M（1855）ll十皿〈C　Zscheila＞

〔L．367ha＜294ha＞，88人，14Hn（18Hf）（1748年）．〕

　　　　　70．　Medingen　（S．　41．）

（1）　465．36M　（1839）　1十ll　〈一〉

（2）　31．16　M　（1840）　ll　〈A　Hubertusburg＞

（3）　79．92M（1841）工十ll〈C　Medingen＞

（4）　156．32M　（1853）　ll　〈C　Medingen＞

（5）　271．96M（1854）V十医〈B　Medingen＞

（6）　8．32M　（1854）　IX　〈E　Medingen＞

〔RMedingen．508ha＜298ha＞（Rg；2440SE），446人，15Hn十8Gt十12Hs

　　　　　71．　Mehltheuer　（S，　42．）

（！）　39．16M　（1842）　1　〈一〉

（2）　659．56　M　（1845）　ll　〈B　Jahnishausen＞

（3）　162．08M　（1853）　M　〈B　Jahnishausen＞

（4）　303．40M（1853）ll十皿〈C＞

43．00　M

1　400．　92　M

732．80　M

1013．04　M

（12Hf）．］

1164．　20　M
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〔RJahnishausen．434ha〈398ha＞，302人，32Hn十9Hs（28｝Hf）．〕

　　　72．　Mergendorf　（S．　42．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

138．25M　（1840）　ll　〈C　MeiBen＞

381．24M（1841）1十ll十W〈一＞

64．80M　（1843）　ll　〈A　MeiBen＞

64．44M　（1854）　M　〈B　Riesa＞

17．72M（1855）皿〈E　MeiBen＞

23．52M（1856）fi十皿〈C　Riesa　und　Weida＞

〔RRiesa．277ha〈257ha＞，137人，17Hn（19Hf）．〕

　　　73．　Merschwitz　（S．　42f．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

169．56M　（1839）　M　〈（J）＞

80．92M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

21．56M（1843）刈〈J（1人）Merschwitz＞

71．28M（1844）1十H十W十X皿〈B　Merschwitz＞

797．92M（1852）皿くB　Merschwitz十H（1）Merschwitz＞

364．88M（1853）IV＜A　GroBenhain＞

58．24M　（1855）　fi　〈C　Merschwitz＞

112．04M　（1859）　ll　〈C　rvlerschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RMerschwitz．331ha＜252ha＞（Rg；3814SE），422人，

　　　74．　Merzdorf　（S．　43．）

（1）　397．20M　（1840）　1十ll十Vt　〈B　Merzdorf＞

（2）　26．44M　（1842）　1　〈B　Riesa＞

（3）　O．72M　（1846）　1　〈C　Gr6ba＞

（4）　194．88M　（1852）　M　〈B　Merzdorf＞

（5）　　0．48M（　）一　く　〉

（6）　34．00M（1855）II十皿くC　Gr6ba＞

（7）　18．12M（1856）ll十皿〈C　Canitz＞

〔RMerzdorf．245ha＜190ha＞（Rg；9163　SE），

　　　75．　Moritz　（S．　43f．）

（1）　71．48M　（1841）　ll　〈C　MeiBen＞

（2）　36．80M（1842）工〈B　Riesa＞

（3）　115．96M　（1853）　M　〈B　Riesa＞

689．97　M

1676．40　M

6Hn十！Gt十28　Hs　（2Hf）．〕

　　　　　　　　671．84　M

116人，7Hn十9｝ls（1甚Hf）．〕

　　　　　　　　　　　　　256．60　M
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（4）　12．00M　（1854）　or　〈E　Moritz＞

（5）　4．12M　（1856）　ll十M　〈C　R6derau＞

〈6）　16．24M　（1858）　ll十M　〈C　Zeithain＞

〔RRiesa，137ha〈124ha＞，46人，4　Hn＋2Hs（10Hf）．〕

　　　　　76．　Muhlbach　（S．　44．）　一

（1）　71．28M（1838）1十W〈　〉

（2）　28．84　M　（1840）　ll　〈A　GroBenhain＞

（3）　124．84M　（1852）　ll十IV　〈A　GroBenhain　十　C　Lampertswalde＞

（4）t121．40　M（1853）皿〈C　Frauenhain＞

〔RMUhlbach．130ha〈93ha＞（Rg；1569SE），51人，保有農ゼロ（一Hf）・〕

　　　　　77．　MUIbitz　（S．　44f．　）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

32．76　M

10．44　M

35．92　M

22．16　M

93．92　M

O．76　M

3．　36　M

（1843）

（1844）

（1852）

（1854）

（1854）

（1857）

（1857）

CR　Naundorf．　296　ha　〈221ha＞，　105．A，，　6　Hn十7Gt十4Hs　（6Hf）．）

　　　　　7s．　NassebUhla　（S．　45．）

（1）　130．88M　（1844）　1十ll　〈B　Hirschstein＞

（2）　41．16M（1846）ll＜C　GroBenhain＞

（3）　66．88M　（1850）　IV　〈B　Hirschstein＞

（4）　116．04M（1852）皿〈B　Hirschstein＞

（5）　294．24M（1857）ll十皿〈C　Walda＞

〔RHirschstein．394ha〈318ha＞，100入，14Hn（6Hf）．〕

　　　　　79．　Nauleis　（S．　45．）

（1）　131．68M　（1840）　1　〈A　Kalkreuth＞

〈2）　19．40M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

（3）　64．44M（1848）工〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

（4）　141．56M　（1853）　M　〈A　GroBenhain＞

（5）　126．72M（1855）ll十皿くC　Zscheila＞

1＋H＜　＞

W＜J（数人）MUIbitz＞

皿　くBNaundorf＞

ve　〈C　C611n＞

皿　くAGroBenhain＞

M　〈C　GroBenhain＞

ll　〈C　Lenz＞

　　　　，105人，6Hn十7Gt十4Hs
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（6）　31．68M　（1857）　ll　〈C　Lenz＞

〔L．286ha〈230　ha＞，100人，13Hn（17去Hf）．〕　　、

　　　　　so．　NaundUrfchen　（S．　46．）　209．24　M
（1）　　84．52M（1842）H　＜C　MeiBen＞

（2）　72．48M　（1848）　1十VI　〈D　Naund6rfchen＞

（3）　　8．96M（1855）H＜C　Merschwitz＞

（4）　43．28M　（1859）　ll　〈C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RSkassa（1696年）．217ha＜181ha＞，43人，4Gt＋2Hs（一Hf）（1824年）．〕

　　　　　81．　Naundorf　bei　GroBenhain　（S．　46．）　1730．96　M

（1）　170．24M（1843）n〈　〉

（2＞1086．48M（1852）覗くB　Naundorf＞

（3）　26．48M（1854）皿＜C　Cblln＞

（4）　236．28　M　（1854）　il　〈C　Zscheila＞

（5）　211．48M　（1854）　M　〈A　GroBenhain＞

〔RNaundorf・750ha〈580ha＞（Rg；2450SE），561人，29Hn＋16Gt十33Hs（16Hf）．〕

　　　　　82．　Naundorf　bei　Ortrand（S．　46．）　897．64　M

（1）　61．64M（1836）1〈　〉

（2）　642．76M（1837）工十H十W〈　〉

（3）　　2．24M（1853）1十皿十IV〈B　KrauBnitz＞

（4）　191．00M　（1854）　ll　〈C　Ponickau＞

〔RKrauBnitz．780ha＜258ha＞，151人，17Hn＋5Hs（16Hf）．〕

　　　　　83．　Naunhof　（S．　47．）　1974．84　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

46．04　M

　6．80　M

698．96　M

　O．96　M

265．　60　M

404．76　M

155．68　M

11．92　M

384．12　M

（1845）

（1846）

（1846）

（1846）

（1846）

（1848）

（1854）

〈1857）

（1857）

〔RNaunhof．876　ha　＜651ha＞（Rg；5427　SE）

H　＜AMe1Ben＞

1　〈B　Naunhof＞

1＋ll　〈B　Naunhof＞

1＜CNaunhof＞

VI　〈B　Naunhof＞

1　＜BNaunhof＞

M十IV　〈B　Naunhof＞

皿　＜ENaunhof十H（1）Naunhof＞

ll十M　〈C　Naunhof＞

　　　　　　　　　　　　　　，468人（Neuer　Anbauを含む）， 32Hn十
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7Gt十6Hs　（23一｝Hf）・）

　　　　　s4．　Nauwalde　（S．　47．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

［L．

）
）1
2

（
（

93．52M　（1842）

336．20M　（1846）

24．00M　（1848）

302．64M　（1854）

168．56M　（1854）

［R　Naunhof．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

477ha＜385　ha＞，267人，

　ss．　Neuer　Anbau　（S．　48．）

　　50．64M、（1846）1＜B　Naunhof＞

　156．08M（1854）皿十W＜B　Naunhof＞

　　　　　　7ha〈5ha＞，人ロー→Naunhof，

　s6．　Neu＄euBlitz　（S．　48．）

336．68M　（1842）

52．36M　（1844）

　O．72M　（1845）

74．28M　（1846）

63．00M　（1859）

174．56M　（1859）

1　＜AStruht＞

ll　〈A　GroBenhain＞

1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

H十皿　〈CNauwalde　und　Nieska＞

皿　〈AGroBenhain＞

　　　23Hn十4Gt十11Hs　（24SHf）・］

〔R　SeuBlitz．315ha　＜255ha＞，

　　　　　s7．　Nickritz　（S．　48L）

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

422．　88　M

53．08　M

16．48　M

76．76　M

44．52　M

137．12　M

ユ54．04M

22．60　M

98．84　M

10．84　M

（1836）

（1838）

（1842）

（1843）

（1845）

（1845）

（1853）

（1853）

（1854）

（1855）

（一Hf）．］

工＋ll＋wu＋皿〈　＞

1十W〈BMerschwitz＞

1　十］；（1　〈B　Merschwitz＞

ll　＜A　GroBenhain＞

U　〈C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

皿十IV＜B　SeuBlitz＞

　　　　104人，13Hn＋4Hs（17去Hf）．〕

I
W
I
X
H
H
皿
皿

H＋皿

H

［R　Jahnishausen．　209ha　〈165ha＞，

〈一〉

〈　〉

〈一〉

〈A〔MeiBen〕〉

〈B　Jahnishausen＞

〈A　MeiBen＞

〈B　Jahnishausen＞

〈E　Meissen＞

　　　〈C　Pausitz＞

〈H　（3　）＞

　　　　　　253人，15Hn＋7Hs （13－i－Hf）．）

一82一

924．92　M

206．72　M

701．60　M

1037．16　M
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　　　s8．　Niederebersbach　（S．　49．）　1831．84　M
（1）　1298．64M　（1840）　1十ll　〈一〉

（2）・　47．16M　（1850）　rv　〈B　R6dern＞

（3）　11”72M　（1851）　IV　〈B　R6dern＞

（4）　118．40M（1855）皿くB　R6dern＞

（5）　324．16M（1857）1十H十皿〈C　Niederebersbach　und　Oberebersbach＞

（6）　31．76M（1858）H十皿〈C　Radeburg＞

〔RR6dern．959　ha〈591ha＞，272人，33Hn＋4Gt＋9Hs（22去Hf）・〕

　　　sg．　Niederr6dern　（S．　4g　f．）

（1）　1414．48M　（1840）　1十ll十W　〈一〉

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

　0．32M（1850）W＜B　R6dern＞

97．92M（1853）W十W〈J（数人）Niederr6dern＞

127．84M（1855）皿〈B　Rbdem＞

138．56M（1857）ll＜C　Niederr6dern＞

941．48M　（1859）　wn　〈C　R6dern＞

2720　．　60　M

〔RR6dern・1116ha＜352ha＞（Rg　R6dern；5569　SE），375人，25Hn十20Hs（9SHf）．〕

　　　go．　Niegeroda　（S．　so．）

（1）　468．04M（1839）1十ll十W〈一一〉

（2）　165．60M（1855）ll十皿〈C　Oelsnitz　und　SkaBchen＞

〔RAdelsdorf．382ha＜273ha＞，129人，16Hn十2Gt（16Hf）．〕

　　　gl．　Nieska　（S．　sOf．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

16．84M（1837）1十皿〈一＞

17．00M　（1838）　1十fi　〈一＞

383．96M　（1840）　1　〈D　Gohrisch＞

42．28M　（1843）　VI　〈D　Gohrisch＞

329．80M（1854）H十皿くC　Nieska＞

156．80M（1855）皿〈B　Zabeltitz＞

〔RZabeltitz．403　ha〈300ha＞，186人，15Hn十8Hs（11をHf）．〕

　　　g2．　NUnchritz　（S．　51　f．）

（1）　232．44M（1840）1＜D　Gohrisch＞

（2）　109．88M（1842）皿〈C　MeiBen＞

（3）　20．00M（1843）工〈B　Zottewitz＞

633．64　M

946．68　M

1136　．　80　M
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　7．96M　（1843）

　2．92M　（1844）

111．84M　（1846）

　9．92M　（1846）

　2．80M　（1847）

　3．04M　（1851）

50．80M　（1852）

32．04M　（1853）

　4．08M　（1853）

163．28　M　（1854）

103．20M　（1854）

　7．44M　（1856）

268．12M　（1857）

　7．04M　（1858）

〔L十RGr6del十Hirschstein十Naundorf．

（25｝Hf）．］

　　　　　g3．　OberreuBen　（S．　52．）

（1）　3．28M　（1840）　ll　〈一〉

（2）　20．44M（1854）皿〈B　Gr6ba＞

（3）　　1．68M（1855）II丁田〈C　Gr6ba＞

〔RGr6ba．142　ha〈122ha＞，29人，4Gt（一｝一Hf）．〕

　　　　　g4．　OberrVdern　（S．　52．）

（1）　337．92M　（1840）　1十E十1（i　〈一〉

（2）　30．20M（1855）皿くB　R6dern＞

（3）　152．52M　（1857）　ll　〈C　Niederr6dern＞

〔RR6dern．357　ha＜162ha＞，136人，16Hn十4Hs

　　　　　gs．　Ober一　und　M　ittelebersbach　（S．　lg．）

（1）　16．96M　（1840）　1十ll十W　〈一〉

（2）　446．24M　（1841）　g　〈A　Moritzburg＞

（3）　541．76M　（1842）　ll　〈A　MeiBen＞

（4）　262．20M（1853）皿〈A　MeiBen＞

（5）　1218．40M（1854）皿〈A　Moritzburg＞

ll　〈一＞

1十E十X旺＜BHirschstein＞

皿　〈AGroBenhain＞

ll　〈C　GroBenhain＞

ll　〈A　GroBenhain＞

IV　＜B　Hirschstein＞

IX十X皿〈J（2人）Nunchritz＞

皿〈AMeiBen＞

M　〈B　Hirschstein＞

皿　くH（1）NUnchritz＞

1十M　〈B　Gr6del＞

皿〈AMeiBen＞

丑十旺1＜CGIaubitz＞

ll　＜C　GIaubitz＞

　　　　　　　　　　　　　307ha　＜241ha＞， 612人，23｝Hn＋1Hs

（10　一t　Hf）．　）

25．40　M

520．64　M

3079．40　M

一84一
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（6）　’3．84M　（1855）　M　〈B　ROdern＞

（7）　590．00M（1857）1十H十皿〈C　Niederebersbach　und　Oberebersbach＞

〔L．1SO2ha〈983ha＞，625人，62Hn十49Hs（41　Hf）。〕

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

96．　Oetsitz　（S．　52　f．）

751．92M　（1836）　1　〈一＞

345．76M（1841）ll十X書く一＞

128．56M　（1842）　W　〈一＞

　8．52M　（1842）　1　〈一＞

215．20M　（1843）　X　〈A　MeiBen＞

74．24M　（1845）　H　〈B　Jahnishausen＞

　6．60M　（1850）　1十［　〈C　BloBwitz＞

236．48M（1853）皿〈B　Jahnishausen＞

155．．92M（1854）ll十田〈C　Pausitz＞

〔RJahnishausen．329　ha＜274ha＞，218人，21　Hn十7Hs（20÷Hf）．〕

　　　97．　Oelsnitz　（S．　53　f．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5　）

345．76M（1841）1十ff＜B　Oelsnitz＞

24．00M　（1847）　1　〈B　Oelsnitz＞

26．48M（1848）W＜B　Oelsnitz＞

273．84M（1853）皿十W十IX〈B　Oelsnitz＞

130．64M（1855）fi十．皿くC　Oelsnitz　und　SkaBchen＞

〔ROelsnitz．574ha＜504ha＞（Rg；3206SE＞，179人，15Hn（3－ltHf）．〕

　　　gs．　Pahrenz　（S．　54．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

331．08M　（1836）　1　〈一＞

　7．04M　（1842）　1　〈一＞

102．48M　（1843）　ff　〈A　MeiBen＞

27．80M　（1845）H　＜A　MeiBen＞

23．28M　（1845）　ll　〈B　Jahnishausen＞

89．60M（1853）皿くB　Jahnishausen＞

　4．00M（1853）皿〈E　MeiBen＞

10．00M　（1854）　va　〈C　D6rschnitz＞

67．32M　（1855）　va　〈C　D6rschnitz＞

〔RJahnishausen．222ha〈199ha＞，215人，14　Hn十1Hs（12芽Hf）．〕

1923．20　M

800．72　M

662．60　M
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　　　　　99．　Pausitz　（S．　54f．）

（1）　129．84M　（1836）　1　〈一〉

（2）　20．72M　（1841）　1　〈一〉

（3）　21．44M（1841）H＜C　MeiBen＞

（4）　36．20M（1842）W＜〔B〕Seerhausen＞

（5）　16．64　M　（1842）　1　〈（B）　Jahnishausen＞

（6）　86．84M　（1845）　ll　〈A　MeiBen＞

（7）　21．84M　（1845）　W　〈C　Pausitz＞

（8）　11．64　M　（1845）　ll　〈B　Jahnishausen＞

（9）　149．40M（1853）皿〈B　Jahnishausen＞

（10）　747．68M（1854）H十皿＜C　Pausitz＞

（11）13．12M（1856）皿くEM。iB，。1

〔RJahnishausen．202ha＜174ha＞，179人，12Hn＋10Hs（10｝Hf）．〕

　　　　　100．　Peritz　（S．　ss．）

（1）　195．48M（1838）1十ll〈　〉

（2）　263．20M　（1840）　1　〈D　Gohrisch＞

（3）’　92．28　M　（1846）　VI　〈B　Zabeltitz＞

（4）　230．60M　（1854）　ll十M　〈C　Peritz　und　WUIknitz＞

（5）　59．28M（1855）皿くB　Zabeltitz＞

（6）　36．96M　（1856）　M　〈B　Tiefenau＞

〔RZabeltjtz・540ha〈431ha＞，204人，12Hn十ユOHs（12Hf）．〕

　　　　　lol．　Piskowitz　（S．　sg．）　・

（1）　43．96M（1853）皿〈A　MeiBen＞

（2）　72．84M　（1854）　M　〈A　MeiBen＞

（3）　33．00M（1855）H十皿〈C　Zscheila＞

〔L79ha＜73ha＞，33人，3Hn（4垂Hf）．〕

　　　　　lo2．　Pochra　（S．　ss　f．）

（1）　66．44M　（1840）　1十ll十VI　〈B　Merzdorf＞

（2）　120．72M（1842）1十X旺くB　Bornitz＞

（3）　1．48M　（1846）　1　〈C　Gr6ba＞

（4）　49．20M（1852）皿〈B　Merzdorf＞

（5）　40．00M（1853）皿十W〈B　Bornitz＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一86一

1255．36　M

877．　80　M

149．80　M

435．60　M



　　　　　　　　　　　グローセンハイン郡（北ザクセン）における土地負担とその償却（1）87

（6）　34．80M（1853）皿〈A　Oschatz＞

（7）　6．00M　（1854）　X　〈E　Pochra＞

（8）　59．20M　（1855）　ll十M　〈C　Gr6ba＞

（9）　57．76M（1856）1十ll十皿＜C　Canitz＞

〔RBornitz＋Merzdorf．208ha＜175　hh＞，137人，12Hn＋5Hs（7暑Hf）。〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　103．　Ponickau　（S．　56．）　1713．24　M
（1）　899．64M　（1839）　1十ll　〈一〉

（2）　419．12M　（1841）　ff　〈一〉

（3）　394．48M　（1854）　”　〈C　Ponickau＞

〔RLinz．1136ha＜531ha＞，370人，29Hn＋12Hs（29Hf）．〕

　　　　　104．　Poppitz　（S．　56　f．）　868．84　M
（1）　181．48M　（1840）　ll　〈C　MeiBen＞

（2）　421．24M（1842）1十ll十W〈B　Riesa＞

（3）　86．60M　（1843）　H　〈A　MeiBen＞

（4）　122．88M（1854）皿〈B　Riesa＞

（5）　23．60M（1855）皿〈E　MeiBen＞

（6）　33．04M（1856）H十皿〈C　Riesaなど〉

〔RRiesa・389　ha〈350ha＞，207人，25Hn十7Hs（25Hf）．〕

　　　　　los．　PorschUtz　（S．　s7．）　340．12　M

）
）
）
）
）
）
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（
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）
）
）
）
）

ー
ワ
臼
3
4
5

（
（
（
（
（

　　52．16M　（1842）　il　〈A　MeiBen＞

　　　4．80M（1843）1＜A　Mei3en＞

　　88．04M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞　’

　　39．96M　（1848）　1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

　　18．48M　（1854）　n　〈C　StrieBen＞

　136．68M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

249ha＜21gha＞，97入，9Hn十1Hs（15Hf），〕

　106．　Prausitz　（S．　57　f．）

　271．12M　（1840）　U　〈B　Jahnishausen＞

　168．32M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

　　70．56M　（1842）　li　〈K　Dabritz＞

　415．16M　（1843）　il　〈A　MeiBen＞

　182．52M　（1844）　il　〈B　Jahnishausen＞

1510．12　M
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88

（6）　30．32M　（1845）　ll　〈A　MeiBen＞

（7）　　12．92M（1853）皿＜A　MeiBen＞

（8）　263．36M（1853）ff十皿〈C　Pausitz＞

（9）　71．44M　（1853）　M　〈B　Jahnishausen＞

（1．0）　21．72M（1854）ll＜G＞

（11）　2．68M　（1855）　or　〈E　Prausitz＞

〔RJahnishausen．374ha＜336　ha＞，210人，23Hn＋6｝Hs

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（L十R　Naundorf．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21　一｝一　Hf）．　）

107．　Priestewitz　（S．　58．）

150．60M　（1844）　ll　〈A　MeiBen＞

30．44M　（1845）　ll　〈A　MeiBen＞

11．56M　（1846）　ll　〈C　GroBenhain＞

51．24M　（1846）　ff　〈A　GroBenhain＞

36．40M　（1848）　1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

51．68M　（1853）　M’　〈A　1MeiBen＞

274．96M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

14．96M　（1855）　ll十M　〈C　Wan｝ewitz＞

13．76M（1857）　＜C　GroBenhain＞

　　　　　　　　　318ha　　　　　128人，17Hn＋2　Hs（13甚Hf）．〕

　　　　　108．　Promnitz　（S．

（1）　65．92M　（1842）

（2）　61．72M　（1853）

〔RPromnitz．166ha＜13gha＞（Rg；8804SE）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

109．

103．68　M

344．48　M

24．20　M

10．64　M

96．12　M

sor20　M

15．04　M

47．16M

35．08　M

Pulsen　（S．

（1842）

（1842）

（1842）

（1844）

（1846）

（1853）

（1855）

（1856）

（1856）

H＋1丑

皿

　く283ha＞，

　　59．）

ll　〈C　MeiBen＞

田　〈BPromnitz＞

　　　　　　　　　　　　　　　　，110人，14Hs

59．）

ll　＋VI　〈B　Koselitz　upd　Tiefenau＞

工＋II＜　＞

V［　〈B　Koselitz　und　Tiefenau＞

1十X皿〈BKreinitz＞

1十H　＜BStrehla＞

田代IX〈B　Tiefenau＞

皿1　＜B　Zabeltitz＞

IX　〈B　Strehla＞

ll十皿　〈C　Frauenhain＞

（一Hf）．）

一88一

635．60　M

127．64　M

726．　60　M
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〔RStrehla十Tiefgnau．305　ha＜214ha＞，92人，

　　　　　110．　Quersa　（S．　60．）

）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
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（
（
〔

（1）

（2）

（3）

（4）

423．28M（1840）

　2．28M（1840）

54．16M（1841＞

160．96M（1846）

　　　　　　　　　　ク
16．60M（1846）

573．04M（1854）

37．60M（1855）

424．92M（1855）

485．60M（1855）

H
I
H
I
H
皿
皿

ll十皿

皿

747ha〈495ha＞，253人，

　nl．　Raden　（S．　60．）

CR　Frauenh

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

173．16　M

573．16　M

88．16　M

109．40　M

　　　　ain．

112．　Radewitz　b

14Hn　（12SHf）・）

〈A　Kalkreuth＞

〈A　Kalkreuth＞

〈A　Kalkreuth＞

〈A　Kalkreuth＞

〈A　GroBenhain＞

〈A　GroBenhain＞

〈C　Frauenhain＞

　　　＜CLampertswalde＞

〈A　GroBenhain＞

　33Hn十10Hs　（33－i－Hf）．〕

（1838）　ll　〈一〉

（1840）　1　〈一〉

（1856）皿　〈BFrauenhain＞

（1856）　ll　十M　〈C　Frauenhain＞

392ha＜230　ha＞，164人，15Hn十7Gt十1Hs

　　　　　ei　Riesa　（S．　60f．）

605．84M　（1840）

70．84M　（1841）

69．08M　（1852）

　9．24M　（1856）

117．44M　（1857）

〔RGIaubitz．298・ha＜211ha＞

　　　　　113．　Reinersdorf　（S．　61．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

CL

・　594．48　M

　81．64　M

　89．84　M

157．12　M

499．24　M

（1846）

（1846）

（1848）

（1853）

（1854）

1＋1＋VI〈　＞

ll　（C　MeiBen＞

1十皿　くB　GIaubitz＞

皿　〈ERadewitz＞

H十皿　〈CGIaubitz＞

　　　，145人，14Hn＋1Hs

H
I
I
皿
H

6！7ha〈554ha＞，261人，

（10Hf）．）

（19－5－Hf）．）

〈A　GroBenhain＞

＜AKalkreuth＞

〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

〈A　GroBenhain＞

〈C　ReinersdQrf＞

　27Hn十gHs　（20Hf）．〕

2178．44　M

943．88　M

872．44　M

1422．32　M
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（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

n4．　Reppis　（S．　61．）

12．32M　（1835）　1十ll　〈一＞

134．64M（1840）1十ll＜　＞

18．48M　（1853）　M　〈B　Koselitz＞

437．88M（1856）皿〈B　Frauenhain＞

111．56M　（1858）　ll　〈C　Saathain＞

714．88　M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り〔RSaathain（Kreis　Liebenwerda）．282ha〈176　ha＞，119人，10Hn十6Hs（14Hf）．〕

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
∩
）
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

11s．　Ribsa　（S．　61　f．）　3696．88　M
179．80M　（1840）　H　〈C　MeiBen＞

535．52M（1841）1十E十W〈B　Riesa＞

　21．04M　（1842）　1　〈B　Riesa＞

510．48M（1842）狙〈J（17人）Mergendorf，　Poppitz　und　Riesa＞

173．04M　（1843）　ll　〈A　MeiBen＞

134．04M　（1846）　1　〈B　Riesa＞

1010．48M（1854）皿〈B　Riesa＞

321．24M　（1854）　IXI　〈B　Riesa＞

　45．40M（1855）皿〈E　MeiBen＞

687．64M（1856）ll十皿〈C　Riesa　und　Weida＞

　37．28M（1857）皿〈B　Riesa＞

　40．92M（1857）皿〈E　Riesa＞

〔RRiesa．885ha＜589ha＞（Rg；16646　SE），1631人，35Hn＋6Gt＋45Hs（31去Hf）．〕

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

116．　Roda　（S．　62　f．）

68．96M　（1841）　1　〈一＞

51．16M　（1843）　・ll　〈C　MeiBen＞

46．88M（1844）1＜C　Wildenhain＞

61．04M　（1850）　VI　〈B　Glaubitz＞

12．32M　（1852）　or　〈B　Roda＞

17．76M　（1853）　M　〈A　MeiBen＞

　7．68M（1855）皿〈A　GroBenhain＞

91．20M（1857）ll十m十皿〈C　Wildenhain＞

〔L十RRoda・334ha＜300　ha＞（Rg；1073　SE），159人，1gHn十lHs（12Hf）．〕

357．00　M
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）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

117．　ROderau　（S．　63．）

77．12M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

273．04M（1842）1十ll〈　＞

167．68M（1853）皿十IX〈B　Tiefenau＞

11．84M（1853）皿＜A　MeiBen＞

13．76M（1853）皿〈B　Riesa＞、

10．40M（1854）．皿十W〈B　Skassa＞

28．68M（1856）ll十皿〈C良6derau＞

35．36M（1857）皿〈C　GroBenhain＞

245．76M　（1858）　ll十M　〈C　Zeithain＞

　1．68M　（1858）　ll　〈B　Strehla十F＞

〔R．Tiefenau・276ha〈182ha＞，134人，7Hn十8Hs（20Hf）．〕

　　　11s．　Rostig　（S．　64．）

（1）　156．32M　（1840）　1　〈A　Kalkreuth＞

（2）　269．00M　（1846）　U　〈A　GroBenhain＞

（3）　73，52M　（1854）　U　〈C　Reinersdorf＞

（4）　296．32M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

〔L．296ha〈229　ha＞，140人，18Hn（10去Hf）．〕

　　　119．　Sacka　（S．　64．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

200．60M　（1839）　VI　〈B　Tauscha＞

53．12M　（1840）　VI　〈B　Tauscha＞

712．72M（1841）1十皿十W〈B　Sacka＞

574．12M　（1842）　1　〈B　Sacka＞

308．88M（1854）皿十皿〈C　Sacka＞

（R　Sacka．　756ha　〈404ha＞．（Rg；2460SE），

　　　120．　SchOnborn　（S．　64．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

498．36M　（1836）　1　〈一＞

341．20M　（1840）　ll　〈一＞

139．88M　（1842）　vr　〈一〉

309人，29Hn＋5Hs（24去Hf）．〕

19。44M（1854）ll十皿〈B　Sch6nf61d＞

360．48M（1855）皿十皿くC　Lampertswa］de＞

865．32　M

795．16　M

1849．44　M

1359．36　M

〔RSchδnfeld　hintern　Teils．504ha＜358　ha＞，154人，25Hn十1Hs（7－IFHf）．〕
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（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

CR

121．

41．56　M

465．48　M

351．　28　M

169．92　M

30．44　M

343．28　M

210．00　M

74．96　M

6n

　　　427人，

122．

405．48　M

292．44　M

96．56　M

　　ain

SchOnfeld　（S．　65．）

（1836）

（1837）

（1840）

（1843）

（1854）

（1854）

（1855）

（1855）

1〈

1〈

llく

w〈

II＋IH

H＋皿
　　

医くB

H

eils

　＞

　＞

　＞

　＞

〈B　Sch6nfeld＞

〈C　Sacka　und　Sch6nfeld＞

Sch6nfeld＞

1686．92　M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈C　Schb’nfeld＞

　　　　Sch6nfeld　hintern　Teils十Sch6nfeld　vordern　Teils．　1195ha　〈700ha＞　（Rg；

14585　SE），　427　．A．，　38　Hn十　3　Hs　（　6　一g一　Hf）．　）

　　　　　　　　　　Schweinfurth　（S．　6s．）　794．48　M
　（1　）　　　　　　　　　　　　（1840）　工　十II　〈　　　〉

　（2）　　　　　　　　（1856）　m　＜BFrauerlhain＞

　（3）　　　　　　　　　（1858）　ll　＜C　Saathain＞

　〔RSaath　　（Kreis　Liebenwerda）．255ha〈215ha＞，98人，13　Hn十1Gt＋3Hs

　（12Hf）．］

　　　　　　123．　SeuBlitz　（S．　65　f．）　794．84　M
（1）　438．76M（1842）1十1十W十X皿〈　〉

（2）　　3．52M．（1843）1十H　〈　　〉

（3）　332．96M（1859）皿十W＜B　SeuBlitz＞

（4）　19．60M（1859）ll＜C　Merschwitz　und　SeuBlitz＞

〔RSeuBlitz・306　ha＜141ha＞（Rg；10666　SE），364人，2Gt＋42｝ls（一Hf）・〕

　　　　　　124．　SktiBchen　（S，　66．）　611．68　M
（1）

〈2）

（3）

CL．

（1）

（2）

（3）

　　99．84M　（1841）　1　〈B　Zabeltitz＞

　　220．52M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

　　291．32M（！855）．H十皿〈C　Oelsnitz　und　SkllBchen＞

455ha〈308　ha＞，161人，20Hn十3Hs（8Hf）．〕

　　12s．　Skassa　（S．　66．）

　　127，72M　（1840）　ll　〈B　Skassa＞

　　152．08M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

　　　12．32M　（1843）　W　〈一〉

657．36　M
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（4）　169．24M（1849）1＜B　Skassa＞

（5）　35．48M（1852）皿十W〈B　Skassa＞

（6）　160．52M（1855）∬十皿〈C　Skassa＞

〔RSkassa・527ha＜417ha＞（Rg；5578　SE），153人，12Hs（一Hf）．〕

　　　　　126．　Skaup　（S．　66　f．）

（1）　100．20M　（1841）　1　〈B　Zabeltitz＞

（2）　157．88M　（1846）　ll　〈A　GroBenhaih＞

（3）　20．16M　（1848）　1　〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

（4）　238．24M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

（5・）　100．20M（1855）ll十皿〈C　Oeisnitz　und　SknBchen＞

〔L．301ha〈220ha＞，93人，14Hn十1Hs（8Hf）．〕

　　　　　127．　Spansberg　（S．　67．）

（1）1254．52M（1842）1十皿〈　〉

（2）　365．88M（1853）皿十IX〈B　Tiefenau＞

（3）　423．64M　（1854）　ll　〈C　Spansberg＞

〔RTiefenau．718ha＜535ha＞，265人，30Hn＋7Hs（24去Hf）．〕

　　　　　12s．　Stauda　（S．　67．）

（1）　308．16M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

（2）　51．44M（1848）工＜A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

（3）　36．32M　（1854）　ll　〈C　StrieBen＞

（4）　458．76M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

〔L．225ha＜190　ha＞，94人，11Hn十3Hs（14Hf）．〕

　　　　　129．　Steinbach　（S．　67f．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（L．

（1）

　　22．72　M

　　　O．92　M

　　89．64　M

　　176．52　M

　　221．32　M

　　183．68　M

718ha　　　　＜278ha＞　255人，

130．　StOlpchen　（S．　6s．）

222．80M（1840）1十ll＜

（1844）

（1846）

（1846）

（1848）

（1854）

（1857）

　’

ll　〈A　Moritzburg＞

1十ll　＜C　Naunhof＞

ll　〈A　MeiBen＞

1　〈B　Naunhof＞

皿〈AMoritzburg＞

ll　十M　〈C　Naunhof＞

　　　18Hn十18Hs　（18Hf）．〕

〉

616．68　M

2044．04　M

854．68　M

694．80　M

304．　20　M
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（2）　81．40M（1854）H十皿〈C　Sacka＞

〔RSacka．450　ha＜251ha＞，99人，　g　Hn十5Hs（7去Hf）．〕

　　　131．　Strauch　（S．　68．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

476．12M（1837）1十ll＜一＞

107．92M（1845）X虹くC　Strauch＞

114．60M（1852）H十皿十IV〈B　Strauch＞

274．08M（1855）1十ll＜C　Strauch＞

17．32M　（1856）　ll十M　〈C　Frauenhain＞

（R　Strauch．　884ha　〈431ha＞（Rg；5989　SE），

　　　132．　Streumen　（S．　69．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

143．12M　（1836）　ll　〈一＞

544．20M（1837）H＜一＞

　5．96M　（1846）　U　〈C　GroBenhain＞

144．40M　（1855）　M　〈B　Zabeltitz＞

386．52M　（1856）　ll　〈C　Streumen＞

210人，14Hn十5Hs（5Hf）．〕

51．76M（1859）皿十皿〈C　Streunlen＞

〔RZabeltitz．695　ha＜622ha＞，166人，14Hn＋3Gt＋4Hs（13Hf）．〕

　　　133．　StrieBen　（S．　33　f．　69．）

Ortsteil　Kolkwitzの委託地代を含む．

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

31．60M（1842）1十W〈B　BaBlitz＞

55．24M　〈1842）　ll　〈A　MeiBen＞

　7．28M（1843）1　＜A　MeiBen＞

15．28M（1845）H＜A　MeiBen＞

12．36M　（1846）　ll　〈A　GroBenhain＞

371．80M（1852）皿〈B　Naundorf＞

38．48M（1853）皿〈A　MeiBen＞

94．20M（1854）皿〈A　MeiBen＞

391．76M（1854）．　ll＜C　StrieBen＞

　3．52M（1855）H十皿〈C　Zscheila＞

990．　04　M

1275．96　M

1021．52　M

〔L＋RNaundorf．　Kolkwitzを含んで412ha＜366　ha＞，144人，14Hn＋1Gt（22Hf）．〕

　　　134．　Tauscha　（S．　70．）　975．28　M
（1）　273．56M（1839）1十日目十W〈　〉
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（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

24．24M（1846）1十皿十W〈B　Tauscha＞

89．72M（1847）W〈J（数人）Tauscha＞

70．84M（1848）W〈J（数人）Tauscha＞

237．64M　（1854）　or　〈B　Tauscha＞

271．28M（1854）II十皿〈C　Sacka＞

　8．00M（1857）D（＜B　Tauscha＞

〔RTauscha．682ha＜378　ha＞（Rg；3185　SE），351人，13Hn十13Hs（10Hf）．〕

　　　13s．　Thiendorf　（S．　70．）　825．76　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

332．92M　（1837）　1　〈一＞

247．72M（1840）H＜一＞

56．48M　（1841）　W十M　〈一＞

　1．04M　（1843）　W　〈一＞

　0．72M（1854）ll十皿〈B　Sch6nfeld＞

167．36M（1854）ll十皿くC　Sacka　und　Sch6nfeld＞

19。52M（1855）H＜C　Sch6nfeld＞

〔RSch6nfeld　vordem　Teils・561ha〈317ha＞，179人，22Hn＋3Hs（4去Hf）．〕

　　　136．　Tiefenau　（S．　71．）

（1）　89．04M（1853）皿十IX〈B　Tiefenau＞

（2）　20．04M（1854）ll十皿〈B　Kreinitz＞

〔RTiefenau．515　ha〈181ha＞（Rg；4465　SE），118人，11Hs（一Hf）．〕

　　　137．　TreugebOhla　（S．　71．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

12．32M　（1836）　1　〈一＞

614．12M（1837）1十ll〈　＞

　3．52M　（1838）　1　〈一＞

87．08M（1855）．皿〈B　Zabeltitz＞

36．04M（1856）ll十皿〈C　Frauenhain＞

〔RZabeltitz．480ha＜383ha＞，201人，14Hn＋10Hs（13去Hf）．〕

　　　138．　Uebigau　（S．　71．）

（1）　100．00M　（1841）　1　〈B　Zabeltitz＞

（2）　29．76M　（1844）　ll　〈A　MeiBen＞

（3）　36．12M　（1846）　il　〈A　GroBenhain＞

（4）　19．84M（1848）工〈A　GroBenhain　und　Kalkreuth＞

109．08　M

753．08　M

513．76　M
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（5）

（6）

（7）

CL．

（1）

（2）

（3）

（4）

（L．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

　　46．16M　（1853）　M　〈A　MeiBen＞

　　138。36M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

　　143，52M（1855）ll十m〈C　Oelsnitz　und　SkaBchen＞

523ha〈379　ha＞，140人，19Hn十2Hs（7芽Hf）．〕

　　13g．　Volkersdorf　（S．　72．）

　　61．04M　（1844）　ll　〈A　Moritzburg＞

　　290．28M（1853）H十皿くC　Bttrnsdorf＞

　　32．76M（1854）V皿〈C　Barnsdorf＞

　　604．20M（1854）皿〈A　Moritzburg＞

572ha＜369　ha＞，373人，20Hn十21　Gt＋5Hs（20－2－Hf）・〕

　　140．　Walda　（S．　72．）

559．68M　（1837）

863．32M　（1841）

159．00M　（1843）

90．68M　（1853）

49．08M　（1855）

327．76M　（1857）

1＋H〈　＞

ll＋期〈　＞

ll　〈C　MeiBen＞

M　〈B　Walda＞

ll　〈C　GroBenhain＞

H十m〈CWalda＞

〔RWalda．599ha＜448ha＞（Rg；3274SE），251人，

　　　　　　141．　Wantewitz　（S．　72．）

Ortsteil　Wistaudaの委託地代はBaselitz（Nr・5）
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

　3．72M　（1842）

11．48M　（1843）

30．84M　（1845）

101．20M　（1852）

79．60M　（1855）

ll　〈A　MeiBen＞

H＜　＞

fi　〈A　MeiBen＞

M　〈B　Naundorf＞

II十皿〈C　Wantewitz＞

22Hn十9Hs　（28Hf），］

に含まれる，

988．　28　M

2049．52　M

226．84　M

〔RNaund。rf．　Wistaudaを含んで96ha＜88ha＞，42人，2Hn＋2Gt（7　｝Hf）．〕

　　　　　142．　Weida　（S．　73．）　635．00　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

61．48　M

263．56　M

76．36　M

123．92　M

19．80　M

（1840）

（1841）

（1845）

（1853）

（1856）

1十H十M　〈B　Merzdorf＞

1十ll　〈B　Riesa＞

ll　〈A　MeiBen＞

M　〈B　Riesa＞

M　〈E　MeiBen＞
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（6）　89．88M　（1856）　ll十M　〈C　Riesa　und　Weida＞

〔RRiesa．403　ha〈355ha＞，274人，24Hn＋9Hs（13Hf）．〕

　　　　　143．　WeiBig　am　RaschUtz　（S．　73．）

（1）　172．04M（1837）工十H〈　〉

（2）　112．72M（1852）皿〈B　Naundorf＞

（3）　157．56M（1855）ll十皿〈C　Oelsnitz　urld　SkaBchen＞

〔RNaundorf．496　ha＜350ha＞，215入，22Hn十4Hs（21寺Hf）．〕

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

1
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144．　WeiBig　b

176．96　M

41．12M

66．56　M

36．72　M

54．48　M

　8．72　M

40．96　M

581．64　M

242．12　M

22　．．　OO　M

　　　el

（1842）

（1844）

（1844）

（1846）

（1853）

（1853）

（1854）

（1854）

（1855）

（1855）

Skassa　（S．　73f．　）

il　〈C　MeiBen＞

1十ll十X旺〈B　Hirschstein＞

ll　〈A　GroBenhain＞

ll　〈A　GroBenhain＞

M　〈A　MeiBen＞

DX　＜B　Hirschstein＞

皿i十W　〈BSkassa＞

皿　くAGroBenhain＞

ll十M　〈C　Skassa＞

1皿　くCGroBenhain＞

　　　　　　　　assa．459ha＜414ha＞

442．32　M

1271　．　28　M

〔L十RHirschstein十Naundorf十Sk　　　　　　　　　，197人，24　Hn十3Gt（26Hf）．〕

　　　　　14s．　Welxande　（S．　74．）　316．04　M
（1）　226．40M（1841）1十H十W〈　〉

（2）　38．08M（1854）H十皿〈B　Sch6nfeld＞

（3）　51．56M（1854）H十皿〈C　Sacka＞

〔RSch6nfeld　hintern　Teils・475　ha〈187　ha＞，108人，11Hn十3Hs（2甚Hf）．〕

　　　　　146．　WeBn’itz　（S．　74．）　605．64　M
（1）　231．16M　（1843）　1十ll十W　〈一〉

（2）　33．40　M　（1846）　il　〈A　GroBenhain＞

（3）　11．00M（1852）皿くB　Naundorf＞

（4）　37．76M　（1854）　ll　〈C　Reinersdorf＞

（5）　262．76M（1854）皿〈A　GroBenhain＞

（6）　29．56M（1855）ll十皿＜C　Zscheila＞

〔RNaundorf．238　ha＜184ha＞，142人，18Hn十2Gt十5Hs（14Hf）．〕
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　　　147．　Wildenhain　（S．　7s．）

（1＞1320．80M（1837）工〈一〉

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

40．80M　（1840）　ll　〈B　Skassa＞

177．32M（1842）ll＜C　MeiBen＞

824．72M　（1843）　ll十W　〈一＞

10．08M　（1846）　ll　〈C　GroBenhain＞

106．52M　（1853）　M　〈B　Walda＞

259．00M（1857）II十皿くC　Wildenhain＞

〔RWalda．1084ha〈792　ha＞，425人，40Hn十11　Hs（52Hf）．〕

　　　14s．　WUIknitz　（S．　7s．）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

142．24M（1837）工十H〈一＞

16．24M（1838）1十H〈一＞

278．16M　Q840）　1　〈D　Gohrisch＞

137．32M（1843）W＜D　Gohrisch＞

406．48M（1854）ll十皿〈C　Peritz　und　WUIknitz＞

233．40M　（1855）　m　＜B　Zabeltitz＞

〔RZabeltitz．56gha＜436ha＞，155人，20Hn十3Hs（14｝Hf）・〕

　　　14g．　WUrschnitz　（S．　7s　f．）

（1）　413．04M（1843＞1十ll十W〈一〉

（2）　1．40M　（1853）　V＋IX　〈B　Kleinnaundorf＞

（3）　133，12M（1857）H十皿〈C　Wurschnitz＞

〔RBoden・265　ha＜147　ha＞，135人，15Hn十6Gt十2Hs（7去Hf）．〕

　　　150．　Zabeltitz　（S．　69，　76．）

Ortsteil　Strogaの委託地代を含む．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

　3．08M　（1836）　1　〈一＞

554．44M　（1837）　ll　〈一＞

789．28M　（1839）　U十V　〈一＞

42．40M　（1841）　1　〈一＞

213．76M（1855）皿〈B　Zabeltitz＞

34！．76M（1856）［十皿r〈C　Zabeltitz＞

　5．60M（1856）XK＜H（1）Zabeltitz＞

11．40M（1857）皿＜E　Zabeltitz＞
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（9）　71．72M（1857）ll十皿〈C　Walda＞

　〔RZabeltitz．　Strogaを含んで1354ha〈832ha＞（Rg；Frauenhainを含んで21162　SE），

465人，18Hn＋3Gt＋15Hs（17暑Hf）（1764年と1825年）．〕

　　　lsl．　Zeithain　（S．　76f．）　3003．76　M
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

1588．　84　M　（1840）　1　十　ll　〈一＞

　56．12M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

　52．44M　（1843）　ll　〈G＞

　8．40M（1853）皿〈B　Riesa＞

584．08M（1854）1十皿＜B　Grbde1＞

　13．84M　（1855）　ll十M　〈C　Gr6ba＞

　70．36M（1856）ll十皿くC　G6hlis＞

629．68M（1858）II十円くC　Zeithain＞

〔RGrδdel＋Riesa・1144ha〈639ha＞，485人，43Hn十3Gt十24Hs（61　i一　Hf）．〕

　　　152．　Zottewitz　（S．　77．）　1184．08　M
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32．88M　（1842）　ll　〈C　MeiBen＞

13．76M（1842）1十ll＜B　SeuBlitz＞

440．84M　（1842）　1　〈一＞

11．64M（1843）工〈A　MeiBen＞

196．12M　（1844）　ll　〈A　MeiBen＞

96．44M（1846）ll＜A　GroBenhain＞

174．28M（1852）H±m＜B　Zottewitz＞

15．24M（1853）皿＜A　MeiBen＞

42．48M（1854）皿＜A　MeiBen＞

37．28M（1855）ll十皿〈C　BIochwitz　und　Linz＞

35．24M（1855）皿〈A　GroBenhain＞

87．88M（1859）n〈C　SeuBlitzなど〉

〔L十RZottewitz・337　ha＜261ha＞（Rg；6910SE），181人，21　Hn十1Gt十3Hs（14Hf）．〕

　　　153．　Zschaiten　（S．　78．）　1135．28　M
（1）　250．88列目1840）1十ll〈一〉

（2）　4．48M　（1843）　xu　〈G＞

（3）　4．48M　（1844）　xu　〈B　Zschaiten＞

（4）　42．32M　（1848）　rv　〈B　Zschaiten＞
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（5）　510．12M（1852）皿十V〈B　Zschaiten＞

（6）　28．92M（1855）皿〈A　GroBenhain＞

（7）　44．00M（ユ856）∬十皿〈C　Bauda＞

（8）　250．08M（1857）H十皿〈C　GIaubitz＞

〔RZschaiten．206ha＜168ha＞（Rg；3451　SE），220人，3Hn十10Gt十11Hs（4Hf）．〕

　　　　　　ls4．　Zschauitz　（S．　50，　53．）　540．36　M
Ortsteile　Niederzschauitz　und　Oberzschauitzの委託地代の合計．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

28．68M　（1843）

37．04M　（1844）

21．12M　（1846）

97．32M　（1846）

　3．08M　（1852）

292．20M　（1854）

60．92M　（1857）

CR　Naundorf十Zschauitz．

　　　　　155．

（1）　234．96M　（1843）

（2）　97．52M　（1846）　ll

〈3）　72．76M　（1853）

（4）　165．44M　（1854）　U

CR　Zschieschen．　234ha

Zschieschen　（S．

　　　　　　　　　　1＋l1

1＋ll　〈一＞

fi　〈A　GroBenhain＞

ll　＜C　GroBe．nhain＞

ll　〈A　GroBenhain＞

皿　〈BNaundorf＞

皿　〈AGroBenhain＞

R　＜CLenz＞

　　284ha＜226　ha＞（Rg；1742　SE），104人，10Hn十5Hs（14　Hf），〕

　　　　78．）　570．68M
　　　　　　〈　〉

　　〈A　GroBenhain＞

皿十W〈BZschieschen＞

　　〈C　Zscheila＞

＜192ha＞（Rg；2545　SE），121入，7Hn十7Gt十2Hs（5　一i一　Hf）．〕
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