
大宝前（神戸）新田／公儀との関係／土地

戸）新田庄屋綱像→山田貫一郎陣屋

当期奉加上候御事（古哲引墨余分土を新田内低所 午9月 竪紙・1通 い448－1

ならびに堤際不納所に入土地直し願）　右（海西
郡神戸）新田庄屋重右衛門

芝場・葭生場

寛延三年前夏より劇場境相願候壱巻絵図共二入 寛保3年 封筒・1点 い468－1－0

宝暦四年甲戌八月　（神戸新田拍芝場境坑位置絵 宝暦4年8月 90×85・1舗 い468－1・1
図）

（大宝前新田拍芝場絵図写、願書に添え野方役所へ
�o）

寛延3年4月28日 42×55（彩色）・1舗 い468－1－2

（大宝前新田拍出場絵図写） 32×43・1舗 い468－1・3

（大宝前新田拍芝場絵図写） 32x40・1舗 い468－1－4

（飛島山における鮒浦勘左衛門・かにへ四郎左衛
@門・六条弥五兵衛の山の略図・反別の書付）　鳥

宝永4年11月2日 小切紙・1通 い468－1・5

かし平蔵・山方庄屋東福田弥六

（大宝前新田三二場絵図写） 31×43・1舗 い468・1－6

（飛島山絵図） 25×34・1舗 い468－1－7

大宝前新田二三場（絵図） 寛延3年4月28日 42×55・1舗 い468－1・8

（飛島山など新田地反別・不納分反別など書上げ） 竪紙・1通 い468－2

乍恐口上之覚（当新田に船商売する者がいないの
@で石取船御入用の見積りを断るにつき）　大宝

8月15日 横切紙・1通 い468・3

前新田庄や三助→郡御奉行所

（飛三山の間数・反別・元山主名書上げ） 竪紙・1通 い468－4

覚（大宝前新田築合四郎兵衛新田築合までの堤を
@うち立てる杭数御注進につき）　海部郡大宝前新

未4月 竪紙・1通 い468－5

田地主犬山屋文左衛門→山方野方御奉行所

乍恐奉願上候御事（大宝前新田控芝場境杭之儀に
@つき願書下書）　海部郡大宝上新田庄屋二二→古川

寛延4年2月 竪継紙・1通 い468－6

極右衛門・蓬田利左衛門

覚（大宝前新田三ヶ年極免高） 子九月 竪切紙・1通 い468－7

乍恐奉追願上候御事（大宝前新田控芝場境杭再設
@置につき願書拍）　海部郡大宝前新田地主分左衛門

寛延4年正月 竪紙・1通 い468－8

→古川定右衛門・蓬田利左衛門

乍広口上之覚（残る飛島山・鍋蓋山・亀ヶ地前・四郎
@兵衛新田走り境杭設置願下書）　海部郡大宝前新

未4月 竪紙・1通 い468－9

田地主犬山分左衛門→山方野方御奉行所

覚（芝場境杭数書付差出につき）　山方野方御奉行 3月26日 竪継紙・1通 い468－10
所代→犬山百分左衛門

階難解鰹鑛鰭騰賂露騨羅 寛延4年2月 竪継紙・1通 い468・12

西郡大宝前新田地主元材木町文左衛門→古川定右衛
門・蓬田利左衛門

覚（飛島山・鍋蓋山草生反別書上） 竪継紙・1通 い468－13

（門川通境川ならびに海辺野方改につき廻状）富
@田八郎兵衛→前ヶ次新田ほか新田庄屋26名

5月2日 竪継紙・1通 い468－14
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／芝場・葭生場

（海辺男山見分に野遊につき）→椙山様 5月10日 横切継紙・1通 い468－15

覚（鍋蓋新田三ヶ年極免高）　→ 子9月 竪継紙・1通 い468・16

覚（神戸新田平野など見取米割付状）　岡勝右→右 文化12年ll月 竪継紙・1通 い503・2－5

村庄屋・組頭・惣百姓

覚（神戸新田葭野など見取米割付状）　岡勝右→右 文化13年11月 竪継紙・1通 い503・2・6

村庄屋・組頭・惣百姓

覚（神戸新田明野など見取米割付状）　石小兵衛→ 文政元年11月 竪継紙・1通 い503－2－8

画面庄屋・組頭・惣百姓

覚（神戸新田葭野など見取米割付状）　岡勝右→右 文化14年11月 竪継紙・1通 い503－2－9

村庄屋・組頭・惣百姓

谷野御見分反別佐屋方御書付 天保7年6月8日 包紙・1点 い554・0

（嬉嬉鴨魏爆瞥『藩騰繍意ざ 天保7年5月 横切継紙・1通 い554－1

覚（神戸新田葭野見取相済みにつき地代金の訳、当 辰5月 竪紙・1通 い608－5－1

時地主名前を陣屋へ通達すべきにつき廻状写）
新田庄屋綱蔵・忠兵衛→御地主様御勘定場

覚（神戸新田霜野反別書き上げ控）　→児玉貞一郎 竪紙・1通 い608－5－2

様御陣屋

（宝永四年以来の町数の変遷、葭野反別書き上げ） 横折紙・1通 い608・5－3

（警階下上納開始年・葭野の反別・細反牙Uな 横折紙・1通 い608－5－4

覚（神戸新田の反数、葭野反別お達し申し上げるに 竪紙・1通 い608。5－5

つき控）

乍葦穂騰西辮警難辮 竪切紙・1通 い445・2－29

乍恐御達奉申上候（犬山屋文左衛門両州野毛別書 戌4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－22
上、絵図つき）　右（海西郡神戸）新田庄屋→水野篤
豊山御陣屋

村況

御用　相羽和兵衛・桑原茂助→犬山屋分左衛門 直紙・1点 い415－5－0

（大宝前新田成立よりの諸書類写提出につき書状） 2月8日 横切継紙・1通 い415－5－1

相羽和兵衛・桑原茂助→犬山町分左衛門

播馨繋騒（樵繍庄㍊舞踏議特典 卯8月21日 主面（一ッ綴）・1冊 い448－21

御陣屋

（大宝前新田開発証文持参につき）河野猪左衛門・ 9月3日 横切継紙・1通（封紙付） い547・2

山田杢右衛門→神戸分左衛門

（大宝前町田高・時数の照会につき）　神藤林蔵・樋 8月8日 横切継紙・1通 い547－3

口藤兵衛→犬山白文左衛門

（大宝前新田の内から四郎兵衛へ替地を渡した年 8月17日 竪継紙・1通 い547・6

暦など尋ねたき儀があるにつき役所への出頭要
請）　森村甚左役所→犬山屋文左衛門

（大宝前新田開発時の山・下主との関係、新田の上 8月5日 竪継紙・1通 い547－16

納、敷金金額などの照会）　斉藤林蔵・樋口藤兵衛

一120一



大宝前（神戸）新田／公儀との関係／村況

→犬山屋文左衛門

（礒画面i蟹廉縄回数鑛鍋鵜 7月25日 竪継紙・1通 い608－6

→犬山屋分左衛門

（証文引・定引所の年数や様子など陣屋に指し出す 竪紙・1通 い608－8・1

べきにつき触書写か）

年貢

免定

享保十七年子ヨリ寅迄御免不見候 竪紙・1通 い730・3－53

覚1辮襟懸騨暴畑町響晶錨半年 寛延元年11月 竪継紙・1通 い730－3－39

百姓

宝暦六子年御免定不見候 竪紙・1通 い730－3－31

宝暦十三未ヨリ明和元旦迄御免定不見候 竪紙・1通 い730・3－26

寅年免定（二三二大宝前新田）　大橋新右→右二三 明和7年11月 竪美継紙・1通 い731－1

屋・組頭・惣百姓

酉年免定（海西郡大宝前新田）　中彦三郎→右新田庄 寛政元年11月 竪美継紙・1通 い731・14
屋・組頭・惣百姓

戌ノ年免定（海西郡大宝前新田）　本勘蔵→右新田 寛政2年11月 竪美継紙・1通 い731－15
庄屋・組頭・惣百姓

免定（海西郡大宝前新田）本勘蔵→二村庄屋・組頭・ 寛政3年11月 竪美継紙・1通 い731・16

惣百姓

免定（海西郡大宝前新田）　本勘蔵→三二庄屋・組頭・ 寛政4年11月 竪美継紙・1通 い731－17

惣百姓

二野（海西郡大宝前新田）本勘蔵→右村庄屋・組頭・ 寛政5年11月 竪美継紙・1通 い731－18

惣百姓

免定（海西郡大宝前新田）本勘蔵→二村庄屋組頭・ 寛政6年11月 竪美継紙・1通 い731－19

惣百姓

免定（海西郡大宝前新田）加久右衛門→右回庄屋・ 寛政7年11月 竪美継紙・1通 い731－20
組頭・惣百姓

免定（海西郡大宝前新田）　加久右衛門→右村庄屋・ 寛政8年11月 竪美継紙・1通 い731・2
組頭・惣百姓

巳年強定（海西郡大宝前新田）　木亀三郎→右生垣 寛政9年11月 竪美継紙・1通 い731－3
屋・組頭・惣百姓

累年二二（海西郡大宝前新田）　木亀三郎→山村庄 寛政10年11月 竪美継紙・1通 い731・4
屋・組頭・惣百姓

未年皇臣（海西郡大宝前新田）　木弥次左衛門→右村 寛政11年11月 竪美継紙・1通 い731－5
庄屋・組頭・惣百姓

申年量定（海西郡大宝前新田）木弥次左衛門→右村 寛政12年11月 竪美継紙・1通 い731・6
庄屋・組頭・惣百姓

酉年免定（海西郡大宝前新田）織源七→右村庄屋・ 享和元年11月 竪美継紙・1通 い731・7
組頭・惣百姓

翌年免定（海西郡大宝前新田）織源七→右村庄屋・
@組頭・惣百姓

享和2年11月 竪美継紙・1通 い731－8
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／年貢／免定

子年平定（海西郡大宝前新田）　長藤助→右村庄屋・ 文化元年11月 竪美紙（ニツ綴）・1冊 い731－9
組頭・惣百姓

暫定（海西郡大宝前新田）　金市之進→右村庄屋・組 文化2年11月 竪美継紙・1通 い731－10
頭・惣百姓

平定（海西郡大宝前新田）　金市之進→右回庄屋・組 文化3年11月 竪美継紙・1通 い731－11
頭・惣百姓

（当前年極免年限中であるため御免定が発給され
@なかったことを記し置くにつき）

文化4年11月 竪美継紙・1通 い731－12

免定（海西郡大宝前新田）　岡勝右→右村庄屋・組頭・ 文化5年ll月 優美継紙・1通 い731－13
惣百姓

暫定（海西郡大宝前新田）　岡勝右→右書庄屋・組頭・ 文化7年11月 竪美継紙・1通 い731・21

惣百姓

平定（海西郡大宝前新田）　岡勝右→右村庄屋・組頭・ 文化12年11月 竪美継紙・1通 い731・22
惣百姓

平定（海西郡神戸新田）　岡勝右→右村庄屋・組頭・惣 文化13年11月 竪美継紙・1通 い731－23
百姓

黄海（海西郡神戸新田）　岡勝右→右村庄屋・組頭・惣 文化14年11月 竪美継紙・1通 い731－24
百姓

古塁（神戸新田）　石小兵衛→右村庄屋・組頭・惣百姓 文政元年11月 醇美継紙・1通 い729－12

免定（神戸新田）石小兵衛→右村庄屋・組頭・惣百姓 文政2年11月 横美継紙・1通 い729－11

下定（神戸新田）石小兵衛→右村庄屋、組頭、惣百姓 文政3年11月 竪美継紙・1通 い729－3

下定（神戸新田）石小兵衛→右村庄屋、組頭、惣百姓 文政4年11月 竪美継紙・1通 い729－4

下定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 文政4年11月 竪美継紙・1通 い729－20

平定（海西郡神戸新田）　石小兵衛→右村庄屋・組頭・ 文政5年11月 竪美継紙・1通 い731・25
惣百姓

免定（海西郡神戸新田）　石小兵衛→野村庄屋・組頭・ 文政6年11月 竪美継紙・1通 い731－26
惣百姓

黄蓮（神戸新田）　馬九八郎→右村庄屋、組頭、惣百姓 文政7年11月 竪美継紙・1通 い729－5

文政八酉ヨリ天保四巳迄、内丑年壱ヶ年不足 包紙・1点 い729－25－0

酉年測定（神戸新田）　馬九八郎→右村庄屋・組頭・惣 文政8年11月 竪半（ニツ綴）・1冊 い729。25－1－1

百姓

免札（神戸新田）　馬九八郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 文政9年11月 横美継紙・1通 い729・25・1・2

富札（神戸新田）　三喜右衛門→庄村庄屋・組頭・惣百 文政10年11月 横美継紙・1通 い729・25・1・3

姓

富札（神戸新田）　三喜右衛門→庄村庄屋・組頭・惣百 文政11年11月 横美継紙・1通 い729－25－1・4

姓

免札（神戸新田）織大助→右村庄屋・組頭・惣百姓 文政13年11月 横美継紙・1通 い729－25－1－5

免札（神戸新田）　織大助→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保2年11月 横美継紙・1通 い729－25－1－6

免札（神戸新田）　織大助→右回庄屋・組頭・惣百姓 天保3年11月 横美継紙・1通 い729・25－1・7

富札（神戸新田）　矢藤九郎→毒虫庄屋・組頭・惣百姓 天保4年11月 横美継紙・1通 い729－25－1・8

天保五年ヨリ同拾四年迄拾ヶ年 包紙・1点 い729。24・0

二二（神戸新田）　矢藤九郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保5年11月 竪美継紙・1通 い729・24・1・1
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免定（神戸新田）　矢藤九郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保6年11月 竪美継紙・1通 い729－24・1－2

免定（神戸新田）　矢藤九郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保7年11月 竪美継紙・1通 い729・24・1－3

免定（神戸新田）水篤助→右脚庄屋・組頭・惣百姓 天保8年11月 竪美継紙・1通 い729－24・1－4

免定（神戸新田）水篤助→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保9年11月 竪美継紙・1通 い729－24－1・5

免定（神戸新田）小清次郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保10年ll月 醇美継紙・1通 い729－24・1－6

蟻蜂（神戸新田）　三平六→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保11年11月 竪美継紙・1通 い729－24－1－7

免定（神戸新田）　三平六→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保12年11月 極刑継紙・1通 い729－24－1－8

免定（神戸新田）　三平六→右翼庄屋・組頭・惣百姓 天保13年11月 醇美継紙・1通 い729－24・1・9

免定（神戸新田）　三平六→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保14年11月 軍側継紙・1通 い729・24・1－10

天保拾五辰ヨリ嘉永七酒断拾ヶ年分 包紙・1点 い729－22・0

免定（神戸新田）　児貞一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 天保15年10月 竪美継紙・1通 い729・22－1－1

免定（神戸新田）　児貞一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 弘化2年11月 竪美継紙・1通 い729－22・1－2

免定（神戸新田）児貞一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 弘化3年11月 竪美継紙・1通 い729・22－1。3

免定（神戸新田）　児貞一郎、吉助次郎→右村庄屋・組 弘化4年11月 竪美継紙・1通 い729－22・1・4

頭・惣百姓

免定（神戸新田）吉助次郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永元年11月 竪美継紙・1通 い729－22－1－5

免定（神戸新田）吉助次郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永2年11月 竪美継紙・1通 い729・22－1－6

免定（神戸新田）吉助次郎→二村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永3年12月 二心継紙・1通 い729－22・1－7

免定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永4年11月 竪美継紙・1通 い729・22・1－8

免定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永5年11月 竪美継紙・1通 い729－22－1－9

免定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永6年11月 竪美継紙・1通 い729－22・1－10

免定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 嘉永7年11月 竪美継紙・1通 い729－23

免定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 安政2年ll月 竪美継紙・1通 い729－21

尊崇（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 安政3年11月 竪美継紙・1通 い729・16

免定（神戸新田）　山貫一郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 安政5年11月 竪襟継紙・1通 い729－15

（神戸新田よりの上納金額書付） （安政5年）午12月 竪切紙・1通 い729－17

（元金・利金書上げ）　犬山屋文左衛門 （安政5年目） 竪切紙・1通 い729－18

（安政2～4年の高書付） （安政5年目） 竪切紙・1通 い729－19

安政六年未冬御免定 安政6年 包紙・1点 い729－14－0

想定（神戸新田）次重五郎→右村庄屋・組頭・惣百姓 安政6年11月 竪蔀継紙・1通 い729－14－1

愚筆御免札　十一月十九日下ル　名代忠蔵 （万延元年）申 包紙・1点 い729・9－0

脚半（神戸新田）　一群左衛門→明野庄屋・組頭・惣百 万延元年11月 竪美継紙・1通 い729－9・1

姓

文久二酉年御免定 文久元年11月 包紙・1点 い729－2－0

免定（神戸新田）　一庄左衛門→右村庄屋、組頭、惣百 文久元年11月 竪美継紙・1通 い729－2－1

姓
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免定（神戸新田）　一庄左衛門→右村庄屋・組頭・惣百 文久2年11月 横美継紙・1通 い729－13

姓

文久三亥年御免定　十一月廿六日下ル　名代辰右 包紙・1点 い729－1－0

衛門　名代辰右衛門

乱漫（神戸新田）　金五郎兵衛→右村庄屋、組頭、惣百 文久3年ll月 竪美継紙・1通 い729－1－1

姓

子ノ年御免定　十一月廿七日佐屋御陣屋ヨリ御下
@ケ　忠蔵持参之事

（元治元年子11月） 包紙・1点 い729－8・0

免定（神戸新田）　金五郎兵衛→右村庄屋、組頭、惣百 元治元年11月 竪美継紙・1通 い729・8・1

姓

三年御免札　十一月十一日庄屋唯助持参之事 慶応元年11月 包紙・1点 い729－6－0

免田（神戸新田）岡新吾→右記庄屋、組頭、惣百姓 慶応元年11月 竪美継紙・1通 い729－6－1

寅年御免相、神戸新田、十一月十八日佐屋御陣屋ヨ
@リ御下ケ組頭忠蔵持参いたし候

11月 包紙・1点 い729・10－3・0

免定（神戸新田）　岡新吾→二村庄屋・組頭・惣百姓 慶応2年11月 横美継紙・1通 い729・10－3－1

その弟

御年貢上納目録　大宝前新田 享和3年12月 竪半・（一ツ綴）・1冊 い410

（文化7年忌物成のうちお広井御蔵受取通い）　岡 （文化7年） 横折紙・1通 い739・14

勝右衛門手付田辺八十次・三浦吉助ほか1名

佐雛疑濁鞍鋸繍製罐隻らびに汐 文化12年6月2日 包紙・1点 い556・0

（神戸新田見取地平伊江禿地田4反3畝6歩年数引と 文化12年6月 横切継紙・1通 い556・1

するにつき）　岡勝右→右新田庄屋

（神戸新田見取地4町1反6畝10歩年々検見之上御年
v上納之筈につき）

（文化12年）亥6月 横切継紙・1通 い556・2

乍恐御達奉申上候（宝暦7年入水による定引高書上 天保15年正月 竪紙・1通 い449・4。2

げ）　神戸新田庄屋綱蔵・同断忠兵衛→三村平六陣屋

乍恐奉願上候御事（大風水損のため増上納御勘弁 嘉永3年9月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－4

願）　飛島新田・服岡新田・重宝新田・八島前新田地主
惣代、材木町犬山屋文左衛門・熱田新田内田忠蔵・茶屋
町伊藤次郎左衛門ほか地主8名→吉田助次郎陣屋

乍恐奉申上候御事（神戸新田定免高減免願） 竪半（一ツ綴）・1冊 い448・16

（藩役人人名覚書） （10月26日） 竪切紙・1通 い449・17・1

（検見日記） （10月26日目晦日） 霜融（一ツ綴）・1冊 い449－17・2

諸役

請聚鍛魏雛醤鼎幽晦蟷’犠 （正徳5年）未12月 横切継紙・1通 い398・2・1

兵衛・平蔵→文左衛門

覚（大宝前新田入用等請取につき）　鳥ヶ地平蔵→ （正徳5年）未極月 横切紙・1通 い398・2－2

分左衛門

納米上乗 （正徳5年差未11月 横切継紙・1通 い398－2－3

覚（大宝前新田鳥運上受取につき）　津島鳥屋源七 （正徳5年）未6月19日 横切紙・1通 い398－2－4
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郎→大宝前新田唯助

覚（柳枯草上納銀受取書）　中川又兵衛・柴田林太夫 享保10年12月 横切継紙・1通 い467－6・22

→海西郡蜆前新田庄屋中

旧約定定納金書入 文化3年正月6日 紙袋・1点 い540・0

（夫銀受取りにつき）　佐屋陣屋→右舷（大宝前新田） （文化3年）寅2月 小切紙・1通 い540－1

庄屋

（（堤銀9匁9分受取につき）佐屋陣屋→右村（大宝前 （文化3年）寅12月 小切紙・1通 い540－2

新田）庄屋

覚（柳枯草代45匁3分受取につき）佐屋陣屋→右村 （文化3年）12月5日 小切紙・1通 い540－3

（大宝前新田）庄屋

覚（柳枯草代46匁4分受取につき）佐屋陣屋→右村 （文化3年）12月5日 小切紙・1通 い540・4

（大宝前新田）庄屋

（麦代金1両2分受取につき）金森市之進手漉不破五 （文化3年）寅5月10日 小切紙・1通 い540・5

助・三浦又五郎→右村（大宝前新田）庄屋中

覚（傳馬代金請取につき）　田辺伊兵衛・不破五型・三 （文化3年）寅6月5日 小切紙・1通 い540－6

浦久四郎→右村（大宝前新田）庄屋

覚（傳馬脚2両3分、銀4匁9分受取につき）　佐屋陣 （文化3年）寅10月 小切紙・1通 い540－7

屋→二村（大宝前新田）庄屋

覚（傳墨銀金3両受取につき）佐屋陣屋→右村（大宝 （文化3年）寅6月 小切紙・1通 い540・8

前新田）庄屋

覚（御物成のうち餅米・端米など受取につき）　佐 （文化3年）12月4日 竪切紙・1通 い540－9

軍手限り吟味方田辺伊兵衛・不破五助・三浦久四郎→
右（大宝前新田）庄屋中

小書付入午とし分 封筒・1点 い739－15・0

御役所御三役上納受取書付入 文化7年1月 封筒・1点 い739・15－1－0

覚（大宝前新田柳枯草代銀受取につき）佐屋陣屋 （文化7年）午12月 小切紙・1通 い739・15－1－1

→右記庄屋

覚（大宝前新田堤銀受取につき）　佐屋陣屋→右村 （文化7年）午12月 小切紙・1通 い739－15－1－2

庄屋

覚（大宝前新田伝馬銀受取につき）　佐屋陣屋→右 （文化7年）午10月 小切紙・1通 い739－15－1・3

村庄屋

覚（大宝前新田御国役銀受取につき）　佐屋陣屋→ （文化7年）午8月 小切紙・1通 い739・15－1－4

右村庄屋

「金三両三分也…」（大宝前新田分金額書付） （午） 竪切紙・1通 い739・15・2

（大宝前新田年貢代銀受取につき）　岡勝右衛門手 午11月11日 竪継紙・1通 い739－15－3

附松山作左衛門、同三浦又四郎→予州庄屋中

（大宝前新田餅米・七合物代など受取につき）　岡 午12月12日 竪切紙・1通 い739－15－4

勝右衛門手附松山作左衛門、同三浦又四郎→右村庄屋

覚（大宝前新田去巳年調達返納米5斗代金受取につ 午12月18日 竪切紙・1通 い739－13

き）　岡徳右衛門手付三浦七左衛門→右村庄屋中

乍恐御達申上候御事（当新田漏潮痛領米の代金34
@両を犬井・善太庄村から受取につき）→浅井茂

戌3月 横切継紙・1通 い547－4－1

左衛門・村佐五右衛門・柴伝六・鳥居善右衛門

覚（御居撃高、金額書付）　庄や惣兵衛 竪継紙・1通 い547－4・2
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洩瀬痛（町名、織物種類など書付） 小切紙・1通 い547・4－3

騰騎講錨開講槻礫群隷2讐 戌3月25日 横切継紙・1通 い547－4－4－1

下書）　文左衛門・次郎左衛門

（不調法の儀ご勘弁くだれたきにつき） 断簡・1点 い547・4－4－2

覚（柳枯草堤銀引当控書上）　新田庄屋→御地此様御 戌12月 横切紙・1通 い412－13

勘定場

（柳枯草場図面陣屋へ提出につき書状）新田忠右 8月8日 竪紙・1通 い449－5

衛門→御地主様御勘定場

調達金

鳥暮　調達金御利御書付弐通 （寛政3年）卯 封筒・1点 い526・1－0

（大宝前新田調達金利息につき） （寛政3年ヵ） 小切紙・1通 い526－1－1

（大宝前新田調達金のうち当卯返金分につき）　只 （寛政7年ヵ） 竪切紙・1通 い526－1－2

助・重右衛門

調達金御手形　未年御年貢差継　辰十二月十六日 包紙・1点 い495－10－0

上納　辰右衛門

調達金之事（御用調達金請取、年貢米を以って差越 弘化3年12月 竪切紙・1通 い495－10・1

しにつき）　佐屋陣屋→神戸新田庄屋

（神戸新田分元利金書上） 横切継紙・1通 い495・10－2

締騰繊麗脇　鐘難
丑10月17日 竪半（一ツ綴）・1冊 い446

様御陣屋）　三村平六様御陣屋→神戸新田ほか10ケ
村山庄屋衆中

その他

（新田の住居百姓人別帳を一両日中に差し出すべ （文化7年）1月20日 横切継紙・1通 い541－10・1

きにつき）　岡勝右→大宝前新田庄屋

新田百姓引越肇書付入、文化七年人家御改につき 文化7年 包紙・1点 い541－10・0

改之覚

（年号など書付） （文化7年） 横切継紙・1通 い541－10－2

此躍魏継継解騎熱懸竪攣合 文化14年9月16日 包紙・1点 い541－0

御勘定所へ御呼出被仰付御書付也、尤其段御支配 天保14年7月10日 包紙・1点 い551－0

へ御達奉申上候

（雌鶏麟鱗魏瞳賢螺羅歌施し （天保14年）7月 横切紙・1通 い551－1

覚（手形9通、書付類25通預かるにつき書付写）佐 辰11月23日 竪切紙・1通 い541－14

屋陣屋→大宝前新田庄屋・組頭

（礒黙黙罷紙撚繍嘆擶纏魏 申4月 竪切継紙・1通 い547・10

衛門

（今般支配所割印、宗門改めにつき廻状）　岡田利 戌3月17日 横切紙・1通 い504・6

左→小宝・大宝・大宝前ほか10ヶ村

（代官様割り替えも済み、代官衆へも御見廻り申上 3月21日 横切継紙・1通 い504－5
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げるべきか窺いにつき書状）　小川唯助→奥田平
治

（当新田宗門改につき書状）小川氏→奥田 3月21日 小切紙・1通 い504－7

（大宝前新田から村入用帳未だ提出なき旨）　森村 4月7日 竪継紙・1通 い547－7

甚左衛門役所→犬山屋文左衛門

乍恐書付を以講論上候（小作掟帳十ヶ年分提出に 6月 竪縞（一ツ綴）・1冊 い448－20
つき、綴じられており内容不明）　犬山屋文左衛
門

地租

繋総総灘無血齢
封筒・1点 い604・0

明治九年分改正未納金年賦延納之儀につき願／戸 明治12年7月 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い604－1

長早川忠兵衛・海東海西郡長横田太一郎奥印、愛
知県による聞届けの旨の朱書　新田地主神戸分
左衛門→愛知県令丁場保和

伺鎌難藻灘購議緊 明治12年5月 罫紙・1冊 い604－2

愛知県重安場保和

神戸新田　延納一時上納願書 明治19年2月8日 封筒・1点 い602－0

延搬謹七難1肇9争囎i灘錨謹筒 明治19年2月3日 「神戸貸蔵」用箋・1冊 い602－1

新田2番居住神戸分左衛門→愛知県令勝間田稔

明建＋領袖醍奢県六等属横田太榔殿ヨリ 明治10年7月25日 包紙・1点 い598・0

（神戸新田の田・畑・宅地反別、地価金額、地租金額書き上げ）

竪美紙・1通 い598・1

県・郡との関係

開墾

神戸新田字むノ割四百六十六番地反別壱反六府三
@歩開墾願書ならびに指令

明治12年1月 封筒・1点 い605－0

池反別開拓願／郡長奥書、愛知県の許可文言朱書 明治12年1月 罫紙・1冊 い605－1

地主神戸分左衛門・用係早川忠兵衛→愛知県令安場保
和

神戸新田字ト台割百八十二番地開墾願書 封筒・1点 い614－0

開墾鍬下年期願　海西郡神戸新田2番地神戸分左衛門 明治19年5月25日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い614－1－1

→愛知県令勝間田稔

野取実測絵図面帳　海西郡神戸新田地主神戸分左衛 明治19年5月25日 竪半（一ツ綴）・1冊 い614－1－2

門→愛知県令勝間田稔

（新田開墾鍬下年季願い指令を下付するので出頭　を申し渡されたき旨）　収税係→海西郡桿新田外 明治19年6月24日 横切継紙・1通 い61牛2

五ヶ村戸長役場

開墾鍬下年期願　海西郡神戸新田神戸分左衛門→愛 明治18年11月3日 罫紙・1冊 い614－3－1

知県令勝問田稔

野取実測絵図帳　海西郡神戸新田神戸分左衛門→愛 明治18年11月3日 竪半（一ツ綴）・1冊 い614－3－2
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知県令勝間田稔

開墾願御指令御取消願（開墾成功の目的なきによ 明治19年3月15日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い614－4

り開墾とりやめるにつき御指令取り消し願）
海西郡神戸新田2番地神戸分左衛門→愛知県令勝間田
稔

神戸新田ちノ割百八拾三番・百八拾八番、りノ割百 封筒・1点 い622・0

鍾欝騰琴別開墾囎（廿七年五月廿三日）

明治廿七年内書反別開墾届（神戸新田ち・りの割） 明治27年5月23日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い622・1・1－1

地主神戸分左衛門代小川三蔵→愛知県知事時任為基

愛知県指令第1795号（開墾素地地価書面の通り定 明治27年11月2日 「愛知県」用箋・1通 い622－1－1－2

めるにつき）　愛知県知事時任為任→海西郡宝地村
大字神戸新田神戸分左衛門

明治廿七年内書反別開墾願（神戸新田り・ぬの割） 明治27年7月20日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い622－1・2－1

地主神戸分左衛門翠竹内辰右衛門→愛知県知事時任
為基

愛知県指令第1795号（開墾素地地価書面の通り定 明治27年11月2日 「愛知県」用箋・1通 い622－1－2－2

めるにつき）　愛知県知事時任為基→海西郡宝地村
大字神戸新田神戸分左衛門

道路修繕

前懸隔離㍊牒醜麗輕難山 封筒・1点 い591－1

四日付伺書

民有地開墾鍬下年季願　尾張国海西郡神戸新田神戸 明治16年2月21日 「神戸二二」用箋・1通 い591。2－1

分左衛門

開墾費用劇暑方法取調書　尾張国払西郡神戸新田神 明治16年2月21日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い591－2－2

中分左衛門

神戸新田戸長役場　愛知県海東梅西郡役所→神戸新 封筒・1点 い591－3

田戸長役場

願（道路改修によって潰地となった場所の回復、も 明治15年9月12日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い591－4－1

しくは旧道敷地下付願）　海西郡神戸新田二番地
神戸分左衛門→愛知県令国貞廉平

伺（子宝新田吉田新七郎主宰にして突然人夫をい 明治13年7月24日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い591－4－2

れ、私田地を潰し道路敷地としたことにつき）
尾張町海西郡神戸新田神戸分左衛門→愛知県令国貞
廉吉

（輔教団などの耕地・境界・新旧街道の位置関係 竪紙・1通 い591－4－3

御下渡旧道路敷地価上申　海西郡神戸新田神戸分左 明治16年2月12日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い591－5

衛門→愛知県令国貞廉平

前ヶ四街道道路修繕二付潰地除税願　海西郡神戸 明治16年2月28日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い591－6・1

新田右新田地主神戸分左衛門→愛知県令国貞廉平

（道路幅広全図）　海西郡神戸新田地主惣代竹田辰右 竪紙・1通 い591－6－2

衛門他2名

三眠鯉里聾驚腰曳鷲募欝欝矯 明治13年7月24日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い591－7

な意図によるものかの照会）　尾張国国西郡神戸
新田神戸分左衛門→愛知県令国貞廉平
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大宝前（神戸）新田／県・郡との関係／土地台帳訂正

土地台帳訂正

神戸新田字引新田四百六十四番堤敷正誤願 封筒・1点 い616－0

堤塘敷地誤謬訂正願　海西郡宝地村大字神戸28番戸 明治23年1月17日 罫紙・1冊 い616－1－1

神戸分左衛門→愛知県知事白根専一代理愛知県書記
官柳本直太郎

野所絵図　海西郡宝地村大字神戸持主神戸分左衛門 竪紙・1通 い616－1・2

（字内新田イ464番第一はじめ地種組換地価査定ノ
叙ﾆ許につき）愛知県知事岩村高田→海西郡宝地

明治24年1月29日 「愛知県税務部」用箋・1

ﾊ
い616・2

村大字神戸新田地主神戸分左衛門

（民有堤塘のうち地目誤謬訂正願いの件免許につ
@き）　愛知県知事岩村高俊→海西郡宝地村大字神戸

明治23年12月15日 「愛知県」用箋・1通 い616－3

28番戸神戸分左衛門

民有堤塘の内地目誤謬訂正願写　海西郡宝地村大 明治23年7月25日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い616－4－1

字神戸28番戸神戸分左衛門→愛知県知事岩村高俊

野所絵図　海西郡宝地村大字神戸地主神戸分左衛門 竪紙・1通 い616－4・2

地目誤謬免許につき地種組替地価上申　海西郡宝　地村大字神戸新田　尾張国海西郡宝地村大字神戸 明治23年12月24日 罫紙・1通 い616－5

新田28番戸地主神戸分左衛門不在二付代理早川忠兵
衛→愛知県知事岩村高俊

（地目誤謬訂正願いに際し当該箇所を高歯と草生
@とに分けたことへの照会に対する回答）　海西

明治23年8月21日 「神戸港蔵」用箋・1通 い616－6－1

郡宝地村長佐野俵八→海東西郡役所農商係御中

明治六年酉八月神戸新田検地帳之写 「神戸氏蔵」用箋・1通 い616－6－2

追申書（神戸新田地内を曲面と草生とに分離した
@ことへの照会に対する回答追申）　愛知県海西郡

明治23年8月30日 「愛知県海西郡宝地村
�齬p紙」用箋・1冊

い616・6－3

宝地村長佐野俵八→海東西郡役所農商係御中

諸帳簿引渡目録　旧副戸長早川忠右衛門→第6区戸長 明治9年9月3日 「愛知県海西郡宝地村 い616－6・4

下村八郎 役場用箋」・1通

神戸新田略図 竪紙・1通 い616－6・5

諸帳簿引渡目録　旧副戸長早川忠右衛門→第6区区長 明治9年9月3日 罫紙・1冊 い616－7・1

下村八郎

（神戸新田の図面） 竪美紙・1通 い616－7－2

二士輝輝顯膿諦観盤欝亘雑 明治24年10月26日 封筒L1点 い582・0

分左衛門

愛知県指令第1032号（字をノ割251番初め誤謬訂正
@ノ件許可につき）　愛知県知事岩村一門

明治25年1月13日 竪紙・1通 い582－1

明治廿四年　誤謬御訂正願　海西郡宝地村大字神　戸新田　神戸分左衛門→愛知県知事岩村高俊
明治24年 罫紙・1冊 い582・2

神壽整巖霧鯨夏襯首彗戯曲地図 明治28年10月4日 封筒・1点 い589－0

神難麗趣田地地虚血に際してかかる登 明治32年5月 封筒・1点 い589・1・0

（神戸新田の田地の地目変換に際し土地台帳登録税に関わる附属書を作成し所轄の税務署へ差し

@出すべき旨）名古屋税務管理局長菊池良

明治32年1月31日 「名古屋税務管理局」用

ｳ・1通
い589－1－1

（神戸新田の田地2筆の土地整理図訂正の件聞き届 明治28年9月30日 「愛知県」用箋・1通 い589－2・1
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大宝前（神戸）新田／県・郡との関係／土地台帳訂正

けにつき）　愛知県知事時任為基代理愛知県書記官
岩男三郎→海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門

地図訂正願　宝地村大字神戸新田地主神戸分左衛門代 明治28年9月30日 罫紙・1通 い589－2・2

人井内庄右衛門→愛知県知事時任為基

（字り面割の図面） （明治年間） 竪継紙・1通 い589－2’3

（北新田東ノ切の図面） （明治年間） 竪紙・1通 い589－2－4

地目更正

廿五年三月十六日付上申神戸新田四ノ割六拾一番 封筒・1点 い603－0

始三筆地種組換地地価上申願書写ならびに指令

（樹勢の地目更正を免許するにつき）　愛知県知事 明治26年10月24日 「愛知町」用箋・1通 い603－1

時任為基→海西郡宝地村大字神戸新田神戸丁丁衛門

地目御更正願（ろの割18番地ほか6筆）　海西郡宝地 明治25年3月22日 罫紙・1通 い603－2

村大字神戸新田神戸分左衛門→愛知県知事千田貞暁

（嘩っ劉25華華鰯潔鯉轟森繍難 明治26年10月24日 「愛知県」用箋・1通 い603－3－1

神戸新田神戸分左衛門

地目御更正願（字をの割250番他10筆）海西郡宝地 明治25年3月12日 罫紙・1冊 い603－3－2

村大字神戸新田神戸分左衛門→愛知県知事千田貞暁

（字れの割389番地の第一地種組換地の地価書面の 明治26年8月15日 罫紙・1通 い603－4－1

通り定めるにつき）　愛知県知事時任為基→海西
郡宝地村大字神戸新田人民総代神戸分左衛門

地価上申書（雑種地1畝19歩）　海西郡宝地村大字神 明治26年5月18日 罫紙1通 い603－4－2

戸新田神戸分左衛門代印小川綱蔵→愛知県知事時任
為基

（苦れの割382番地の第一地種組換地地価書面のと 明治26年8月15日 「愛知県」用箋・1通 い603－5

おり定めるにつき）　愛知県知事時任為基→海西
郡宝地村大字神戸新田人民総代神戸分左衛門

（字にノ割61番など3筆の地種組換地の地価を書面 明治26年8月7日 「愛知県」用箋・1通 い603・6

のとおり定めるにつき）　愛知県知事時任為基

地目変換願（神戸新田字にノ割61番など3筆）　海 明治25年3月16日 罫紙・1通 い603－7

西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門→愛知県知事
千田貞暁

不明

覚（餅米端弓手合物三口引当金書上）　新田庄屋→ （近世）平年3月5日 横切継紙・1通 い412－12

御地主様御勘定場

（へ・と・ちの割面積覚書） （近世） 小切紙・1通 い412－14

（面積覚書） （近世） 横切紙・1通 い412－15

引場田覚 （近世） 横切紙・1通 い412－16

（大宝前新田ちの割略絵図） （近世） 25×34・1鋪 い412－17

（金銀覚書） （近世） 小切紙・1通 い415－12

（小作人ごとに子から辰年の少量の米高を書上げ （近世後期） 横長半（一ツ綴）・1冊 い463－9

た帳面）

（割ごとの　石高書付、酉二分） （近世）酉 横切紙・1通 い541－8・1
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大宝前（神戸）新田／不明

（地字・石高書付、申年分） （近世）申 横切紙・1通 い541－8・2

（申年の石高書付断簡） （近世）申 断簡・1点 い541・8－3

（寅・卯年の割ごとの高およびその平均の書付） （近世） 横継紙・1通 い541－16

忠兵衛より金百四拾弐円受取（紙背は明治17年分　新田収支書上）

明治28年6月28日 包紙・1点 い547－8

記（割ごとの石高書付） 横長半（一ツ綴）・1冊 い463－7

記（小作人ごとの米高書上） 横長半（一ツ綴）・1冊 い461・3

御極〆高覚（高、人名書上） 横切継紙・1通 い608－8・6
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四郎兵衛新田／全体／取得

表題・作成等 年代 形態・数量　　　整理番号

四郎兵衛新田

　この新田は1704（元禄17）年の開墾でその南側に大宝前（神戸）新田が存在する。現在は愛知県弥

富市に属する。平凡社地名辞典に引用されている「尾張徊行記」によれば、同新田の地積は田畑15町

1反4睡余あり、四郎兵衛という者が開発したが子孫は断絶している、東蜆・西蜆新田の宝川古堤外

に開発された新田で、集落は古堤上にある、住人は小百姓ばかりで、大宝前新田が開発されたとき代

地と引き替えに「内海用」になり年々不納であったが願いによって「引地」に立てられたという。

　（その2）に編成した「四郎兵衛新田一件書抜帳」（あ3340－3）によれば、神戸家と四郎兵衛新田の

関わりは1707（宝永4）年の大宝前新田開発に遡る。すなわち、大宝前新田開発時に、「悪水落江道」

を四郎兵衛新田内に掘り割り、その替え地として大宝前新田の内から13町分を四郎兵衛新田に引き渡

した。その後、1723（享保8）年の洪水破堤に伴い、大宝前新田を50町歩に縮小したため、替え地も

半分の6町5反歩にした。その時点の替え地「拍主」は、竹田村庄右衛門・鮫ヶ地村紋左衛門・東蜆

村治郎兵衛・四郎兵衛新田百姓藤左衛門・名古屋元材木町犬山屋分左衛門（2町4畝歩）であった。

その後、1758（宝暦8）年12月に金融の結果として竹田村広田庄右衛門から同新田御見取所を合計

155両で取得し、絵図・御免定・小作掟帳などを引き継いだ（い285－101、104）。

　今回目録収録分で特徴的なのは、享保期（1720年代）から文政期（1820年代）の年貢免状類81通で

ある。

全体

取得

覚（大宝前新田堤出来の上四郎兵衛新田へ代地渡
　しにつき）　犬山屋分左衛門

4月 竪紙・1通 い469

地主引継文書

御替地拾三町之内拍田地之覚 正徳2年5月 竪紙・1通 い506

当辰年壱ヶ年切に御母申田地之事　四郎兵衛新田 正徳2年5月 竪紙・1通 い515
請主徳兵衛・同村請人市右衛門→兼山村庄右衛門・犬
山門助

掟米徴収

掟米運搬

覚（御蔵米積送につき）　四郎兵衛新田藤吉→川合嘉 （寅）極月23日 竪切紙・1通 い445－3－3

兵衛

覚（四郎兵衛新田米積送につき）　右新田庄屋徳兵 辰12月15日 竪切紙・1通 い445。1・48

衛→納屋問屋甚助

経営費用

覚（四郎兵衛新田惣堤普請人足人数・賃金勘定） 12月8日 竪継紙・1通 い493－1

覚（人足人数・賃金勘定） 子12月 竪継紙・1通 い493－2

覚（人足人数・賃金勘定） 子12月 竪継紙・1通 い493・3
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四郎兵衛新田／年貢・村入用負担／絵札ほか

年貢・村入用負担

堅塁ほか

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無取とするに 享保16年11月 壮美継紙・1通 い730・3－54

つき）　河村嘉左衛門→右村庄屋中

定（海西郡四郎兵衛新田定納米相極めるにつき） 享保20年11月 竪美継紙・1通 い730－3－52

尾平門左衛門→右村庄屋中

定（海西郡四郎兵衛新田定納米相極めるにつき） 元文元年11月 竪美継紙・1通 い730－3・51

近松孫兵衛→右村庄屋・組頭・小百姓中

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相極めるに 元文2年11月 竪美継紙・1通 い730・3・50

つき）　近松孫兵衛→右目庄屋

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相極めるに 元文3年11月 竪美継紙・1通 い730－3－49

つき）　近松孫兵衛→右村庄屋・組頭・小百姓中

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相極めるに 元文4年11月 竪瓦継紙・1通 い730－3－48

つき）　近松孫兵衛→特牛庄屋・組頭・小百姓

定（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相極めるに 元文5年11月 竪美継紙・1通 い730・3・47

つき）　近松孫兵衛→右下庄屋・組頭・小百姓

定（当酉年水損につき）近松孫兵衛→右村庄屋 寛保元年11月 竪美継紙・1通 い730・3－46

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により内取申し付け 寛保2年11月 竪美継紙・1通 い730－3－45

るにつき）　天野次郎右→右府庄屋・組頭・百姓中

「寛保三亥年御免定不見候」 竪切紙・1通 い730・3・44

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無取出し付け 延享元年11月 竪美継紙・1通 い730・3・43

るにつき）　天野次郎右衛門→二村庄屋・組頭・百姓
中

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により油取申し付け 延享2年11月 竪美継紙・1通 い730－3－42

るにつき）　天野次郎右衛門→右村庄屋・組頭・百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相究めるに 延享3年11月 竪美継紙・1通 い730－3－41

つき）　浅野久治→右村庄屋・百姓中

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相究めるに 延享4年11月 竪美継紙・1通 い730・3。40

つき）　浅野久治→右村庄屋・組頭・百姓中

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相究めるに 寛延2年11月 竪美継紙・1通 い730－3－38

つき）　森村甚左→早早庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米相究めるに 寛延3年11月 竪美継紙・1通 い730－3－37

つき）　土岐市右→早旦庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無年貢申し付 宝暦元年11月 竪美継紙・1通 い730・3－36

けるにつき）　土市右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相究めるにつき） 宝暦2年11月 竪美継紙・1通 い730・3・35

土市右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無納につき） 宝暦3年11月 竪美継紙・1通 い730－3－34

土市右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相究めるにつき） 宝暦4年11月 二二継紙・1通 い730・3－33

磯藤七郎→右新田・庄屋・小百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取年貢定納米かくのご
@とくにつき）　磯藤七郎→右庄屋・組頭

宝暦5年11月 竪美継紙・1通 い730－3－32

覚（海西郡四郎兵衛新田見取所水損により無取申
@し付けるにつき）　　　　　　　　　　指南七郎→右庄屋・組頭・小百姓

宝暦7年11月 竪美継紙・1通 い730－3－30
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覚串輝輝頚勇鴨難蕊藤野朱 宝暦8年11月 竪美継紙・1通 い730－3－29

百姓

宝暦九卯ヨリ巳迄御免定不見解 竪切紙・1通 い730・3－28

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米かくのごと 宝暦12年11月 竪美継紙・1通 い730－3・27

く相極めるにつき）　尾友次郎→同村庄屋・組頭・
惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取御年貢米かくのごと
@く相極めるにつき）　尾友次郎→右村庄屋・組頭・

明和2年11月 竪美継紙・1通 い730－3・25

惣百姓

三品（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 明和3年11月 竪美継紙・1通 い730－3・24

金市之進→右翼庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無免に申し付 明和4年11月 竪美継紙・1通 い730・3・23

けるにつき）　矢藤助→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無免に申し付 明和5年ll月 竪美継紙・1通 い730－3－22

けるにつき）　矢藤助→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 明和6年11月 竪美継紙・1通 い730－3－21

大橋新之右→帰村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 明和7年11月 竪美継紙・1通 い730－3－20

大橋新之右→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（四郎兵衛新田見取米斯くのごとくにつき）大 明和8年11月 竪美継紙・1通 い730・3－19

新之右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

「安永油壷年御免定不見隠」 竪切紙・1通 い730－3・18

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無取申し付け 安永2年11月 竪美継紙・1通 い730・3・17

るにつき）　田仙右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米かくのごとくにつ 安永3年11月 竪美継紙・1通 い730－3－16
き）　田仙右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田水損により無取に申し付 安永4年11月 竪美継紙・1通 い730－3－15

けるにつき）　田仙右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 安永5年11月 竪美継紙・1通 い730・3－14

酒仙右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 安永6年11月 竪美継紙・1通 い730－3－13

田仙右衛門→隣村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 安永7年11月 竪美継紙・1通 い730－3－12

田仙右衛門→帯芯庄屋・組頭・惣百姓

亥年出札（海西郡四郎兵衛新田）田仙右衛門→右村 安永8年11月 横美継紙・1通 い730－1－1

庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 安永8年11月 竪美継紙・1通 い730－3・11

田仙右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 安永9年11月 竪美継紙・1通 い730－3－10

田仙右衛門→国司庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取所定納米につき）久 天明元年11月 竪美継紙・1通 い730－3－9

岡右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

雪年免札（海西郡四郎兵衛新田）　横比右衛門→右 天明2年11月 溢美継紙・1通 い730・1－2

村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 天明2年11月 竪美継紙・1通 い730－3・8
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横比右衛門→右村庄屋・組頭・惣百姓

弱年免札（海西郡四郎兵衛新田）　蔦丹左衛門→右 天明3年ll月 横島継紙・1通 い730－1－3

村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 天明3年11月 竪美継紙・1通 い730－3－7

蔦丹左衛門→町村庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取年貢極めるにつき） 天明4年11月 乱心継紙・1通 い730。3・6

蔦丹左衛門→押鯛庄屋・組頭・惣百姓

覚謹製巴篇離鴨脚凋めるにつき） 天明5年ll月 乱心継紙・1通 い730・3・5

免札（海西郡四郎兵衛新田）　中彦三郎→右村庄屋・ 天明6年11月 横美継紙・1通 い730－1－4

組頭・惣百姓

孫王（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 天明6年11月 竪美継紙・1通 い730－3－4

中彦三郎→右目庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 天明7年11月 竪美継紙・1通 い730・3・3

中彦三郎→右村庄屋・組頭・惣百姓

（四郎兵衛新田御免定目録）加藤治蔵 天明8年11月 竪切紙・1通 い730・3・1

覚（海西郡四郎兵衛新田見取米相極めるにつき） 天明8年11月 竪美継紙・1通 い730－3－2

中彦三郎→右新田庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取）　中彦三郎→右新田庄 寛政元年11月 横美継紙・1通 い730－1－5

屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取）　本勘蔵→右新田庄 寛政2年11月 横美継紙・1通 い730・1－6

屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田見取）　本勘蔵→右新田庄 寛政3年11月 横美継紙・1通 い730－1－7

屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田）　本勘蔵→右村庄屋・組頭・ 寛政5年11月 横美継紙・1通 い730－1－8

惣百姓

免札（海西郡四郎兵衛新田）　本勘蔵→右村庄屋・組 寛政6年11月 横美継紙・1通 い730－1－9

頭・惣百姓

冷血（海西郡四郎兵衛新田）　加久右衛門→右村庄 寛政7年12月 横美継紙・1通 い730－1－10

屋・組頭・惣百姓

免札（海西郡四郎兵衛新田）　加久右衛門→右村庄 寛政8年ll月 止立継紙・1通 い730・1－11

屋・組頭・惣百姓

巳年藩札（海西郡四郎兵衛新田）　木象三郎→右村 寛政9年11月 横美継紙・1通 い730－1。12

庄屋・組頭・惣百姓

午年免札（海西郡四郎兵衛新田）　木象三郎→出村 寛政10年11月 横美継紙・1通 い730－1－13

庄屋・組頭・惣百姓

未見鑑札（海西郡四郎兵衛新田）　木弥次左衛門→ 寛政11年11月 絶美継紙・1通 い730－1－14

右村庄屋・組頭・惣百姓

申年免札（海西郡四郎兵衛新田）　木村弥次左衛門 寛政12年12月 絶美継紙・1通 い730・1－15

→右村庄屋・組頭・惣百姓

酉年免定（海西郡四郎兵衛新田）　織孫七→右三富 享和元年11月 横美継紙・1通 い730・1・16

屋・組頭・惣百姓

戌年竪縞（海西郡四郎兵衛新田）　織孫七→右村庄 享和2年ll月 横美継紙・1通 い730・1－17

屋・組頭・惣百姓

亥年暦定（海西郡四郎兵衛新田）　太文左衛門→右 享和3年ll月 横美継紙・1通 い730・1・18

村庄屋・組頭・惣百姓
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丑年定免（海西郡四郎兵衛新田）　金市之進→右村 文化2年11月 横美継紙・1通 い730・1・19

庄屋・組頭・惣百姓

寅島山札（海西郡四郎兵衛新田）　金市之進→右回 文化3年11月 横美継紙・1通 い730－1・20

庄屋・組頭・惣百姓

二輪麟鯉郎兵衛細）金市之進判→右村庄 文化4年11月 横美継紙・1通 い730－1・21

辰年策定（海西郡四郎兵衛新田）　岡勝右御判→右 文化5年11月 横美継紙・1通 い730－1－22

村庄屋・組頭・惣百姓

巳年免札（海西郡四郎兵衛新田）　岡勝右御印→右 文化6年11月 横美継紙・1通 い730－1－23

村庄屋・組頭・惣百姓

午年定免（海西郡四郎兵衛新田）　岡勝右→右村庄 文化7年12月 横美継紙・1通 い730・1－24

屋・組頭・惣百姓

免定（海西郡四郎兵衛新田）　岡勝右→右村庄屋・組 文化8年11月 横美継紙・1通 い730－1・25

頭・惣百姓

免定（海西郡大宝前新田）　岡勝右→右村庄屋・組頭・ 文化8年11月 横美継紙・1通 い730－1。26

惣百姓

覚（四郎兵衛新田の口米・御蔵納米・堤銀など書上 （文化8年）未12月 二三継紙・1通 い730－1－27

げ）

古年認定（海西郡四郎兵衛新田）馬九八郎→出村 文政8年11月 横美継紙・1通 い730－2－1

庄屋・組頭・惣百姓

覚（海西郡四郎兵衛新田、同所見取の免・定納高書 子9月 横美継紙・1通 い730－2－2

上げ）

その他

覚（御役銀・諸入用等書上）　四郎兵衛新田徳兵衛→ 辰12月18日 横切継紙・1通 い415－4

大宝下新田定助

磯魏蒲麟白総雛聾賛鵯鰻碁 寛延3年ll月 竪紙・1通 い541・13

土岐市右衛門、地方目付田中九郎右衛門、林又左・水伴

脂気山田杢右衛門

覚（御役金書上）　四郎兵衛新田徳兵衛→大宝前新田 卯12月 横切紙・1通 い415－7－1

定助

覚（半左衛門・源六・竹田伝吉・子宝善右衛門の替地
@当引反別米高書上）

（卯12月） 横切紙・1通 い415・7・2

覚（替地の御役銀・諸入用等持高書上） 卯12月 横切紙・1通 い415・7－3

公儀との関係

争論・願書

一札（四郎兵衛新田見取所の屋敷地の年貢負担を

｣趨鍮騨鵜齢鍵弾唄麟
安永5年ll月 竪美継紙・1通 い541－17

兵衛→同郡平嶋新田庄屋御取扱人　服部市兵衛他3名

奉願御訴訟之事（四郎兵衛新田前の堤捨り石私と
@もへ下し置かれたきにつき願書）井筒屋平兵

子2月 竪美紙・1通 い734

衛、犬山屋分左衛門→御普請御役所
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神戸外新田

検地

四郎兵衛新田内所　神戸外新田御高成御書付　三 包紙・1点 い500・0

通入

（四郎兵衛新田御高成申付ならびに神戸外新田と 文化14年4月 横切継紙・1通 い500－1

相唱候につき申渡）　岡勝右→右村庄屋

（神戸外新田御高成引高につき申渡）　岡勝右→右 文化14年4月 横切継紙・1通 い500－2

村庄屋

（四郎兵衛新田見取所定納米につき申付）　岡勝右 文化14年4月 横切継紙・1通 い500－3

→右村庄屋

（神戸外新田検地帳面差出候様被毛付につき書状） 4月11日 横切継紙・1通 い500－4

唯助→永田幸蔵

その磯

上　外新二二書下タ　名古屋犬山屋文左衛門 （安政3年ヵ） 包紙・1点 い526・2－O

覚（神戸外新田古証文を吟味次第差上げるにつき） 辰2月 小切紙・1通 い526・2－1

神戸文左衛門→神戸昌吾

乍壷振幽幽繍鵯酵郵譲難屡 安政3年12月 竪紙・1通 い526・2・2

左衛門→山田貫一郎様御陣屋

覚（久々利作衛門拝借金請取につき）　神戸弥左衛 （近世）4月9日 横切継紙・1通 い526・2－3

門→川村九兵衛

約幽寂鱗1曝露露訳麟羅瀦 竪紙・1通 い492－2

藤おまき・加藤釣之助

近代

地券後証一札　神戸分左衛門 包紙・1点 い612・2・0

後証（神戸が買入れた其元控地の券状預るにつき） 明治6年12月23日 「無印紙証明用紙」用 い612－2－1

神戸分左衛門→児玉金七 箋・1通

四面麟晶羅期繕響難鰍灘雅 明治24年10月14日 封筒・1点 い612－0

券　外二明治六年十二月廿三日当方ヨリ金七へ
差シ置候後証壱通　神戸

証（郡村宅地6歩を代金2円40銭にて売り渡すにつ 明治24年10月14日 罫紙・1通 い612－1

き）　海西郡宝地村大字神戸新田18番戸西郡村宅地
売渡し本人児玉金七他保証人1名→海西郡宝地村大字
神戸新田28番戸神戸分左衛門

小雛難論界鰻魏異灘題霧繕墨妻 明治43年9月10日 封筒・1点 い593－2・2

らびに約定書類

証鯉豊里鼓舞響懸顯；劇症 明治43年9月10日 罫紙（一ツ綴）・1点 い593・2－3

海面郡十四村大字神戸新田八拾八番地小川只助、同郡
同村大字同番地保証人小川綱蔵→海西郡十四山村大
字神戸新田五百弐番地神戸分左衛門

証（預かり金56円の利息として毎年海西郡十四山
@村大字四郎兵衛新田字替地弐百七拾七番田5畝

明治43年9月10日 罫紙（「中井製」）・1通 い593－2－4
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