
知多郡の新田／名和前新田／諸事留帳ほか

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

知多郡の新田

①名和前新田

　知多半島基部の天白川河口左岸にあり（地図1参照）、1695（元禄8）年に開発された。天白川を

はさんで北隣に上述の源兵衛新田がある。犬山神戸家の一族伝八郎が出資したという〔以上角川地名

辞典〕。

　今回の目録には、この開発当初の文書が6点含まれている。「諸事留帳ほか」には1695（元禄8）

年に取米額を定めた証文そのほかがある。これらの史料からは神戸文左衛門家の関与は明確ではなく、

むしろ本家の鵜飼屋神戸弥左衛門の方が地主としては明確に出てくる（い479）。のちの大宝前新田支

配人小川唯助の名前が同史料には出てきており、このことが神戸文左衛門家の関与を示すものなのか、

それとも小川唯助が大宝前新田開発以前は本家に属する立場にあったのかは現段階では不明である。

　そのほかは主として近世後期の書付型史料が9点ある。

名和前新田

諸事留帳ほか

相渡申田地申事（名和前新田田地合壁町壱畝歩） 宝永2年3月 竪紙・1通 い479
名和前新田庄や卦体彦三郎・犬山内同村地主安藤孫七
→小川唯助・川嶋庄八

知響籍1寸轍騰編麟叢叢錨 宝永3年5月11日 竪美紙・1通 い546－1

兵衛・榎本甚左衛門→神戸弥左衛門・服部太左衛門

警魏轄頚輪夢欝畠勢野饗霰 元禄8年3月 竪美紙・1通 い546－2

左衛門・神戸傳八郎→榎本甚左衛門・宮原善兵衛・松本

清左衛門

覚（知多郡名和前海辺御新田堤築土不足時の土取 3月 竪継紙・1通 い546－3

場につき）

覚（名和村前新田からの取米をはじめ5年は5石つ
@つ、のち5年は10石つつとするにつき一一札写）

元禄8年3月 竪継紙・1通 い546・4

服部太左衛門・神戸傳八郎→榎本甚左衛門・宮原善兵
衛・松本町左衛門

請取申子之御年貢米誓事（新田留池敷地年貢米） 元禄9年12月26日 竪美紙・1通 い735
知多郡名和村庄屋庄助→植村次郎左衛門、宮原善兵衛

（蟹難き響轡田懇話擁蟹羅織評欄 天保10年6月 横切継紙・1通（包紙付） い438

（名和前新田不納所埋立許可につき書付）柳原代 天保12年7月 横切継紙・1通 い439
官加藤安左衛門→神戸弥左衛門

新田墨引概願済十三ヶ年御年貢御初横須賀御陣屋 天保12年5月 包紙・1点 い440－0

より被仰渡書付本紙

（名和前新田見取古堤切起などにつき申渡）渡次 天保12年5月 横切継紙・1通 い440－1

郎兵衛→名和前新田地主犬山神戸弥左衛門

（和名前新田古堤切起地代金請取覚）　横須賀陣屋 （天保12年）5月9日 竪切紙・1通 い440－2

→名和前新田地主犬山神戸弥左衛門
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知多郡の新田／名和前新田／掟米徴収

掟米徴収

覚（知多郡名和前新田納米積送りにつき）　右（名 卯10月17日 竪切紙・1通 い445・5

和前）新田勘右衛門→神戸文左衛門

覚（名和前新田納米積送りにつき）　庄屋長左衛門・ 申11月13日 竪切紙・1通 い445・1－59

同勘右衛門→神戸文左衛門

年貢

（犬山新田享保九年旱損・元文元年名和前新田洪水
梍N貢御免分覚書、安政六年土用干しの際発見）

（享保9年～元文3元年） 横切紙・1通（包紙付） い437

覚（知多郡名和前新田定納米・見取米割付状）　石 文化14年11月 竪継紙・1通 い503・2－7

弥兵衛→右新田庄屋
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三重県の新田／和泉新田

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

三重県の新田

①和泉新田

　桑名郡にあり近世以来明治22年までこの村名である。木曽川河口の乱流域にある〔角川地名辞典〕

（地図1参照）。（その2）では地券のみであったが、本目録では明治ユ0～14年の「永代売渡地所証券」

など6点がある。

②中和泉新田

　上記和泉新田の南側に開発された新田である〔角川地名辞典〕。神戸家はこの新田のなかの地所を

明治10年に桑名郡見入新田黒宮嘉左衛門から買い取り（あ3657）、同33年に早川忠蔵に売り渡してい

る（あ3596、3597）。今回収録分は明治11年の土地購入の証書など3点である。

和泉新田

明治十年丁丑六月廿六日上和泉地所遠山証券 明治10年6月26日 綴に貼付された札・1点 い593・5－1

明治ll年12月15日 横切紙・1通 い593－5－2

記（民費・堤防諸色割の金4円64銭3厘受取につき） 明治10年6月26日 「第三大区五之小区」用 い593－5－3

和泉新田用掛冨田吉平→近藤彦十郎 箋・1通

依頼書（売渡地の掟米取立てにつき）　三重県第三 明治11年10月12日 竪継紙・1通 い593。5－4

大守凹凹区長島萱町地所売渡人近藤門十郎他4名→愛
知混血下第六富尾張山神戸新田神戸分左衛門他2名

睡郷編髄鞘薦下構羅懲鷺蒙 明治11年10月12日 竪美継紙・1通 い593－5－5

区伊勢国桑名郡長島萱町出血番地右地所売主近藤彦
十郎他4名→愛知県下第六区尾張国海西郡神戸新田神
戸分左衛門他2名

約定証（伊勢国桑名郡和泉新田田地買得につき） 明治14年8月10日 罫紙・1冊 い593・13－1

海西郡鳥ヶ地新田内右地所売渡人宮崎十郎二、同郡神
戸新田右証人早川忠兵衛→海西郡神戸新田神戸分左
衛門

永代地所売渡証券（伊勢国桑名郡和泉新田の田地・ 明治14年8月21日 竪美（一ツ綴）・1冊 い593・13－2
宅地）　尾張国海西郡鳥ヶ地新田4番地右地所売渡人
宮崎十郎二、他保証人1名→尾張国海西郡神戸新田2番
地神戸分左衛門

中和泉新田

地所重書約定証書（伊勢国桑名郡中和泉新田の土
@地）　第六区鳥ヶ地新田右地所買主宮崎十郎二→神

明治11年12月8日 罫紙・1冊 い593・15－1

戸分左衛門

地所売渡約定証書　第6区神戸新田野地所売主神戸分 明治11年12月8日 罫紙・1冊 い593－15－2

左衛門→宮崎十郎二

証（明治11年12月の約定承諾につき）愛知県海西 明治12年6月18日 罫紙・1通 い593・15・3

郡松名新田15番地佐野治朗他1名→海西郡神戸新田神
戸分左衛門
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領主御用／借上金御用

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

領主御用

　神戸家は1700（元禄13）年に借上金御用を勤めたことを皮切りに、主要なものだけでも、1802（享

和2）年に御勝手御用を、1823（文政6）年に町奉行所御用達を、1842（天保13）年に再び御勝手

（小納戸）御用を、1849（嘉永2）年には町役金引当調達金御用向を、1855（安政2）年には講取締

役をそれぞれ勤めている。これらの活動に対応して、1725（享保10）年に年頭御目見得を許され、以

後代々家督相続の際には継目御目見得を行っているから、神戸家は尾張藩の御用商人としての性格も

持っていると言えよう。

　今回収録分の文書は断片的なものが多く、まとまったものは少ない。今まで把握していなかった

「延米本紙元御用」、「廿人山仲間御用」といった領主御用を勤めていたことが新たに判明する。

　以上の諸史料は、神戸家が特定の役職や機能を担いそれに伴って授受作成された史料であり、神戸

家が単なる名古屋の一町人あるいは一新田地主として例えば調達金を上納している史料とは性格が異

なることに注意されたい。そのような史料は「神戸家・勘定場／公儀との関係／御用金・貸上金」、あ

るいは「大宝前（神戸）新田／公儀との関係／調達金」に配列したことを蛇足ながら付け加えておく。

もっとも、作成も宛先も欠くような書付類が単独で現存している場合はどちらとも判別しかねること

が多い。そのような場合は便宜上本項目の「その他」に入れておいた。

借上金御用

町方御役所御借上金字手形壱通 包紙・1点 い421－0

請鶏籏i蜂鴛藷騰千綿離繁贈蓑 宝暦6年閏11月 竪継紙・1通（二二付） い421－1

辺新右衛門・古野与市左衛門→上材木町善右衛門・同
町九兵衛・元材木町文左衛門・上材木町与右衛門・玉屋
町忠次郎・本町小八郎・大船町勘九郎

請鍵慧隷外用鍬囎辮展穂懸襲 天明元年12月 竪継紙・1通 い422－1

田伊右衛門・坂嘉兵衛→海老屋町信濃屋五兵衛・広井
村塩屋利平・上材木町天満屋九兵衛・同町払方や善右
衛門・元材木町犬山屋文左衛門・蔵屋敷千竹屋分吉・五
条町麻や善右衛門ほか5名

覚（御払米代金先納金残金30年賦返済切手）御運 寛政4年12月 竪紙・1通（型紙付） い421－2

定所→晶晶木町犬山屋文左衛門

（去々子閏ll月御酒上金200両残金100両の利息書 丑12月 竪継紙・1通 い421・3
付）

御用金町代請取書 包紙・1点 い423－0

御難盤辮炉確守受囎／鋤定所 包紙・1点 い423－1

（小札・大札・金子書付） 横切紙・1通 い423－2

覚（天明元年調達金9550両元利書付）　清幽屋五兵 辰12月 横切継紙・1通 い423－3
衛

預り申金子之事（町方御役所御用金預かり申すに
@つき）　常盤町助九郎・元材木町文左衛門他7名→渡

延享2年12月26日 竪継紙・1通 い736

山幸右衛門、岡清右衛門
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領主御用／御勝手御用達

御勝手御用達

覚（御勝手御繰合筋調達金1万両請取証文写）　田 嘉永3年12月 竪紙・1通 い490
宮弥太郎・成瀬加兵衛・日比野源八→地主惣代伊那次
郎左衛門ほか6名

乍侮言奉歎願候御事（勝手御用達退役願）犬山屋 正月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448・11－2

文左衛門

（御勝手御用達申付）→犬山近文左衛門 12月8日 横切継紙・1通 い499－17

（御勝手御用達申付につき直に御用席罷出など許 12月8日 横切継紙・1通 い499－18

可）→犬山屋文左衛門

廿人役

廿人役退役三二二二書付 享和3年11月9日 包紙・1点 い499－2－0

（御用達退役申付）　→犬山屋文左衛門 11月8日 横切継紙・1通 い499－2・1

（朧製響雛華辞繋船講i絵安欝血 9月26日 竪半（ニッ綴）・1冊 い449－20

小右衛門

その他

調達金等員数書（元禄10年～安政3年まで）　神戸 （安政6年）未5月 竪半（ニツひねり）・1冊 い609
分左衛門

（日光社参のため金子既出命令状） 卯正月11日 横切紙・1通 い448－11・4

乍驚韓懇携騨懸蕪賄め象礪 卯正月 横切紙・1通 い448－11－6

文左衛門

（御勘定所へ呼出状）　川村紋左衛門→犬山屋文左衛

@門
（卯）正月19日 横切継紙・1通 い448－11－3

乍騨灘器騨溢購撮欝め金子指出 （卯） 横切継紙・1通 い448－11－5

三思奉願上候御事（新田普請のため延米本紙元御 辰4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い448－5

用退役願）　犬山屋文左衛門

乍恐奉願上姓御事（延米本紙元退役等願書）小西 辰4月 竪紙・1通 い449－6

屋理左衛門

（明六日同心衆御出御申渡有之につき書状）花井 11月5日 横切継紙・1通 い499・28・1

八郎左衛門→元材木町犬山屋文左衛門

（召喚状）町方役所→元材木町犬山屋文左衛門 11月14日 横切継紙・1通 い499－28－2

（川越御普請にて難渋のため調達金被仰付につき 午11月 横切継紙・1通 い499－28・3

書状）→元材木町犬山屋文左衛門・蔵屋敷千竹屋分
吉・上材木町川方屋善右衛門・下材木町小川屋次郎左
衛門

（年号と口数の書上）→神戸文左衛門 小切紙・1通 い499。1

欝欝難灘野犠卿鷹鵬
竪紙・1通 い548・0

紙）　濃州兼山村久左衛門

（御用銀借上の古証文写） （明治4年ヵ） 竪紙・1通 い480・1

（調達金借上証文など古証文写） （明治4年ヵ） 竪紙・1通 い480－2
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領主御用／その他

（古証文差し上げ奉るにつき）神戸文左衛門→海西 （明治4年）辛未12月 竪紙・1通 い480－3

郡御出張所

調叢繍喬灘串舗驚罐三灘鶴蕎錘　出シ之節ノ書付入置 （11月力） 包紙・1点 い499－28－0
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元材木町／町代

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

元材木町

　神戸家が居住している町一団体としての町一の史料である。名古屋の町方における個別町レベルの

役人を「町代」という。本目録ではこの町代役の退役願1点のみである。

町代

乍恐奉願上候御事（持病の痔疾により町代役御免辰11月晦日
　下し置かれたきにつき）元材木町町代文左衛門

竪継紙・1通 い483
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江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／家屋敷取得

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）

　神戸家は1695（元禄8）年に江戸下船町一丁目において町屋敷経営を買得し、それ以降町屋敷経営

を行っていた。この経営は初代文左衛門安政の弟彦七（彦七郎）が担当し、直接には家守来家太七が

町屋敷の管理業務を行った。江戸霊岸島東湊町に居住する神戸彦七は、1708（宝永5）年以後の大宝

前新田の出資者としても登場しており、彦七家が文左衛門家の経営にとって不可欠の存在であること

を窺わせる。

　この項目に関する主要帳簿はすでに目録（その1）に収録されているので、今回は全て書付型史料

である。

　本項目では、まず、神戸家が最初に江戸下船町壱丁目に町屋敷を獲得したときの町屋敷売買証文

（沽券状）の写しがある（い531）。これを含み「家屋敷取得」に属する史料が9点ある（1695（元禄

8）～1742（寛保2）年）。次に「家屋敷譲渡」には、初代から二代目へ、および二代目から三代目

への神戸家の相続に連動して作成された1712（正徳2）年と1742（寛保2）年の譲渡証文などを入れ

た。ついで「寛保二年露払メ一件」は、町屋敷所有者の代替わりを町内が認知する儀礼行為をめぐっ

て神戸家と下船町弐丁目との間で交渉ごととなった一件に関する書状を含む文書21点である。これが、

本サブグループに関しては今回最も特徴的な史料であろうか。「書状」に分類したものもほとんどが、

この一件に関する書状である可能性もある。

家屋敷取得

菩薩旛霧母野編淵麗鰍鷺 元禄8年5月12日 横切継紙・1通 い531

嶋岡右衛門。（奥書）霊岸島東湊町壱丁目神戸彦七→
名主五人組衆中（奥書）名主五人組衆中

覚（下船町明町目の家屋敷拙者兄神戸分左衛門買
@取の儀紛れなきにつき一札写）　霊岸嶋東湊町壱

元禄8年5月12日 竪半・1通 い534

町目神戸彦七郎→名主五人組衆中

（勾欄懸織…弊瑠細塵蛇目融塁 宝永5年2月3日 竪紙・1通 い530－3

田次郎兵衛、家守新家太七→神戸分左衛門

証文密事（私借地の立家の売渡証文）売主喜三郎、 享保15年12月25日 竪美紙・1通 い530－4

証人吉左衛門（地請人）、喜三郎支配人2名→家主太七

江藏鰻埋葬描綬之甜追球山立 包紙・1点 い530・0

山田平左衛門土蔵売之証文 横切紙・1通 い530－1

覚（貴殿表店河岸の土蔵売渡証文）　蔵主平左衛門・ 元文2年8月 竪切紙・1通 い530・2

証人長兵衛→家主太七

森田建家請取証文一通 寛保2年2月26日 包紙・1点 い528－0

一札直心（分散で受け取った森田作兵衛建家・土 寛保2年2月26日 竪紙・1通 い528－1

蔵・穴蔵・家財一式の売渡証文）　殿村佐五兵衛・
川村八兵衛・一見七右衛門・富由屋又兵衛・関口庄右衛
門・伊勢屋市郎兵衛・伊勢屋八兵外18名→家主太七

十一月二日出門事済 包紙断簡・1点 い528－2
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江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／家屋敷譲渡

家屋敷譲渡

覚（私拍の江戸下船町壱丁目北角より三軒目の屋 （正徳2）辰8月 竪紙・1通 い478・1

敷貸し置くにつき覚書拍）　元材木町分左衛門

覚（江戸払船町壱丁目東側の屋敷私相続し地代に （正徳2）辰8月 竪紙・1通 い478－2

て貸し置くにつき）　陶材木町犬山屋分左衛門

覚（江戸下船町壱丁目東側の屋敷私相続し地代に （正徳2）辰8月 竪継紙・1通 い478－3

て貸し置くにつき覚書拍）　元材木山犬山屋分左
衛門

琴海町ヨリ文左衛門へ屋敷譲り済候節被遣候証文 寛保2年12月 包紙・1点 い529－0

出面へ弐通

譲藩候節名主へ切論礼状判鑑（拙者拍屋敷譲リ弘 寛保2年12月29日 横切紙・1通 い529・1

メのお世話、沽券状への奥印などへの礼状写、お
よび証文の印と同印の判鑑）　神戸文左衛門→小
沢太郎兵衛

（螺欝繍離將儲難雛i墜 ll月5日 横切紙・1通 い529－2

き書状写）神戸文左衛門→小沢太郎兵衛

覚（御暦メ諸入用書上）　金兵衛→太七 未11月 竪紙・1通 い529－3

寛保二年町弘メ一件

江戸拍家書付 包紙・1点 い538－0

十一月十六日置、十一月廿五日返事遣ス、ならびに 包紙・1点 い538・1・0

沽券証文等遣ス

（鞭羅雛謙卑轍響 10月9日 横切継紙・1通 い538。1・1

の儀につき）　堤文助→神戸分左衛門

可塑最難齢門崎聡驚三三彦七 寛保2年12月 包紙・1点 い538－1－2－0

覚燃認証薮講話籍編窺i鞠綴差 （寛保2年）戌12月 横切継紙・1通 い538－1・2・1

衛門

（手紙は今朝書き申すにつき書状）　古高場与→神 横切紙・1通 い538・1・3

戸分左衛門

（憐職撚慰撫努灘離零　ず、家守祝儀などつき書状）堤文助→神戸分左 霜月6日 横切継紙・1通 い538－1－4

衛門

譲り廣目之覚（名主・手代などへの祝儀金額書上） 横切紙・1通 い538・1・5

屋敷譲之節入用覚（当道より譲りの節祝儀入用書 寛保2年12月
付） 横切継紙・1通 い538－1・6

（小舟町証文認め直し、太七祝儀、太七請状などに 11月2日 横切継紙・1通 い538－1・7

つき書状）堤文助→神戸分左衛門

（町弘めを行うため沽券状と御証文を彦七まで御 11月15日 横切継紙・1通 い538－1・8

下し依頼につき書状）　来雨太七→神戸文左衛門

江戸葦舟之家屋敷寸寸之書付共 包紙・1点 い538－2－0

（町屋敷譲り受けの弘め延引なりがたく来月早々 10月5日 横切継紙・1通 い538－2－1
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江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／寛保二年町弘メー件

に行うにつき）　来家太七統信→神戸分左衛門

（小舟丁の屋敷のこと私判にて済むならば奉畏候 11月2B 横切継紙・1通 い538－2－2

につき書状）神戸彦七→神文左衛門

（小舟丁の屋敷について名主小沢と彦七の面談状

蕪Q二二二二辮にても必要につ
霜月16日 横切継紙・1通 い538－2－3

（下船町壱丁目の屋敷買取の礼状三通写）神戸分 5月26日 横切継紙・1通 い538・2－4

左衛門→①谷村彦市、②出口庄右衛門・桜井忠右衛門、
③十川養元

（下船町屋敷の継目弘め祝儀金の儀、太七請状のこ
@となどにつき書状下書）　（神戸分左衛門）→下文

10月20日 横切継紙・1通 い538・2－5

助

追啓（先年譲状の給分書き違いかにつき調査依頼 11月2日 横切紙・1通 い538－2・6

状）文助→分左衛門

（明日御発足のお見舞い申上げ、此度之儀万端首尾 横切紙・1通 い538－2・7

よく済むにつき書状）古高目与→神戸分左衛門

（下船町屋敷買取につき名主・五人組への礼状案 5月 横切継紙・1通 い538－2－8

文）　（神戸分左衛門）→①谷村彦市（名主）、②出口庄
右衛門・桜井忠右衛門（五人組）、③十川養元

家守請状など

三聖請状之事（来家太七下船町屋敷守就任請状） 元禄8年5月12日 竪美継紙・1通 い535
西紺屋町壱丁目請人益田次郎兵衛、家守来家太七→神
戸分左衛門

屋籔舞鶴悉鷲］謂賂辮替鱗懸 元禄8年5月12日 竪継紙・1通 い432

郎兵衛・洋書家来太七→神戸分左衛門

穰鹸携罐磯稻矯薩3半灘翻持窪 元禄8年5月12日 竪美紙・1通 い537

州名古屋材木町屋敷主神戸分左衛門、屋守来家太七→
谷村彦市

家守請状之事（来家太七身元確かなる者につき拙 宝永5年2月1日 竪美継紙・1通 い533
者請人に罷立つ旨）　西紺屋町壱丁目請人益田次
郎兵衛、家守来家太七→神戸分左衛門

家守太七請状弐通 寛保2年12月 包紙・1点 い532－0

摘録請状塵事（太七身元確かなる者につき）神田 寛保2年12月 竪美継紙・1通 い532－1

永富町請人榎本八右衛門、家守来家太七→神戸文左衛
門

手形知事（太七身元確かなる者につき拙者所持の 元禄8年5月12日 横切紙・1通 い532－2

家屋敷の屋下とする旨の手形写）尾州名古屋材
木町・屋敷主神戸分左衛門、屋守来家太七→谷村彦市

書状

回状反古 包紙・1点 い477・0

「南無阿弥陀仏と申すより（以下略）」 断簡・1点 い477－1

二殿御状弐通入申物 7月 包紙・1点 い477－2

（蘭辺垂鑑堅塁坐論伺いにつき書 2月6日 横折紙・1通 い477－3
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江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／書状

江戸くじの深思 封筒・1点 い477－4

（下船町屋敷や東白屋敷の火災被災状況と処置、深 4月8日 横切継紙・1通 い477－5

川材木場への手代派遣につき書状）神戸彦七郎
→神戸分左衛門

（感温燃騰翻の書状につき鵬大宝新 9月8日 横切継紙・1通 い477－8

（江戸の一件首尾よきにつき、鳥ケ地新田杁の引き 2月24日 横切継紙・1通 い477。10

抜き様子よく出来につき）　同浄仙→神戸分左衛
門

（道中よりの書状披見満足につき書状）　同浄仙→ 2月10日 横切継紙・1通 い477－14

神戸分左衛門

（新金登り候迄は此方殊之外払底のため弐朱金を
@一分判に両替依頼につき書状）　金森小右衛門・

5月14日 竪継紙・1通 い477－15

佐治源郎右衛門→犬山や分左衛門

（当地野手老近況ほかにつき書状）近藤伊右衛門・ 2月5日 横折紙・1通 い477－16

近藤武兵衛→神戸分左衛門

（兼而之四人者共昨29日在所罷立につき書状）伊 2月朔日 横切継紙・1通 い477－17

東庄兵衛→神亀左

（江戸表首尾よく事済みにつき書状）　伊東庄兵衛 2月24日 横切継紙・1通 い477－18

→神分引

（道中御無事に御着につき書状）　田嶋与次兵衛・与 2月6日 横切継紙・1通 い477・19

次右衛門→丹羽源七

（其元首尾宜しき段につき書状）鎌田忠兵衛（町内 2月6日 横折紙・1通 い477－25

か）→神戸分左衛門

（道中見舞い、近況報告につき書状）　同分七郎→神 2月6日 横切紙・1通 い477－27

戸仁左衛門

（近日江戸にて宜しく事済みにて目出度く名古屋へ御登り遊ばされ様につき書状）　　　　　　　　　　　　　　　　　関屋半兵衛→

2月9日 横折紙・1通 い477－28

神分左

（江戸よりの状承りたきにつき書状） 4月4日 竪継紙・1通 い477・29－1

江戸神戸再興願一件

江戸神戸再興願一件・槙田領事言書翰 亥12月 包紙・1点 い465－0

（江戸の神戸彦七家御再興困難、私儀も近来逼塞の
d合につき書状）

横切継紙・1通 い465－1

（名代三富正七郎参上せずにつき書状）　（槙田）栄 正月 横切継紙・1通 い465－2

之丞→文左衛門

（拙論墾翻て；講懸禦魏論反 5月19日 横切継紙・1通 い465－3

（神戸彦七家再興の儀宜御評決情願候につき書状） 5月19日 横切継紙・1通 い465－5

槙田栄樹→神戸文左衛門

その他

証癒華華籔蟹式鴇｝翻織灘 宝永5年1月23日 竪二二・1通 い547－17

門・同人伯父八之助・同証人七兵衛→彦七後家およし・

神戸弥左衛門
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江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／その他

普勝伊兵衛殿へ遣ス書付写 寅8月6日 包紙・1点 い536－0

覚（町役出銀の印鑑請取につき）　尾州名古屋元材 享保7年8月 竪切紙・1通 い536・1

木町神戸分左衛門→普勝伊兵衛

覚（土蔵借用につき）　小舩町市蔵→犬山屋文左衛門 天保9年正月 竪紙・1通 い487
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御園町中嶋屋半右衛門・永田善次郎／有物勘定帳

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

御園町中嶋屋半右衛門・永田善次郎

　目録（その1）では、彼らの作成した商業経営帳簿など38冊を末尾に収録し、彼らの経営体は神戸

家からは独立していたと推測した上で、なぜ彼らの経営帳簿が神戸家文書に含まれるのかを目録（そ

の2）以降の課題としておいた。この課題は本目録においても果たされないままに終わっている。

　今回収録分は、18世紀半ばごろの勘定帳類が7点と指引目録が4点である。

有物勘定帳

寛保元年酉七月店下勘定ならびに十二月迄勘定 （寛保元年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い470
善次郎

寛保弐年戌七月店下勘定 （寛保2年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い471

寛保二年付随勘定 （寛保2年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い472

寛保三歳亥盆前 （寛保3年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い473

子下店有物寄帳 寛保4年正月吉辰 横長半（一ツ綴）・1冊 い474

甲子盆後店有帳　上御園町住　半右衛門 延享元年7月18日 横長半←・ツ綴）・1冊 い475

三春店有物之覚 延享2年正月吉日 横長半（一ッ綴）・1冊 い476

指引目録

差引高高（仕切表金銀残金相済につき）　京□十九 元文5年3月9日 竪継紙（一ツ綴）・1冊 い501。4
一郎→中嶋半右衛門

指引目録（仕切表替金につき）　平野屋太兵衛→中嶋 延享2年10月22日 竪紙・1通 い501・6
半右衛門

指引目録（仕切表取替金につき）　平野屋太兵衛→ 延享3年12月12日 竪切継紙・1通 い501・5
中嶋半右衛門

指引目録（仕切表取替金につき）　平野屋太兵衛→ 延享3年12月晦日 乱切継紙・1通 い501－8
中嶋半右衛門

指引目録（仕切表取替金差引勘定につき）　平野屋 延享4年12月12日 竪切継紙・1通 い501－3
太兵衛→中嶋半右衛門

指引目録（堺桑名屋善右衛門への渡金の差引勘定　につき）　平野屋太兵衛→中嶋半右衛門

延享4年極月29日 竪切継紙・1通 い501・1

指引目録（取替金差引勘定につき）　平野屋太兵衛　→中嶋半右衛門

延享5年7月16日 竪継紙（一ツ綴）・1冊 い501・2
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