
大宝前（神戸）新田／経営費用／諸入用帳結付け書付袋

物（札木代請取覚）　笹屋利吉→上 12月21日 横切紙・1通 い419．23’

（神戸新田高割り負担金書付） 竪切紙・1通 い419・24

「石盛両方」 こより・1点 い419－25

覚（白紗代金覚書）　山田や覚四郎→上 正月7日 横切継紙・1通 い419－26

（苗代・横須賀宿入用など差引勘定書） 横切継紙・1通 い419－27

（触麟1禦上魏獣響齪縣讐礼などにつ 5月27日 横切継紙・1通 い419－28

古り物之覚 横切継紙・1通 い419－29

（積み送り品物請取などにつき書状）新田　久蔵 5月26日 横切継紙・1通 い419－30

→名古屋　橘蔵

覚（旦那様単物等差送り品々書付）　→神戸勘定；場 6月25日 横切継紙・1通 い419・31

御支配衆中

＊（旦那様御帰り、飛島海用留などの儀につき書 6月25日 横切継紙・1通 い419－32

状）新田町テ久蔵→勘定場吉蔵

覚（渋紙・風呂敷等送り状）新田ニテ久蔵→神戸勘 正月6日 横切継紙・1通 い419・33

定場衆中

覚（井筒等代金書付）桶屋庄七→神戸 6月9日 横切紙・1通 い419－34

覚（南座敷入ロ門倒れにつき檜送付依頼書）　新田 6月10日 横切紙・1通 い419－35

→名古屋勘定場

＊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

覚（金銭及び人名書付） 横切紙・1通 い419－37

（先六月分入用帳の中の大風雨下高小帳借用願い
@につき書状）　　　　　　　　新田忠右衛門→勘定場御苗橘蔵

8月23日 横切継紙・1通 い419－38

覚（味噌など輸送依頼）新田ニテ久蔵→神戸勘定場 6月10日 横切継紙・1通 い419－39

衆中

覚（雨戸など注文依頼）　新田会所より→御地主様御 6月14日 竪紙・1通 い419－40

勘定場

覚（平之郷用水入用引当内金などの書付）新田忠 申12月 横切継紙・1通 い419－41

左衛門→御地己様御勘定場

覚（平島用水入用引当金請取につき）新田忠蔵→ 申12月 横切紙・1通 い419－42

御地立様御勘定場

覚矧購群鵯裂講三主繍騒大風雨 申12月 横切紙・1通 い419－43

（米半俵遣わす件などにつき書状）　新田ニテ久蔵 霜月11日 横切継紙・1通 い419－44－1

→松岡野馬

（田面深溜りなどの件につき書状）　新田庄屋忠右 6月5日 横切継紙・1通 い419・44・2

衛門→御勘定場御月面蔵

口演（品代覚書）　山下屋甚九朗→神戸新田行 6月11日 横切継紙・1通 い419－44－3

（年貢積送り残り分取入れまで借用願いつき書状） 5月22日 竪紙・1通 い419－44・4

新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵

覚（駕籠代等覚書）　河内屋利助→神戸 6月3日 横切継紙・1通 い419－44・5
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（貸与帳面返却、堤普請の義などにつき書状）　忠 8月16日 横切継紙・1通 い419・44－6

右衛門→御苗橘蔵

＊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

覚（諸色小家代旦那様割当金等書付）　新田忠右衛 申12月 横切継紙・1通 い419－44・8

門→御苗弓蔵

覚1舗給観讐義轟翻剰語金等差弓齪 横切紙・1通 い419－44・9

（人名及び金銭書上） 横切紙・1通 い419－44－10

＊覚（代金請取覚）　山下屋甚九郎→神戸様新田請 （近世）閏3月1日 横切紙・1通 い419－44－11

取

（旦那様家族への挨拶、御年貢1石門十月まで借用 5月17日 横切継紙・1通 い419－44。12

願につき書状）新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵

口演（諸色頂戴催促につき追啓） 横切紙・1通 い419－44－13

送り書面事（蔵の瓦など送状）新田忠右衛門→御地 4月3日 竪紙・1通 い419・44－14

主当主勘定場

（北堤帳面吟味につき書状）新田久蔵→勘定場橘蔵 正月9日 横切継紙・1通 い419－44－15

覚（借用金等差引勘定書付）新田金七→勘定場吉蔵 申12月25日 横切紙・1通 い419・44－16

覚（人足代書付） 横切紙・1通 い419－44－17

覚（せんまい代等差引勘定書付） 横切継紙・1通 い419－44－18

覚（見積書）　かにへ三木甚→神戸金兵衛 正月6日 横切紙・1通 い419－44－19

覚（入用金書付）　新田忠右衛門→御地主様御勘定場 7月1日 横切紙・1通 い419－44－20

覚（時計箱など送り状）新田ニテ久蔵→神戸御勘定 8月24日 横切紙・1通 い419－44－21

場衆中

諸入用書付袋

大宝前新田　一、所々年貢請取　一、鳥運上請取 （正徳5年）未12月 袋・1点 い398－0

一、諸事売上ヶ

覚（大宝前新田への送迎関係の書付か）喜右衛門 （正徳5年）未12月24日 横切紙・1通 い398－1－1

→唯助

覚（大宝前新田への送迎記録）彦兵衛→唯助 （正徳5年）未12月24日 横切継紙・1通 い398－1・2

覚（飯代受取）甚三郎→犬山屋分左衛門 （正徳5年）未12月27日 竪切紙・1通 い398・1－3

覚（時代差引勘定済につき）津島忠右衛門→只助 （正徳5年）未12月1日 横切紙・1通 い398・1－4

覚（魚代金受取覚）舟入又三郎→只助 12月26日 竪切紙・1通 い398・1－5

覚（唯助・彦助分品物書上）　山形屋庄兵衛→孫右衛

@門
11月16日 竪切紙・1通 い398－1－6

覚（大宝前新田米高書上）　久左衛門 11月20日 竪切紙・1通 い398・1－7

指出シ申一札之事（奉公人又助来申年分給金請取 正徳5年11月6日 竪切紙・1通 い398－1－8

につき）　ふく村請人勘右衛門

覚（代金請取につき）吉助 横切紙・1通 い398－1－9

覚（金子書上）　なや権兵衛→忠八郎 11月1日 横切紙・1通 い398・1・10

覚（ちゃわん代等覚） 竪切紙・1通 い398・1・11
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覚（品物書上）　吉助→大宝前新田小河唯助 9月17日 竪切紙・1通 い398・1・12

覚（麦・塩等請取につき覚）　犬山屋庄八・小市→大宝 10月3日 竪紙・1通 い398・1・13

唯助

覚（船賃を此舟人にお渡し下されたきにつき）舟 （正徳5年）未9月22日 竪継紙・1通 い398・1－14

方六兵衛r小川三助

覚（あふら代等請取につき） 9月 横切紙・1通 い398－1－15

覚（代金請取につき）大のや権兵衛→忠八郎 9月9日 横切紙・1通 い398・1・16

覚（麦代請取につき）喜兵衛→義右衛門 7月20日 竪切紙・1通 い398・1－17

覚（金子請取につき）　庄兵衛→半右衛門 7月12日 竪切紙・1通 い398－1・18

覚（麦代請取につき）　喜右衛門→義血衛門 （正徳5年）未6月29日 横切紙・1通 い398・1－19

覚（儀右衛門茶代等支払につき） 8月18日 横切紙・1通 い398－1－20

覚（魚油代請取につき）　油や利兵衛→忠八 （正徳5年）未8月7日 横切継紙・1通 い398－1。21

覚（檜ふき板代請取につき）　犬山屋小市→大宝前新 （正徳5年）未8月7日 竪紙・1通 い398・1－22

田唯助

覚（耕作物請取につき）犬山屋小市→大宝前新田唯 （正徳5年）未8月7日 竪切紙・1通 い398－1－23

助

覚（代金請取につき）　山形屋庄兵衛→小川唯助 （正徳5年）未8月7日 竪切紙・1通 い398。1－24

覚（竹野請取につき）　しほや弥兵衛→桑町方庄兵衛 （正徳5年）未8月7日 竪切紙・1通 い398・1－25

覚（塩二等請取につき）　山形や庄兵衛→小川唯助 （正徳5年）未8月7日 竪紙・1通 い398－1－26

覚（うなき代請取につき）舟入又三郎→忠八郎 （正徳5年）未8月10日 横切紙・1通 い398－1－27

覚（酒代請取につき）　鳥ヶ地茂右衛門 7月13日 竪切紙・1通 い398－1－28

覚（麦代金請取につき）　金兵衛→大たから儀右衛門 6月29日 横切紙・1通 い398－1・29

覚（船賃等受取につき）舟方才兵衛→小川唯助 （正徳5年）未6月12日 竪紙・1通 い398－1－30

覚（米代受取につき）　吉左衛門→又助 6月26日 横切紙・1通 い398－1－31

覚（金子受取につき）　才木や吉助→唯助 6月26日 竪切紙・1通 い398－1－32

覚（まき大束受取につき）　舟方才兵衛→かめかち村 未6月13日 横切紙・1通 い398－1・33

徳左衛門

覚（品物請取につき）　かちや兵左衛門→自助 未6月11日 竪切紙・1通 い398－1－34

覚（きぬいと代等受取につき）　山形や庄兵衛→小川 6月ll日 横切紙・1通 い398－1－35

唯助

覚（品代受取につき）　小市→庄兵衛 5月12日 竪紙・1通 い398・1－36

覚（庄兵衛へ品物相渡の依頼）よした大左衛門→唯 未5月12日 横切紙・1通 い398－1－37

助

覚（代金請取覚）　吉左衛門→神戸新田藤助 未5月14日 横切紙・1通 い398－1－38

覚（代金請取覚）　と田町町歩→伊八郎 5月17日 横切紙・1通 い398－1－39

送り覚（虫送り覚）　犬山や半右衛門→小川亮助 5月27日 竪紙・1通 い398－1－40

（受取覚）伊右衛門→忠八 5月ll日 （前幅）・1通 い398・1－41

覚（二代覚書）庄兵へ→忠八 5月27日 横切紙1通 い398－1・42
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覚（金銭覚書）庄兵へ→半右衛門 5月27日 横切紙・1通 い398－1－43

覚（塩受渡覚）　しほや弥兵へ 5月7日 横切紙・1通 い398－1－44

覚（上油代請取覚）　油屋理兵衛→久八郎 未5月7日 横切紙・1通 い398－1－45

覚（生飯代請取覚）新八→久八郎 5月3日 竪紙・1通 い398・1－46

覚（釘代請取覚）金＋郎→細面 4月27日 竪切紙・1通 い398－1－47

覚（代金請取覚）　山形屋庄兵衛→小川唯助 未4月18日 竪継紙・1通 い398－1－48

覚（重代覚書）　三河や長左衛門→山崎や庄兵衛 4月18日 横切紙・1通 い398・1－49

覚（金子請取覚）　山形屋庄兵衛→小川唯助 4月18日 竪紙・1通 い398－1－50

覚（わり木代・船賃等請求覚）　舟方才兵衛→小川唯 未4月14日 竪紙・1通 い398・1・51

助

覚（生飯代請取覚）大のや権兵衛→円助 4月18日 竪切紙・1通 い398・1－52

覚（魚代金受取につき）　舟入又三郎→神戸新田只助 未4月11日 竪紙・1通 い398・1－53

覚（品代書上）　才木や吉助→小川唯助 4月ll日 横切紙・1通 い398－1－54

覚（金子請取覚）　才木や吉助→前新田小河唯助 未4月7日 横切紙・1通 い398・1・55

覚（金子書上）　才木や吉助→前新田小河唯助 未4月6日 横切紙・1通 い398－1－56

覚（金子請取覚）　津嶋塩方義右衛門→大高村儀右衛 横切紙・1通 い398－1－57

門

覚（三等代金請取につき）　かち久四郎→儀右衛門 未3月24日 竪紙・1通 い398－1－58

覚（まきなわ三等請取覚）　才木や吉助→前新田小川 未3月23日 横切紙・1通 い398－1－59

唯助

覚（金子書上）　吉助→小川唯助 未3月23日 横切紙・1通 い398－1－60

覚（代金請取覚）　吉左衛門→又助 未3月23日 横切紙・1通 い398－1－61

覚（金銭丁丁）　舟入忠助→唯助 3月12日 竪切紙・1通 い398－1・62

覚（金子借用につき）　かにへ孫七→唯助 3月12日 横切紙・1通 い398。1・63

覚（金子相済につき）　吉助→小河唯助 未3月10日 横切継紙・1通 い398。1。64

覚（諸事代金覚書）　金＋郎→本西文助 3月10日 横切継紙・1通 い398－1－65

覚（金子相済につき）　吉助→小河唯助 3月6日 横切紙・1通 い398－1－66

覚（釘代受取覚）　才木や吉助→利助 3月4日 横切継紙・1通 い398－1－67

覚（品代覚）　吉助→儀右衛門 3月2日 横切継紙・1通 い398－1－68

覚（代金受取覚）才木や吉助→唯助 2月6日 横切紙・1通 い398・1・69

覚（代金受取覚）　吉助→小河唯助 2月24日 横切紙・1通 い398・1－70

覚（酒代受取覚）　舟入丁ミそや庄次郎→久八 2月28日 横切紙・1通 い398・1－71

覚（品代受取覚）　吉助→小河唯助 2月24日 横切紙・1通 い398・1－72

覚（灯油代受取覚）　名古屋舟入町村瀬長左衛門→忠 2月28日 横切継紙・1通 い398・1・73

八

覚（金銭請取覚）　山形屋庄兵衛→小川唯助 未正月29日 竪継紙・1通 い398。1・74

一102一



大宝前（神戸）新田／経営費用／諸入用書付袋

送り状（大豆等受取依頼）　中島半右衛門→大宝前新 正月29日 横切継紙・1通 い398・1。75

田小川三助

覚（金銭覚書）庄兵衛 29日 横切紙・1通 い398－1・76

覚（金銭支払覚）　半右衛門→唯助 正月29日 横切紙・1通 い398－1－77

覚綴認雅裂鑛翻亀聴納雛織響 未正月29日 横切紙・1通 い398－1－78

問屋衆中

覚（かしわり木の船賃支払い依頼）　加戸才兵衛→ 未正月29日 竪紙・1通 い398・1・79

小川唯助

覚（銭両替計算書）吉助→唯助 未正月29日 横切紙・1通 い398・1・80

覚（銭両替計算書）　吉左衛門→又助 未3月27日 横切紙・1通 い398－1－81

一台長岱磁歪難治請醒鋤井面米諏一 袋・1点 い578－0

栗石仕切之事（代金請取指引相済みにつき）濃州 享保元年12月19日 竪紙・1通 い578－1

太田伊藤理左衛門→尾州宝前新田小川唯助

川石代目録（28艘分代銀受取につき）　園城寺村九 （享保元年）申6月 横切継紙・1通 い578－2－1

八郎→小川七穴

覚（大宝前新田鳥運上請取につき）　津嶋鳥や源右 （享保元年）申10月 小切紙・1通 い578－2－2

衛門→大宝前新田三助

杭木代目録（代金請取につき）　犬山左七郎、又右衛 （享保元年）申6月28日 竪紙・1通 い578・2・3

門→小川唯助

石豊代目録（代金請取につき）　犬山左七郎、画虎右 （享保元年）申6月28日 竪紙・1通 い578－2－4

衛門→小川唯助

覚（うなぎなど代金請取につき）　舟入又三郎→宝 正月6日 竪切紙・1通 い578・3・1

新田

覚（代金請取につき）　打物問勘兵衛 申正月24日 小切紙・1通 い578－3－2

覚（釘代請取につき）　萱津や伊右衛門→山形屋庄兵 2月11日 竪継紙・1通 い578・3－3

衛

覚（松代金請取、園城寺よりの舟賃渡すにつき） 申2月17日 竪切紙・1通 い578－3－4

木こり才兵衛→犬山屋新田二重小川浄紙

覚（450東小川唯助へ届け、舟賃お渡しくださるべ 申閏2月17日 竪切紙・1通 い578－3・5

き旨）　木こり才兵衛→犬山屋新田かめケ地前回左
衛門

覚（350束請取、舟賃お渡しくださるべき旨）　木こ 申閏2月21日 竪切紙・1通 い578－3－6

り才兵衛→大宝新田小川唯助

覚（734匁渡につき）　山かた屋庄兵衛 申3月11日 竪切紙・1通 い578－3－7

覚（銭代金2両請取につき）　舟入伊右衛門→銀甲衛

@門
申4月26日 竪切紙・1通 い578－3・8

覚（生坂など代銭相渡につき）　彦兵衛→唯識 卯月11日 竪切紙・1通 い578－3－9

覚（もみの幽幽・重量書付）　小間物屋一郎兵衛→半 5月24日 小切紙・1通 い578－3－10

右衛門

覚（浅黄半巾三尺など代金請取につき）庄三→半 5月3日 横切継紙・1通 い578－3－11

右衛門

覚（生坂代金請取につき）みのや七蔵→忠八郎 5月24日 小切紙・1通 い578－3－12
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覚（うなぎ代金書付）　舟入といや又三郎→かんと新 5月25日 竪切紙・1通 い578－3－13

田沼助

覚（麦代金書付）　問屋角重郎→半右衛門 6月2日 竪継紙・1通 い578・3－14

覚（大麦お請取下さるべき旨）犬山屋半右衛門→大 申6月2日 竪継紙・1通 い578。3・15

宝前新田小川唯助

覚（塩代145匁済すにつき）　塩屋弥兵衛→山形や庄 6月24日 小切紙・1通 い578－3－16

兵衛

覚（18貫お請取なさるべき旨）　山形屋庄兵衛→小川 6月24日 竪切紙・1通 い578・3－17

引出

覚（酒代遣わさるべきにつき）大こく屋善蔵→亦助 7月朔日 小切紙・1通 い578－3－18

覚（ちやうちん代など相即につき）□□義右衛門 7月1日 小切紙・1通 い578・3・19

覚（代金請取につき）亀屋庄兵衛→弥助 申7月9日 横切継紙・1通 い578・3・20

覚（銭請取下さるべきにつき）山形や庄兵衛→唯助 8月4日 竪切紙・1通 い578・3・21

覚（茶袋・小とをしなど代金書付） 8月4日 横切紙・1通 い578－3・22

覚（大ほこなど代金書付）　諸町木部屋茂左衛門 8月22日 小切紙・1通 い578－3－23

覚（魚油代金請取につき）　あふらや利兵衛→犬山や 申9月13日 小切紙・1通 い578－3－24

久八郎

覚（生坂代金請取につき）　みのや七蔵→犬山屋久八 9月13日 小切紙・1通 い578－3・25

郎

覚（金1両代々書付）　中野や新八→忠八郎 9月14日 小切紙・1通 い578・3－26

覚（こうち代金書付）弥次兵衛→妙之請 9月18日 竪切紙・1通 い578－3－27

覚（塩・魚油・ひしゃくなど代金書付）小市→唯助 9月14日 竪継紙・1通 い578・3・28

覚（上油代金書付）油や理兵衛→分左衛門 申10月朔日 小切紙・1通 い578・3－29

送状之事（茶などお請取なさるべきにつき）本山 10月27日 竪紙・1通 い578・3－30

や庄八→小川唯助

覚（大宝前新田の米代金書付）　久左衛門 11月13日 竪切紙・1通 い578－3－31

覚（子宝一六殿分米高より井野米など差引勘定書 横切紙・1通 い578－3－32
付）

覚（大才大半など送り状につき）　才兵衛→小川唯 申11月3日 竪切紙・1通 い578－3－33

助

覚（大寺船大半240束送付につき）　木こり彦兵衛→ 申ll月3日 竪切紙・1通 い578－3・34

小川唯助

覚（油代請取につき）　油や理兵衛→神戸文左衛門 申12月13日 小切紙・1通 い578－3－35

覚（24本請取につき）　みその町金左衛門→茄や平兵 10月24日 小切紙・1通 い578－3－36

衛

覚（表8枚など代金書付）表屋左兵衛→庄兵衛 10月23日 小切紙・1通 い578－3－37

（釘など代金書付）　山形や庄兵衛→唯助 10月25日 横切継紙・1通 い578－3－38

覚（畳代金書付）　畳屋小右衛門→孫左衛門 10月27日 竪継紙・1通 い578・3・39．

覚（代金書付）　かじゃ庄六（名古屋伝馬町四丁目）→ 申10月22日 竪継紙・1通 い578－3－40

うら町孫左衛門

覚（かけがねなど代金書付）　かじゃ庄六→うら町孫 申10月6日 竪継紙・1通 い578－3－41

一104一



大宝前（神戸）新田／経営費用／諸入用書付袋

左衛門

覚（金銭受取につき）　→孫左衛門 申11月8日 竪継紙・1通 い578－3－42

覚（たひ代金請取につき）丸や与兵衛→半右衛門 11月22日 横切紙・1通 い578－3－43

（銭554文請取につき）　惣兵衛→唯助 11月11日 小切紙・1通 い578・3・44

覚（生坂代金請取につき）勘助→かん戸新田忠八郎 ll月11日 竪紙・1通 い578－3－45

覚（なも丁3本など代金請取につき）　舟入間や又三 極月14日 竪継紙・1通 い578－3・46

郎→神戸只介

覚（墨代金請取につき）浅右衛門→唯助 申極月 小切紙・1通 い578－3－47

覚（鮭など代金書付）舟入八左衛門→神戸御新田唯 申極月 竪継紙・1通 い578－3－48

助

覚（板代金書付）勘四郎→小河唯助 申12月23日 横切継紙・1通 い578－3・49

覚（炭・塩など代金書付）　山形や庄兵衛→小川唯助 申12月25日 竪継紙・1通 い578－3・50

覚（上もとゆい代金など書付）　清左衛門 12月27日 横切紙・1通 い578－3・51

覚（田作・えひなど代金請取につき）久田や平四郎 12月27日 竪継紙・1通 い578－3・52

覚（諸白など渡すにつき）　萱津や清七→犬山二半右 申12月25日 竪切紙・1通 い578・3・53

衛門

請取申井領二二　子宝新田平左衛門→大宝前新田唯 享保元年11月13日 竪切紙・1通 い578－4・1

助

覚（大宝新田小作6人分御年貢お請取なさるべきに 申12月25日 横切継紙・1通 い578－4・2

つき）　大宝新田孫八郎→前新田三助

申之年井領野之覚　大宝新田庄屋→犬山屋文左衛門 申12月 横切継紙・1通 い578－4－3

覚（井領米請取につき）　鳥ヶ地村才兵衛→大宝三新 申12月14日 竪継紙・1通 い578－4－4

田只助

請取申野方御年貢米之事　佐次兵衛、平蔵→分左衛 申12月 横切継紙・1通 い578－5－1

門

覚（大宝前新田入用など請取につき）平蔵→唯助 申12月 小切紙・1通 い578－5・2

覚（御蔵入米代金半右衛門へ払うにつき） 申12月 小切紙・1通 い578－5－3

御蔵入米諸入用（水上ヶ賃・かますなど代金書付） 申11月 横切紙・1通 い578－5－4

儀右衛門

覚（野方御年貢米御蔵入手形壱通請取申につき） 申12月8日 小切紙・1通 い578－5・5

平蔵→唯助

覚感謝霧）射映惚面欝照旦 申12月 横切継紙・1通 い578－5・6

分左衛門

新杁之覚（杁の長さ・釘かすがい代書付）　大工分 正月18日 竪紙・1通 い578・6－1

六

覚（南北杁の手間賃など受取につき）　大工分六→ 申5月24日 竪継紙・1通 い578－6・2

唯助

木挽覚（木挽の代金・名前書付） 申3月 竪切紙・1通 い578－6－3

覚（釘など代金受取につき）　かちや兵左衛門→小川 申9月27日 竪継紙・1通 い578－6・4

唯助

覚（釘代金受取につき）　金十郎→唯助 6月2日 横切継紙・1通 い578・6－5

一105一



大宝前（神戸）新田／経営費用／諸入用書付袋

土俵ならびに帳代（部数・縄代金・人名書付） 申3月 竪継紙・1通 い578・6－6

名古屋小買物（こうしみそ・杁大工道具・水こんに 申3月 竪継紙・1通 い578－6－7

やく・しいたけなど代金書付）

覚（れんこん・しいたけなど代金の受取額と残額書 閏2月3日 竪紙・1通 い578－6－8

付）　八百屋彦兵衛→庄八

覚（から竹・わた実たねなど御請取りなさるべきに 2月25日 竪継紙・1通 い578－6・9

つき）　犬山屋半右衛門→大宝前新田制帽

覚（くい木など数量書付）　犬山屋庄八→大宝前新田 3月3日 竪継紙・1通 い578・6－10

唯助　　　　　　　　　　　・

覚（支払い銭額書付）　かにへ孫七→又助 2月13日 小切紙・1通 い578－6・11

覚（たわら・なわ数量書付）　竹田村伝七→徳左衛門 2月21日 竪切紙・1通 い578－6－12

覚（すみ代受取）忠助 2月 竪切紙・1通 い578－6・13

覚（たはこ代書付）　西福田村彦兵衛→新田唯助 申2月20日 竪切紙・1通 い578・6－14

覚（大金1枚相済ますにつき）孫七→善七 3月22日 小切紙・1通 い578－6－15

覚（ふな代金書付）　忠助→唯助 3月13日 小切紙・1通 い578－6・16

覚（銭1貫570文受取下されたきにつき）　舟入又三 申3月12日 竪切紙・1通 い578－6－17

郎→神戸只介、御夫義右衛門

覚（大和竹代金渡すにつき）三助→神戸新田小河唯 3月13日 小切紙・1通 い578・6－18

助

覚（銭受取下さるべきにつき）舟入又三郎→神戸新 2月20日 竪切紙・1通 い578－6－19

田只介

巳年大宝前新田諸事請取目録 （享保10年） 袋・1点 い467・0

御蔵入用 巳11月8日 横切紙・1通 い467・1・1

覚（御蔵米12石の七合物米8升4合代銀書上）　平蔵 巳11月24日 横切紙・1通 い467－1－2

→凸助

覚（桿入など代銀受取指引書）　平蔵→三助 巳12月20日 横切紙・1通 い467－1－3

覚（二二入用銀など書上）　平蔵→只助 巳12月13日 横切継紙・1通 い467・1・4

覚（大宝前新田野方御年貢米金銀受取書）佐次兵 享保10年極月 横切継紙・1通 い467－1－5

衛・平蔵→唯助

覚（納米・作徳米運賃勘定） 巳12月11日 横切紙・1通 い467－2

覚（受取金勘定残金など差引勘定目録）　唯助 午正月8日 竪継紙・1通 い467－3

覚（井領米受取）　鳥ヶ池村庄屋才兵衛→分左衛門新 享保10年極月 竪継紙・1通 い467・4

田只助

覚（積賃・材木代など受取書）下材木町勘四郎・半右 巳7月9日 竪継紙・1通 い467－5

衛門→小川唯助

覚（代金渡しにつき）　勘四郎→半右衛門 巳正月16日 竪継紙・1通 い467・6・1

覚（金銭受取書）　鳥ヶ地新田勘二郎→神戸新田又七 巳正月29日 小切紙・1通 い467－6－2

覚（塩三霊代銀受取書）　庄助→権六 巳2月5日 小切紙・1通 い467－6・3

覚（まきなわ代金受取書）　まきなわや伊兵衛→権六 2月4日 小切紙・1通 い467－6－4

送り状忠士（杁かわ板木用の栗木5本）犬山屋半右 巳4月19日 竪切紙・1通 い467－6－5
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衛門→分左衛門新田唯助

送り状之事（材木75本など）犬山屋半右衛門→大宝 巳2月25日 竪継紙・1通 い467・6－6

前新田唯助

覚（石二代受取書）　かちや庄助→かんと甚助 5月25日 小切紙・1通 い467－6－7

覚（新三川代金受取書）　茶や権兵衛（名古屋堀江町） 7月9日 小切紙・1通 い467・6－8

→犬山屋文左衛門

覚（釘代金書上）　かにへ村孫七→神戸新田甚助 8月8日 小切紙・1通 い467－6・9

覚（代金書上）　名護屋船入町井桁町長左衛門→犬山 9月15日 竪切紙・1通 い467－6－10

二分左衛門

覚（油・たまり・そば等送り状）　中島半右衛門→唯助 9月15日 竪継紙・1通 い467－6－11

覚（みそ一夕代金書上）　白木屋庄左衛門→をくはき 10月28日 小切紙・1通 い467・6・12

山烏

（大宝前新田米高書上）　久次郎 11月10日 竪切紙・1通 い467－6・13

（損米高書上）　　11月10日　船入町市兵衛 10月10日 竪切紙・1通 い467－6・14

覚（大宝前新田ひれはへ直し賃書上）久治郎 巳11月10日 竪切紙・1通 い467・6－15

覚（はね代金書上）　ミのや七左衛門 巳12月27日 小切紙・1通 い467－6・16

覚（上みつ代金書上）　ミ河や六右衛門→勘助 12月27日 小切紙・1通 い467－6・17

覚（釘代金書上）勘助口入かにへ村孫七→神戸只助 巳12月 小切紙・1通 い467・6・18

覚（酒代金受取）　白木屋庄左衛門 極月27日 小切紙・1通 い467－6・19

覚（諸品差引勘定受取書）　かがや庄助→神戸新田小 竪切紙・1通 い467－6－20

川只助

覚（釘など島台差引勘定受取書）　かがや庄助→神 巳7月 竪継紙・1通 い467－6・21

戸新田甚助

普請入用

喜入繕人足ならびに買物諸入用 延享2年2月20日 横長半（一ツ綴）・1冊 い406

以御伏替入用 こより附け札・1点 い397・1・0

覚（水風呂桶田面覚書） 横切紙・1通 い397・1－1

万之通杁之分　笹屋久左衛門→小川只助 寛延4年6月 横半半（一ツ綴）・1冊 い397－1－2

おほへ（金子請取につき）　さや久左衛門→只助 未6月25日 横切紙・1通 い397－1・3

覚（金子相同済につき）　かにへ宅右衛門→神戸ふに 閏6月28日 横切紙・1通 い397－1－4

八

覚（うなき代等覚書）　かにへ村善九→只助 閏6月23日 横切紙・1通 い397－1・5

（米高書上） 横折紙・1通 い397－1－6

覚（材木代書上）　惣七→神戸新田定助 横切紙・1通 い397。1・7

覚（茶わん代等書上） 横切継紙・1通 い397－1・8

（諸入用書上）鳥かし新田茂左衛門 未閏6月21日 横切継紙・1通 い397－1－9

覚（杁披戸四本手伝銀請取につき）　平骨作事方→
@大宝前新田右杁守

7月11日 竪紙・1通 い397－2・1
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覚（杁仕替宇戸四本手伝銀請取につき）以御作事 7月24日 竪紙・1通 い397－2－2

方→大宝前新田庄屋

覚（ちやうちん代受取）　傘屋忠蔵→只助・庄八郎 8月5日 竪切紙・1通 い397－2－3

覚（かんひやう郎等請取）　名古屋魚自由偲→八百屋 3月10日 横切継紙・1通 い397－2－4

伝九郎

おほへ（品代請取）　さや久左衛門→御人 未4月10日 横切紙・1通 い397・2・5

覚（杉原代受取）　ゑま力屋佐右衛門→善七郎 4月3日 横切紙・1通 い397－2－6

覚（たまご代等受取）　かにへ村甚吉→三助 5月14日 竪紙・1通 い397－2－7

覚（品代受取）　甚吉→小川定助 竪紙・1通 い397・2－8

おほへ（杉はし代等請取）　さや久左衛門 5月19日 横切紙・1通 い397・2－9

覚（金子請取）勘九郎→円七 6月4日 横切紙・1通 い397－2－10

覚（出代書上）　鳥地善吉→庄八 未2月18日 横切紙・1通 い397－2・11

覚（代金書上）　舟入丹右衛門→伊兵衛 6月14日 横切紙・1通 い397・2・12

おほへ（半紙代歯請取代）　さや久左衛門→只助 閏6月23日 横切紙・1通 い397・2・13

覚（品代書上）　近江甚六→小川定助 未5月24日 竪紙・1通 い397－2・14

覚（大かわらけ出域請取）　さや久左衛門（尾州蟹江 5月18日 横切紙・1通 い397・2・15
町）

覚（水上ヶ蔵入入用等書上）嘉兵衛 未12月 横切紙・1通 い397・3

覚（大うと平等書上）八百三新左衛門→三助 4月7日 横切紙・1通 い397・4－1

覚（かんひやう代田書上） 4月7日 横切紙・1通 い397・4・2

覚（ひわん酒5合代請取）若松屋 4月7日 横切紙 い397－4－3

覚（山止書上）　かにへ宅右衛門 4月7日 横切紙・1通 い397－4－4

覚（品評書上）　かにへ左四郎 4月7日 横切紙・1通 い397－4－5

覚（歴代請取）　かにへ村甚吉→かんと各六 未4月7日 竪紙・1通 い397・4－6

覚（出代請取）かにへ村甚吉→小川定助 未4月 竪紙・1通 い397・4－7

覚（火なわ代官書上） 4月12日 横切紙・1通 い397・4－8

覚（品代書上）　かにへ村甚吉→唯助 8月11日 竪紙・1通 い397・4・9

覚（品代書上）　直左衛門→彦七 4月10日 横切紙・1通 い397－4－10

大宝前取替（諸入用書上につき書状）　川合嘉兵衛 7月24日 横切継紙・1通 い397－5

→小川配電

覚（魚鳥代等請取） 横切継紙・1通 い397－6

甥御伏替人足ならびに諸入用 延享2年3月20日 横長半・1冊 い408－1

杁之分万通　直方　笹屋久左衛門→小川只助 延享2年2月 竪半半（下げ綴）・1冊 い407・2
（一ツ綴）

覚（杁繕古木川上ヶ日用代受取）杁御作事方→大 丑年2月28日 横切紙・1通 い407－3－1

宝前新田杁守

覚（博覧木手伝日用代受取）杁御作事方→大宝前新 丑年2月15日 横切継紙・1通 い407・3・2

田二二
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大宝前（神戸）新田／経営費用／譜請入用

覚（金子覚書）御ゆや新左衛門 2月23日 横切紙・1通 い407・3・3

覚（諸白・酒請取）　蜆林平→神戸新田繁右衛門 2月28日 横切紙・1通 い407－3・4

覚（悪道下用別当り金銭書上）辰右衛門→御地思様 寅7月 横切紙・1通 い412・4

勘定場

覚（外汐垣・以伏起人足人数・代銀額書付） 小切紙・1通 い541－5

堤御普請諸入用覚、悪水路掘割諸入用覚 横長半（一ツ綴）・1冊 い541・6

覚（東ノ杁築三代金御配符など代金書上）新田忠 10月18日 横切紙・1通 い608－7・5

右衛門→御地主様御勘定場

覚（架替橋の長さ、入用の板・釘など数量書上） 横折紙・1通 い608・8－8

覚（御座敷壱軒葺替、人足代銀24匁預かり申すにつ 亥7月21日 横切継紙・1通 い608－9－4

き）　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

蔵納入用

（出津軽留中置内取遣米等締方御改につき触書写） 亥3月29日 竪紙・1通 い411－1

吉　助次郎→（新田表）

覚（水橋蔵入入用米書上） 横切継紙・1通 い411－2

送り状之事（納米積送につき）庄屋忠右衛門→御地 戌12月20日 竪紙・1通 い411－3

母様御勘定場

送り書之事（納米積送につき）庄屋綱蔵→御地主様 酉12月14日 竪紙・1通 い411－4

御勘定場

覚（納米・餅米積送につき）　新田庄屋綱蔵→後藤粂 4月29日 竪切紙・1通 い411－5

助

送り状山事（米積送につき）神戸新田辰右衛門→御 酉12月16日 竪紙・1通 い411・6

地主様勘定場

送り書記事（酉年忌借米積送につき）　新田庄屋忠 戌10月6日 竪紙・1通 い411－7

右衛門→御地主日勘定場

乍翻蟻魅膜灘麟之麟i編i遜鑛 酉12月 竪紙・1通 い411－8

→堀川御番所

送り状之事（納米積送につき）　新田庄屋綱蔵・忠右 戌正月 竪紙・1通 い411－9

衛門→御地二様勘定場

送り状之事（納米積送につき）神戸新田庄屋→御地 亥3月 竪紙・1通 い411－10
主二二勘定場

送り状之事（納米積送につき）新田庄屋忠右衛門→ 亥2月 竪紙・1通 い411・11

御地主様御勘定場

送り状旧事（納米積送につき）新田庄屋綱蔵→御地 嘉永4年4月 竪紙・1通 い411・12

主甥御勘定場

神事祭礼入用

乍磐難賄努1鷹鞭甥梵翻岬町禦 午2月 竪紙・1通 い448・14

さざるにつき）神戸新田庄屋→矢野藤九郎陣屋

口演（初穂受納礼状）　御師真野門之太夫→神戸村小 腫月13日 竪紙・1通 い435－6

川唯助
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大宝前（神戸）新田／経営費用／神事祭礼入用

覚（御初穂めでたく神納につき）　津嶋明神真野門 極月17日 竪紙・1通 い739－11

之太夫内鈴木弾蔵→大宝前新田小川控目

覚（伊勢初穂遊撃書付） i 横切継紙・1通 い412－11

代官関係入用

覚（山本平太美他9名御昼支度代書上げ）　海尻 午12月 小切紙・1通 い739－6

定右衛門→神戸新田御庄屋衆中

覚（新田諸入用請取覚16通継紙）　（佐屋陣屋、いり 戌2月1日～12月5日 横切継紙等・16通 い433
御作事場が多い）→（大宝前新田庄屋）

覚（名古屋佐屋寒見舞引当請取覚）　新田庄屋弓蔵 亥正月4日 横切紙・1通 い412－7

→御地主様御勘定場

その他の入用

覚（川一一条入用請取につき）　庄屋綱蔵・同忠右衛門 子年11月21日 横切紙・1通 い412－9

→御地主様御勘定場

大宝新田葭山代金請取覚　庄兵衛 子12月21日 竪継紙・1通 い502

覚（極上すみなど代銀受取につき）　永舟や彦九郎 巳10月1日 横切紙・1通 い608－1・1

覚（産直差引勘定につき）　油新→上 9月1日 横切紙・1通 い608・1－2

覚（わさひ・赤みそ・吉野くずなど代銭受取につき） 10月晦日 横切継紙・1通 い608－1－3

笹屋利吉→御苗只助

覚（上赤みそ・白みそ・たばこ・わりばしなど代銭受 9月2日 横切継紙・1通 い608－1－4

取につき）　さや利吉→上へ

覚（とうふなど代銭相済みにつき）　長左衛門→神 酉10月 横切紙・1通 い608－1－5

戸会所

覚（葭1700東代金、運賃預かり申すにつき）　新田 亥7月 横切継紙・1通 い608・9・5

綱蔵→御地面様御勘定場 ノ

覚（面木1本代金受取につき）　宮木屋林蔵→神戸様 午12月 横切継紙・1通 い739－12

御新田野会所

経営記録

諸事用留・日記

（新田経営業務書上） （近世） 横長半（一ツ綴）1冊 し、464－10

村方騒動

一輪聡幽幽魏協矯山鼠繋 安永5年2月 竪継紙・1通 い443

奥書）　平吉→御取扱衆中

証文之事（請作地に関し入組ヶ間敷儀を申したこ
@とに対する詫び状）　　　　　　　　　　　重右衛門・辰右衛門→御地主

文政2年4月 竪紙・1通 い513

御会所

御敵醤購鱗純犠謄篶議馳 文政8年正月 竪半（一ツ綴）・1冊 い401

庄屋重右衛門・組頭只二

乍軍書攣羅毒（御館驕翻論難轄 （文政9年ヵ）戌2月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－8
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大宝前（神戸）新田／経営記録／村方騒動

乍恐寺請対面差上撚目（西ノ森へ獅子面屋形を持 天保13年4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－9

ち参詣、去る亥年徒党頭取の件につき請状ほ
か）

（牌勢門轍獅獅子居屋形を持ち参詣の 天保13年4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－10

（陣屋趣意を破り西之森へ獅子屋形を持ち参詣、 （天保13年ヵ）4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448。6

響町徒党蜘をした勘三良噺楠P『らへ

聯蠣1蓄鰻鶏鉾灘鞭
嘉永3年2月 竪半（一ツ綴）・1冊 い608－4－3

（鳩轟隷脇慧簾藷糞盤謹ぞ （嘉永3年）2月19日 横切継紙・1通 い608－4－2

戻しにつき）　佐屋陣屋→神戸新田庄屋

（大宝新田御歎訴一件の先日までの経緯の報告に （嘉永3年）3月8日 横切継紙・1通 い608－4・1

つき書状）三助→神戸

乍恐二三上候（神戸新田の平吉夫婦を呼び出し吃 （嘉永3年）戌3月 竪半（一ツ綴）・1冊 い608・4－4

諭下しおかれたきにつき）　神戸新田庄屋綱蔵、同
断忠右衛門→吉田助次郎様々陣屋

（5月14日から同15日までの綱蔵来訪時における平 （嘉永3年） 横折紙・1通 い608・8・7

吉一件などの申し送り事項書付）

（村方徒党ヶ間敷儀により役儀引揚ぐべき所今般 子7月 横切継紙・1通 い489－2－2

ハ其侭二差置候につき申渡）　→半左衛門

（村方徒党ヶ三下儀により役儀引揚ぐべき所今般 子7月 横切継紙・1通 い489－2－3

ハ其侭二差置候につき申渡）→彦三郎

（御用之儀被申丁丁間明日御出可成候欺につき書 （子）5月7日 横切継紙・1通 い489－2・1

状）神戸勘定場喜助→重右衛門綱蔵・忠兵衛

（庄屋退役申付）→神戸新田庄屋重右衛門 （子）5月 横切継紙・1通 い489・2・4

（名前書上げ） （子） 断簡・1点 い489－2－5

乍恐奉願候（近年病身につき組頭・以守退役願い） 寅5月 竪紙・1通 い541－2

神戸新田平吉→旦那様

（組頭・三三を唯治に申付るにつき）→唯治 寅8月 竪紙・1通 い541－11

乍恐御請書奉差上候（今後小前の者が直接年寄に 酉3月 竪樋（ニツ綴）・1冊 い448－18

願立をしない旨請状）　神戸新田彦助ほか32名→
矢野藤九郎様御陣屋

乍擁毎時鞭禦羅贈畷鱗響糊 酉9月 竪半（ニツ綴）・1冊 い448－23

那様

乍恐奉願上灘御事（新田締り役自助解任・俸綱山雨 亥正月 叢論（ニツ綴）・1冊 い414－1

門役任命差留願）　惣百姓中→御地主様

御重石窯上憲政（輪蔵庄屋役見習指止一件一切存 亥2月 竪紙・1通 い414・8
不申につき）　頭百姓浅右衛門・同平吉・同金七・組
頭辰右衛門・同忠兵衛・庄屋忠右衛門・同重右衛門→旦
那様

乍獄門鑛醜罐禦魏蟹繊へ庄屋 亥4月 竪半（ニツ綴）・1冊 い414－2

別殿垂垂綴鶏鯖て格別頭取原産者御吟 亥5月 竪紙・1通 い414・6
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大宝前（神戸）新田／経営記録／村方騒動

魔縫繭犀轡鰭躍讐轡鵯顯役 亥8月 竪紙・2枚 い414－3

下県口上（願書宜敷御聞き済み願）　神戸新田百姓 （亥）2月8日 竪紙・1通 い41牛9

中→神戸様御店吉蔵

（陸相名主見習役差留一件にて小前百姓説得失敗 （亥）4月 竪紙・1通 い414・7

につき届書）　頭百姓平吉・同浅右衛門・同金七・組
頭辰右衛門・同忠兵衛・庄屋忠右衛門・同重右衛門→旦
言様

法（村法遵守誓約書下書） （亥） 竪紙・1通 い414－4

別段御請奉申上例御事（西蔵庄屋役任命差留一件 （亥） 竪紙・1通 い414・5

謝罪につき）惣百姓之内

覚（臨画者13名の作前当分引揚げ反別書上拍） 亥9月 竪半（一ツ綴）・1冊 い449－19

（辰右衛門はじめ頭分の料簡筋違いにつき書状） 4月26日 横切継紙・1通（封紙付） い489－1

（唯助）→（旦那様）

（只治・十右衛門年中無理非道計にて百姓中難義に 12月 横切紙（封紙つき、前 い399
つき御盛熱願）百姓中→神戸 欠）・1通

新田一元材木町間連絡

乍恐口上之覚（秋葉大権現への提燈奉献願）役義 （天保2年）卯6月 竪半（ニツ綴）・1冊 い541－7

中身判庄屋忠右衛門→旦那様

覚（麦代内金借用願）　新田忠右衛門→御地主様御勘 寅6月16日 横切紙・1通 い412・2

定場
覚（夫銀上納金8両3分、銀10匁借用仕りたきにつ 卯2月9日 小切紙・1通 い547・12・2

き）　新田庄屋→御地主様御勘定場

（遠見帳拝借、杁橋木差送り等につき願書）　新田 辰2月25日 竪紙・2枚 い449・4・4

庄屋→地主勘定場粂助

覚（檜・縦など材木、古田検地帳写し受取につき） 辰2月28日 竪紙・1通 い449・4・6

新田庄屋両人→御地己様御勘定場粂助

三組御達申上馬（副司減水し立毛見直し宜敷旨） 亥7月 竪紙・1通 い448－17

御新田庄屋只助→旦那様

御達申臨画御事（田方植付終了届書）　新田庄屋忠 5月 竪紙・1通 い449・1

右衛門→御地主出御勘定場

＊（旦那様御帰り、飛島海用留などの儀につき書 6月25日 横切継紙・1通 い419－31

状）新田ニテ久蔵→勘定出爪蔵

覚（半紙御渡願）　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場 12月20日 横切紙・1通 い412－19

（明日申談につき呼出状）勘定場粂助→新田忠兵衛 12月21日 竪紙・1通 い448・19－6

（明日申談につき呼出状）神戸勘定場粂助→辰右衛

@門

12月21日 竪紙・1通 い448－19－7

（明倫堂御教授様明日村方に教諭につき達書通知） 竪紙・1通 い449・4・3

新田役儀より→御地主様御店山場

（上直紙・岩国上大半紙など依頼状） （近世） 竪紙・1通 い449－4－5

（文書目録） （近世） 横切紙・1通 い608－8－5

（川運上銀の事など綱開の報告事項書付力） （近世） 横切継紙・1通 い608－9－3

覚（百姓出精の者の名前書上） （近世） 横切紙・1通 い608－9・6

（二十三年度「十人之者へ当ル分」の米16石余を正 （明治24年ヵ）1月 小切紙・1通 い587－4－1
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大宝前（神戸）新田／経営記録／新田一元材木町問連絡

小作人

宗門改

差出申一札之事（輪中小屋之者当年宗門改終了届 天保4年3月 横切継紙・1通 い444－2・1

書下書）　犬山屋文左衛門→織田大助

一札　犬山屋分左衛門 包紙・1点 い444－1－0

回議〒麗山隠幽幽蠣簸説年宗F『 天保7年3月 竪紙・1通 い444－1－1

覚借屋宗門一棚奉行所一札受測こっき・後 断簡・1通 い444－1・2

＊（小作人の人別記載に関する覚書） 横切継紙・1通 い419－6

小屋・会所

通帳

肴斗出　かにへ村魚屋甚六→神戸新田唯助 延享2年2月20日 竪半半（下げ一ツ目綴） い407－1

・1冊

覚（諸白代請取）亀かし平蔵→大宝前新田吉兵衛 3月28日 竪紙・1通 い408－2・1

覚（二二粉・上鰹など代金請取）　長右衛門 3月26日 横切紙・1通 い408－2。2

覚（酒代等請取覚）　みその丁半右衛門→新田馬手衛 丑3月18日 横切紙・1通 い408－2・3

門

覚（諸白など代金請取覚）　さや久右衛門→御代吉右 丑3月23日 横切紙・1通 い408・2－4

衛門？

万売帳かにへ善九郎 延享2年3月20日 竪半半（一ツ綴）・1綴 い408－2－5

郷蔵

乍恐御達奉申上弓御事（郷倉元の場所に建替え願） 子3月 竪子（ニツ綴）・1冊 い449－2

右（神戸）新田庄屋綱蔵→山田貫一郎様御陣屋

覚（郷蔵渡し米手形）神戸勘定場→神戸新田綱蔵・忠 卯12月8日 竪紙・1通 い449－9

兵衛
覚（郷蔵渡し米手形）神戸勘定場→神戸新田綱蔵・忠 卯12月8日 竪紙・1通 い449－10

兵衛

覚（郷蔵渡し米手形）神戸勘定場→神戸新田綱蔵・忠 卯12月8日 竪紙・1通 い449－11
兵衛

覚（郷蔵渡し米手形）神戸勘定場→神戸新田綱蔵・忠 卯12月12日 竪紙・2通 い449－8
兵衛

土地

田畑改名

去冬庄屋衆え改名之儀相願候分書付を以御願申上亥8月
　候（田地名義の変更）新田唯助→御苗久米助

竪半（一ツ綴）・1冊 し、608－4。5

耕地交換

明治九年七月十日神戸新田りぬ十割耕地ト四郎兵明治9年7月10日 包紙・1白 い599・0
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大宝前（神戸）新田／土地／耕地交換

衛新田と之割ト交換之件につき横井久助初メ三
ﾔヨリ差入ル約定証書

田畑交換約定証書　第六大二二小区四郎兵衛新田百 明治9年7月10日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い599－1

姓総代横井常右衛門他地主総代1名、副戸長1名→第六
大適当小雪神戸新田地主神戸分左衛門他副戸長一人

まロ　
冗貝

神聖纏騒艘翻欝欝開戸幅雰 （近世）辰正月 竪継紙・1通 い503－2－12

左衛門→神戸弥左衛門

神戸新田内新田四百四拾番・四百四拾弐番土地所 明治35年6月11日 封筒・1点 い600・0

有権保存登記（以下略）

預証（金5円預り置くにつき）　神戸新田早川忠蔵他4 明治31年ll月5日 罫紙・1通 い600－1

名→神戸分左衛門

土地買戻特約証書（買受代金および契約費用を返 明治31年10月5日 罫紙・1通 い600－2

還すれば買い戻しを認めるにつき）　海西郡宝地
村大字神戸新田土地買主小川綱蔵→土地売主神戸分
左衛門

土地買戻特約証書（買受代金および契約費用を返 明治31年10月5日 罫紙・1通 い600－3

還すれば買い戻しを認めるにつき）　海西郡宝地
村大字神戸新田土地買主竹内周太郎→土地買主神戸
分左衛門

土地買戻特約証書（買受代金および契約費用を返 明治31年10月5日 罫紙・1通 い600－4

還すれば買い戻しを認めるにつき）　海西郡宝地
村大字神戸新田土地買主児玉弥三郎→土地売主神戸
分左衛門

土地買戻特約証書（買受代金および契約費用を返 明治31年10月5日 罫紙・1通 い600－5

還すれば買い戻しを認めるにつき）　海西郡宝地
村大字神戸新田児玉露太郎→土地売主神戸分左衛門

土地買戻特約証書（買受代金および契約費用を返 明治31年10月5日 罫紙・1通 い600－6

還すれば買い戻しを認めるにつき）　海西郡宝地
村大字神戸新田土地売主早川忠蔵→土地売主神戸分
左衛門

家督相続につき登記申請（早川信二郎家督相続に 明治35年10月1日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い600－7

つき）　海西郡宝地村大字神戸新田538番地早川信二
郎幼年二付親権者母早川しげ他代人1名→津島区裁判
所弥富出張所御中

家督相続につき登記申請（児玉伊三郎相続につき） 明治34年10月31日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い600－8

海西郡宝地村大字神戸新田17番戸児玉伊三郎→津島
区裁判所弥冨出張所

地所売渡証券（神戸新田のうち原野10歩）　海西郡 明治31年10月5日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い600－9－1

宝地村大字神戸新田売主神戸分左衛門→海西郡宝地
村大字神戸新田7番戸竹内周太郎

地所売渡証券（神戸新田のうち原野10歩）　海西郡 明治31年10月5日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い600－9－2

宝地村大字神戸新田売主神戸分左衛門→海西郡宝地
村大字神戸新田6番戸小川綱蔵

地所売渡証券（神戸新田のうち原野10歩）　海西郡 明治31年10月5日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い600・9・3

宝地村大字神戸新田売主神戸分左衛門→海西郡宝地
村大字神戸新田甲28番戸児玉弥三郎

地所売渡証券（神戸新田のうち原野10歩）　海西郡 明治31年10月5日 罫紙・1冊 い600－9－4

宝地村大字神戸新田売主神戸分左衛門→海西郡宝地
村大字神戸新田17番戸児玉雲太郎

一114一



大宝前（神戸）新田／土地／売買

土地売買につき登記申請（土地所有権移転の登記）
@海西郡宝地村大字神戸新田28番戸買主神戸分左衛門

明治35年6月 罫紙・1通 い600－10－1

→津島区裁判所弥富出張所御中

不動産売渡証券（神戸新田のうち原野10歩）　海際
@郡宝地村大字神戸新田538番地売主早川新次郎幼年二
@付親権者母早川しげ→海西郡宝地村大字神戸新田28

明治35年6月 罫紙・1通 い600－10－2

番戸

明治42年5月10日 封筒・1点 い600・11－0

済証券在中

地所売渡証券（神戸新田のうち田1畝15歩）　海西
@郡宝地村大字神戸新田28番戸売主神戸分左衛門→海

明治35年6月11日 罫紙・1通 い600－11－1

西郡宝地村大字神戸新田16番戸小川綱蔵男4名

「三十五年拾月一日　登記書類　神戸新田」 明治35年10月1日 封筒・1点 い593－2－1

不鞭離離購纈大繍㍊騰　神戸新田五百参拾八番地早川信二幼年取付親権者母　早川しげ→海西郡宝地村大字神戸新田弐拾八五戸神 明治35年9月12日 罫紙・1冊 い593－2・5

戸分左衛門

不動産売渡証券（海西郡宝地村大字神戸新田字画
@新田四百六拾五番ノ第壱の原野10歩）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海西郡

@宝地村大字神戸新田拾六番戸小川綱蔵→海西郡宝地

明治35年6月11日 罫紙・1冊 い593－2。6

村大字神戸新田弐拾八番戸神戸分左衛門

不繕蕪灘照臨謬携諏無縫　神戸新田7番戸竹田周太郎→海西郡宝地村大字神戸新 明治35年6月12日 罫紙・1冊 い593－2－7

田28番戸神戸分左衛門

不雛細蟹膿轟轟村藷纒翻朧　戸新田17番戸児玉伊三郎→海西郡宝地村大字神戸新 明治35年6月12日 罫紙・1冊 い593－2－8

田弐拾八番戸神戸分左衛門

不懸盤膿離諮村藷親臨騰 明治35年6月12日 罫紙・1冊 い593・2－9

戸新田甲28番戸児玉弥三郎→海西郡宝地村大字神戸
新田28番戸神戸分左衛門

貸借

地所賃借証券（海西郡宝地村大字神戸新田字堤外
@葭生場借用証券下書）

（明治41年以後） 罫紙・1冊 い453－1

（土地契約証下書） 罫紙・1通 い453・2

地所賃借謹券（海西郡宝地最大字神戸新田字堤外
@葭生頴田用証券下書）　　　　　　　　　　　　十四山村長→神戸分左衛

「神戸氏蔵」罫紙1冊 い453－3

門

地所賃借謹券（海西郡宝地村大字神戸新田字堤外
@葭生場借用証券写、絵図つき）　　　　　　　　　　　　　　　十四山村長→神

罫紙・1冊 い453－4

戸分左衛門

地所賃借謹券（海西郡宝地村大字神戸新田字堤外
@葭生場借用証券写）　十四山村長→神戸分左衛門

「神戸氏蔵」罫紙・1冊 い453－5
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大宝前（神戸）新田／水利・防水ほか／杁

水利・防水ほか

杁

東之二三御伏替配府二通 安政5年3月 袋・1点 い413－1－0

（神戸新田東之方杁御伏替配府写） 横長半（一ツ綴）・1冊 い413・1。1

（神戸新田東之方杁御伏替配府）織大作→右（神戸 安政5年3月 横長半（かぶせ綴）・1冊 い413－1・2

新田）村庄屋

乍恐御願奉申上候御事（虫喰多につき杁伏替願） 巳6月 竪半（一ツ綴）・1冊 い413・2－1

右（神戸）新田庄屋綱蔵・同断忠右衛門→山田貫一郎様

御陣屋

乍恐再願奉申上候御事（杁伏替願につき）右（神 午正月 幽幽（ニツ綴）・1冊 い413・2－2

戸）新田庄屋綱蔵・同断忠右衛門→杁方御役所

乍恐再願奉申上地御事（杁伏替願につき）　右（神 午正月 竪半（一ツ綴）・1冊 い413－2－3

戸）新田庄屋三蔵→山田貫一郎様御陣屋

（断簡） 竪切紙・1枚 い413－3

（神戸新田忠兵衛の杁守退役の申付）→神戸新田 9月 横切紙・1通 い608・9・1

地主犬山屋文左衛門え

（神戸新田の血続を金七とする申付）→神戸新田 9月 横切紙・1通 い608・9・2

地主犬山屋文左衛門え

覚（送り状請取）　上押萩村庄屋 3月24日 横切紙・1通 い408・3－1

覚（群馬御用につき御触状受取）　大宝庄や→大宝 3月23日 横切紙・1通 い408・3。2

前新田御庄屋衆中

覚（群馬御用につき御触状受取）　大野新田庄や→ 3月20日 横切紙・1通 い408・3－3

大宝前新田御庄屋衆中

覚（隔心御用につき御触状受取）　大野新田庄や→ 3月21日 横切紙・1通 い408・3・4

大宝前新田御庄屋衆中

覚（人足の御触状受取）亀ヶ地庄屋→大宝前新田庄 3月25日 横切紙・1通 い408－3－5

屋衆中

覚（人足御触状受取）□□村庄や 3月26日 竪紙・1通 い408。3。6

覚（送り状受取覚）上押萩村 3月23日 横切紙・1通 い408－3－7

覚（杁御奉行より善太新田まで送り状受取覚）竹 3月22日 横切紙・1通 い408－3－8

田新田庄や→大宝前新田庄屋衆中

覚（御触状受取）　亀ヶ地新田庄屋→右（大宝前新田） 3月21日 横切紙・1通 い408－3－9

御三替所

井領米

満之歳井領年貢米覚　大宝前新田庄屋孫八郎→大宝 （正徳5年）未極月19日 横切継紙・1通 い398－3－1

前新田唯助

覚（井領米受取につき）　鳥ヶ地村才兵衛→大宝前新 （正徳5年）未12月18日 横切継紙・1通 い398－3－2

三二助

請取白井斗米之覚　子宝新田平左衛門→大宝前新田 （正徳5年）未12月21日 竪切紙・1通 い398・3－3

唯助

全米覚 （正徳5年）未11月 横切紙・1通 い398・3－4

覚（大宝前新田用水井道広ゲ禿白井領邑1斗9升を 寛保2年 竪紙・1通 い547・21
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大宝前（神戸）新田／水利・防水ほか／井領米

子宝新田庄屋へ渡すにつき下書）

井領野之事　鳥ヶ地新田 封筒・1点 い503・1－0

井領米晶晶（請求につき）　鳥ヶ地新田庄屋松吉三四 嘉永4年12月 竪紙・1通 い503・1－1

郎→神戸新田御庄屋衆中

覚（井領米請取につき）　鳥ヶ地新田庄屋→神戸新田 （嘉永4年）亥12月 横切紙・1通 い503－1・2

御庄屋衆中

覚（井領米請取覚）　子宝新田源蔵→大宝前新田庄屋 丑11月 竪切紙・1通 い436・1

衆中

覚（端米請取覚）　平島新田庄屋所→大宝前新田庄屋 丑12月 横切紙・1通 い436－2

衆中

覚（井領米請取覚）　六条新田庄屋→御庄屋衆中 丑12月 横切紙・1通 い436－3

覚（米請取覚）　平島新田庄屋→大宝前新田御庄屋衆 丑12月18日 横切紙・1通 い436・4

中

覚（井領米請取覚）　鳥ヶ地新田庄屋→大宝前新田御 丑極月24日 横切紙・1通 い436－5

庄屋衆中

井斗米之事　鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→大宝前新 丑12月 竪紙・1通 い436－6

田庄屋旨旨

覚（井面米山取込）　子宝新田庄屋源蔵→大宝前新田 寅12月12日 竪切紙・1通 い435－1

庄屋衆中

覚（井領米請取覚）　平島新田庄屋所→大宝前新田庄 寅12月20日 横切紙・1通 い435－2

屋只助

覚（不足代請取覚）六条新田 寅12月19日 小切紙・1通 い435・3

覚（井領米請取覚）　六条新田庄屋→大宝前新田庄屋 12月19日 竪紙・1通 い435・4

衆中

覚（井領米請取覚）　鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→ 寅12月24日 横切紙・1通 い435・5

大宝前新田庄屋衆中

用蕪難色面出の難藩麟出品》 寅12月 横切継紙・1通 い545

名→犬山屋文左衛門

小書付入　午とし分 封筒・1点 い739－0

覚（小杁・よし・むしろ・くいなど代金書上）鳥ヶ 午12月 横切継紙・1通 い739－2

地惣助→小川只助

覚（井領米受取につき）　子宝新田庄屋源蔵→大宝前 午12月15日 竪紙・1通 い739－3

新田御庄屋衆中

覚（用水入用受取につき）松吉三右衛門→小川只助 午12月28日 小切紙・1通 い739－4

覚（井回米受取につき）　服部市兵衛→大宝前新田御 午12月13日 小切紙・1通 い739－5

庄屋中

旧領米目録 包紙・1点 い739・7－0

井領米判事（井領米七石垣斗九升四合差し越しな 午12月 竪紙・1通 い739－7・1

さるべきにつき）鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→
大宝前新田庄屋唯助

覚（乱菊米受取につき）　六条弥左衛門→大宝前新田 午12月 小切紙・1通 い739－8

只助

覚（縄代金受取につき）　松吉三右衛門→犬飼平吉 午12月 横切紙・1通 い739・9
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大宝前（神戸）新田／水利・防水ほか／井領米

国（新井領・井平米受取につき）
　→大宝前新田庄屋衆中

鳥ヶ地新田庄屋所午12月25日 竪紙・1通 し、739－10

堤

内蠣界纏綿鰹闘鍮錨醜夫舗 子6月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－12

乍馨野上襯事（三稲下開発のため堤丈夫舗 子6月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－13

乍驕野望琴羅騰海里羅舞謂繋 申9月 竪蔀（一ツ綴）・1冊 い448。15

矢野藤九郎陣屋

新田堤塩垣積リ覚（後半に諸事入用大概積） 横切継紙・1通 い477・13

覚（南かわ・三十番・三拾壱番堤の間数書上） 横切継紙・1通 い477・24

海西郡大宝前新田堤見分野帳（俵・縄・人足数の計
@算）

享保7年11月2日 横長美（一ツ綴）・1冊 い415－10

通船

木挽町二丁目神銀之亮様　宝町6番戸神金吉→白銀 封筒・1点 い620－0

之亮

契約証書（神戸新田の池川通船に関わる取り決め、 明治36年 罫紙（一ツ綴）・1冊 い620・1

控）→海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門

神戸分左衛門様　佐野新蔵→神戸分左衛門 （近代）6月15日 封筒・1点 い620・2－0

（かねてよりの通船一件に対する御薗考伺い申し （近代）6月15日 竪切紙・1通 い620・2・1

上げるにつき）　佐野新蔵→神戸分左衛門

（修正中の張片の儀などにつき書状）→銀之亮 （近代）6月21日 横切継紙・1通 い620－3

その他

大喜1懸丁丁二二二二講 嘉永3年正月上旬 竪半（ニツ綴）・1冊 い450

次郎陣屋）佐屋

（大宝御用水、御奉行様お越しの上御伏せにつき書 2月10日 横切継紙・1通 い477－22

状）　伊東庄兵衛→二分左

公儀との関係

土地

書抜覚（神戸新田の不納地の高・反別・経緯の書抜 （宝暦7～文政10年） 横切紙・1通 い608・8・3

き）

（定引田地の経緯反別書上） （宝暦7～文政10年） 横切紙1通 い608・8－4

乍恐御達奉申上候（神戸新田の定引地の反別、高、
@　　　　　　　　　神戸新田庄屋綱蔵→三村平六様経緯の上申下書）

天保15年1月 竪紙・1通 い608－8・2

御陣屋

乍恐御達奉申上候（郷蔵地除地高書上）　右新田庄 子3月 竪紙・1通 い448・2

屋綱蔵→山田貫一郎陣屋

乍欝蹴講黒黒羅皇飛麟蝋 子3月 竪半（ニツ綴）・1冊 い448・3
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