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尾張国海西郡村々免状その他史料

文書群記号　　23H

文 書 群 名　　尾
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年　　　代　　慶安 1年（1648）～明治 3年（1870）

数　　　量　　393 点

入手の経過

　本文書群は、与
よ

蔵
ぞう

山
やま

新田・松
まつ

名
な

新田・平
へい

嶋
じま

新田の尾張国海西郡の 3か村の免状と若干の諸書類や柳

原役所宛拝借金証文、村々出生届、尾張藩士宗門一札 2通を 1948 年度に徳川林政史研究所より一括

で購入したものである。また本文書群記号と名称は受入時に当館で付与したものである。

文書を発生させた組織体の歴史

　本文書群を徳川林政史研究所が所蔵するまでの経緯は不明である。ただし、与蔵山新田免状、松名

新田免状、平嶋新田免状は、尾張藩代官から年貢額を通知したものであり、本来、各村の庄屋宅で保

管されていたものと推定できる。ただし、「尾張徇行記」などによれば、与蔵山新田は平嶋新田の庄

屋が管理するところであり、平嶋新田の庄屋が与蔵山新田の免状を保管したことも考えられる。柳原

役所宛拝借証文は、尾張藩柳原役所（現在、名古屋市北区内）で保管された文書と考えられる。

尾張国海西郡村々免状その他史料の構造と内容

　受入当時における仮整理によって作られたまとまりに従って、1.尾張国海西郡与蔵山新田免状、

2.尾張国海西郡松名新田免状、3.尾張国海西郡平嶋新田免状、4.中井庄左衛門他某家中切支丹宗門

改、5.柳原役所宛拝借証文、6.尾張藩領村々出生届という柱のもとにこれを編成した。

1. 尾張国海西郡与蔵山新田免状

　本文書は当新田を管轄した尾張藩の佐屋代官所より、同新田を支配した平嶋新田の庄屋に発給され

たものであり、庄屋宅で保管されていたものと考えられる。

　与蔵山新田（現在、愛知県海部郡弥富町を経て愛知県弥富市）は、鍋田川沿いの森津新田と伊勢国

川原欠新田にはさまれた土地で、与蔵という人が開墾し、享保 11 年（1726）検地を受けた。高 24 石

余、この田畑 2町 2反余。延享 5年（1748）辰新田高 1石 2 斗余が開墾される。与蔵山新田全体の戸

数 4、人口 29。明治 11 年（1878）12 月 28 日、森津新田と合併して森津村となった。

　本文書群の件数は 142 件、対象年代は上限が享保 11 年（1726）、下限が明治 3年（1870）11 月であ

り、田畑分免状と添免状、野方免状から構成される。免状は、享保 11 年～万延 1年（1860）までほ

ぼ継続的に貼り継ぎ形式で一括されている。若干の欠年があり、散逸が考えられるが、尾張藩の定免

仕法では定免期間中に年貢免状が発給されないので、この可能性もある。添免状は、26 点で宝暦 3年

（1753）～天明 2年（1782）分のものがほぼ継続的に残存している。添免状は末文に「猶委免定ニ記渡

之者也」とあることから、代官が検見実施後、免状発給に先立ち、暫定的に年貢率を村に伝達した仮

免状定的性格のものと考えられる。野方免状は天明 7年（1787）～寛政 6年（1794）に 6 点、この期

間前後にも発給されたことが考えられるが現存しない。
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　ところで、本文書はすべての免状が貼り継ぎされ、巻物として現存するが、この措置に関わり№

1-6 文書に「此間戌亥二ヶ年御極免之御免定無御座候、但寛保元年酉六月十七日夜、鯏浦村堤切レ申

節、与蔵山帳箱取置明リ申由、此節取失申候哉、又ハ戌亥定免故御免定出不申候哉、無御座候」との

覚書がある。すなわち、所蔵者は、後年、文書を整理する中で、享保 16・17 年（1731・32）の免状

がないことに気づき、①寛保 1年（1741）6 月 17 日夜に鯏浦村の堤防が決壊し、所蔵者が文書箱（帳

箱）を避難した際に、文書箱が開扉し、文書が紛失したものか、②享保 16・17 年には藩が定免を採

用しており、そのため免状が発給されなかったのではないかとの 2通りの考えを示すのである。この

段階ではいずれが理由であるのか、特定はできなかったようであるが、所蔵者は「夫より如件継立置

申候」と今後の保存・管理を考慮した上で免状を継ぎ立て巻物にする方法を採用する。また、同様の

措置は平嶋新田の免状でも見られるが、これは庄屋が同一であったためであろう。松名新田でも同様

の措置が見られる。

　なお、享保 16・17 年の免定が所在不明である理由は、当該期、定免制が施行されていたことにある。

庄屋家では、後年、享保 16 年の定免申渡書を発見したようで、享保 14 年（1729）の免定（№ 1-4）

の奥部に、5ヶ年間定免制を施行するとある申渡書を添付している。

2. 尾張国海西郡松名新田免状

　本文書群は、当新田を管轄した尾張藩の佐屋代官所より、既述のように、松名新田の庄屋他村役人・

惣百姓中に発給され、庄屋宅で保管されていたものである。件数は 22 件で、対象年代は上限が延享 1

年（1744）11 月、下限が明和 9年（1772）である。なお、2.1. 尾張海西郡松名新田免状と 2.2. 年貢勘

定他の柱をたてた。

　松名新田…（現在、愛知県海部郡弥富町を経て愛知県弥富市）は、木曽川山材の流送のため設置され

た筏川の中心地にあたった。支配関係は尾張藩佐屋代官の管轄下にあった。開発は享保 11 年（1726）、

鎌倉新田・芝井新田の地先の砂洲を、蟹江本町村鈴木四郎左衛門、鎌倉新田木村忠兵衛、松名新田佐

野治右衛門、名古屋益屋町銭屋嘉兵衛の先祖の者が開墾したもので、延享 1年（1744）の検地では高

252 石 4 斗余、田畑 27 町余（田 25 町余、畑 2町余）であった。後に南側に中堤新田ができた。この

新田は 8石余で、田畑 9反余（田 1反余、畑 8反余）。他に「申起返」があり、これは鎌倉新田との

境の堤を、「縁（ヘリ）新田」は堤の地先を開墾したものである。さらに、文化 4年（1807）に、東

を流れる筏川の鎌倉新田・松名新田の堤防沿い砂洲 1町 4 反程が開墾され「島名新田」と呼ばれた。

人家は堤防沿いに並び、文化年間の戸数は 16、人口は 90 人。

　本文書群は、松名新田宛の免状 19 通と添免状 1通、物成代金の仮受取証文 2通から構成される。

免状は貼り継ぎの形式で一括されている。その一括の状態は、端から奥にかけて、新しい順に貼り継

がれている。したがって、近世段階の文書所蔵者が免状の貼り継ぎを開始したのは、少なくとも宝暦

13 年（1763）以降となる。また、貼り継ぎの継目裏に「松名新田延享元子年壱」「松名新田延享二丑

年弐」などの墨書が見えるが、これは、免状を貼り継ぐ段階において、検索の便を考慮して記述した

ものと考えられる。

3. 尾張国海西郡平嶋新田免状

　本文書群は、当新田を管轄する尾張藩佐屋代官所より、平嶋新田の庄屋・与頭・惣百姓中に発給さ

れ、平嶋新田の庄屋宅で保管されたものである。

　平嶋新田（現在、愛知県海部郡弥富町を経て愛知県弥富市）は、正保 3年（1646）服部市兵衛、野
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村留兵衛、立松九兵衛、半左衛門、勘四郎、定四郎、伊兵衛等の先祖が開発した。東西 8町半、南北

4町ほどの大村で、寛文年間には人家 41 軒、人口は 140 人程であった。「寛文村々覚書」によれば、

平嶋新田（同巳新田、同酉新田も含む）は本高 390 石 9 斗 2 升余 9 升余（田 25 町 3 反余、畑 6 町 8

反余で計 32 町 2 反余）と慶安 3年（1650）開発の小具足新田高 23 石 8 斗余（田 2町余、畑 2反余、

計田畑 2町 2反余）から構成される。のちさらに新田開発が進み、元禄 9年（1696）前新田高 66 石 3

斗余、延享3年（1746）寅新田高19石6斗余、宝暦9年（1759）卯新田高1石2斗余、明和4年（1767）

甲新田高 7 石 7 斗余、寛政 7 年（1795）後卯新田（高 6 石 4 斗余）、明和 4 年（1767）甲新田（高 7

石 7斗余）、寛政 7年（1795）後卯新田（高 6石 4斗余）、文化 6年（1809）川山新田（高 6石 3斗 8升）、

以上田畑 5反 3畝余。以上合計 460 石、田畑合計 42 町が順次開墾された（「尾張徇行記」）。

　本文書群は件数は 204 件、対象年代は、上限が慶安 1年（1648）11 月 14 日、下限が明治 2年（1869）

11 月である。一部欠年も見られるが、よく残っており、当新田の年貢率の推移や災害状況などを理解

できる。なお、添免状は、宝暦 4年（1754）～文化 10 年（1813）まで、特に宝暦 4年～天明 7年（1787）

まで集中的に現存している。年貢関係文書は年貢の差引勘定書や新田米書上など 4点であり、年代は

不明であるが、全て近世のものである。

4. 中井庄左衛門他某家中切支丹宗門改

　本文書群件数は 2件、対象年代は元禄 3年（1690）3 月である。尾張藩の宗門改に関わる文書と考

えられる。文書の宛所である魚住角右衛門・高橋九兵衛・高野瀬伊左衛門・三田伝左衛門、発給者中

井庄左衛門・久世与兵衛、さらに文書中に登場する「松仙院様」は、いずれも尾張藩家中とその縁者

であると推定されるが詳細は不明である。

5. 柳原役所宛拝借証文

　本文書群件数は 8件、対象年代は慶安 2年（1649）11 月・12 月である。尾張藩領内の村々より提

出され尾張藩柳原役所（現名古屋市北区内）に蓄積されたものと考えられる。柳原役所は「天明年間

名古屋市中支配分図」（『名古屋市史』地図編所収）から、名古屋城の東北側（現名古屋市北区内）に

位置することを確認できる。おそらく、藩の金銭勘定を担当した役所と考えられるが、具体的な機能

については不詳である。

6. 尾張国他村々出生届

　本文書群件数は 15 件、対象年代は上限が元禄 4年（1691）正月、下限が正徳 5年（1715）である。

尾張国愛知郡や知多郡、春日井郡、海西郡、海東郡、中嶋郡、丹羽郡、美濃国賀茂郡といった尾張藩

領内の村よりの出生届が大半を占めるが、旗本水野家の知行地である三河国碧海郡小針村（寛文 4年

〈1664〉以降に水野家の領地になる）のものも見られる（№ 34）。ただし、№ 34 文書の受取人野々村

新右衛門は、尾張藩領の届の受取人として頻出する。野々村が尾張藩領外の出生届の受取者となった。

理由は、おそらく水野家知行所の管理を尾張藩が請け負ったことによるのではないか。なお、尾張藩

内で、戸籍を取り扱う部局や、野々村、田中友右衛門、小串数右衛門、橋爪八右衛門、山羽平兵衛と

いった受取人の所属部局については現時点では不明である。

尾張国海西郡村々免状その他史料の整理方針

　尾張国海西郡村々免状その他史料は、昭和 23 年（1948）度に徳川林政史研究所より受け入れ、文

書群記号 23 Ｈを与え、これまで仮整理のまま閲覧に供してきたものである。今回、目録刊行にあたっ

てはこの仮整理の文書配列順にしたがい、これまでの仮番号を生かしながら、文書個々に整理番号を
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与えた。

史料状態

　概ね良好であるが、一部フケなどにより取扱いに注意を要するものがある。なお、免状数十通を継

いで巻いた形態のものが含まれている。

検索手段　本目録（国文学研究資料館調査収集事業部『史料目録』第 92 集）

複製の存在　　とくにない。

関連史料

　本文書群に関わる文書は存在しないと思われる。なお、徳川林政史研究所所蔵「旧名古屋税務監督

局所蔵史料」の内の村絵図の中に与蔵山新田・松名新田・平嶋新田の絵図が見られる。この絵図は、

『弥富町誌』村絵図編（1990 年 7 月刊）に収録される。

出 版 物

　与蔵山新田免状のうち 6 点が、松名新田免状のうち 5 点が、平嶋新田免状のうち 5 点がそれぞれ

『弥富町誌』資料編 2に収録される。また、本文書群を理解する上で、参考になる図書には次のもの

がある。

　・『弥富町誌』通史編（1994 年、弥富町）

　・『弥富町誌』村絵図編（1980 年、弥富町）

　・『弥富町誌』資料編 2（1993 年、弥富町）

　・「寛文村々覚書」（『名古屋叢書続編』第 2巻、1965 年、名古屋市教育委員会）

　・「尾張徇行記」（『名古屋叢書続編』第 8巻、1969 年、名古屋市教育委員会）

記 述 日　　2010 年 12 月 10 日（担当種村威史）
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図　尾張国海西郡村々免状その他史料関係地図

(出典：弥富町役場「弥富町全図」より部分転載の上加筆)
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

1.尾張国海西郡与蔵山新田免状
午之年免定(与蔵山午新田､取米13石4斗3合)　飯嶋重

左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･小百姓中
享保11年午11月 竪継紙･1通/(№1

は糊継)
1-1

未之年免定(与蔵山午新田､取米15石4斗9合)　神谷弥
五左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･小百姓中

享保12年未11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-2

申之年免定(与蔵山午新田､取米14石4升7合)　河村図
助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･小百姓中

享保13年申11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-3

覚(与蔵山午新田当酉ノ年より丑ノ年迄5ヶ年の定免
守るべく覚)　河村嘉左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･組頭･小百姓中

享保14年酉8月 横切紙･1通/(№1
は糊継)/(№1-4に
糊付)

1-5

酉年免定(与蔵山午新田､取米14石2斗4升5合)　河村
嘉左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

享保14年酉11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-4

子之年免定(与蔵山午新田､取米12石3斗1升3合)　河
村嘉左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･小百姓中

享保17年子11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-7

丑之年免定(与蔵山午新田､取米11石7斗6升8合)　河
村嘉左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓中

享保18年丑11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-8

寅年免定(与蔵山午新田､取米11石6斗6升9合)　村上
只右(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

享保19年寅11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-9

卯年免定(与蔵山午新田､取米12石3斗5升1合)　村上
只右(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

享保20年卯11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-10

辰年免定(与蔵山午新田､取米10石5斗4升4合)　村上
只右(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

元文1年辰11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-11

巳年免定(与蔵山午新田､取米10石7斗6升8合)　村上
只右(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

元文3年午正月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-12

午年免定(与蔵山午新田､水損つき無免)　村上只右
(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

元文3年午11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-13

未年免定(与蔵山午新田､取米12石3升1合)　岡田伝七
(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

元文4年未11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-14

申年免定(与蔵山午新田､取米9石3斗4升6合)　岡田伝
七(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･頭百姓

元文5年申11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-15

酉年免定(与蔵山午新田､取米10石3斗6升9合)　岡田
伝七(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

寛保1年酉11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-16

戌年免定(与蔵山午新田､取米11石1斗2升4合)　天野
沢之右(沢之右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
百姓中

寛保2年戌11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-17

亥年免定(与蔵山午新田､取米10石7斗2合)　天野沢之
右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓中

寛保3年亥11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-18

子年免定(与蔵山午新田､取米11石6斗4升4合)　天野
沢之右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓中

延享1年子11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-19

丑年免定(与蔵山午新田､取米11石6斗4升4合)　天野
沢之右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

延享2年午11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-20

寅年免定(与蔵山午新田､取米11石6斗4升4合)　浅野
久治(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓中

延享3年寅11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-21

卯年免定(与蔵山午新田､取米11石6斗4升4合)　浅野
久治(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓中

延享4年卯11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-22

辰年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石9升5合)　
比木伝六(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓中

寛延1年辰11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-23
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巳年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計12石3斗8升3合)
　比木伝六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

寛延2年巳11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-24

午年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計12石3斗8升3合)
　比木伝六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

寛延3年午11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-25

未年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計12石3斗8升3合)
　比(此木)伝六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦1年未11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-26

申年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計12石3斗8升3合)
　比(此木)伝六(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

宝暦2年申11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-27

酉年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石6斗5升)　
比(此木)伝六(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

宝暦3年酉11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-28

宝暦三酉年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石6
斗5升)　比(此木)伝六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

宝暦3年酉11月 竪継紙･1通 6

戌年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計12石3斗8升4合)
　富八郎兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦4年戌11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-29

戌年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計12石3斗8升4
合)　冨八郎兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣
百姓

宝暦4年戌11月 竪継紙･1通 7

亥年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石8斗1升3合)
　冨八郎兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦5年亥11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-30

亥年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石8斗1升3
合)　冨八郎兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣
百姓

宝暦5年亥11月 竪継紙･1通 8

子年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計10石7斗4升)　
尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･小百姓

宝暦6年子11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-31

子年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計10石7斗4升)
　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦6年子11月 竪継紙･1通 9

丑年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計4斗9升6合)　尾
友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･小百姓

宝暦7年丑11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-32

丑年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計4斗9升6合)　
尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦7年丑11月 竪継紙･1通 10

寅年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計1石1升4合)　尾
友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦8年寅12月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-33

卯年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計10石3斗9升)　
磯(磯村)藤七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百
姓

宝暦9年卯11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-34

宝暦九卯年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計10石3
斗9升)　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

宝暦9年卯11月 竪継紙･1通 11

辰年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石7斗2升4合)
　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百

姓

宝暦10年辰11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-35

宝暦十辰年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石7斗
2升4合)　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋
･組頭･惣百姓

宝暦10年辰11月 竪継紙･1通 12

巳年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石2斗4升)　尾
友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦11年巳11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-36

宝暦十一巳年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石
2斗4升)　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

宝暦11年巳11月 竪継紙･1通 13

午年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石3斗1升6合)
　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦12年午11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-37
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宝暦十二午年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石
3斗1升6合)　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

宝暦12年午11月 竪継紙･1通 14

未年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石2斗2升8合)
　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦13年未11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-38

宝暦十三未年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石
2斗2升8合)　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

宝暦13年未11月 竪継紙･1通 15

申年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石7升6合)　尾
友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

明和1年申11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-39

明和元申年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石7升
6合)　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百
姓

明和1年申11月 竪継紙･1通 16

酉年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石6斗2升9合)
　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

明和2年酉11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-40

酉年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石6斗2升9
合)　尾友次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百
姓

明和2年酉11月 竪継紙･1通 17

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石4斗2升3合)　金
(金森)市之進(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

明和3年戌11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-41

明和三戌年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石4斗
2升3合)　金(金森)市之進(印)→右村(与蔵山新田)庄屋
･与頭･惣百姓

(明和3年)戌11月 竪継紙･1通 18

亥年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計4石8升5合)　矢
藤助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

明和4年亥11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-42

子年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石9斗6升3合)
　矢藤助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

明和5年子11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-43

子年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石9斗6升3
合)　矢藤助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

明和5年子11月 竪継紙･1通 19

丑年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石4斗7升2合)
　大橋新之右(新之右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･

組頭･惣百姓

明和6年丑11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-44

丑年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石4斗7升2
合)　大(大橋)新之右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

明和6年丑11月 竪継紙･1通 20

寅年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計4石4斗4合)　大
橋新之右(新之右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

明和7年寅11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-45

寅年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計4石4升4合)　
大(大橋)新之右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

明和7年寅11月 竪継紙･1通 21

卯年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計6石4斗8升1合)
　大(大橋)新之右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･

惣百姓

明和8年卯11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-46

明和九辰年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石4斗
2升3合)　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

(明和9年)辰11月 竪継紙･1通 22

辰年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石4斗2升3合)
　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

明和9年辰11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-47

安永二巳年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石7斗
6升3合)　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与
頭･惣百姓

(安永2年)巳10月 竪継紙･1通 23

巳年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石7斗6升3合)
　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

安永2年巳11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-48
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安永三午年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石7
斗3升3合)　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
与頭･惣百姓

(安永3年)午11月 竪継紙･1通 24

午年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計11石7斗3升3合)
　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

安永3年午11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-49

安永四未年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石8斗
6升2合)　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与
頭･惣百姓

(安永4年)11月 竪継紙･1通 25

未年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石8斗6升2合)
　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

安永4年未11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-50

安永五申年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石4升
2合)　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣
百姓

(安永5年)申11月 竪継紙･1通 26

申年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石4升2合)　田
仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

安永5年申11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-51

酉年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石8斗6升)　田
仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

安永6年酉11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-52

戌年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石8斗6升9合)
　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

安永7年戌11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-53

安永八亥年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計2石4斗
6升2合)　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与
頭･惣百姓

(安永8年)11月 竪継紙･1通 27

亥年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計2石4斗6升2合)
　田仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

安永8年亥11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-54

安永九子年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石5升
8合)　田仙右衛門(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

(安永9年)子11月 竪継紙･1通 28

子年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石5升8合)　田
仙右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

安永9年子11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-55

天明元丑年添免定(与蔵山午･辰新田､取米新田9石7斗
5升8合)　久岡右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

(天明1年)丑11月 竪継紙･1通 29

丑年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石7斗5升8合)
　久岡右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

天明1年丑11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-56

天明二寅年添免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石8斗
9升)　小(小笠原)九郎右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･与頭･惣百姓

(天明2年)寅11月 竪継紙･1通 30

寅年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計8石8斗9升)　小
(小笠原)九郎右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･
惣百姓

天明2年寅11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-57

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石6斗9合)　飯(飯
沼)定右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

天明3年卯11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-58

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計10石3升)　飯(飯沼)
定右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

天明4年辰11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-59

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計10石2斗5升3合)　飯
(飯沼)定右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百
姓

天明5年巳10月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-60

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石3斗5升5合)　飯
(飯沼)定右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百
姓

天明6年午11月 竪継紙･1通/(№1
は糊継)

1-61

覚(与蔵山新田野方､合計5升免定)　飯(飯沼)定右衛門
(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･百姓

天明7年未11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-1

覚(与蔵山新田野方､合計5升4合免定)　飯(飯沼)定右
衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･百姓

天明8申11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-2
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免定(与蔵山午･辰新田､取米合計1斗7升2合)　飯(飯
沼)定右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

寛政1酉11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-1

覚(与蔵山新田野方､取米合計9合免定)　飯(飯沼)定右
衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

寛政1年酉11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-3

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石8斗8升6合)　橘
(橘田)長七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

寛政2戌11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-2

覚(与蔵山新田野方､取米合計5升4合免定)　橘(橘田)
長七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

寛政3年亥11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-4

覚(与蔵山新田野方､取米合計5升9合免定)　橘(橘田)
長七郎(印)→右(与蔵山新田)庄屋･百姓

寛政5年丑11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-5

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石6斗5升8合)　橘
(橘田)長七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･百姓

寛政6寅11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-3

覚(与蔵山新田野方､取米合計5升9合免定)　橘(橘田)
長七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･百姓

寛政6年寅11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-6

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石9斗8升9合)　橘
(橘田)長七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

寛政7卯11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-4

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石6斗5升8合)　橘
(橘田)長七郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･惣百姓

寛政8年辰11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-5

未年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計7石2斗7升1合)
　太(太田)文左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣

百姓

寛政11年未11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-6

覚(与蔵山新田野方､取米合計5升9合免定)　太(太田)
文左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

寛政11年未11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-7

酉年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計5石2升1合)　太
(太田)文左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百
姓

享和1年酉11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-7

戌年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計4石9斗5升3合)
　太(太田)文左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣

百姓

享和2年戌11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-8

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石4斗7升3合)　太
(太田)文左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百
姓

享和3年亥11月 竪継紙･1通/(№2
は紙縒一括)

2-9

子年免定(与蔵山午･辰新田､取米合計2石5斗)　長(長
坂)荻助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

文化1年子11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-1

覚(与蔵山堤外見取米合計5升9合免定)　長(長坂)荻助
(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

文化1年子11月 竪継紙･1通/(№5
は紙縒一括)

5-8

丑年免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石
5斗3升2合)　金(金森)市之進(印)→右村(与蔵山新田)
庄屋･組頭･惣百姓

文化2年丑11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-2

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石5斗3
升2合)　金(金森)市之進(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文化3年寅11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-3

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計4斗5升5
合)　金(金森)市之進(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭
･惣百姓

文化4年卯11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-4

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗
1升7合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･与頭･惣百姓

文化5年辰11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-5

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗
1升7合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･与頭･惣百姓

文化7年午11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-6

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗
1升7合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･与頭･惣百姓

文化8年未11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-7
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免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計3斗6升4
合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与
頭･惣百姓

文化12年亥11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-8

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計8石4斗
6升6合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･組頭･惣百姓

文化13年子11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-9

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗
1升7合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･組頭･惣百姓

文化14年丑11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-10

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計3斗6升3
合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭
･惣百姓

文政3年辰11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-11

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗1
升7合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政4年巳11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-12

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗1
升7合)　馬(馬場)九八郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政8年酉11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-13

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗1
升7合)　馬(馬場)九八郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政9年戌11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-14

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計5石1斗
2升6合)　三(三沢)喜右衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄
屋･組頭･惣百姓

文政11年子11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-15

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計8石9斗3
升)　織(織田)大助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･与頭･
惣百姓

文政12年丑11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-16

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗8
合)　織(織田)大助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

文政13年寅11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-17

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗8
合)　織(織田)大助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

天保2年卯11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-18

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗8
合)　矢(矢野)藤九郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭
･惣百姓

天保6年未11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-19

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計4斗1升2
合)　矢(矢野)藤九郎(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保7年申11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-20

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗8
合)　水(水野)篤助(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

天保8年酉11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-21

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計8石7斗4
升8合)　三(三村)平六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保11年子11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-22

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計5石1斗8
升7合)　三(三村)平六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保12年丑10月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-23

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石7斗8合)　三(三
村)平六(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

天保13年寅11月 竪継紙･1通/(№3
は紙縒一括)

3-24

免定(与蔵山午･辰新田､取米合計9石7斗8合)　児(児
玉)貞一郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百姓

弘化2年巳11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-1

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗8
合)　児(児玉)定一郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭
･惣百姓

弘化3年午11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-2

海西郡村々免状その他史料　1.尾張国海西郡与蔵山新田免状
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免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石6斗8
升6合)　吉(吉田)助次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

嘉永1年申11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-3

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､水損につき無免)
　吉(吉田)助次郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣百

姓

嘉永3年戌12月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-4

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計7石4斗
6升1合)　山(山田)貫一郎(印)→右新田(与蔵山新田)庄
屋･組頭･惣百姓

安政2年卯11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-5

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石7斗8
合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭
･惣百姓

安政3年辰11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-6

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石2升8
合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭
･惣百姓

安政4年巳11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-7

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計1斗9升)
　一(一色)庄左衛門(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･惣

百姓

万延1年申11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-8

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計9石9升4
合)　金(金森)五郎兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

元治1年子11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-9

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計6石7斗7
升)　岡(岡崎)新吾(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

慶応1年丑11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-10

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計4斗8升5
合)　岡(岡崎)新吾(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

慶応2年寅11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-11

御救拝借仕金子證文之事(田畑違作のため金128両拝
借金返済延納につき)　下原村庄屋横井廣左衛門(印)
外7名→柳原御役所

慶応2年寅11月 竪紙･1通/(№33綴
は一括)

33-1

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計6石1斗6
升9合)　上(上田)喜兵衛(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･
組頭･惣百姓

慶応3年卯11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-12

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計1斗1升8
合)　天(天野)勘太夫(印)→右新田(与蔵山新田)庄屋･組
頭･惣百姓

明治1年辰11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-13

免定(与蔵山午･辰新田･含砂原29畝､取米合計4石2斗8
升)　安(安井)喜一(印)→右村(与蔵山新田)庄屋･組頭･
惣百姓

明治3年午11月 竪継紙･1通/(№4
は紙縒一括)

4-14

(享保15戌年･享保16亥年の2年分の免定不明につき覚
書)

竪切紙･1通/(№1
は糊継)

1-6

2.尾張国海西郡松名新田免状
子年免定(松名新田､取米合計107石8斗6升9合)　天野

沢之右衛門(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･百姓中
延享1年子11月 竪継紙･1通/(№35

は糊継､紙縒一括)
35-19

丑年免定(松名新田､取米合計106石4升6合)　天野沢之
右衛門(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･百姓

延享2年丑11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-18

寅年免定(松名新田､取米合計109石2斗5升2合)　浅野
久治(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･百姓

延享3年寅11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-17

卯年免定(松名新田､取米合計102石2斗3升3合)　浅野
久治(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･百姓中

延享4年卯11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-16

辰年免定(松名新田､取米合計81石7斗8升2合)　森村
甚左(印)→右新田(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

寛延1年辰11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-15

海西郡村々免状その他史料　1.尾張国海西郡与蔵山新田免状
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巳年免定(松名新田､取米合計105石1斗8升1合)　森村
甚左(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

寛延2年巳11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-14

午年免定(松名新田､取米合計94石6斗3升5合)　土岐
市右(市右衛門)(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･小百姓

寛延3年午11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-13

未年免定(松名新田､取米合計98石9斗9升9合)　土(土
岐)市右衛門(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦1年未11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-12

申年免定(松名新田､取米合計90石7斗1升1合)　土(土
岐)市右衛門(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦2年申11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-11

酉年免定(松名新田､取米合計84石4斗8升8合)　土(土
岐)市右衛門(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦3年酉11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-10

戌年免定(松名新田､取米合計96石5斗9升8合)　冨八
郎兵衛(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦4年戌11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-9

亥年免定(松名新田､取米合計92石9升)　冨八郎兵衛
(印)→右村(松名新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦5年亥11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-8

子年免定(松名新田､取米合計100石2斗2升2合)　尾友
治郎(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･小百姓

宝暦6年子11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-7

丑年免定(松名新田､取米合計81石3斗4升6合)　尾友
次郎(印)→右村(松名新田)庄屋

宝暦7年丑11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-6

寅年免定(松名新田､取米合計90石3斗9合)　尾友次郎
(印)→右村(松名新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦8年寅11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-5

免定(松名新田､取米合計100石2斗2升2合)　磯(磯村)
藤七郎(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦9年卯10月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-4

覚(御物成代金2分12匁6分9厘受取につき)　磯村藤七
(藤七郎)(印)→右村(松名新田)庄屋

宝暦10年辰8月 竪継紙･1通/(№36
は紙縒一括)

36-3

巳年免定(松名新田､取米合計87石9斗5升)　尾友次郎
(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦11年巳11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-3

午年免定(松名新田､取米合計61石7斗2升7合)　尾友
次郎(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦12年午11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-2

免定(松名新田､取米合計100石2斗2升2合)　尾友次郎
(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦13年未11月 竪継紙･1通/(№35
は糊継､紙縒一括)

35-1

覚(物成代金3分銀7匁4分1厘受取証文､小手形と引換)
　尾友次郎(印)→右村(松名新田)庄屋

宝暦14年申3月 竪継紙･1通/(№36
は紙縒一括)

36-2

明和九辰年添免定(松名新田､取米合計62石3斗9升3
合)　田仙右衛門(印)→右村(松名新田)庄屋･組頭･惣百
姓

明和9年辰11月 竪継紙･1通/(№36
は紙縒一括)

36-1

3.尾張国海西郡平嶋新田免状
免定(平嶋新田､取米合計174石2斗6升7合)　村瀬彦左

(花押･印)→平嶋新田庄屋中
慶安1年子11月14日 竪継紙･1通/(№37

は紙縒一括)
37-1

卯年免定之事(平嶋新田､取米合計209石9斗7升8合)　
杉浦弾右衛門(花押･印)→平嶋新田庄屋･百姓中

慶安4年卯11月7日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-2

辰年免定之事(平嶋新田､取米合計204石2斗2升6合)　
杉浦弾右衛門(花押･印)→平嶋新田庄や･百姓中

承応1年辰11月10日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-3

(巳年免定･平嶋新田､取米合計201石5升3合)　杉浦弾
右衛門(花押･印)→平嶋新田庄や･百姓中

承応2年巳11月4日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-4

申之年免定之事(平嶋新田､取米合計216石)　横井平太
夫(花押)→右(平嶋新田)之庄屋･小百姓中

明暦2丙申10月28日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-5

酉之年免定(平嶋新田､取米合計216石1升)　横井平太
夫(花押)

明暦3丁酉霜月 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-6

戌之年免定之事(平嶋新田､取米合計211石4斗7升1合)
　横井平太夫(花押)→平嶋新田庄屋･百姓中

万治1戊戌霜月26日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-7

海西郡村々免状その他史料　2.尾張国海西郡松名新田免状
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亥之年免定之事(平嶋新田､取米合計222石6斗2升5合)
　横井平太夫(印)→平嶋新田庄や･百姓中

万治2己亥霜月9日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-8

子之年免定之事(平嶋新田､取米合計202石6斗1升4合)
　横井平太夫(印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

万治3年子極月朔日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-9

丑之年免定之事(平嶋新田､取米合計229石2斗6升3合)
　横井平太夫(印)→平嶋新田庄屋･百姓中

寛文1年丑10月9日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-10

寅之年免定之事(平嶋新田､取米合計227石4斗7升8合)
　横井平太夫(花押)→平嶋新田庄屋･百姓中

寛文2年寅10月27日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-11

卯之年免定之事(平嶋新田､取米合計220石5斗9升7合)
　横井平太夫(花押)→平嶋新田庄屋･百姓中

寛文3年卯11月9日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-12

巳之年免定之事(平嶋新田､取米合計252石4斗5升2合)
　横井平太夫(印)→平嶋新田庄屋･百姓中

寛文5年巳11月20日 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-13

午之年免定(平嶋新田､取米合計238石5斗5合)　横井
五右衛門(印)→平嶋新田庄や･百姓中

寛文6年午11月 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-14

未之年免定(平嶋新田､取米合計235石1斗9升2合)　横
井五右衛門(印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

寛文7年未霜月 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-15

申之年免定(平嶋新田､取米合計239石2斗2升7合)　稲
葉与市(花押･印)→海西郡平嶋村庄屋･小百姓中

寛文8年申11月 竪継紙･1通/(№37
は紙縒一括)

37-16

酉之年免定(取米合計220石8斗3升6合)　奥田彦九郎
(印)→平嶋新田庄屋･惣百姓中

寛文9年酉霜月11日 竪継紙･1通/(№38
は紙縒一括)

38-1

戌之年免定(取米合計251石1斗2升)　奥田彦九郎(印)→
平嶋新田庄屋･小百姓中

寛文10年戌10月 竪継紙･1通/(№38
は紙縒一括)

38-2

亥之年免定(取米合計263石2斗2合)　奥田彦九郎(印)→
平嶋新田庄屋･小百姓中

寛文11年亥11月 竪継紙･1通/(№38
は紙縒一括)

38-3

子之年免定(取米合計263石6斗7升6合)　奥田彦九郎
(印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

寛文12年子11月 竪継紙･1通/(№38
は紙縒一括)

38-4

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計260石1斗7合)　
山田作之右衛門(印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

延宝1年丑11月 竪継紙･1通 39-1

免定(平嶋新田･小具足新田､取米237石余り)　土屋源
助(花押･印)→海西郡平嶋村庄屋･小百姓中

延宝3年卯之11月 竪継紙･1通 39-2

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計222石5斗4升5
合)　土屋源助(印)→海西郡平嶋新田庄屋･小百姓中

延宝4年辰12月 竪継紙･1通 39-3

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計249石7斗1升5
合)　土屋源助(印)→海西郡平嶋村新田庄屋･組頭･小百
姓中

延宝5年巳12月 竪継紙･1通 39-4

午之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計271石6斗
6升4合)　土屋源助(印)→平嶋新田･小具足新田右庄屋･
組頭･小百姓中

延宝6年午11月 竪継紙･1通/(№
39-5～7は糊継)

39-5

未之年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計
268石2斗3升5合)　横地仁兵衛(印)→海西郡平嶋新田
庄屋･与頭･小百姓中

延宝7己未12月 竪継紙･1通/(№
39-5～7は糊継)

39-6

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計240石8斗3升9
合)　渡辺佐左衛門(花押･印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

延宝8庚申10月 竪継紙･1通/(№
39-5～7は糊継)

39-7

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計84石1斗1升6合)
　渡辺佐左衛門(花押･印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

天和1年酉11月19日 竪継紙･1通 39-8

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計256石5斗3升9
合)　鈴木勘兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓中

天和2年戌11月 竪継紙･1通/(№
39-9～14は糊継)

39-9

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計252石2斗2合)　
鈴木勘兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓中

天和3年亥11月 竪継紙･1通/(№
39-9～14は糊継)

39-10

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計265石9斗8升5
合)　山本平左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓中

貞享1年子11月 竪継紙･1通/(№
39-9～14は糊継)

39-11

海西郡村々免状その他史料　3.尾張国海西郡平嶋新田免状



－166－ －167－

丑之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計263石1斗
2合)　山本平左衛門(印)→平嶋新田庄屋･小百姓中

貞享2年丑11月 竪継紙･1通/(№
39-9～14は糊継)

39-12

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計260石8斗5升8
合)　山本平左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓中

貞享3年寅11月 竪継紙･1通/(№
39-9～14は糊継)

39-13

卯之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計262石余
り)　櫛田八兵衛(印)→平嶋新田･小具足新田庄屋･組頭･
小百姓中

貞享4年卯11月 竪継紙･1通/(№
39-9～14は糊継)

39-14

免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計272石余)　櫛田
八兵衛(印)→平嶋新田庄屋･組頭･小百姓中

元禄元年辰11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)(№
40-1は糊継一括)

40-1-1

巳之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計260石9斗
5合)　渡辺半右衛門(印)→平嶋新田庄屋･組頭･小百姓中

元禄2年巳11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)(№
40-1は紙縒一括)

40-1-2

午之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計254石8斗
1升9合)　渡辺半右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･小百姓中

元禄3年午11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-3

未之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計254石6斗
5升4合)　小田原平蔵(印)→海西群平嶋新田庄屋･組頭･
小百姓中

元禄4年未11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-4

申之年免定(取米合計258石5斗5升1合)　加藤市兵衛
(印)→平嶋新田庄屋中

元禄5年申11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-5

酉之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計271石8斗
5升)　今村弥助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓中

元禄6年酉11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-6

戌之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計254石8斗
6升8合)　蟹江角右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･小百姓中

元禄7年戌11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-7

亥之年免定(取米合計270石2斗5升3合)　小野文四郎
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小百姓中

元禄8年亥11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-8

子之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計295石5斗
1升4合)　小野文四(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓
中

元禄9年子11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(№
40-1は糊継)

40-1-9

寅之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計277石2斗
5升3合)　小野文四(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

元禄11年寅11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(40-
2は糊継)

40-2-1

卯年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計278
石7斗3升8合)　小野文四(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･小百姓中

元禄12年卯11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(40-
2は糊継)

40-2-2

辰之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計289石9斗
9升7合)　桜井佐之右衛門(印)→右(平嶋)新田庄屋･組
頭･小百姓中

元禄13年辰11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(40-
2は糊継)

40-2-3

巳之年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計
261石1斗5升7合)　小澤九郎左(印)→右(平嶋)新田庄
屋･与頭･小百姓中

元禄14年巳11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(40-
2は糊継)

40-2-4

午之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計258石1斗
7升4合)　関佐左衛門(印)→右(平嶋)新田庄屋･与頭･小
百姓中

元禄15年午11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(40-
2は糊継)

40-2-5

未之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計277石4斗
2升5合)　関佐左衛門(印)→右(平嶋)新田庄屋･与頭･小
百姓中

元禄16年未11月 竪継紙･1通/(№40
は紙縒一括)/(40-
2は糊継)

40-2-6

申之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計268石9斗
3升9合)　益田安兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
小百姓中

宝永1年申11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-1

酉之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計262石5斗
3升5合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

宝永2年酉11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-2
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戌之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計280石3斗
8升7合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

宝永3年戌11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-3

亥年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計229石4斗2
升2合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓中

宝永4年亥12月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-4

子之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計236石3
合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小百姓
中

宝永5年子11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-5

丑年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計270石8斗3
升8合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･小
百姓中

宝永6年丑11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-6

寅之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計268石5升
6合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･小百姓
中

宝永7年寅11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-7

卯之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計233石6斗
9升6合)　佐田弾助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

正徳1年卯11月 竪継紙･1通/(№41
は糊継､紙縒一括)

41-8

辰之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計247石4斗
3合)　稲垣甚右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･百
姓中

正徳2年辰12月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-1

巳之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計255石6斗
7升1合)　稲垣甚右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･百姓中

正徳3年巳12月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-2

午之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計214石2斗
7升4合)　稲垣甚右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･百姓中

正徳4年午12月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-3

未之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計245石8升
5合)　稲垣甚右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･百姓中

正徳5年未12月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-4

申之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計231石1斗
2升7合)　稲垣甚右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･小百姓中

享保1年申11月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-5

酉之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計202石6斗
6升9合)　水野文四(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

享保2年酉11月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-6

戌之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計225石7斗
5升6合)　水野文四(印)→右村(平嶋新田)庄屋･小百姓
中

享保3年戌11月 竪継紙･1通/(№42
は糊継､紙縒一括)

42-7

(嶋新田･小具足新田分辰年免定､取米合計230石9斗8
升4合)　小菅半右(半右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･与頭･小百姓中

享保9年辰11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-1

巳年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計221石8斗3
升2合)　小菅半右(半右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･組頭･百姓中

享保10年巳11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-2

午之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計230石9
斗)　飯嶋重左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

享保11年午11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-3

未之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計227石3斗
8升5合)　神谷弥五左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･小百姓中

享保12年未11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-4

申年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計199石8斗8
升9合)　河村図助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

享保13年申11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-5

酉之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計209石6斗
5升)　河村嘉左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･百
姓

享保14年酉11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-6
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戌之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計229石8斗
1合)　河村嘉左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･小
百姓中

享保15年戌11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-7

亥之年免定(平嶋新田･小具足新田､取米合計192石6斗
7升9合)　河村嘉左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･百姓中

享保16年亥11月 竪継紙･1通/(№43
は糊継､紙縒一括)

43-8

宝暦三酉年添免定(取米合計23石5斗)　比(此木)伝六
(印)→右新田(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦3年酉11月 竪継紙･1通/(№52
は布紐一括)

52-1

戌年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計141
石4升5合)　冨八郎兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･小百姓

宝暦4年戌11月 半･1冊<4丁>/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-1

戌年添免定(取米合計141石4升5合)　冨八郎兵衛(印)→
右村(平嶋新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦4年戌11月 竪継紙･1通/(№52
は布紐一括)

52-2

亥年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計123
石3斗5升9合)　冨八郎兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
与頭･惣百姓

宝暦5年亥11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-2

亥年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計
123石3斗5升9合)　冨八郎兵衛(印)→右村(平嶋新田)
庄屋･組頭･惣百姓

宝暦5年亥11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-1

子年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計135
石1斗1升7合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･小百姓

宝暦6年子11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-3

子年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計
135石1斗1升7合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･組頭･惣百姓

宝暦6年子11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-2

丑年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計17石
7斗4升3合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋

宝暦7年丑11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-4

丑年添免定(取米合計17石7斗4升3合)　尾友次郎
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦7年丑11月 竪継紙･1通/(№52
は布紐一括)

52-3

寅年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計
100石5斗1升6合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･与頭･惣百姓

宝暦8年寅11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-3

寅年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計100
石5斗1升6合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

宝暦8年寅12月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計132石5斗
2升1合)　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

宝暦9年卯10月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-6

宝暦九卯年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計4斗5升5合)　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦9年卯11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-7

辰年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計114
石2斗2升6合)　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(平嶋新田)
庄屋･組頭･惣百姓

宝暦10年辰11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-8

宝暦十辰年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計114石2斗2升6合)　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(平
嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦10年辰11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-4

巳年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計98石
9斗4升7合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭
･惣百姓

宝暦11年巳11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-9

宝暦十一巳年添免定(取米合計98石9斗4升7合)　尾友
次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･惣百姓

宝暦11年巳11月 竪継紙･1通/(№52
は布紐一括)

52-4

午年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計116
石1斗1升8合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

宝暦12年午11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-10

海西郡村々免状その他史料　3.尾張国海西郡平嶋新田免状


