
家／版本／伊勢暦

（文化6年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文化5年 折本（版本）・1冊 い658

（文化7年伊勢暦）　伊勢内宮　佐藤伊織 文化6年 折本（版本）・1冊 い659

（文化10年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文化9年 折本（版本）・1冊 い660

（文化11年伊勢暦）　伊勢内宮　佐藤伊織 文化10年 折本（版本）・1冊 い661

（文化12年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文化11年 折本（版本）・1冊 い662

（文化13年伊勢暦）伊勢内宮佐藤伊織 文化12年 折本（版本）・1冊 い663

（文化14年伊勢暦）　伊勢内宮　佐藤伊織 文化13年 折本（版本）・1冊 い664

（文化14年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文化13年 折本（版本）・1冊 い665

（文化15年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文化14年 折本（版本）・1冊 い666

（文化15年伊勢子）伊勢内宮佐藤伊織 文化14年 折本（版本）・1冊 い667

（文政2年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政元年 折本（版本）・1冊 い668

（文政3年伊勢暦）伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政2年 折本（版本）・1冊 い669

（文政4年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政3年 折本（版本）・1冊 い671

（文政5年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政4年 折本（版本）・1冊 い670

（文政6年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政5年 折本（版本）・1冊 い672

（文政7年伊勢暦）伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政6年 折本（版本）・1冊 い673

（文政8年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政7年 折本（版本）・1冊 い674

（文政9年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政8年 折本（版本）・1冊 い675

（文政10年伊勢暦）　伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政9年 折本（版本）・1冊 い676

（文政12年伊勢暦）　伊勢内宮佐藤伊織 文政11年 折本（版本）・1冊 い677

（文政13年伊勢暦）伊勢度会郡山田　山口右兵衛 文政12年 折本（版本）・1冊 い678

（文政13年伊勢暦）　伊勢内宮　佐藤伊織 文政12年 折本（版本）・1冊 い679

（文政14年伊勢暦）　伊勢内宮　佐藤伊織 文政13年 折本（版本）・1冊 い680

武鑑

享保武鑑 参 日本橋南1町目江戸書林須原茂兵衛蔵 享保8年 竪半半（版本）・1冊 い685
板

享保武鑑 参 日本橋南1町目　江府書林　須原屋茂 享保18年 竪半半（版本）・1冊 い692
兵衛蔵板

享保武鑑 騨 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い686

享保武鑑 壱 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い687

享保武鑑 弐 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い688

享保武鑑 弐 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い689

享保武鑑 壱 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い690

享保武鑑 弐 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い691

享保武鑑 騨 （享保） 竪半半（版本）・1冊 い693
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家／版本／武鑑

泰平万代　大成武鑑　御役人衆心之三　江戸日本 宝暦11年 竪半半（版本）・1冊 い703
碧南1町目御書物師出雲寺和泉操版

新改　安永武鑑　御役人衆巻之三　日本橋南1町目 安永2年 竪半半（版本）・1冊 い697
江府書林須原屋茂兵衛蔵板

新改　安永武鑑　御役人細巻之三　日本橋南1町目 安永6年 竪半半（版本）・1冊 い696
江府書林須原屋茂兵衛蔵板

新改　安永武鑑　御大名衆巻之一 （安永） 竪半半（版本）・1冊 い694

新改　安永武鑑　御大名衆巻之二 （安永） 竪半半（版本）・1冊 い695

画面　安永武鑑　御大名衆論之二 （安永） 竪半半（版本）・1冊 い698

新改　安永武鑑　西御丸高湿之四 （安永） 竪半半（版本）・1冊 い699

新改　安永武鑑　西御丸指巻之四 （安永） 竪半半（版本）・1冊 い701

泰平万代　大成武鑑　御役人毛巻之三　江戸日本 天明2年 竪半半（版本）・1冊 い707
橋通1町目御書物師出雲寺和泉橡麺

泰平万代　大成武鑑　御役人衆巻之三　江戸日本 天明4年 竪半半（版本）・1冊 い710
橋通1町目御書物師出雲寺和泉橡版

新板改正　天明武鑑　御役人響町之三　日本橋通1 天明6年 竪半半（版本）・1冊 い716
亜目江府書林千鐘房須原屋茂兵衛蔵版

新板改正　天明武鑑　御役人衆巻之三　日本橋通1 天明7年 竪半半（版本）・1冊 い720
丁目江府書林千二丁須原屋茂兵衛蔵版

新板改正　天明武鑑　御役人衆巻之三　日本橋通1 天明8年 竪半半（版本）・1冊 い723
町目釘府書林千暖房須原屋茂兵衛蔵版

新板改正　天明武鑑　御大名幽幽之一 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い713

新板改正　天明武鑑　西御丸附衆巻之四 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い714

新板改正　天明武鑑　御大名速耳之二 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い715

新板改正　天明武鑑　西御丸附巻之四 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い717

新板改正　天明武鑑　御大名衆巻之二 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い718

新板改正　天明武鑑　御大名衆巻之一 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い719

新板改正　天明武鑑　御大名衆評之一　日本橋通1 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い721

町目江府書林千鐘房須原屋茂兵衛蔵版

新板改正　天明武鑑　西御丸贈爵之四 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い722

新板改正　天明武鑑　御大名衆論之二 （天明） 竪半半（版本）・1冊 い724

新刊増補　出世雲上名鑑　坤　出雲寺和泉操 寛政3年 竪半半（版本）・1冊 い681

新板改正　寛政武鑑　御役人衆巻之三　日本橋通1 寛政3年 竪半半（版本）・1冊 い728
町目江府書林千鐘房須原屋茂兵衛蔵板

新板改正　寛政武鑑　御大名衆巻之一 （寛政） 竪半半（版本）・1冊 い725

新板改正　寛政武鑑　西御丸附巻之四 （寛政） 竪半半（版本）・1冊 い726

新板改正　寛政武鑑　御大名衆巻之二 （寛政） 竪半半（版本）・1冊 い727

新刊増補　萬世雲上名鑑　乾 竪半半（版本）・1冊 い682

泰平万代　大成武鑑　御大名衆巻之一 竪半半（版本）・1冊 い700

泰平万代　大成武鑑　御大名下巻之二 竪半半（版本）・1冊 い702
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家／版本／武鑑

泰平万代 大成武鑑 西御丸附巻之四 竪半半（版本）・1冊 い704

泰平万代 大成武鑑 御大名衆巻之一　　　　「
竪半半（版本）・1冊 い705

泰平万代 大成武鑑 御大名衆巻之二 竪半半（版本）・1冊 い706

泰平万代 大成武鑑 西御丸附巻四四 竪半半（版本）・1冊 い708

泰平万代 大成武鑑 西御丸附巻之四 竪半半（版本）・1冊 い709

泰平万代 大成武鑑 御大名衆巻之二 竪半半（版本）・1冊 い711

泰平万代 大成武鑑 御大名鞘巻之一 竪半半（版本）・1冊 い712

その他

辛丑運気考　全　皇臣町田中川藤四郎蔵板 安永10年 竪半半（版本）・1冊 い683

多騎篠挙欝欝総懸調諜羅轟叢 竪半（版本）・1冊 い684

郷

その他

借用申金子重事（商仕入金に入用につき）神戸分 享保8年7月11日 竪紙・1通 い497－4

七→神戸分左衛門

預り申金子之事　神戸分左衛門→永田清三郎 享保20年正月 竪切紙・1通 い497－3

金三両献納書類　前大納言様へ　（未開封）神戸 元治元年9月 不明 い553
文平

大山格之助より前山精一郎へ来翰血塗（戊辰戦争 （明治元年ヵ）8月25日 横切継紙・1通 い465－4

戦況報告）町田菊治

神戸善友死去之節小島弥五右衛門より来状弐通、 （近世） 包紙・1点 い497・1－0

娘おその書付壱通

覚削壁罐嬬習錘諮潔鯉購 （近世）未7月 竪紙・1通（封紙付） い497。1・1

清入子その→古渡り利兵衛

（善友煩の由宗故への通知につき書状）小嶋弥五 （近世）6月14日 横折紙・1通 い497－1・2

右衛門→神戸文七

（善友死去通知の礼状）小嶋弥五右衛門→神戸文左 （近世）6月29日 横折紙・1通 い497－1・3

衛門・文七

（急用出来につき書状、末尾部分） （近世）2月15日 断簡・1点 い477－20

＊口演（はやり病御薬への御礼）新田忠左衛門→ （近世）8月22日 横切紙・1通 い418－1・17

御勘定場（心乱橘蔵）

（弥左衛門様へご案内の49日前にあい立て申すべ （近世）9月3日 横折紙・1通 い477－11

きにつき書状）円明寺→神戸分左衛門

＊鰺悪澄により殿方様へお伺いご免願レ’等 （近世）10月29日 横切継紙・1通 い418－1－15

（神戸家所蔵品整理につき） （近世） 断簡・1通 い417－23－1

（箱寸法書） （近世） 断簡・1点 い417－23・2

普海 （近世） 付札・3点 い417。23－3

＊（加紋散引札写）　売払取次所、常盤橋内添地掛川屋 （近世） 竪紙・1通 い418－1－11

一81一



家／その他

伝五郎・西丸下越前屋鯖右衛門

（旅先よりの便りに対し、こちらは変わることなき （近世） 横折紙・1通 い477・7

旨の返書）　めうさん→神戸分左衛門

（預方音物につき） （近世） 断簡・1点 い477。21

（返答事認めにつき書状） （近世） 横切継紙・1通 い477・23

高中小兵衛方かし金之訳 （近世） 横切継紙・1通 い497・2

記（借財融通のための売却品を家再興の時まで預
@かり置くにつき）　神戸与平→神戸直彦

明治7年7月 竪紙・1通 い449－3

記（油料神納につき）熱田神宮宿直所 明治9年4月27日 竪紙・1通 い448・24
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新田支配人（庄屋）／庄屋役

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

新田支配人（庄屋）

　大宝前新田の支配人は小川唯助であり、近世を通じて世襲でこの神戸家内の役職を勤めていた。こ

の存在は開発当初まで遡るようで、今回整理分の史料にも「分左衛門新田代唯助」（い494）あるいは

「大宝前新田只助」（い409－4）とその名前が見られ、「支配人」という役職名はないものの現地で当主

分左衛門にかわって周辺新田との交渉に従事している姿が見られる。この役職は大宝前新田の経営に

従事するほか、周辺のいくつかの新田経営にも関与した形跡が見られるため、新田別の大項目の前に

提示しておく。

　一方、村としての大宝前新田には庄屋・組頭が置かれているが、いっから存在するのかはわからな

い。1720（享保5）年に庄屋唯助が存在することが確認できる（い287－3－3）のが今の所最も遡れる時

点である。その後も、庄屋は表2に見られる通り只助（唯助）であることが多く、天保末年から安政

期にかけての綱具も只助の停であることから、大宝前新田の庄屋は概ね新田支配人の小川唯主家が世

襲で勤めていたと考えてよい。

　各新田の経営文書と区別される独自の文書は非常に少ないが、組織上は各新田の上位に位置するの

で、あえてサブフォンドとしてここに呈示した。今回収録史料に見られるように、庄屋の任免に関し

て名古屋藩役人のみならず地主である神戸家へも文書を提出していることから、新田支配人の地位と

庄屋のそれは不可分の関係にあったと推察される。

庄屋役

乍恐奉症候（近年病身につき退役願い）神戸新田 寅5月 竪紙・1通 い541・9

唯助→旦那様

乍咳唾奢監難癖謝の籍横断蠣 辰5月 竪紙・1通 い608－7－9

地主様御勘定場

乍魏魏聚鰻／唯難論欝欝齪審 亥3月 竪紙・1通 い541－15

門御陣屋

乍誉静矯！驕慧臓に仰せ付けられた 亥7月 竪紙・1通 い541－12
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大宝前（神戸）新田

表題・作成等 年代 形態・数量　　　整理番号

大宝前（神戸）新田

　大宝下新田の歴史は、二代目神戸文左衛門正種（普海）が1707（宝永4）年、井筒屋伊兵衛を共同

出資者として、大宝新田の伊勢湾地先に大宝前新田125町歩を開発し、敷金として7811両余を尾張藩

に差し上げたことに始まる。しかしその開発は順調ではなく、翌1708（宝永5）年には高潮により破

堤し、規模を100町歩に縮小した。この時から出資者に本家の鵜飼屋神戸弥左衛門・江戸の分家神戸

彦七・萱津屋伊右衛門の3人が加わった。これら出資者の結合を神戸家では「地主仲間」と呼んでい

る。さらに、1723（享保8）年には3度の高潮に遭い、全体を45町7反に縮小することにより大宝前

新田の規模が確定した〔菊池1986年〕。大宝前新田には支配人小川只助を置き、新田経営を担当させ

た。また、「新田小屋」あるいは「新田会所」という経営機関も開発当初から存在したようである。

1766（明和3）年には大宝前新田の宗門改帳を同新田の庄屋が作成するようになり、これを「宗門村

立」という。これにより、同新田は村請け制の村として確立した。その後、1815（文化12）年には同

新田は神戸新田と改称された。

　このサブフォンドには、大宝前（神戸）新田の経営に関する文書を編成した。主要な帳簿はここで

も（その1）に体系的に編成したので、帳簿に関しては断片的なものしか収録されていない。今回整

理分で特徴的なのは、開発当初に工事のため購入した坑木・栗石・土俵の領収書が多数見られ、これ

は小項目「資材購入」に編成した。また、堤普請の請負人である源太夫との争論文書が注目される

（「堤普請請負人源太夫一件」）。源太夫により幕府評定所に提訴され、そのために法制審研究でいうと

ころの「目安裏判」の写しがある（い520－4）。

　また、今回収録分は書付類の袋・束・綴が多い。点数が多いのは、小項目「掟米運搬」である。こ

れは新田経営が軌道にのったのち、大宝前新田から元材木町へ掟米（年貢＋小作料）を運搬する際の

送り状を中心に79点がある。これらは全て近世のものと思われる。次に、小項目「諸入用帳結付け書

付袋」が奇妙な項目名であるが、内容は1859（安政6）年の「神戸新田下用月々帳面入、並書付類不

言入ル」（い418）、および1860（万延元）年「新田下用月々帳面入」（い419）という表題のある二つ

の袋に入っている合計158通の書付である。（その1）では「諸入用帳」という項目において、毎月作

成される「諸入用帳」の綴りを年代順に配列したが、上述のような表題を持つ袋が結び付けられてい

る月々の入用帳の綴りが多く見られた。（その1）151、152頁には安政6年、万延元年の入用帳の綴

りが見られる（あ929、930）が、その綴りには袋が伴っていない。本小項目収録分の二つの書付袋は、

この入用帳綴りにもともとは結び付けられていたものであろう。なお、い419の袋に入っているもの

は少なからず安政6年転居に関連する可能性が高いように思われたが、確証が得られないためやむを

得ずここに配列する結果になっている点にここでは注意を喚起しておきたい。

　そのすぐあとの小項目「諸入用書付袋」には1715（正徳5）年（い398）、1716（享保元）年（い

578）、1725（享保10）年（い467）の三つの袋が配列されている。このように、細かな書付類は一年

ごとに袋に収納され保管されていたものと思われる。これらは中項目「経営費用」に配列しているが、

書状なども多く含まれていることは先の諸入用帳結付け書付袋内史料と同様である。

　しかし、現状では袋から出てしまったものも多いので、そうした書付類は内容的な種別で配列せざ

るをえなかった。また、上記の書付丁丁史料のうち、内容的種別にふさわしいと判断した史料につい

ては該当の小項目に重出させたものも少なからずある。

　そのほか、今回特徴的なのは、年貢免状が多く見られることである。「公儀との関係／年貢」に1770

（明和7）年から1866（慶応2）年まで約90通存在する。
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開発

願書

橿灘轟蕪隅棚観二難雛辮禦　角屋平兵衛→野方御奉行所 宝永4年2月10日 竪継紙・1通 い468・11

資材購入

請取申金子旧事（大宝御新田高木代金につき）　鵜 宝永4年4月18日 竪継紙・1通 い486・9

沼村久兵衛・同忠右衛門→神戸分左衛門

請輻驕講論穏羅理塑）三三 宝永4年12月23日 竪継紙・1通 い486・22

長三郎・松竹村勘七郎→神戸分左衛門

請取申俵代金之事（金8両）　東福田村源助→若山左 （宝永4年）亥12月24日 竪切紙・1通 い486－18

助

請取申金子奇事（俵代金7両受取につき）　東福田 （宝永4年置亥12月25日 竪継紙・1通 い486－15

村源助→若山二二

言禦蠣鉱油鶏御漏温温篇：釜山 宝永4年12月28日 竪紙・1通 い486－10

平・同所組頭忠右衛門→堤久助

請取申金子忌事（石籠竹代金10両受取につき）小 宝永5年正月18日 竪切紙・1通 い486・12

あミ村長三郎・松竹村勘七郎・小あミ村請人長八郎→
神戸分左衛門

覚（籠代金受取につき）　籠屋長三郎・勘七郎→堤久 （宝永5年）子閏正月3日 竪切紙・1通 い486－20

助

請継継欝誘晶晶に蠣響二品牌 宝永5年閏正月4日 竪継紙・1通 い486・21

村勘七郎→堤久助

請取申金子之事（大宝前御新田杭木代金受取りに
@つき）　　　　　濃州鵜沼村久兵衛・同村請人忠右衛門→犬山

宝永5年2月4日 竪切紙・1通 い486・8

言分左衛門

覚（土表代受取につき）　弥次兵衛→久助 （宝永5年）2月16日 竪切紙・1通 い486－7

請取申金子之事（松葉代金3両受取につき）　吉田 宝永5年3月12日 竪切紙・1通 い486・17

村川合藤十郎→中嶋武助

売上ヶ申栗石早事　吉田村川合藤十郎→堤久助 宝永5年6月3日 竪継紙・1通 い486－1

請取申金子之事（栗石売上残金受取りにつき）　大 宝永5年6月11日 竪切紙・1通 い486－3

田村川合藤十郎→堤久助

請取申金子忌事（大宝新田籠代金のうち35両受取 宝永5年6月15日 竪切紙・1通 い486－16

につき）　小網村長三郎・松竹甚七郎→堤久助

売上ヶ申栗石之事　太田村藤治郎→堤久助・森治右衛

@門
宝永5年9月27日 竪継紙・1通 い486・4

覚（石籠代金の残り2両2分受取につき）　奥田重右 （宝永5年）子10月28日 竪切紙・1通 い486－14

衛門→堤久助

覚（杭木58880本代金請取につき）油屋治右衛門→ （宝永5年）子11月朔日 竪継紙・1通 い486・2

神戸分左衛門

預り申金子之事　川合治郎九→堤久助 （宝永5年）子12月22日 竪切紙・1通 い486－5

杭木代金目録（代金請取につき）　美濃鵜沼村林久 宝永7年8月8日 竪紙・1通 い409－7
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兵衛→神戸分左衛門

請取申栗石代金之事　美濃安江村伊藤利左衛門→神 宝永7年10月27日 竪紙・1通 い409－6

戸分左衛門

覚（土表代金6両受取につき）　早川弥次兵衛→堤久 2月3日 竪切紙・1通 い486－19
助

覚（板などの代金受取につき）甚平→堤久助 12月10日 横切紙・1通 い486－6

請取申金子之事（土俵代金のうち金2両受取につ
@き）　平嶋村新六→若山佐助

12月15日 竪紙・1通 い486－13

請野禽藤誰鵠織縞纏盤llつ 宝永5年3月27日 竪切紙・1通 い486・11

堤普請請負人源太夫出入一件

三曲方面合手形写弐通 包紙・1点 い518－0

請鶴雛監難聾鰹鹸鯉鯉蕪隷契 宝永4年11月晦日 竪美継紙・1通 い518－1

源太夫・同中野村田請所請負人善右衛門・尾州枇杷嶋
普請所請負人与八郎・濃州米野村同請人甚右衛門・同
中野村同請人善兵衛→犬山自分左衛門・井筒屋平兵衛

回護藤壷黙聴講壽1蒲纏縫養鞍　写）　濃州米野村源太夫、二丁野村善右衛門・与八郎 宝永5年正月19日 竪美継紙・1通 い518－2

→犬山屋分左衛門

覚（濃州日用頭共分左衛門訴の書付下書）犬山屋 （宝永5年ヵ）子12月 竪継紙・1通 い521・1

分左衛門・井筒屋平兵衛

覚（濃州日用頭共分左衛門訴の書付控）犬山引分 （宝永5年ヵ）子12月 竪美継紙・1通 い521－3

左衛門・井筒屋平兵衛→（岡田佐左衛門、寅正月七日）

乍恐書付を以奉通巻御事（大宝前新田堤266間の普

ﾓ籍契罐楚編復瀦魏擬蜂霧
宝永6年12月 竪美継紙・1通 い520－1

村甚右衛門・同国江川村前右衛門・同所利助→御奉行
所

乍恐書付を以奉願誓御事（大宝前新田堤船方代金　をめぐる出入の願書ならびに評定所への出頭を

@命じる指紙写）　美濃国羽栗郡下野村源太夫・甚右

宝永6年12月 竪継紙・1通 い525・2

衛門、同国江川村才右衛門・利助→御奉行所

覚（御裏書された御訴状を受け取ったので江戸へ 宝永7年正月6日 竪美紙・1通 い520－2
下り御評定所へ返答書指し上げるにつき覚書控）　尾州名古屋元材木町犬山屋分左衛門、同所組頭

源七郎、同所名主分七郎・分六郎→濃州米野村源太夫・
甚右衛門・才右衛門・利助

覚（御裏書された御訴状を受け取ったので江戸へ
@下り御評定所へ返答書指し上げるにつき覚書　控）尾州名古屋元材木町犬山国分左衛門・同所組頭

宝永7年正月6日 竪美紙・1通 い520－3

源七郎・同所名主分七郎・同所名主分六郎→濃州米野
村源太夫・甚右衛門・才右衛門・利助

覚櫻勝1磐装画麟灘i裂蝶猫 宝永7年正月6日 竪紙・1通 い525－3

濃州米野村源太夫・甚右衛門・才右衛門・利助→尾州名
古屋元材木町名主分六・立面、同所組頭源七、犬山屋分
左衛門

乍灘準準難器騨難歯弓袋 宝永7年2月 竪美継紙・1通 い510
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米野村源太夫ほか3名）　尾州名古屋材木野犬山屋
分左衛門→御奉行所

乍繕繋難論灘騨醗
宝永7年2月 竪美継紙・1通 い511

屋分左衛門→御奉行所

縢縫聾跨難髄鞘鞭羅鞍袋 宝永7年2月 竪美継紙・1通 い512

米野村源太夫ほか3名）　尾州名古屋材木町犬山屋
分左衛門→御奉行所

乍讐欝諸藩騒繕翻鞭驚罐餓書 宝永7年2月 竪美継紙・1通 い521－4

分左衛門→御奉行

縢醗韓論難璽編嚢羅鑛袋 宝永7年2月 竪美継紙・1通 い524

米野村源太夫ほか3名）　尾州名護屋材木町犬山屋
分左衛門→御奉行所

覚（野々垣源兵衛・源太夫・甚左衛門の来歴につき） 宝永7年2月 横切紙・1通 い525－5

尾州名護屋材木町犬山屋分左衛門

覚（野々垣源兵衛・源太夫・甚右衛門の来歴につき） （宝永7年）2月 横切紙・1通 い525－4

尾州名護屋材木町犬山屋分左衛門

乍聾離籍騒露齢宝麟蟻欝賂 宝永7年12月 竪継紙・1通 い521・2

犬山屋分左衛門→御奉行所

（＝繍継響謙欝鱗離婁 （宝永7年ヵ）寅2月13日 竪美継紙・1通 い520－4

り）　尾州名古屋材木町分左衛門、組頭、名主

（大宝前新田堤266間の普請代金めぐる出入りにつ （宝永7年2月13日） 竪美継紙・1通 い520－5

き訴状・返答書写）　（尾州名古屋材木町分左衛門）

その他

大離籍羅欄人足之覚（30の各細’木寸の人足 （宝永5）子年12月 竪継紙・1通 い543

指出シ申手形之事（大宝前新田替地のうち其方拍
@田地を我等方へ引受につき）　分左衛門新田代唯

宝永7年5月2日 竪紙・1通 い494

助→新田四郎兵衛

宝永年写 （宝永7年置 束の付札・1点 い409－0

覚（文左衛門新田鳥運上請取）　川奉行代鈴木喜兵 宝永7年11月 横切紙・1通 い409・1

衛・横江源助→鳥屋源七

請取申井直感盃事　子宝新田平左衛門→大宝前新田 宝永7年12月17日 竪紙・1通 い409。4

只助

覚（鳥ヶ地黒闇場入用米高書上）　東福田村佐次兵 宝永7年12月 横切継紙・1通 い409－3

衛・鳥ヶ地村平蔵→神戸弥左衛門・赤川庄兵衛

覚（鳥ヶ地福田井蒔米出申につき）　鳥ヶ品評田才 （宝永7年）寅12月12日 横切紙・1通 い409・5

兵衛→犬山屋文左衛門

覚（井領米代金銀請取につき）鳥ヶ地田平兵衛→分 （宝永7年）寅極月19日 横切紙・1通 い409－8

左衛門新田只助

覚（諸事入用等請取につき）平蔵→分左衛門 （宝永7年）寅12月 横切紙・1通 い409－2
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形成期普請

享保八年普請

乍恐奉願御事（大宝前新田風難・地震のため検見願 （享保7年）寅7月 竪紙・1通 い523

い）　犬山引分左衛門→野方御奉行所

乍馨護羅隠蟹羅感熱餓蓑一如　替地に三三立てなどの願書控）　　　　　　　　　　　　　　　　犬山三分左衛門 享保7年10月 竪継紙・1通 い519－2

→野方御奉行所

覚懇響購灘灘購羅　名、野方奉行・水奉行各1名、大代官2名→犬山屋分左衛 享保8年4月 竪継紙・1通 い519－1

門

覚幽幽前鑑li鹸糞鷺鰯騙誉窪 享保8年4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い608・3

つき覚書写）　上田津帯代丹羽藤蔵、弓形善左代2
名、野方奉行・水奉行各1名、大代官2名→犬山屋分左衛
門

普請年代不明

大宝新田堤築方請負高段坪積り勘定目録　尾州名 寅2月 竪継紙・1通 い522

古屋材木町分左衛門

覚（堤普請の仕法の覚書） 竪継紙・1通 い517

掟米徴収

納米目録

逐年納米目録（越年納米差引勘定につき）大宝前
　新田唯相

子12月 竪継紙・1通 い481

掟米受取

覚（未納米請取覚）　犬山や半右衛門→小川唯助 （正徳5年）未9月9日 竪切紙・1通 い398－4－1

請取落勢之事（未年納米請取につき）　神戸分左衛 （正徳5年）未10月2日 竪切紙・1通 い398－4－2

門→小川唯助

覚（大宝前新田出し納米請取につき）　犬山屋半右 （正徳5年）未11月6日 竪切紙・1通 い39＆43

衛門→小川三助

覚（西福田出シ大宝前新田納米受取につき）　犬山 （正徳5年）未11月ll日 竪切紙・1通 い398－4－4

や半右衛門→小川唯助

覚（かにへ積大宝前新田納米受取につき）犬山や （正徳5年）未11月ll日 竪紙・1通 い398－4－5

半右衛門→小川唯助

覚（蟹江積出シ大宝前新田納米受取につき）犬山 （正徳5年）未11月14日 竪切紙・1通 い398・4－6

や半右衛門→小川唯助

覚（かにへ積出シ大宝前新田納米受取につき）犬 （正徳5年）未11月14日 竪切紙・1通 い398－4。7

山屋半右衛門→小川唯助

覚（下一色積納米受取につき）　犬山や半右衛門→小 （正徳5年）未霜月15日 竪紙・1通 い398－4・8

川三助

覚（下一色積納米受取につき）犬山や半右衛門→小 （正徳5年）未11月15日 竪切紙・1通 い398－4・9

川唯助
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覚（新田出し納米受取につき）　犬山や半右衛門→小 （正徳5年）未11月16日 竪切紙・1通 い398・4－10

川崎助

覚（舟入出し納米受取につき）犬山屋半右衛門→小 （正徳5年）未11月16日 竪切紙・1通 い398－4－11

川唯助

覚（下一色積出納米受取につき）　犬山屋半右衛門 （正徳5年）未11月17日 竪切紙・1通 い398・4－12

→小川三助

覚（東福田積出納米受取につき）　犬山や半右衛門 （正徳5年）未11月17日 竪切紙・1通 い398－4－13

→小川唯助

覚（新田出米請取につき）　犬山屋半右衛門→大宝前 （正徳5年）未11月18日 竪切紙・1通 い398・4－14

新田唯助

覚（鳥ヶ地出シ米請取につき）犬山屋半右衛門→大 （正徳5年）未11月19日 竪切紙・1通 い398－4・15

宝前新田三助

覚（新田出し納米受取につき）犬山や半右衛門→小 （正徳5年）未11月20日 竪切紙・1通 い398・4－16

訳出助

覚（大宝出し納米受取につき）犬山や半右衛門→小 （正徳5年）未11月24日 竪紙・1通 い398・4－17

川唯助

覚（新田出し納米受取につき）犬山や半右衛門→小 （正徳5年）未11月27日 竪切紙・1通 い398－4－18

川唯助

覚（納米請取につき）　犬山屋半右衛門→大宝前新田 （正徳5年）未11月28日 竪紙・1通 い398・4－19

唯助

覚（新田出し納米受取につき）犬山屋半右衛門→小 （正徳5年）未12月2日 竪紙・1通 い398・4－20

川平助

覚（大宝前新田納米受取につき）　犬山屋半右衛門 （正徳5年）未12月 竪切紙・1通 い398－4・21

→小河三助

千弐百参拾石五斗（い398を一括する小繕りに添付　された札の文字）

札・1点 い398－4・0

掟米計算

（坪付覚帳） 横長美（一ツ綴）・1冊 い462－2

（小作人ごとの面積書上） 横長半（一ツ綴）・1冊 い464－11

（名寄帳、坪ごとの面積表示のみ） （近世後期） 横長半（一ツ綴）・1冊 い464－1

（勘三郎はじめ14人名前書上） 8月26日 小切紙・1通 い464・1・1

覚（掟米増減勘定） （近世後期） 横折紙・1通 い464－5

覚（申年坪ごとの掟米書上） （近世後期） 横折紙・1通 い464－6

覚（未二二ごとの増高書上） （近世後期） 横折紙・1通 い464・7

＊覚（納米差引勘定書付） 横切継紙・1通 い418－1－38

掟米運搬

覚（大宝前新田米送り状）右（大宝前）新田唯助→犬 宝暦6年12月5日 竪切紙・1通 い445－2－16

山屋嘉兵衛

覚（大宝前新田米積送につき）右（大宝前）新田唯助 宝暦6年12月18日 竪紙・1通 い445－2－11

→犬山屋嘉兵衛

覚（餅米積送りにつき）　新田唯助→川合嘉兵衛 宝暦7年2月6日 半切紙・1通 い445・1－58
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覚（甲高180石の内23石弓積み送りにつき）　大宝 宝暦8年12月12日 竪切紙・1通 い445－1。17

前新田重右衛門→犬山屋嘉兵衛

送状習事（米5石5斗）　大宝前新田重右衛門→川合嘉 子10月10日 竪継紙・1通 い445－2－9

兵衛

送り状之事（亀ヶ地御徳米積送りにつき）大宝前 子11月晦日 竪切紙・1通 い445・3・32

新田奥田重右衛門→川合嘉兵衛

覚（米積送高書上）　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 子12月2日 竪切紙・1通 い445－2・25

覚（米送り状）大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 子12月5日 竪切紙・1通 い445－2。17

覚（大宝前新田納米積送につき）　奥田重右衛門→ 子12月7日 竪紙・1通 い445－2－30

川合嘉兵衛

覚（大宝前新田米積送につき）　右（大宝前）新田唯助 子12月14日 竪切紙・1通 い445－2－18

→犬山屋嘉兵衛

覚（米積送りにつき）　三助→犬山屋嘉兵衛 子12月14日 竪切紙・1通 い445－2・21

覚（米積送につき）唯助→犬山屋加兵衛 子12月18日 竪切紙・1通 い445－2－10

覚（大宝前新田納米・亀ヶ地御徳米積送りにつき） 子12月26日 竪紙・1通 い445－3－28

奥田重右衛門→川合嘉兵衛

覚（米積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 丑12月2日 竪切紙・1通 い445－3－33

覚（大宝前新田納米・四郎兵衛新田見取米積送りに
@つき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛

丑12月17日 竪紙・1通 い445－3－29

覚（大宝前新田納米・亀ヶ地御徳米積送りにつき） 丑12月20日 竪紙・1通 い445－3－26

奥田重右衛門→川合嘉兵衛

覚（米積送高書上）　神戸平吉→川合嘉兵衛 寅10月17日 竪切紙・1通 い445－1・12

覚（亀ヶ地面蔵船にて米積送につき）新田平吉→ 寅11月25日 竪切紙・1通 い445－1。11

犬山屋嘉兵衛

覚（米積送につき）　重右衛門→犬山屋嘉兵衛 寅12月6日 竪切紙・1通 い445－1－44

覚（米積送につき）　大宝前新田重右衛門→川合嘉兵 寅12月16日 竪切紙・1通 い445－1－57

衛

覚（大宝前新田納米積送につき）　奥田重右衛門→ 寅12月 竪紙・1通 い445－3－2

川合嘉兵衛

送り申米之事　奥田重右衛門→川合加兵衛 卯11月12日 竪切紙・1通 い445－1－21

送り申米之事　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 卯11月20日 竪切紙・1通 い445－1－22

覚（米積送りにつき）　大宝前新田重右衛門→川合嘉 卯11月26日 竪切紙・1通 い445－3－38

兵衛

覚（米積送につき）奥田重右衛門→川合嘉兵衛 卯11月29日 竪切紙・1通 い445－1－24

覚（米積み送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 卯11月30日 竪切紙・1通 い445・1－31

送画面固事（餅米）奥田重：右衛門→川合嘉兵衛 卯11月 竪切紙・1通 い445・1－23

送り書之事（米積送りにつき）神戸新田庄屋綱蔵・ 卯12月10日 竪紙・1通 い448－19－2

忠兵衛→御地主様御勘定場

覚（宮市左衛門切手持参、米積送りにつき）　神戸 卯12月16日 竪紙・1通 い448－19－5

新田庄屋山鹿→御地面様御勘定場

（米積送りにつき書状）　神戸新田庄屋綱蔵・同組頭　忠兵衛→御地二様御勘定場

卯12月 竪紙・1通 い448・19－1
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送り書之事（納米など積送りにつき）　神戸新田庄 卯12月 竪紙・1通 い448－19・4

屋綱蔵→御地主様御勘定場

送り書之事（納米）　新田庄屋忠兵衛→御地主様御勘 辰正月17日 竪紙・1通 い449－4－1

丁場

送り書小事（米積送りにつき）神戸新田庄屋忠兵衛 辰正月 竪紙・1通 い448－19－3

→御地主様御三立場

覚（米積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 辰12月7日 竪切紙・1通 い445－3・31

覚（大宝前新田米40石積送りにつき）奥田重右衛 辰12月9日 竪切紙・1通 い445－1－53

門→川合嘉兵衛

覚（大宝前新田米10石積送りにつき）　奥田重右衛 辰12月9日 竪切紙・1通 い445－1－54

門→川合嘉兵衛

覚（大宝前新田米積送につき）　奥田重右衛門→川合 辰12月12日 竪切紙・1通 い445・3・1

嘉兵衛

覚（米積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 巳正月13日 竪切紙・1通 い445－1－47

覚（小麦積送につき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 巳5月25日 竪紙・1通 い445－2・2

覚（米等積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 巳10月13日 竪紙・1通 い445－1－39

覚（米積送りにつき）　重右衛門→川合嘉兵衛 巳11月15日 竪切紙・1通 い445－1－40

覚（納米積送につき）　奥田重右衛門→川合加兵衛 巳12月26日 竪切紙・1通 い445－1－37

覚（鮫ヶ地勘助米積送につき）重右衛門→川合加兵 巳12月26日 竪切紙・1通 い445－1・38

衛

覚（米積送につき）　奥田重右衛門→犬山屋嘉兵衛 巳12月 竪切紙・1通 い445－1－32

覚（大宝前新田米積送につき）奥田重右衛門→川合 午正月19日 竪切紙・1通 い445・1－10

嘉兵衛

覚（米積送につき）　大宝前新田重右衛門→川合嘉兵 午11月晦日 竪紙・1通 い445－1－8

衛

覚（大宝前新田亀ヶ地船にて米積送分書上）奥田 午12月13日 竪紙・1通 い445－1－2

重右衛門→川合嘉兵衛

送り状之事（米積送につき）大宝前新田平吉→川合 未2月朔日 竪切紙・1通 い445－1－34

嘉兵衛

送り副乳之事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 未9月23日 竪切紙・1通 い445・3－35

送り申納米之事　大宝下新田唯助→犬山屋嘉兵衛 未11月6日 竪切紙・1通 い445－3・36

米送り状之事　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 未11月14日 竪切紙・1通 い445・3－34

覚（御蔵米積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵 未11月24日 竪紙・1通 い445－3－27

衛

吉凶納米幹事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 申2月7日 竪切紙・1通 い445・3・6

回申納米之事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 申2月14日 竪切紙・1通 い445・3・7

送申納米之事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 申2月16日 竪切紙・1通 い445－3。9

泣言納米当事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 申11月14日 竪切紙・1通 い445・3。10

回申納米之事　大宝前新田三助→犬山屋嘉兵衛 申11月15日 竪切紙・1通 い445・3－8

送申納米之事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 申11月21日 竪切紙・1通 い445・3・12
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覚（米積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 申12月4日 竪切紙・1通 い445－1－50

覚（米積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 申12月14日 竪切紙・1通 い445・1・42

送り申納米之事　大宝前新田唯助→犬山屋嘉兵衛 申12月15日 竪切紙・1通 い445－3－14

覚（米積送につき）奥田重右衛門→川合嘉兵衛 申12月20日 竪紙・1通 い445・1・25

覚（竹田平蔵加地子米・新田米積送りにつき）　奥 申閏12月2日 竪切紙・1通 い445－1－41

田重右衛門→川合嘉兵衛

覚（米積送につき）奥田重右衛門→川合嘉兵衛 酉10月23日 竪紙・1通 い445－2・22

覚（米積送につき）奥田重右衛門→川合喜兵衛 酉11月19日 竪紙・1通 い445－2－20

覚（米積送につき）奥田重右衛門→川合嘉兵衛 酉11月29日 竪切紙・1通 い445・2－4

覚（米送り状）重右衛門→川合嘉兵衛 酉12月1日 竪紙・1通 い445・2・23

覚（米積送につき）　大宝前新田重右衛門→川合嘉兵 酉12月14日 竪紙・1通 い445－2－13

衛

覚（大宝前世田島積送につき）奥田重右衛門→河合 酉12月21日 竪紙・1通 い445・2・12

嘉兵衛

送り申納米之事　大宝前新田庄屋白上→犬山屋嘉兵 戌12月25日 竪切紙・1通 い445－3－22

衛

送り申納米之事（鍋蓋新田二合にて）　大宝前新田 戌12月26日 竪切紙・1通 い445－3－21

唯助→犬山屋嘉兵衛

送り申納米之事　大宝前新田庄屋丁丁→犬山屋嘉兵 戌12月26日 竪切紙・1通 い445。3・23

衛

覚（麦積送分書上）重右衛門→川合嘉兵衛 7月3日 竪紙・1通 い445・1－1

覚（さやぬか積送りにつき）　奥田重右衛門→川合嘉 9月13日 竪紙・1通 い445－3－30

兵衛

（米積送りにつき書状）小川唯助→川合嘉兵衛 12月2日 竪紙・1通 い445－2－15

＊（作徳米積送嵐にて船不着につき書状）　新田綱 12月9日 横切継紙・1通 い418・1・40

蔵→御苗吉蔵

覚（米積送につき）　奥田重右衛門→川合嘉兵衛 12月19日 竪紙・1通 い445・1・28

覚（米積送につき）奥田重右衛門→川合喜兵衛 12月23日 竪切紙・1通 い445－2－19

＊送状即事（納米差送状）新田ニテ久蔵→神戸勘定 横切紙・1通 い419－5－3

場衆中

＊覚（納米請取につき）　神戸支配方→庄や衆中 12月1日 横切紙・1通 い419－44・7

経営費用

入用金授受

覚（古金銀・文金元利勘定書付） （元文年間） 横切継紙・1通 い415－11

覚（元金・利金・返納分・借用残額など算用書上） 安政2年12月 横切継紙・1通 い608－7－3

新田忠右衛門→御地主持御回開場

万年分渡金（中堤町薄網代・川運上など）　只助→ 午12月 横切紙・1通 い739－1

源蔵

覚（川運上金・惣急潮除など葭代金など差引勘定に 戌正月 竪継紙・1通 い503－2－13

つき）定助
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諸入用帳関連

（十一月分入用内金書上）新田忠右衛門→御地主 子11月4日 横切紙・1通 い412－8

様御勘定場

（堤銀上納引当内金・十二月分引当内金等書上） 子11月27日 横切継紙・1通 い412－10

新田庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

（伝馬銀上納引当・六月分入用引当内金書上） 寅6月 横切紙・1通 い412－3

新田忠右衛門→御地主様勘定場

（夏勘定引当・七月分入用等書上）新田忠右衛門 寅7月 横切紙・1通 い412・5

→御地主様勘定場

覚（七月分入用引当内金書付）　新田忠右衛門→ 申8月23日 横切継紙・1通 い419・36

地頭所勘定場

（四月分入用引当内金書上）新田忠右衛門→御地 4月13日 横切紙・1通 い412－1

主様勘定場

々為上瓦 横折紙・1通 い412－18

諸入用蝶結付け書付袋

神戸新田下用月々帳面入、井書付類不残入ル 安政6年3月 袋1点 い418－O

覚（世代・作料等受取）竹田大工清吉→神戸新田庄 4月29日 横切紙・1通 い418－1－1

屋

覚（運上受取）知多屋与七→神戸 申2月29日 横切紙・1通 い418－1－2

＊（神戸文左衛門神戸新田へ引越し住居許可書写） 8月 横切紙・1通 い418－1－3

おぼへ（反別覚書断簡） 横切紙・1通 い418－1－4

覚（祭礼次第） 横切紙・1通 い418－1・5

覚（川運上等覚書） 横切紙・1通 い418－1－6

覚（麦金早納引当等書付） 横切紙・1通 い418－1－7

＊御勘定所御元〆役衆（名前書付） 横切紙・1通 い418－1－8

＊（御目見御状等受取につき書状）葵園 10月17日 横切紙・1通 い418。1－9

（井戸屋二人帰るにつき瓢一つ継ぎ遣わし等につ 10月6日 横切紙・1通 い418－1－10

き書状）新田ニテ嘉一郎→神戸勘定二二蔵

＊（加紋散引札写）　売払取次所、常盤橋内添地掛川屋 （近世） 竪紙・1通 い418－1－11

伝五郎・西丸下越前屋三右衛門

覚（古釜等覚書） 横折紙・1通 い418－1・12

覚（金子書上）　戸屋惣九朗（名古屋巨万寺町）→神戸 9月11日 横折紙・1通 い418－1－13

文左衛門

＊（中納言様明日御着平出迎えにつき書状）地方 横切紙（封紙つき）・1通 い418・1－14

勘定本〆役→神戸文左衛門

＊（女様お帰りにより殿方様へお伺いご免願い等 （近世）10月29日 横切継紙・1通 い418－1－15

につき書状）

覚（こやし金等借用分書上）新田庄屋→地主様御勘 横切紙・1通 い418－1－16

定場

＊口演（はやり病御薬への御礼）新田忠左衛門→ （近世）8月22日 横切紙・1通 い418・1・17

御勘定場（御－苗二士）
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口上（かくり之義につき）　京右衛門→吉蔵 （近世）神無月19日 横切継紙・1通 い418－1・18

覚（金銭覚書）　→神戸 2月29日 横切紙・1通 い418－1－19

覚（金子受取につき）　→藤屋萬助 申正月 横切紙・1通 い418－1－20

（石かけ寸法・坪数書付） 横切紙・1通 い418－1－21

（封筒）　神戸新田→勘定場吉蔵 横切紙・1通 い418－1－22

覚（御蔵入入用引当金等覚書） 横切紙・1通 い418－1－23

（寸法書付） 断簡・1通 い418－1・24

覚（道普請金引当等書上）　新田庄屋→御地主様御勘 横切紙・1通 い418－1－25

定場

送り物覚　新田忠左衛門→御地主様御勘定場 横切紙・1通 い418－1－26

覚（検見更代等引当金）　新田庄屋→御地主面御勘定 未11月1日 横切紙・1通 い418－1－27

場－

＊（当面初入国のさい御目見につき通達2通写） 9月27日 横切継紙・1通 い418・1－28

小沢加八郎・西尾才助／地方勘定本〆役→松岡理兵
衛・神戸文左衛門

覚（杉代等書上）杉屋忠左衛門→神戸新田小川三助 10月7日 横切継紙・1通 い418・1－29

覚（杉二等領収書）　杉屋忠左衛門→神戸新田小川只 9月晦日 横切継紙・1通 い418－1－30

助

（松村様・御隠居様などへ進上品等につき書状） 9月28日 横切継紙・1通 い418－1－31

新田より半助→松岡橘蔵

（檜・杉材木注文状） 9月28日 横切継紙・1通 い418・1・32

覚（はこべ塩等注文状）半助→松岡 9月28日 横切継紙・1通 い418・1－33

（味噌など諸品書付） 断簡・1点 い418－1－34

追啓奉願上候左二、木櫃之覚　新田より半助→神戸 横切継紙・1通 い418－1－35

御勘定場

覚（表御門角物寸法書付）　御会所より→御地論難御 1月13日 横切紙・1通 い418－1－36

勘定場

（鴛；騰驕頂鰭細細無爵融解翻編 横切継紙・1通 い418－1・37

→御勘定場御苗橘蔵
横切継紙（後欠）・1通 い418－1－38

覚（中堤入用等引当金書上）

＊覚（納米差引勘定書付） 横切継紙・1通 い418－1－39

覚（捨石代金受取覚） 4月12日 横折切紙・1通 い418－1－40

＊（作徳米積送嵐にて船不着につき書状）　新田綱 12月9日 横切継紙・1通 い418・1・41

蔵→御壷吉蔵

（封筒）　新田→勘定場吉蔵 封筒・1点 い418－1－42

覚（陣屋蝋燭代請取覚）　宮崎十兵衛→神戸新田御庄 未3月26日 横折紙・1通 い嗣8。1－43

屋衆中

覚（中堤入用等引当金覚） 横切紙・1通 い418－1－44

覚（献金等覚書）　金七→御勘定場 午11月晦日 横切紙・1通 い418－1－45
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（断簡） 断簡・3点 い418－1－46

覚（ろうそく代等領収書）　八百屋常七→神戸新田御 10月26日 横切継紙・1通 い418－2
庄屋

覚（銀子受取覚）徳十郎・喜太郎→神戸新田会所 未7月 横切紙・1通 い418－3・1

覚（銀子受取覚）　佐藤庄兵衛→かんど之かい正（会 未11月 横切継紙・1通 い418－3－2
所）

覚（代金受取覚）鍛冶屋卯助→神戸会所 3月19日 横切継紙・1通 い418－3・3

覚（家作手間賃受取覚）　□□大工庄七→神戸新田会 3月29日 横切紙・1通 い418－3・4

所

（金銭受取状）平嶋庄右衛門・治郎平→神戸新田如正 亥9月4日 横切紙・1通 い418－3－5

覚（面向書上）平野屋七兵衛→神戸 10月2日 横切継紙・1通 い418－4－1

覚（材木代書上）　杉屋忠左衛門→小川只助 9月11日 横切継紙・1通 い418－4－2

覚（材木代受取）　忠左衛門→小川只助 10月16日 横切継紙・1通 い418－4－3

覚（材木代書上）　杉屋忠左衛門→神戸新田小川只助 10月7日 横切継紙・1通 い418－4－4

覚（材木代書上）　杉屋忠左衛門→神戸新田御会所 10月6日 横切継紙・1通 い418－4－5

覚（杉代置書上）徳十郎→神戸新田御会所 10月21日 横切継紙・1通 い418－4－6

覚（人足給金書上）　大工庄七→神戸新田御会所 竪切紙・1通 い418－4・7

回目杉代等書上）杉屋忠左衛門→上 9月□日 横切紙・1通 い418・4・8

覚（材木代等書上）　羽柴屋源七→神戸様御新田御入 10月27日 横切継紙・1通 い418－4・9

用

覚（油代勘定書付）　子宝甚七→神戸会所 10月26日 横切継紙・1通 い418－5

覚（油代覚書）竹助 9月27日 横切紙・1通 い418・6

（断簡） こより・1点 い418－7

おぼへ（木綿取寄せ等につき頼状）新田より→吉 10月7日 横切継紙11通 い418－8

蔵老人

＊（在郷気に入り申すにつき留守中の藩御用依頼 10月7日 横切継紙・1通 い418－9

状）葵園→橘蔵老輩

＊（封筒）　新田→勘定場吉蔵 封筒・1点 い418－10

＊暖きもの覚　たけ→御奥様 10月8日 横切紙・1通 い418－11

＊（書状、未開封につき内容摘記略）　たけ→お奥屋 10月8日 横切紙・1通 い418－12

覚（中貫等差上につき）　徳十郎→神戸新田庄屋衆中 10月8日 横切紙・1通 い418－13・1

覚（人足代差引勘定につき）　庄屋→神戸忠右衛門 10月29日 横切紙・1通 い418－13・2

覚（代金請取覚）　茶や甚四郎→神戸会所中 10月5日 横切紙・1通 い418－13－3

おぼへ（つち代等書上） 横切紙・1通 い418－13－4

覚（かふら代等書上） 横切紙・1通 い418－13・5

覚（代金受取覚）　湊屋利蔵→神戸御会所 10月16日 横切紙・1通 い418－13・6

覚（津出賃勘定につき）　さし利→上 10月16日 横切紙・1通 い418－13－7
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覚（新酒代勘定済みにつき）　酒屋孫七→上 10月17日 横切紙・1通 い418・13－8

覚（新酒代勘定済みにつき）　酒屋孫七→上 10月15日 横切紙・1通 い418－13－9

おぼへ（す・しお代受取覚）みおや兵七→神戸文左 9月27日 横切紙・1通 い418－13－10

衛門

覚（品代請取覚）濃屋兵七→かん戸新田御会所 9月27日 横切紙・1通 い418・13。11

覚（代金請取覚）湊屋利吉→神戸会所 10月7日 横切紙・1通 い418・13－12

覚（すみ代受取覚）　忠二郎→神戸御漏文左衛門 10月7日 横切紙・1通 い418・13－13

覚（代金受取覚）　笹屋利吉→上 9月晦日 横切紙・1通 い418－13－14

覚（代金受取覚）か右衛門円助→上 未9月晦日 横切紙・1通 い418・13・15

おほへ（やき塩代等受取覚）笹り→上 9月27日 横切紙・1通 い418－13。16

覚（人足代等覚書）　たくみや増蔵→忠右衛門 10月20日 横切紙・1通 い418・13－17

覚（家作手間賃請取）大工庄七→神戸御会所 横切紙・1通 い418－13－18

覚（とひん門下覚書）甚四郎→上 横切紙・1通 い418－13・19

覚（酒代受取につき）　カメ川口屋→神戸新田御会所 未10月20日 横切継紙・1通 い418－13－20

覚（品代覚書）正木長左衛門→会所 未 横切紙・1通 い418－13－21

覚（米代請取覚）　米屋藤四郎→会所 未10月 横切紙・1通 い418－13－22

覚（板代等受取につき）三杉回状助→御会所庄屋衆 10月21日 横切紙・1通 い418－13－23

覚（代金覚書）茶や甚四郎→神戸綱蔵 9月晦日 横切紙・1通 い418－13・24

覚（断簡） 断簡・1通 い418－14

＊（神戸新田氏神様の御和生二候や…） 横切紙・1通 い418－15

＊（封筒）新田より→おたけさま 封筒・1点 い418－16

＊覚（手付汁なべ等受取につき）新田より→吉蔵 10月 横切紙・1通 い418－17

老人

覚（町代受取覚）材忠→神戸新田綱蔵 11月13日 横切紙・1通 い418－18

おぼへ（小検見の節上酒代書付）小川屋泰治→神 霜月11日 横切紙・1通 い418・19

戸御庄屋

（歴代覚書）鵜飼 横切紙・1通 い418・20

覚（歴代受取覚）　湊屋理吉→神戸御会所 11月10日 横切紙・1通 い418－21

覚（酒代受取覚）　湊屋利へえ→神戸庄屋 横切紙・1通 い418－22

覚（代金請取覚）　ふしゃ栄助→神戸新田庄屋衆中 未2月14日 横切紙・1通 い418－23

＊（紅葉画虎上、風呂等積み下げ依頼につき書状） 10月10日 横切継紙・1通 い418－24

新田ニテ小七→勘定場吉蔵

＊（井戸掘り等につき書状）新田→勘定場衆中 10月10日 横切紙・1通 い418・25

＊（植春先生へ菊差上等につき書状）　芸嘉島→橘 神無月10日 横切継紙・1通 い418－26

造老賢・真死軒割

おぼへ（三嶋とつくり等受取覚書）新田→吉蔵老 10月10日 横切継紙・1通 い418・27

人

＊（留守中よろしく、今日は下る割毛見につき書 神無月10日 横切継紙・1通 い418・28
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状）芸農（7代目茂元か）→橘蔵

＊覚（貫穿受取覚書）　うおや弥九郎 12月 横切紙・1通 い418－29

（神戸新田での生活ぶり等につき書状）　京（7代目 神無月10日 横切紙・1通 い418－30

屈睦夫人）→吉蔵老人

新田下用月々帳面入　神戸支配方 万延元年3月 袋・1点 い419－0

覚（村方頭分借用米書付） 横切紙・1通 い419－1

覚（用向金子請取）桧忠→神戸 正月6日 横切紙・1通 い419－2

覚（大半紙・はん茶など注文書） 横切紙・1通 い419・3

（人名覚書） 横切紙・1通 い419－4

（村方頭分借用米につき書状）新田ニテ久蔵→長瀬 12月19日 横切紙・1通 い419－5・1

嘉一郎・松岡貯蔵

覚（村方頭分借用米書上） 横切紙・1通 い419－5・2

＊送状八事（納米差送状）新田ニテ久蔵→神戸勘定 横切紙・1通 い419－5－3

場衆中

覚（明樽差送状）新田ニテ久蔵→名古屋小七 横切紙・1通 い419－5・4

＊（小作人の人別記載に関する覚書） 横切継紙・1通 い419・6

覚（頭分借用米書上） 横切紙・1通 い419－7

新田行覚（古目板・のし等吉五郎船に積み送る） 6月21日 横切紙・1通 い4霊9－8

覚（材木書上）神戸支配方 申2月 横切継紙・1通 い419－9

＊（旦那様御引移等につき書状）　新田久蔵・嘉四郎 2月7日 横切紙・1通 い419－10－1

→松岡橘蔵

覚（男憎平田輸送願）　新田久蔵→勘定衆中 2月7日 横切紙・1通 い419－10－2

覚（ねりやふかん輸送願） 横切継紙・1通 い419－10－3

覚（神酒つぼ輸送願）　本宅 2月6日 横切継紙・1通 い419－10－4

覚（酒代など覚書）　かめ要吉→神戸新田御会所 竪切紙・1通 い419－11

（神戸新田立枯竹代受取につき）佐屋陣屋 申11月 小切紙・1通 い419－12

（年貢金受取覚）　佐屋陣屋 申12月 小切紙・1通 い419。13

覚（金銭覚書）　川尻→神　忠右衛門 申3月16日 横切紙・1通 い419－14

覚（飯櫃代金請取）　□めしや勝蔵→神戸春五郎 申極月 横切紙・1通 い419－15

（立合用水入用銀請求につき書状）　宮崎＋郎治→ 26日 横切継紙・1通 い419－16

早川忠右衛門

覚（酒代請取覚）　京関屋新四郎→上 酉ll月 横切継紙・1通 い419－17

覚（金子勘定書）　長尾屋又左衛門→彦吉 （近世）申年12月 横切継紙・1通 い419・18

井組割覚 竪紙・1通 い419－19

覚（代金書上）　古や庄治郎（名古屋野守寺町）→上 正月5日 横切紙・1通 い419・20

覚（酒代受取覚）佐屋山田屋重兵衛→上 酉正月7日 竪切紙1通 い419・21

覚（二代入用請取覚）　平島　服部市兵衛代伝九郎→ 申12月23日 竪紙・1通 い419・22

画面御庄屋衆中
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