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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

神戸家･勘定場
　冒頭の解題で述べたように、神戸家は経営を統括する明確な組織を持たなかったため、本サブ・

フォンドの組織に限定した歴史を記述することは難しい。そのため記述が重複してしまうが、より詳

細に記述すれば以下の通りとなる。

　経営組織としての神戸家も、犬山の鵜飼屋神戸弥兵衛家政の次男神戸文左衛門安政が、1669（寛文

9）年に名古屋元材木町に間口5間・奥行17間の家屋敷を代金100両で買い取ったことに始まる。本家

の鵜飼屋神戸家は、犬山を拠点とする在地土豪の系譜を持ち、豊臣政権期から木曾・飛騨の材木輸送

において「木曽川締方役」として特権的地位を保持し、領主用木を中心に経営を展開していた。した

がって、犬山屋神戸家の経営も、本家の鵜飼屋神戸家がそうであったように当初は材木商を中心とし

たものであり、例えば犬山屋神戸家は鵜飼屋神戸家が材木を江戸の奈良屋茂左衛門などに販売する場

合の仲介を行うというような関係にあった〔所1967・1970年〕。1688（元禄元）年ごろには余剰資金

を他商人への間接投資にまわすか、あるいは領主権力への金融を行っている。さらに1694（元禄7）

年には、商業への直接投資を行い絹・麻・木綿などを扱うようになる。しかし、一方では領主米を引

当とした金融を大規模に展開するようになり、1706（宝永3）年には経営内容は領主金融に集中して

いく。つまり、商業経営を展開する方向には向かわなかったのである〔大石1951年〕。

　18世紀に入ると経営活動は名古屋近辺と江戸における都市・農村地主に収斂していくことになる。

近代になると、地主経営に加えて、鉄道会社や銀行、あるいはビール会社の設立にも関与する。

　したがって、本項目には、元材木町（木挽町二丁目）神戸家もしくは勘定場における経営活動のな

かで授受作成管理された文書を収録した。

　主要な経営帳簿は、目録（その1）に体系的に配列してあるので、今回収録分は目録（その2）（そ

の3）に引き続ききわめて断片的である。本目録は全体として領収書類がきわめて多い。

　中項目「経営全体」のなかの小項目「領収書等」には、神戸文左衛門あて、もしくは奉公人とおぼ

しき嘉兵衛あての史料を収録した。

　「金融」では、帳簿は（その1）に収録されており、今回は（その2）（その3）に引き続き借金証

文などの書付型史料が多数ある。「領主金融」では、名古屋藩家臣成瀬大和守など従来収録されてい

た家臣に加え、宝暦期の津金文左衛門への金融にかかわる金銭受取書や書状の束が比較的まとまって

いる。今回新たに加わった文書としては、神戸家が貸しているのではなく、借りたり預かったりした

お金に関する文書がある。預かるといっても利子を支払っていることから実質的には債務ということ

になろうか。

　中項目「地主経営全体」の小項目「田畑売渡証文」に位置づけた2点の証文は、作成者にも宛先に

も神戸家の人間が現れていないように見える。しかし、い808の宛先である今岡村清三郎と、い810の

作成者のなかの池
ち り ゅ う

鯉鮒町永田清兵衛は、神戸家三代目当主神戸文左衛門大翼が永田家からの養子であ

るために、それぞれ実父および実祖父にあたる（神戸家所蔵「永田家系図」）。したがって、大翼が

神戸家に婿入りした際に永田家から持参した文書の一つと考えれば神戸家文書のなかに含まれている

ことの説明がつく。

　名古屋町屋敷経営に関しては、今回新たに南武平町・京町・日置屋敷・西水主町に関する文書が加

わった。近代の名古屋土地経営については、今回新たに塩町・皆戸町・伝馬町・白川町などの文書が

新たに加わった。神戸家の名古屋内部における土地経営はかなり手広かったことが判明してきた。

　近代の企業出資や預金に関する文書はこの目録にはないに等しい。

神戸家･勘定場
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　経営全体
　金出入改
金銀出入帳より請取元金之覚 (近世) 折紙･1通 い923-21

卯年六月分払分左衛門(大野屋又右衛門払など諸
費用13円余勘定書付)

(明治) 折紙･1通/(帳外れｶ) い1215-8

　諸帳簿
家督以来金銀当座附込帳　茂元 丑4月吉辰 横長半(一ツ綴)･1冊

/(い915一綴)
い915-1

　仕切状
仕切(金5両2分受渡書)　(名古屋堀江町)水本屋佐兵

衛→栄治様
(近世)申3月 折紙･1通/(い1245-94

･95畳込一括)
い1245-94

仕切(金5両2分受渡書)　三河屋利右衛門→栄治様 (近世)申3月 折紙･1通 い1245-95

　経営記録
(7月8日～8月11日吉助来･唯助へ飛脚遣し他日
記)

(近世)7月8日～8月11
日

切継紙･1通 い1004-11

(京都借用50両の事､七間町借家代金の事など書
付)

(近世) 横切紙･1通 い1182

　勘定書付
(445匁7分7厘勘定書付) (近世) 小切紙･1通 い901-4-5

覚(卯年･辰年受取金額書付) (近世)巳2月 小切紙･1通/(付箋巻
込)

い930-4

覚(1ヶ年収支計算書､借屋家賃明細つき) (近世) 横切継紙･1通 い970

覚(1ヶ年収支計算書) (近世) 折紙･1通 い971

(〆157両2分余金銭指引勘定書付) (近世) 切継紙･1通/(い976紙
縒一括)

い976-1

(〆199両2分貸金･受取金指引勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い976-2

覚　通ひ之覚(戌12月～亥4月〆金128両渡金､受
取金仲間割､貸し金他差引勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い976-3

覚(〆84両3分余受取金､預り金等差引勘定､旦那
へ上金見積勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い976-4

覚(戌12月～亥4月〆金128両渡金､受取金､勘六有
金差引勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い976-5

覚(通り〆亥年中207人祝儀共に米11石余他書付) (近世) 横切継紙･1通 い976-6

覚(天保7～11年分､惣米代金･家賃などの入金よ
り新田下用･調達金など差引勘定書)

(近世) 横切継紙･1通 い1154

(金銭差引勘定〆金2分50匁9分につき) (近世) 小切紙･1通 い1191-6

覚(古金･新金両替計算書) (近世)巳2月29日 小切紙･1通 い1191-11

覚(売買記録)　銭屋喜兵衛 (近世)2月29日 切紙･1通 い1191-12

覚(梁四郎兵衛様等五口元利金､蔵入入用･初穂料
等〆29両余支払勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1211-3

神戸家･勘定場/経営全体/金出入改
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　経営全体
　金出入改
金銀出入帳より請取元金之覚 (近世) 折紙･1通 い923-21

卯年六月分払分左衛門(大野屋又右衛門払など諸
費用13円余勘定書付)

(明治) 折紙･1通/(帳外れｶ) い1215-8

　諸帳簿
家督以来金銀当座附込帳　茂元 丑4月吉辰 横長半(一ツ綴)･1冊

/(い915一綴)
い915-1

　仕切状
仕切(金5両2分受渡書)　(名古屋堀江町)水本屋佐兵

衛→栄治様
(近世)申3月 折紙･1通/(い1245-94

･95畳込一括)
い1245-94

仕切(金5両2分受渡書)　三河屋利右衛門→栄治様 (近世)申3月 折紙･1通 い1245-95

　経営記録
(7月8日～8月11日吉助来･唯助へ飛脚遣し他日
記)

(近世)7月8日～8月11
日

切継紙･1通 い1004-11

(京都借用50両の事､七間町借家代金の事など書
付)

(近世) 横切紙･1通 い1182

　勘定書付
(445匁7分7厘勘定書付) (近世) 小切紙･1通 い901-4-5

覚(卯年･辰年受取金額書付) (近世)巳2月 小切紙･1通/(付箋巻
込)

い930-4

覚(1ヶ年収支計算書､借屋家賃明細つき) (近世) 横切継紙･1通 い970

覚(1ヶ年収支計算書) (近世) 折紙･1通 い971

(〆157両2分余金銭指引勘定書付) (近世) 切継紙･1通/(い976紙
縒一括)

い976-1

(〆199両2分貸金･受取金指引勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い976-2

覚　通ひ之覚(戌12月～亥4月〆金128両渡金､受
取金仲間割､貸し金他差引勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い976-3

覚(〆84両3分余受取金､預り金等差引勘定､旦那
へ上金見積勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い976-4

覚(戌12月～亥4月〆金128両渡金､受取金､勘六有
金差引勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い976-5

覚(通り〆亥年中207人祝儀共に米11石余他書付) (近世) 横切継紙･1通 い976-6

覚(天保7～11年分､惣米代金･家賃などの入金よ
り新田下用･調達金など差引勘定書)

(近世) 横切継紙･1通 い1154

(金銭差引勘定〆金2分50匁9分につき) (近世) 小切紙･1通 い1191-6

覚(古金･新金両替計算書) (近世)巳2月29日 小切紙･1通 い1191-11

覚(売買記録)　銭屋喜兵衛 (近世)2月29日 切紙･1通 い1191-12

覚(梁四郎兵衛様等五口元利金､蔵入入用･初穂料
等〆29両余支払勘定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1211-3

(出金･入金差引勘定〆530円余書付) (明治)18年4月20日 小切紙･1通 い1199-3-15

①記(金額書付)､②返金(金額書付) (明治)18年12月～19
年7月

折紙･1通 い1190-3

記(分左衛門受取分等〆8円余差引勘定)　＊裏書｢
十八年元帳より出金受取書付｣

(近代) 折紙･1通/(い1199-3
紙縒一括)

い1199-3-1

記(種代金1円余受渡につき) 九兵衛→神戸様 (近代)1月7日 横切継紙･1通 い1199-3-4

記(金5円預けおくので上月氏に渡すようにとの
勘定書)　平出→神戸様

(近代)7月29日 横切継紙･1通 い1199-3-8

(金銭差引勘定金172円余書付) (近代)7月6日 小切紙･1通 い1199-3-9

記(十七年分山代等〆金9円余勘定書付) (明治) 小切紙･1通 い1199-3-12

書抜(借家等〆金75円余書付) (近代) 折紙･1通/(い1235紙
縒一括､い1235-1畳込
･紙縒一括)

い1235-1-1

弐分 (明治) 包紙･1点 い1235-1-2-0

明治通宝半円(明治初年の紙幣･なう〇九六七) (明治) 切紙･1通 い1235-1-2-1

戌年盆前家賃より元かへし分(元帳勘定に付ける
分等金銭書付)

(近代) 折紙･1通 い1235-1-3

(入〆差引73円余勘定書付) (近代)7月2日 罫紙･1通 い1235-3-8

(金960円金銭出入差引勘定書付) (近代) 小切紙･1通 い1245-78

　領収書等
覚(上々酒9升5合代上納書)　→神戸様御見せ様 (近世)5月4日 小切紙･1通 い901-2-6

覚(運上28匁2分受取書)　名古屋大舩町ちたや与七
→神戸文左衛門様

(近世)巳5月晦日 小切紙･1通 い911-9

覚(大坂み野橋河内屋宛の金5両余ならびに状1通
受取書)　奥谷清左衛門→神戸文左衛門殿

(近世)酉10月11日 竪切紙･1通 い923-6

覚(油代など受取書)　菊屋利助→嘉兵衛様 (近世)さるノ7月13日 横切継紙･1通/(い924
一綴)

い924-1

覚(黒鯛代など受取書)　重兵衛→嘉兵衛様 (近世)申7月13日 折紙･1通 い924-2

覚(頭木綿代受取書)　吉受屋佐兵衛→犬山屋嘉兵衛
様

(近世)申7月13日 竪継紙･1通 い924-3

覚(傘･小かさ代受取書)　山田や利助→犬山屋嘉兵
衛様

(近世)申ノ7月13日 竪切紙･1通 い924-4

覚(印籠代受取書)　鍵屋清兵衛→犬山屋嘉兵衛様 (近世)申ノ7月12日 竪切紙･1通 い924-5

覚(花入縁付代受取書)　かきや清兵衛→犬山屋御見
世

(近世)申7月12日 竪切紙･1通 い924-6

覚(鯵代など受取書)　いさばや金左衛門→嘉兵衛 (近世)申7月13日 竪継紙･1通 い924-7

覚(盆代など受取書)　ちた屋弥八→犬山屋嘉兵衛様 (近世)申7月12日 竪切紙･1通 い924-8

覚(極上之菓子2箱代受取書)　両口屋喜重郎→犬山
屋御隠居様

(近世)申7月13日 竪継紙･1通 い924-9

覚(929文受取書)　布袋屋兵蔵→神戸嘉兵衛様 (近世)申ノ7月13日 竪継紙･1通 い924-10

覚(材木代受取書)　桑名や次助→犬山やか兵衛様 (近世)申7月 竪継紙･1通 い924-11

覚(黒木綿羽織色上ケ代など受取書)　ひしや孫助
→犬山屋嘉兵衛様

(近世)申7月12日 竪継紙･1通 い924-12

覚(生地仕立代･染代など受取書)　いなばや利平
→川合嘉兵衛様

(近世)申7月12日 竪継紙･1通 い924-13

神戸家･勘定場/経営全体/勘定書付
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覚(柿代など受取書)　清九郎→嘉兵衛様 (近世)12月 横切紙･1通 い925-7

覚(いわし代など受取書)　重兵衛→嘉兵衛様 (近世)申12月 折紙･1通/(い925-26
一綴)

い925-26-1

覚(大黒講割金など勘定書)　新三郎→か兵衛様 (近世)申極月 小切紙･1通 い925-26-2

覚(油代など受取書)　京屋利助→嘉兵衛様 (近世)申極月大晦日 小切紙･1通 い925-26-3

覚(はな緒代受取書)　ミのや庄兵衛→神戸文左衛門
様御内

(近世)申12月 小切紙･1通 い925-26-4

覚(あゆ代勘定書)　瀧本や太兵衛→神戸嘉兵衛様 (近世)申極月 小切紙･1通 い925-26-5

覚(木綿代など受取書)　桔梗屋佐兵衛→犬山屋嘉兵
衛様

(近世)閏極月晦日 竪切紙･1通 い925-26-6

覚(板張代受取書)　ひしや太兵衛→神戸嘉兵衛様 (近世)申後極月大晦
日

竪紙･1通 い925-26-7

覚(するめ代受取書)　いさばや金衛門→嘉兵衛様 (近世)閏極月大晦日 竪継紙･1通 い925-26-8

覚(守袋代など受取書)　太田屋弥八→犬山や嘉兵衛
様

(近世)申12月大晦日 竪継紙･1通 い925-26-9

覚(すミ代など受取書)　くわなや源助→犬山や嘉兵
衛様

(近世)申後極月大晦
日

竪継紙･1通 い925-26-10

覚(扇衣代など受取書)　ひしや孫助→くら町嘉兵衛
様

(近世)申極月大晦日 竪継紙･1通 い925-26-11

覚(墨代など受取書)　みのや喜助→犬山やか兵衛様 (近世)亥ノ12月22日 小切継紙･1通 い925-29

覚(板張代など受取書)　菱屋太兵衛→犬山屋嘉兵衛
様

(近世)い極月29日 竪切紙･1通 い925-30

覚(新田用箱代受取書)　ひものし長兵衛→神戸文左
衛門様

(近世)巳極月大晦日 竪継紙･1通 い925-31

記(井戸入用9円30銭受取書)　井戸屋喜平→神戸様 (近代)12月31日 横切継紙･1通/(い1207
-15紙縒一括)

い1207-15-1

記(井戸堀代金3円90銭など受取書)　井戸屋→神
戸様

(近代)12月 切紙･1通 い1207-15-2

(虫損のため開封せず) (近代) 横切紙･1通 い1207-15-3

(虫損のため開封せず)　→神戸様 (近代) 横切紙･1通 い1207-15-4

記(井戸掘代金〆4円18銭受取書)　井戸屋喜平→
神戸様

(近代)5月 横切継紙･1通 い1207-15-8

記(本家大屋根修復入用14円余書付)　(名古屋和
泉町)能登屋浅七→神戸様

(近代)2月 切継紙･1通/(い1210-
9畳込一括)

い1210-9-1

(本家周り略絵図) (近代) 18.3×34.5･1鋪 い1210-9-2

　書状
奥田兵治様　林半右衛門→奥田兵治様 包紙･1点/(い975紙縒

一括)
い975-1-0

(親父方よりの手紙御覧下されたか尋ねにつき書
状)　林新介→奥田兵次様

8月6日 竪紙･1通 い975-1-1

(親父方より書状にて去冬指遣の手紙届いたか尋
ねにつき書状)　林新介→奥田兵治様

7月5日 横切継紙･1通 い975-1-2

(白鳥よりの一筆旦那も御覧なさるよう書状)　
かし→兵治様

6月19日 横切継紙･1通 い975-1-3

天満屋九兵衛様　佐野治三郎→天満屋九兵衛様 包紙･1点/(い1004紙
縒一括)

い1004-1-0

神戸家･勘定場/経営全体/領収書等
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覚(柿代など受取書)　清九郎→嘉兵衛様 (近世)12月 横切紙･1通 い925-7

覚(いわし代など受取書)　重兵衛→嘉兵衛様 (近世)申12月 折紙･1通/(い925-26
一綴)

い925-26-1

覚(大黒講割金など勘定書)　新三郎→か兵衛様 (近世)申極月 小切紙･1通 い925-26-2

覚(油代など受取書)　京屋利助→嘉兵衛様 (近世)申極月大晦日 小切紙･1通 い925-26-3

覚(はな緒代受取書)　ミのや庄兵衛→神戸文左衛門
様御内

(近世)申12月 小切紙･1通 い925-26-4

覚(あゆ代勘定書)　瀧本や太兵衛→神戸嘉兵衛様 (近世)申極月 小切紙･1通 い925-26-5

覚(木綿代など受取書)　桔梗屋佐兵衛→犬山屋嘉兵
衛様

(近世)閏極月晦日 竪切紙･1通 い925-26-6

覚(板張代受取書)　ひしや太兵衛→神戸嘉兵衛様 (近世)申後極月大晦
日

竪紙･1通 い925-26-7

覚(するめ代受取書)　いさばや金衛門→嘉兵衛様 (近世)閏極月大晦日 竪継紙･1通 い925-26-8

覚(守袋代など受取書)　太田屋弥八→犬山や嘉兵衛
様

(近世)申12月大晦日 竪継紙･1通 い925-26-9

覚(すミ代など受取書)　くわなや源助→犬山や嘉兵
衛様

(近世)申後極月大晦
日

竪継紙･1通 い925-26-10

覚(扇衣代など受取書)　ひしや孫助→くら町嘉兵衛
様

(近世)申極月大晦日 竪継紙･1通 い925-26-11

覚(墨代など受取書)　みのや喜助→犬山やか兵衛様 (近世)亥ノ12月22日 小切継紙･1通 い925-29

覚(板張代など受取書)　菱屋太兵衛→犬山屋嘉兵衛
様

(近世)い極月29日 竪切紙･1通 い925-30

覚(新田用箱代受取書)　ひものし長兵衛→神戸文左
衛門様

(近世)巳極月大晦日 竪継紙･1通 い925-31

記(井戸入用9円30銭受取書)　井戸屋喜平→神戸様 (近代)12月31日 横切継紙･1通/(い1207
-15紙縒一括)

い1207-15-1

記(井戸堀代金3円90銭など受取書)　井戸屋→神
戸様

(近代)12月 切紙･1通 い1207-15-2

(虫損のため開封せず) (近代) 横切紙･1通 い1207-15-3

(虫損のため開封せず)　→神戸様 (近代) 横切紙･1通 い1207-15-4

記(井戸掘代金〆4円18銭受取書)　井戸屋喜平→
神戸様

(近代)5月 横切継紙･1通 い1207-15-8

記(本家大屋根修復入用14円余書付)　(名古屋和
泉町)能登屋浅七→神戸様

(近代)2月 切継紙･1通/(い1210-
9畳込一括)

い1210-9-1

(本家周り略絵図) (近代) 18.3×34.5･1鋪 い1210-9-2

　書状
奥田兵治様　林半右衛門→奥田兵治様 包紙･1点/(い975紙縒

一括)
い975-1-0

(親父方よりの手紙御覧下されたか尋ねにつき書
状)　林新介→奥田兵次様

8月6日 竪紙･1通 い975-1-1

(親父方より書状にて去冬指遣の手紙届いたか尋
ねにつき書状)　林新介→奥田兵治様

7月5日 横切継紙･1通 い975-1-2

(白鳥よりの一筆旦那も御覧なさるよう書状)　
かし→兵治様

6月19日 横切継紙･1通 い975-1-3

天満屋九兵衛様　佐野治三郎→天満屋九兵衛様 包紙･1点/(い1004紙
縒一括)

い1004-1-0

(文左衛門様へ御頼一条お断りの由承知の旨書
状)　佐野治三郎→天満屋九兵衛様

8月9日 横切継紙･1通 い1004-1-1

(昨日咄の一条につき演説書認める旨他書状)　
上の町→茂元御大人

29日 横切継紙･1通 い1004-21

(盆前利分30両受取などにつき書状)　呉服町→源
蔵様

(近世)7月13日 横切継紙･1通 い934-5

(何も取紛れ暫く罷出得申まじき旨書状)　白鳥市
左衛門→犬山屋兵治様

(近世)8月22日 横切継紙･1通 い953

(先日の一件は殊の外相違につき今明日にお出で
くださるよう書状)　白鳥市左衛門→犬山屋兵治
様

(近世)8月19日 横切継紙･1通 い957

(私よりも一応頼むよう兵助頼みの旨他書状) (近世) 断簡･2点/(破損､前欠
､後欠)

い977

(夜前お引合の金子は川文迄ご持参下さるよう書
状)岡谷→神戸条助様

27日 小切継紙･1通 い1123

(書面の趣通り願面にて軽く認め十分に抜入遣わ
すのがよい旨書状)　桑名町より→元町様

(近世) 横切継紙･1通 い989

(包紙)　→永須村名主七左衛門殿 10月1日 包紙･1点 い1200-0

(仕入の儀につき承知したので証文を書くことに
つき書状)　(市)定蔵→(永須村名主)七左衛門殿

10月29日 横切紙･1通 い1200-1

(兼て諸入用につき別紙通り詳しくお目通すべき
旨書状)　岡谷嘉兵衛→神戸条助様

(近世)12月22日 横切継紙･1通 い1126

(病気にて歩行致しがたいので道中世話方法につ
き書状)　同(奥田)清助→奥田兵次様

(近代)6月20日 横切継紙･1通/(前欠) い1245-39

(金子受渡の日限を相違致した件につき書状)　
忠四郎→加兵衛様･兵次様

7月5日 横切紙･1通 い1245-65

　金融
　個別金融
手形　小右衛門 (享和3年) 包紙･1点 い934-2-0

拝借申金子之事(商内用につき70両借用証文)　
金拝借主小右衛門･加判嘉平治→神戸旦那様御取次

享和3年亥7月 竪紙･1通 い934-2-1

覚(金3両1分余受取書)　内田→神戸文左衛門様 (近世)12月27日 切継紙･1通 い1124

(田町元金手形900両は今のままかなど書付) (近世) 切紙･1通/(い1178巻
込一括)

い1178-1

(田町貸金900両の内330両は返金になり受取った
かなど書付)

(近世) 小切継紙･1通/(前欠) い1178-2

(金5両落掌その他につき書状)　長尾長右衛門→神
戸分左衛門様

(近世)子4月26日 横切継紙･1通 い1191-4

(富沢町七兵衛の元金14両2分の手形一通につき) (近世) 小切継紙･1通 い1191-7

(質物13品受取につき書状)　近藤清兵衛→神戸文
左衛門様

12月13日 横切継紙･1通 い1191-13

覚(利足金9両受取書)　(名護屋茶屋町尾州)伊藤次
郎左衛門→神戸文左衛門殿

(近世)丑7月13日 切継紙･1通 い1214-7

明治八年熱田神宮坂町伊藤文右衛門へ貸金ニ属
スル書付

明治8年 札･1点/(い1204紙縒
一括)

い1204-1

記(片町大工庄兵衛等6軒分間口･奥行･金額書付)
　片町五人連→上

(明治8年)11月24日 横切継紙･1通/(巻込
の紙あり､元は貼付ｶ)

い1204-2

神戸家･勘定場/経営全体/書状
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(番号･人名･金額書付) (明治8年) 折紙･1通 い1204-3

(平費62銭余頂戴したいとのことにつき書状) (明治8年)3月25日 横切継紙･1通 い1204-4

(伊東一件いずれ民事に至るのでその対策につき
書状)　不破保完→神戸様

(明治8年)4月18日 横切継紙･1通 い1204-5

(岩田新七と伊藤文右衛門の貸金延滞問題につき
書状)

(明治8年)3月15日 横切継紙･1通/(い1204
-6折畳一括)

い1204-6-1

記(岩田分2円など預金取調書付) (明治8年)3月18日 横切紙･1通 い1204-6-2

(伊藤文右衛門家作引当金150円書付)　伊藤文右
衛門･組合惣代橋本甚三郎他1名

(明治8年) 罫紙･1通/(い1204-7
折畳一括)

い1204-7-1

(近藤吉蔵家作引当金150円書付)　親類惣代古橋
久兵衛他2名

(明治8年) 罫紙･1通 い1204-7-2

記(伊藤文右衛門他貸金差引勘定書付) (明治8年) 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1204-8･9折畳一
括)

い1204-8

記(伊藤文右衛門他貸金差引勘定残金10円21銭余
書付)

(明治8年) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1204-9

安井正愛延滞金請求ニ関スル事 (明治) 帯･1点/(い1101紙縒
一括)

い1101-1

(安井へ地所代償一件の談判につき書状)　不破→
神戸様

(明治)7月13日 横切継紙･1通 い1101-2

記(安井正愛へ貸金の元利金書付) (明治) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1101-3

委任状(柴田嘉幸を部理代人と定め神戸文左衛門
へ300円借用につき)　名古屋区巾下前ノ川四丁目
三拾弐番屋敷渡辺正和

明治12年12月18日 罫紙･1通/(い772一
綴)

い772-1

記(安井正愛金禄公債証書利子を委任により4円
90銭受取につき)　名古屋区東門前町伊藤和十郎
→神戸分左衛門殿

明治14年7月15日 罫紙･1通 い772-2

証(金禄公債証書抵当金として370円本日より取
換につき)　神戸分左衛門→安井正愛殿

明治12年6月18日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-3

証(金禄公債証書七分利付940円受取につき)　安
井正愛→神戸分左衛門殿

明治12年6月17日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-4

証(安井正愛金禄公債証利子金4円90銭受取につ
き)　名古屋区東門前町伊藤和十郎→神戸分左衛門
殿

明治13年12月15日 罫紙･1通 い772-5

記(金禄公債利金1円30銭受取につき)　渡辺正和
→神戸分左衛門殿

明治12年5月23日 罫紙･1通 い772-6

証(金禄公債証書1通他を抵当に300円御貸金につ
き)　柴田嘉幸→神戸分左衛門殿

明治12年12月 罫紙･1通 い772-7

証(9年第108号公布により下賜金禄公債のうち
942円85銭7厘受取につき)　第一区東尾町□(マ
マ)番地士族安井正愛･右代理第六区海西郡神戸新田
二番地平民神戸分左衛門･右町用係→愛知県令安場
保和殿

明治11年9月 罫紙･1通/(い772-8一
綴)

い772-8-1

委任状(神戸分左衛門をもって部理代人と定め金
禄公債証書利子を拝受につき)　士族安井正愛印

明治11年7月1日 罫紙･1通/(い772-8-2
は一紙)

い772-8-2-1

委任状(不破保完をもって部理代人と定め安井正
愛御渡の金禄公債証書拝受につき)　神戸分左
衛門

明治11年9月13日 罫紙･1通 い772-8-2-2

証(借用金返済につき抵当の公債証書と委任証を
受取の旨)　安井正愛→神戸分左衛門殿

明治15年6月27日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-9

神戸家･勘定場/金融/個別金融
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(番号･人名･金額書付) (明治8年) 折紙･1通 い1204-3

(平費62銭余頂戴したいとのことにつき書状) (明治8年)3月25日 横切継紙･1通 い1204-4

(伊東一件いずれ民事に至るのでその対策につき
書状)　不破保完→神戸様

(明治8年)4月18日 横切継紙･1通 い1204-5

(岩田新七と伊藤文右衛門の貸金延滞問題につき
書状)

(明治8年)3月15日 横切継紙･1通/(い1204
-6折畳一括)

い1204-6-1

記(岩田分2円など預金取調書付) (明治8年)3月18日 横切紙･1通 い1204-6-2

(伊藤文右衛門家作引当金150円書付)　伊藤文右
衛門･組合惣代橋本甚三郎他1名

(明治8年) 罫紙･1通/(い1204-7
折畳一括)

い1204-7-1

(近藤吉蔵家作引当金150円書付)　親類惣代古橋
久兵衛他2名

(明治8年) 罫紙･1通 い1204-7-2

記(伊藤文右衛門他貸金差引勘定書付) (明治8年) 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1204-8･9折畳一
括)

い1204-8

記(伊藤文右衛門他貸金差引勘定残金10円21銭余
書付)

(明治8年) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1204-9

安井正愛延滞金請求ニ関スル事 (明治) 帯･1点/(い1101紙縒
一括)

い1101-1

(安井へ地所代償一件の談判につき書状)　不破→
神戸様

(明治)7月13日 横切継紙･1通 い1101-2

記(安井正愛へ貸金の元利金書付) (明治) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1101-3

委任状(柴田嘉幸を部理代人と定め神戸文左衛門
へ300円借用につき)　名古屋区巾下前ノ川四丁目
三拾弐番屋敷渡辺正和

明治12年12月18日 罫紙･1通/(い772一
綴)

い772-1

記(安井正愛金禄公債証書利子を委任により4円
90銭受取につき)　名古屋区東門前町伊藤和十郎
→神戸分左衛門殿

明治14年7月15日 罫紙･1通 い772-2

証(金禄公債証書抵当金として370円本日より取
換につき)　神戸分左衛門→安井正愛殿

明治12年6月18日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-3

証(金禄公債証書七分利付940円受取につき)　安
井正愛→神戸分左衛門殿

明治12年6月17日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-4

証(安井正愛金禄公債証利子金4円90銭受取につ
き)　名古屋区東門前町伊藤和十郎→神戸分左衛門
殿

明治13年12月15日 罫紙･1通 い772-5

記(金禄公債利金1円30銭受取につき)　渡辺正和
→神戸分左衛門殿

明治12年5月23日 罫紙･1通 い772-6

証(金禄公債証書1通他を抵当に300円御貸金につ
き)　柴田嘉幸→神戸分左衛門殿

明治12年12月 罫紙･1通 い772-7

証(9年第108号公布により下賜金禄公債のうち
942円85銭7厘受取につき)　第一区東尾町□(マ
マ)番地士族安井正愛･右代理第六区海西郡神戸新田
二番地平民神戸分左衛門･右町用係→愛知県令安場
保和殿

明治11年9月 罫紙･1通/(い772-8一
綴)

い772-8-1

委任状(神戸分左衛門をもって部理代人と定め金
禄公債証書利子を拝受につき)　士族安井正愛印

明治11年7月1日 罫紙･1通/(い772-8-2
は一紙)

い772-8-2-1

委任状(不破保完をもって部理代人と定め安井正
愛御渡の金禄公債証書拝受につき)　神戸分左
衛門

明治11年9月13日 罫紙･1通 い772-8-2-2

証(借用金返済につき抵当の公債証書と委任証を
受取の旨)　安井正愛→神戸分左衛門殿

明治15年6月27日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-9

記(明治12年6月18日貸附～15年6月の利子書付) (明治)15年6月 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い772-10

小見正江貸金ニ関スル書付 (近代) 札･1点/(い1069紙縒
一括)

い1069-0

証書在中　天野→神戸様 (近代) 封筒(新聞紙)･1点 い1069-1-0

証(名古屋区玉屋町小見山宗法へ佐兵衛名義にて
貸金証文)　西春日井郡土器野新田天埜佐兵衛→神
戸分左衛門殿

明治14年7月9日 ｢鷗汀書屋｣用箋･1通 い1069-1-1

(渡し金の儀等につき書状)　天左→神戸 (近代)7月9日 横切継紙･1通 い1069-1-2

木挽町神戸分左衛門様　新川天埜佐兵衛→木挽町神
戸分左衛門様

(近代) 封筒･1点 い1069-2-0

(薬輔行の金につき書状)　天野→神戸様 (近代)7月8日 横切継紙･1通 い1069-2-1

※書籍借覧記(借りた書籍の返却記録)　奥田淑 (明治) 横半半(下げ二ツ目
綴)･1冊/(い1245-77
一綴)

い1245-77-1

利金御渡シ之記　神戸分右衛門 明治21年戊子12月～明
治34年4月18日

横半半(下げ二ツ目
綴)･1冊

い1245-77-2

奥田淑殿預り金返戻之記(元金500円の返済過程
につき)

(近代) 折紙･1通 い1245-77-3

(封筒)　鴻汀覧丈 (近代)12月15日 封筒･1点 い1245-77-4

増田春迩郎金子請取書 (近代) 札･1点/(い1070紙縒
一括)

い1070-0

口上(金5円落手につき)　増田泉→神戸分左衛門殿 (近代)3月31日 小切紙･1通 い1070-1

(金銭受取書)　泉□□(破損)→鷗雅頭介 (近代)6月29日 罫紙小切紙･1通 い1070-2

(今一度記帳正されたきにつき書状)　泉□□(破
損)→神戸雅頭介

(近代)12月31日 小切紙･1通 い1070-3

(金5円受取書)　泉□□(破損)→鷗汀監 (近代)5月14日 小切紙･1通 い1070-4

(金7円落手につき書状)　増田泉→神戸分左衛門殿 (近代)8月13日 小切紙･1通 い1070-5

(金10円受取書)　増田泉→神戸分左衛門殿 (近代)3月23日 小切紙･1通 い1070-6

(金10円受取書)　増田春迩郎(泉)→神戸分左衛門殿 (近代)7月11日 小切紙･1通 い1070-7

口上(利金の儀につき)　増田→神戸雅頭介 (近代)12月30日 小切紙･1通 い1070-8

神戸分左衛門様　内田馬耕→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い1245-33-0

(預け金280円余28日に渡してくれるようにとの
書状)　内田馬耕→神戸分左衛門様

(近代)1月25日 横切紙･1通 い1245-33-1

(金銭の渡し方並びに証文などにつき書状)　内
隠→神戸様

(近代)1月26日 切継紙･1通 い1245-33-2

(金子証文書き換えの件につき書状)　飯沼百ノ助
･岩田瀬兵衛→犬山屋文左衛門様

8月29日 切継紙･1通 い1245-74

(病気の状態につき伺書)　同(奥田)清助→奥田兵
治様

8月20日 切継紙･1通 い1245-76

記(利子･借金差引50円余勘定書付) (近代) 折紙･1通 い1246-12

　領主金融
　成瀬大和守

(年賦米通一冊送付ならびに概値段の件につき書
状)　若原治部助→神戸分左衛門様

(近世)正月27日 横切継紙･1通 い932

神戸家･勘定場/金融/個別金融
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　石河権右衛門

(石河様行菓子折代など勘定書) 横切紙･1通 い816-23

(先日無心の金子御礼の儀等につき書状)　石河権
右衛門→犬山屋文左衛門様

(近世)閏12月朔日 横切継紙･1通 い1074-13

(先日頼んだ調の事を再度頼みにつき書状)　石
河権右衛門→犬山屋文左衛門様

3月23日 横切継紙･1通 い1191-10

(宝暦年間の石河様手形合計850両他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-17

石河様借上金(借上金〆金870両書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-18

　椙山貞内

(7ヶ年中の訳等につき書状)　椙山貞内→神戸分左
衛門様

12月27日 横切紙･1通 い1074-12

(断簡)　椙山→分左衛門様 断簡･1点/(い1074-9
とい1074-12の間に
あった断簡､作成･請
取の一部のみ)

い1074-10

｢･･･○印仕切不見｣(断簡) 断簡･1点/(い1074-9
とい1074-12の間に
あった断簡)

い1074-11

(椙山氏の事承知につき書状) 12月22日 横切継紙･1通 い1074-16

　津金文左衛門

覚(切米金2分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文
左衛門殿

(近世)後11月6日 横切紙･1通/(全体を
纏める紐あり)

い1192-1

覚(金12両受取ならびに江戸前臨時物入等入用理
由書付につき)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子11月12日 横切紙･1通 い1192-2

覚(金19両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文
左衛門殿

宝暦6年子11月12日 横切紙･1通 い1192-3

覚(津金文左衛門胤臣の一年分の路銀など書付) 包紙･2点/(い1192-9
包紙一括)/(反故紙使
用)

い1192-9-0

覚(金7両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子4月26日 切紙･1通/(い1192-9-
1一綴)

い1192-9-1-1

覚(金4両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子5月15日 切紙･1通 い1192-9-1-2

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子5月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-3

覚(金3両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子5月28日 切紙･1通 い1192-9-1-4

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年丙子6月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-5

覚(金1両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子6月8日 切紙･1通 い1192-9-1-6

覚(金3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子6月21日 切紙･1通 い1192-9-1-7

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子7月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-8

神戸家･勘定場/金融/領主金融/石河権右衛門
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　石河権右衛門

(石河様行菓子折代など勘定書) 横切紙･1通 い816-23

(先日無心の金子御礼の儀等につき書状)　石河権
右衛門→犬山屋文左衛門様

(近世)閏12月朔日 横切継紙･1通 い1074-13

(先日頼んだ調の事を再度頼みにつき書状)　石
河権右衛門→犬山屋文左衛門様

3月23日 横切継紙･1通 い1191-10

(宝暦年間の石河様手形合計850両他勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-17

石河様借上金(借上金〆金870両書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-18

　椙山貞内

(7ヶ年中の訳等につき書状)　椙山貞内→神戸分左
衛門様

12月27日 横切紙･1通 い1074-12

(断簡)　椙山→分左衛門様 断簡･1点/(い1074-9
とい1074-12の間に
あった断簡､作成･請
取の一部のみ)

い1074-10

｢･･･○印仕切不見｣(断簡) 断簡･1点/(い1074-9
とい1074-12の間に
あった断簡)

い1074-11

(椙山氏の事承知につき書状) 12月22日 横切継紙･1通 い1074-16

　津金文左衛門

覚(切米金2分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文
左衛門殿

(近世)後11月6日 横切紙･1通/(全体を
纏める紐あり)

い1192-1

覚(金12両受取ならびに江戸前臨時物入等入用理
由書付につき)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子11月12日 横切紙･1通 い1192-2

覚(金19両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文
左衛門殿

宝暦6年子11月12日 横切紙･1通 い1192-3

覚(津金文左衛門胤臣の一年分の路銀など書付) 包紙･2点/(い1192-9
包紙一括)/(反故紙使
用)

い1192-9-0

覚(金7両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子4月26日 切紙･1通/(い1192-9-
1一綴)

い1192-9-1-1

覚(金4両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子5月15日 切紙･1通 い1192-9-1-2

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子5月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-3

覚(金3両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子5月28日 切紙･1通 い1192-9-1-4

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年丙子6月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-5

覚(金1両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子6月8日 切紙･1通 い1192-9-1-6

覚(金3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子6月21日 切紙･1通 い1192-9-1-7

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子7月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-8

覚(金3両2分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子7月5日 切紙･1通 い1192-9-1-9

覚(金11両2分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文
左衛門殿

宝暦6年子7月11日 切紙･1通 い1192-9-1-10

覚(金2両3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子8月 切紙･1通 い1192-9-1-11

覚(金3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子8月12日 切紙･1通 い1192-9-1-12

覚(金7両3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子8月9日 切紙･1通 い1192-9-1-13

覚(金2両3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子9月2日 切紙･1通 い1192-9-1-14

覚(金1両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子9月13日 切紙･1通 い1192-9-1-15

覚(金2両3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子10月2日 切紙･1通 い1192-9-1-16

覚(金2分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子10月7日 切紙･1通 い1192-9-1-17

覚(金2分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子10月18日 切紙･1通 い1192-9-1-18

覚(金3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子10月23日 切紙･1通 い1192-9-1-19

覚(金2両3分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左
衛門殿

宝暦6年子11月朔日 切紙･1通 い1192-9-1-20

覚(金3両受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸文左衛
門殿

宝暦6年子11月15日 切紙･1通 い1192-9-2

覚(〆金10両1分受取書)　津金文左衛門胤臣→神戸
文左衛門殿

宝暦6年子11月 切紙･1通 い1192-9-3

手形　津金文左衛門 包紙･1点 い1192-9-4-0

借用申金子之事(金6両借用書)　津金文左衛門胤臣
→神戸文左衛門殿

宝暦6年子10月朔日 竪切紙･1通/(い1192-
9-4～5紙縒一括)

い1192-9-4-1

請取　津金文左衛門 包紙･1点 い1192-9-5-0

覚(寛延2年前後の金銭受取差引勘定書) (近世)9月21日 横切継紙･1通 い1192-9-5-1

　その他

(包紙) 包紙･1点/(い1192-10
包紙一括)

い1192-10-0

覚(年賦米･金差引勘定書〆199両余) (近世)申12月 横切継紙･1通 い1192-10-1

(借用金勘定の儀につき金子方へお断り申すよう
にとのことにつき書状)　＊い1191-17と関連　
中嶋佐五右衛門･清水丈左衛門･杉浦善太夫→犬山屋
文左衛門様

(近世)11月晦日 横切継紙･1通 い1192-10-2

(金子100両工面願い並びに後に本手形を引き替
るとのことにつき書状)　中嶋佐五右衛門→神戸
文左衛門様

(近世)2月10日 横切継紙･1通 い1192-10-3

覚(借用金利足の内金30両2分余返済受取書)　中
嶋佐五右衛門→神戸文左衛門殿

元文3年午10月22日 竪紙･1通 い1192-10-4

覚(借用米･金差引勘定13両2分余書付) (近世)寅6月4日 横切継紙･1通 い1192-10-5

神戸家･勘定場/金融/領主金融/津金文左衛門
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覚(去丑年借用金手形15通預りにつき)　中嶋佐五
右衛門→神戸分左衛門殿

(近世) 竪紙･1通 い1192-10-6

覚(寛延元辰12月～戌12月迄〆1220両借用金子勘
定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1192-10-7

(元利112両年賦割など書付) (近世) 横切紙･1通/(い1193-
10-8～9畳込一括)

い1192-10-8

(当未年迄の元利103両余の年賦割など書付) (近世) 横切紙･1通 い1192-10-9

(200両の手形など受取書)　美原治郎→神戸文左衛
門様

(近世)12月27日 横切紙･1通 い1192-10-10

覚(年々借金880両差引勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-11

覚(戌年よりの金子借用利足金差引勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-12

覚(借金利足〆金87両2分勘定書付) (近世)酉12月 横切紙･1通 い1192-10-13

覚(滞り利足〆1751両3分勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-14

(借金利足〆2261両余勘定書付) (近世) 横切継紙･1通/(訂正
貼紙あり)

い1192-10-15

(借用金200両の内100両返済にてその後の手続き
につき書状)　清水丈左衛門→神戸文左衛門様

(近世)12月17日 横切継紙･1通 い1192-10-19

借用申金子之事(屋敷勝手入用として合金100両
借用証文､写)　重松直右衛門･鳥居嘉右衛門･笹岡
文五右衛門･横井忠右衛門､(裏書)大竹伝兵衛･中川
三九郎→神戸文左衛門殿

文化元年子8月 横切継紙･1通 い940-3

借用仕金子之事(要用につき1両借用証文)　安井
斉助→犬山屋文左衛門殿

文化7年午8月 竪紙･1通 い934-3

覚(金5両預り書)　伊藤孫右衛門(花押)→神戸文左
衛門様

(近世)寅極月11日 小切紙･1通 い930-5

(30両借用願につき書状ならびに神戸弥左衛門取
替金受取書)　小沢市左衛門→犬山屋作蔵殿

(近世)11月28日 横切継紙･1通 い934-4

覚(取交にて受取預り置代正金14両･大札にて渡
置代米切手14両を今般入替置につき)　水野平
左衛門→神戸堅吾様

(近世)亥7月 切紙･1通 い964

犬山屋文左衛門様　笹岡文五右衛門 封筒･1点 い1004-8-0

口演(内談一条で矢野氏に面談し委細承知の旨)
　笹岡文五右衛門→犬山屋文左衛門様

3月3日 横切継紙･1通 い1004-8-1

(2両の手形返上につき書状) (近世)閏12月朔日 横切継紙･1通 い1074-14

(証文に相違なく勘定出来の儀等につき書状下
書)

横切継紙･1通 い1074-15

覚(金4両2分余両替金受取証)　山口角大夫内横山
源右衛門→神戸文左衛門様

(近世)丑7月13日 小切紙･1通 い1148

入目録(石河伊賀様他の金子手形･証文記録につ
き)

(近世) 横切紙･1通 い1191-8

(借用金返済滞り､ならびに普請入用につき書状)
　大野幸右衛門･加藤小兵衛→□兵衛様

(近世)12月22日 折紙･1通 い1191-16

(元金150両の利足5両余書付) (近世) 切紙･1通/(い1218-3
貼継一括)

い1218-3-1

丑暮前利足受取之覚(利足5両余米札にて受取書) (近世) 切紙･1通 い1218-3-2

子暮正覚寺より利足受取書(利足等345匁余差引
勘定書)

(近世)子11月29日 切紙･1通 い1218-3-3

神戸家･勘定場/金融/領主金融/その他
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覚(去丑年借用金手形15通預りにつき)　中嶋佐五
右衛門→神戸分左衛門殿

(近世) 竪紙･1通 い1192-10-6

覚(寛延元辰12月～戌12月迄〆1220両借用金子勘
定書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1192-10-7

(元利112両年賦割など書付) (近世) 横切紙･1通/(い1193-
10-8～9畳込一括)

い1192-10-8

(当未年迄の元利103両余の年賦割など書付) (近世) 横切紙･1通 い1192-10-9

(200両の手形など受取書)　美原治郎→神戸文左衛
門様

(近世)12月27日 横切紙･1通 い1192-10-10

覚(年々借金880両差引勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-11

覚(戌年よりの金子借用利足金差引勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-12

覚(借金利足〆金87両2分勘定書付) (近世)酉12月 横切紙･1通 い1192-10-13

覚(滞り利足〆1751両3分勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い1192-10-14

(借金利足〆2261両余勘定書付) (近世) 横切継紙･1通/(訂正
貼紙あり)

い1192-10-15

(借用金200両の内100両返済にてその後の手続き
につき書状)　清水丈左衛門→神戸文左衛門様

(近世)12月17日 横切継紙･1通 い1192-10-19

借用申金子之事(屋敷勝手入用として合金100両
借用証文､写)　重松直右衛門･鳥居嘉右衛門･笹岡
文五右衛門･横井忠右衛門､(裏書)大竹伝兵衛･中川
三九郎→神戸文左衛門殿

文化元年子8月 横切継紙･1通 い940-3

借用仕金子之事(要用につき1両借用証文)　安井
斉助→犬山屋文左衛門殿

文化7年午8月 竪紙･1通 い934-3

覚(金5両預り書)　伊藤孫右衛門(花押)→神戸文左
衛門様

(近世)寅極月11日 小切紙･1通 い930-5

(30両借用願につき書状ならびに神戸弥左衛門取
替金受取書)　小沢市左衛門→犬山屋作蔵殿

(近世)11月28日 横切継紙･1通 い934-4

覚(取交にて受取預り置代正金14両･大札にて渡
置代米切手14両を今般入替置につき)　水野平
左衛門→神戸堅吾様

(近世)亥7月 切紙･1通 い964

犬山屋文左衛門様　笹岡文五右衛門 封筒･1点 い1004-8-0

口演(内談一条で矢野氏に面談し委細承知の旨)
　笹岡文五右衛門→犬山屋文左衛門様

3月3日 横切継紙･1通 い1004-8-1

(2両の手形返上につき書状) (近世)閏12月朔日 横切継紙･1通 い1074-14

(証文に相違なく勘定出来の儀等につき書状下
書)

横切継紙･1通 い1074-15

覚(金4両2分余両替金受取証)　山口角大夫内横山
源右衛門→神戸文左衛門様

(近世)丑7月13日 小切紙･1通 い1148

入目録(石河伊賀様他の金子手形･証文記録につ
き)

(近世) 横切紙･1通 い1191-8

(借用金返済滞り､ならびに普請入用につき書状)
　大野幸右衛門･加藤小兵衛→□兵衛様

(近世)12月22日 折紙･1通 い1191-16

(元金150両の利足5両余書付) (近世) 切紙･1通/(い1218-3
貼継一括)

い1218-3-1

丑暮前利足受取之覚(利足5両余米札にて受取書) (近世) 切紙･1通 い1218-3-2

子暮正覚寺より利足受取書(利足等345匁余差引
勘定書)

(近世)子11月29日 切紙･1通 い1218-3-3

(米札100両の用途書付) (近世) 切紙･1通/(反故) い1218-3-4

　借入･預かり金
　丹羽助右衛門

文化三寅七月十一日返金ニ付戻り手形　戻り手
形并受取書　丹羽助右衛門殿

(近世) 包紙･1点 い1214-13-0

覚(元金100両･利金3両受取書)　丹羽助右衛門→犬
山屋文右衛門殿

文化3年寅7月11日 切継紙･1通 い1214-13-1

預り申金子之事(金100両預り証文)　犬山屋分右
衛門→丹羽助右衛門様･同彦十郎様

享和4年子2月 竪紙･1通 い1214-13-2

丹羽助左(右)衛門殿利足受取 (近世)丑12月26日 包紙･1点 い1214-5-0

覚(利足金3両受取書)　丹羽助右衛門→犬山屋文左
衛門様

(近世)丑12月26日 切紙･1通 い1214-5-1

覚(利足金2両受取書)　丹羽助右衛門→犬山屋文左
衛門様

(近世)亥12月29日 切継紙･1通 い1214-9

覚(利足金3両受取書)　丹羽助右衛門→犬山屋文右
衛門様

(近世)丑7月13日 切紙･1通 い1214-10

覚(利足金2両余受取書)　丹羽助右衛門→犬山屋分
右衛門様

(近世)子7月11日 切紙･1通 い1214-11

覚(利足金3両受取書)　丹羽助右衛門→神戸文左衛
門様

(近世)子12月27日 切紙･1通 い1214-4

　室賀正興

室賀正興ニ係ル貸借金書類 (明治) 札･1点/(い1097紙縒
一括)

い1097-0

(封筒)　主税町室賀源五郎方ニて近藤貞幹･碓氷重治
→名古屋木挽町弐町目神戸文左衛門殿

(明治)18年4月6日 封筒･1点 い1097-1-0

(室賀家よりの預金の儀等につき書状)　室賀源五
郎後見人近藤貞幹･同親類碓氷重治→神戸分左衛門
伝夫

(明治)18年4月6日 横切継紙･1通 い1097-1-1

金借用証書(金300円借用につき)　＊抹消済　右
金借用本人神戸分□□□→室賀源五郎殿

明治15年1月1日 罫紙･1通 い1097-2

借用金利子御渡シ之通　神戸分左衛門→室賀正興殿 明治12年6月30日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1097-3

(封筒)　室賀正興→神戸分左衛門様 (明治) 封筒･1点 い1097-4-0

(金子･証書落手につき礼状)　正興→分左衛門様 (明治)9月6日 横切継紙･1通 い1097-4-1

(封筒)　室賀正興→神戸分左衛門様 (明治)9月 封筒･1点 い1097-5-0

(拝借物返上猶予願書)　正興→分左衛門様 (明治)12月20日 横切継紙･1通 い1097-5-1

(証書への印紙調用省略願書)　正興→分左衛門様 (明治)9月6日 小切紙･1通/(い1097-
4-1の別紙)

い1097-6

(預ケ金利子落掌につき書状)　源五郎代理近藤貞
幹→神戸文左衛門君

(明治)16年6月28日 横切紙･1通 い1097-7

(金子戴きの世話など礼状)　正興→分左衛門様 (明治)12月31日 罫紙･1通 い1097-8

　栗田美稲

記(金3円受取書)　粟田美稲→神戸分左衛門様 明治19年7月11日 切紙･1通 い1207-16

神戸家･勘定場/金融/領主金融/その他
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粟田くわより神戸への貸金美稲へ返済ニ付差入
レタル証券

明治19年8月10日 封筒･1点/(い1245-89
･90紙縒一括)

い1245-89-0

証(元金50円など返済証文)　粟田美稲→神戸分左
衛門殿

明治19年8月10日 罫紙･1通 い1245-89-1

(本年前半年分利子拝受証書差し出しにつき書
状)　粟田美稲→神戸分左衛門様

(近代)7月23日 横切紙･1通 い1022-1

証(本年1月より6月までの利子受取書)　粟田美稲
→神戸分左衛門様

(近代)7月23日 小切紙･1通 い1022-2

神戸分左衛門様　粟田美稲→神戸分左衛門様 (近代)8月30日 封筒･1点 い1245-90-0

(恵興金下付につき書状)　粟田美稲→神戸分左衛
門様

(近代)8月30日 横切継紙･1通 い1245-90-1

記(利足金1円余受取書)　粟田くわ→神戸御旦那様 (近代)子12月31日 切紙･1通 い1245-101

神戸分左衛門様　粟田美稲→神戸分左衛門様 (近代)7月23日 封筒･1点 い1022-0

　天埜佐兵衛

金五百四拾円　天野佐兵衛 明治15年1月13日 封筒･1点 い1080-0

証(金540円分受取書)　天野→神戸様 (明治)15年1月13日 小切紙･1通 い1080-1

覚(金700円より550円を引き150円の書付)　天野
→神戸様

(明治)15年4月29日 切継紙･1通 い1184

覚(金利2口受取書)　天野佐兵衛→神戸分左衛門様 明治19年7月21日 小切紙･1通 い1081

廿八年利子請取書　愛知縣西春日井郡新川町天埜佐
兵衛→神戸様

(明治)28年 封筒･1点 い1245-30-0

記(明治28年利子120円余受取書)　(尾州新川)天
埜佐兵衛→神戸様

明治29年2月13日 切紙･1通 い1245-30-1

(別紙の通り金銭を受け取った旨等につき書状) (明治29年)2月13日 横切継紙･1通 い1245-30-2

三十一年利子受取　愛知縣西春日井郡新川町天埜佐
兵衛→神戸様

(明治32年) 封筒･1点 い1245-19-0

記(明治31年利子173円余受取書)　(尾州新川)天
埜佐兵衛→神戸様

明治32年3月27日 切継紙･1通 い1245-19-1

(別紙領収書送付等につき書状)　天野三郎→神戸
様

(明治32年)3月27日 横切継紙･1通 い1245-19-2

三十二年利子受取文書　愛知縣西春日井郡新川町天
埜佐兵衛→神戸様

(明治33年) 封筒･1点 い1245-23-0

(利子146円余受取書)　天埜→神戸様 (明治33年)4月6日 横切継紙･1通 い1245-23-1

　その他

桔梗屋佐兵衛　調達ニ付　弐百両賄候節手形返
金故戻り受取

享和3年亥5月4日 包紙･1点/(い1214紙
縒一括)

い1214-1-0

家屋敷質物書入借用申金子之事(塩町家屋敷質物
に金200両受取書)　借り主犬山屋文左衛門､(奥
書)組頭庄兵衛･町代庄右衛門→上七間町佐兵衛殿御
取次

享和3年亥5月 竪紙･1通 い1214-1-1

覚(七カ月間利足5両余受取書)　伊藤卯兵衛(名護
屋茶屋町尾州伊藤)→神戸様

(近世)丑12月29日 小切継紙･1通 い1214-2

神戸家･勘定場/金融/借入･預かり金/栗田美稲
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粟田くわより神戸への貸金美稲へ返済ニ付差入
レタル証券

明治19年8月10日 封筒･1点/(い1245-89
･90紙縒一括)

い1245-89-0

証(元金50円など返済証文)　粟田美稲→神戸分左
衛門殿

明治19年8月10日 罫紙･1通 い1245-89-1

(本年前半年分利子拝受証書差し出しにつき書
状)　粟田美稲→神戸分左衛門様

(近代)7月23日 横切紙･1通 い1022-1

証(本年1月より6月までの利子受取書)　粟田美稲
→神戸分左衛門様

(近代)7月23日 小切紙･1通 い1022-2

神戸分左衛門様　粟田美稲→神戸分左衛門様 (近代)8月30日 封筒･1点 い1245-90-0

(恵興金下付につき書状)　粟田美稲→神戸分左衛
門様

(近代)8月30日 横切継紙･1通 い1245-90-1

記(利足金1円余受取書)　粟田くわ→神戸御旦那様 (近代)子12月31日 切紙･1通 い1245-101

神戸分左衛門様　粟田美稲→神戸分左衛門様 (近代)7月23日 封筒･1点 い1022-0

　天埜佐兵衛

金五百四拾円　天野佐兵衛 明治15年1月13日 封筒･1点 い1080-0

証(金540円分受取書)　天野→神戸様 (明治)15年1月13日 小切紙･1通 い1080-1

覚(金700円より550円を引き150円の書付)　天野
→神戸様

(明治)15年4月29日 切継紙･1通 い1184

覚(金利2口受取書)　天野佐兵衛→神戸分左衛門様 明治19年7月21日 小切紙･1通 い1081

廿八年利子請取書　愛知縣西春日井郡新川町天埜佐
兵衛→神戸様

(明治)28年 封筒･1点 い1245-30-0

記(明治28年利子120円余受取書)　(尾州新川)天
埜佐兵衛→神戸様

明治29年2月13日 切紙･1通 い1245-30-1

(別紙の通り金銭を受け取った旨等につき書状) (明治29年)2月13日 横切継紙･1通 い1245-30-2

三十一年利子受取　愛知縣西春日井郡新川町天埜佐
兵衛→神戸様

(明治32年) 封筒･1点 い1245-19-0

記(明治31年利子173円余受取書)　(尾州新川)天
埜佐兵衛→神戸様

明治32年3月27日 切継紙･1通 い1245-19-1

(別紙領収書送付等につき書状)　天野三郎→神戸
様

(明治32年)3月27日 横切継紙･1通 い1245-19-2

三十二年利子受取文書　愛知縣西春日井郡新川町天
埜佐兵衛→神戸様

(明治33年) 封筒･1点 い1245-23-0

(利子146円余受取書)　天埜→神戸様 (明治33年)4月6日 横切継紙･1通 い1245-23-1

　その他

桔梗屋佐兵衛　調達ニ付　弐百両賄候節手形返
金故戻り受取

享和3年亥5月4日 包紙･1点/(い1214紙
縒一括)

い1214-1-0

家屋敷質物書入借用申金子之事(塩町家屋敷質物
に金200両受取書)　借り主犬山屋文左衛門､(奥
書)組頭庄兵衛･町代庄右衛門→上七間町佐兵衛殿御
取次

享和3年亥5月 竪紙･1通 い1214-1-1

覚(七カ月間利足5両余受取書)　伊藤卯兵衛(名護
屋茶屋町尾州伊藤)→神戸様

(近世)丑12月29日 小切継紙･1通 い1214-2

覚(六カ月間利足13両余など受取書)　伊藤次郎左
衛門(名護屋茶屋町尾州伊藤)→神戸文左衛門殿

(近世)子極月大晦日 切継紙･1通 い1214-3

家屋敷質物ニ書入借用申金子之事并覚(五條町家
屋敷質物に金300両受取書ならびに借用金返済
書)　＊裏書あり　借り主犬山屋文右衛門､(奥書)組
頭仙右衛門･町代幸右衛門･同断清左衛門→伊藤屋次
郎左衛門殿

享和3年亥8月 竪紙･1通 い1214-12

三月切　謹也様　手形并印鑑アリ (近世) 包紙･1点 い936-4-0

印判(神戸謹也印影)　神戸謹也 (近世) 札･1点 い936-4-1

覚(新田への差入金米切手で返却につき約定証
文)　同(神戸)文左衛門→神戸謹也殿

(近世)寅6月2日 横切継紙･1通 い936-4-2

(川方屋利足返済のため是迄の手形をお戻し下さ
るべき等につき書状)　(神戸)謹也→神戸文左衛
門様

(近世)6月19日 横切継紙･1通/(い936
-4-0と巻込一括)

い936-4-3

※覚(頼母子講親脇会弐口分預り書)　神戸弥兵衛
→神戸孫六殿

文化10年酉4月 横切継紙･1通/(い936
-4-0と巻込一括)

い936-4-4

借用仕ル金子之事(米切手金200両元金借用につ
き)　金納借主犬山屋文左衛門･親類証人天満屋九兵
衛→竹腰様御勝手方御役所

天保13年寅12月 竪紙･1通/(い807-1,2
は紙片で連結)

い807-1

別紙添証文之事(本証文米切手金200両内実は当
月より拝借につき)　金納借主犬山屋文左衛門･親
類証人天満屋九兵衛→竹腰様御勝手方御役所

天保14年卯3月 竪紙･1通 い807-2

覚(竹腰様拝借金残金勘定書) (近世)11月29日 横切継紙･1通 い806

家屋敷質物書入借用之金子之事(正万寺町弐丁目
西側家屋敷にて金100両借用証文扣)　神戸文左
衛門→商方会所兵助殿御取次おゑい殿

文久元年酉7月 竪紙･1通 い1073

①(引合の一件を受取り御書付を返上する旨書
状)､②覚(金4両と利足金80匁受取書)　①浦町
→神戸様､②天九→神戸様

(近世)①4､②4月①
29､②29日

切継紙･1通 い1115

(高田様よりお預り金の件につき詳細報告他書
状)　与三郎→堅吾様

(近世)3月14日 横切継紙･1通 い1131

覚(返利金差上書)　上分左衛門→下九兵衛様 (近世)丑12月24日 小切紙･1通 い1085

利金御渡之証　神戸分左衛門→野村稲守殿(正彦) 明治13年庚辰1月31日 横長半(一ツ綴)･1冊
/(紙縒りで括り)/(貼
紙上書｢野村稲守利金
請取書｣)

い1226

利金御渡之通　神戸分左衛門→牧光葆殿 明治13年庚辰7月1日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1213-2

牧光葆ヨリ預り金返戻本人証券 (明治)21年7月29日 札･1点/(い1213紙縒
一括)

い1213-1

証(貴殿への預け金受取証文)　牧光葆→神戸分左
衛門殿

明治21年7月29日 竪紙･1通 い1213-3

　その他
(田地質入証文下書の取扱いにつき伺書) (元文元年辰)12月14

日
横切紙･1通 い1074-2

書入申質地之覚(元金100両分の質地〆1町6反5畝
16歩書付)　＊い1192-10と関連　中嶋次郎左衛門
→中嶋佐五右衛門殿･清水丈左衛門殿･杉浦善太夫殿
他1名

寛延3年午11月 横長美(ひねり綴)･1
冊

い1191-17

神戸家･勘定場/金融/借入･預かり金/その他
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記(15ヶ年分返納書付) (近世) 折紙･1通/(添紙共) い759-3

鹿児島県伺(年賦利率算出法写) (近世) 竪半(ひねり綴)･1冊 い759-4

内密用(200両借金依頼の件につき) (近世)戌9月5日 横切継紙･1通 い1004-24-18

覚(金子元金･利金勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い1192-6

(貴殿より河村吉兵衛･森平三郎への借用金は返
期延滞につき拙者弁済の旨書状､下書)

(近代) 罫紙･1通/(い1174-4
巻込一括)

い1174-4-1

(山田満蔵より横井理介へ建物を書入質として金
400円借用の旨メモ)

明治9年5月4日 小切紙･1通 い1174-4-2

御取換金元利月済受取帳(控)　神戸分左衛門→村
井高忠殿

明治11年戊寅4月26日 横半半(一ツ綴)･1冊 い769

人民官金私借年賦済一時返納規則并計算 (近代) 小切紙･1点/(い759紙
縒一括)

い759-1

千円利引銭(6～8年分) (近代) 小切紙･1通 い759-2

(山田満蔵･森平三郎･河村吉兵衛の住所書付) (近代) 罫紙･1通/(い1174紙
縒一括)

い1174-1

①保証書(貸金勘解願につき鈴木与一を代人にす
る旨､雛形)､②代人届(貸金勘解願につき鈴木
与一を代人に頼む旨､雛形)　①何郡何村戸長→
名古屋区裁判所長判事輔藤瀬真宜殿､②原告人→名
古屋区裁判所長判事輔藤瀬真宜殿

(近代) 罫紙･1通 い1174-2

(木吉次郎へ150円を昨12年7月～15年6月借用の
旨メモ)

(近代) 小切紙･1通 い1174-3

(借用分･返済分の金額書付) (近代) 折紙･1通 い1190-7

記(金額･利子書付) (近代) 折紙･1通 い1147

(愚妻急病で相果て難渋のため別紙手形にて取替
願につき書状)

12月3日 横切継紙･1通 い1191-9

　材木取引
木場屋敷図面 包紙･1点 い781-0

(神戸文左衛門扣地を含む木場屋敷絵図) 25.4×135.7･1鋪 い781-1

覚(飛州御用木等請取金仲間割賦計算書) (近世)亥12月21日 横切継紙･1通 い972

覚(笠松御用木残金など仲間割賦計算書) (近世)亥7月6日 横切継紙･1通 い973

金子請払覚(飛州御用木乗賃､笠松御用木残金に
つき受払勘定書)　＊｢神戸弥左衛門借シ金｣　大
海伊兵衛→河合嘉兵衛様

(近世)7月3日 竪継紙･1通 い974

　地主経営全体
　諸帳簿
①十八年度掟米之内請取米(神戸新田･源兵衛新
田他)､②十八年度掟米之内(神戸新田･服岡新
田･氷室新田他納高書付)､③出米之覚(御講米･
手作米など書付)

明治18年12月～19年
10月

横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1190紙縒一括｡い
1190-1を綴じた紙縒
りに､い1190-2を束ね
た紙縒りが連結)

い1190-1

※送り状(海西郡神戸新田の明治18年分掟米の内
納米294俵積送)　右(神戸)新田支配人早川忠兵衛
→名古屋木挽丁御勘定場衆中

明治19年1月8日 罫紙･1通/(い1190-2
は一綴りのうえ紙縒
りで束ね)

い1190-2-1

※送り状之事(神戸新田の明治18年分掟米の内納
米313俵積廻)　右(神戸)新田支配人早川忠兵衛→
名古屋木挽丁御勘定場御中

(明治)19年1月13日 罫紙･1通 い1190-2-2

神戸家･勘定場/金融/その他
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記(15ヶ年分返納書付) (近世) 折紙･1通/(添紙共) い759-3

鹿児島県伺(年賦利率算出法写) (近世) 竪半(ひねり綴)･1冊 い759-4

内密用(200両借金依頼の件につき) (近世)戌9月5日 横切継紙･1通 い1004-24-18

覚(金子元金･利金勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い1192-6

(貴殿より河村吉兵衛･森平三郎への借用金は返
期延滞につき拙者弁済の旨書状､下書)

(近代) 罫紙･1通/(い1174-4
巻込一括)

い1174-4-1

(山田満蔵より横井理介へ建物を書入質として金
400円借用の旨メモ)

明治9年5月4日 小切紙･1通 い1174-4-2

御取換金元利月済受取帳(控)　神戸分左衛門→村
井高忠殿

明治11年戊寅4月26日 横半半(一ツ綴)･1冊 い769

人民官金私借年賦済一時返納規則并計算 (近代) 小切紙･1点/(い759紙
縒一括)

い759-1

千円利引銭(6～8年分) (近代) 小切紙･1通 い759-2

(山田満蔵･森平三郎･河村吉兵衛の住所書付) (近代) 罫紙･1通/(い1174紙
縒一括)

い1174-1

①保証書(貸金勘解願につき鈴木与一を代人にす
る旨､雛形)､②代人届(貸金勘解願につき鈴木
与一を代人に頼む旨､雛形)　①何郡何村戸長→
名古屋区裁判所長判事輔藤瀬真宜殿､②原告人→名
古屋区裁判所長判事輔藤瀬真宜殿

(近代) 罫紙･1通 い1174-2

(木吉次郎へ150円を昨12年7月～15年6月借用の
旨メモ)

(近代) 小切紙･1通 い1174-3

(借用分･返済分の金額書付) (近代) 折紙･1通 い1190-7

記(金額･利子書付) (近代) 折紙･1通 い1147

(愚妻急病で相果て難渋のため別紙手形にて取替
願につき書状)

12月3日 横切継紙･1通 い1191-9

　材木取引
木場屋敷図面 包紙･1点 い781-0

(神戸文左衛門扣地を含む木場屋敷絵図) 25.4×135.7･1鋪 い781-1

覚(飛州御用木等請取金仲間割賦計算書) (近世)亥12月21日 横切継紙･1通 い972

覚(笠松御用木残金など仲間割賦計算書) (近世)亥7月6日 横切継紙･1通 い973

金子請払覚(飛州御用木乗賃､笠松御用木残金に
つき受払勘定書)　＊｢神戸弥左衛門借シ金｣　大
海伊兵衛→河合嘉兵衛様

(近世)7月3日 竪継紙･1通 い974

　地主経営全体
　諸帳簿
①十八年度掟米之内請取米(神戸新田･源兵衛新
田他)､②十八年度掟米之内(神戸新田･服岡新
田･氷室新田他納高書付)､③出米之覚(御講米･
手作米など書付)

明治18年12月～19年
10月

横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1190紙縒一括｡い
1190-1を綴じた紙縒
りに､い1190-2を束ね
た紙縒りが連結)

い1190-1

※送り状(海西郡神戸新田の明治18年分掟米の内
納米294俵積送)　右(神戸)新田支配人早川忠兵衛
→名古屋木挽丁御勘定場衆中

明治19年1月8日 罫紙･1通/(い1190-2
は一綴りのうえ紙縒
りで束ね)

い1190-2-1

※送り状之事(神戸新田の明治18年分掟米の内納
米313俵積廻)　右(神戸)新田支配人早川忠兵衛→
名古屋木挽丁御勘定場御中

(明治)19年1月13日 罫紙･1通 い1190-2-2

※送り状之事(海西郡神戸新田の明治18年分掟米
の内米313俵･餅米5俵積廻)　右(神戸)新田支配
人早川忠兵衛→名古屋区木挽丁御勘定場御中

明治19年1月20日 竪切紙･1通 い1190-2-3

※送り状之事(神戸新田の明治18年掟米の内米
307俵積送)　右(神戸)新田送り主早川忠兵衛→木
挽丁御勘定場

(明治)19年1月25日 罫紙･1通 い1190-2-4

※送り状之事(服岡新田下ノ郷･神戸新田の明治
18年分掟米の内米308俵積送)　送り主早川忠兵
衛→名古屋木挽丁御勘定場

(明治)19年1月28日 罫紙･1通 い1190-2-5

※送り状之事(明治18年分掟米の内米300俵積廻)
　忠兵衛→木挽丁御勘定場

明治19年2月7日 切紙･1通 い1190-2-6

※納米送り状之事(明治18年分掟米の内米61俵皆
済し積入)　忠兵衛→木挽丁御勘定場

(明治)19年2月11日 切紙･1通 い1190-2-7

①十七年度掟米納蔵入扣(神戸新田･源兵衛新田
他)､②十七年度納米之内出米扣

明治17年 横長半(一ツ綴)･1冊 い1190-4

　田畑売渡証文
一札之事(吉湖村新田働きの給分として新田のう
ち2反分永代渡につき)　藤川町元〆尾崎礒右衛
門･池鯉鮒町永田清兵衛･駒場新田尾崎十右衛門･永
田清三郎→伊藤助右衛門殿

元禄10年丁丑2月27日 竪紙･1通 い810

三州田原御領内吉湖村戌年取立申新田永々ニ売
渡シ申手形之事(惣町反内証積りにて18町程)
　本〆三州藤川町売主磯右衛門･三州駒場新田売主
重右衛門･三州岡崎六地蔵源右衛門他3名→今岡村清
三郎殿

元禄10年丑3月28日 竪継紙･1通 い808

　書類草案
(村々作徳米取高から年貢･飯米引き去り売り払
い米高の持主名前等を村ごとに庄屋が申出る
書面雛形の通知)

(近世)丑 切紙･1通/(い967紙縒
一括)

い967-1

　掟米販売
覚(納米285石受取につき)　(名古屋船入町)山田屋

藤三郎→神戸文左衛門様
(近世)申極月29日 横切継紙･1通 い895-9

覚(桑名にて売米代他〆160両余につき) (近世)(巳)12月27日
～午正月14日

横切継紙･1通 い966

(申年～子年〆1906石4斗の使途勘定書付) (近世) 横切継紙･1通 い967-4

覚(納米代2匁余上納書)　＊｢平左衛門へ遣ス｣　市
橋や甚七→大海伊兵衛様

(近世)6月28日 切紙･1通 い976-7

覚(戌～亥〆金139両余他金銭書付)　＊｢平左衛門
給｣｢嘉兵衛遣ス｣

(近世) 横切継紙･1通 い976-8

覚(伊兵衛様へ渡〆178両1分余差引勘定書付) (近世) 折紙･1通 い976-9

(2月渡り置米15石の内訳につき石高書付) (近世) 竪紙･1通 い976-10

覚(納米売払い代金60両余勘定書付)　口入新助 (近世)5月24日 切紙･1通/(い1246-3･
4畳込一括)

い1246-3

記(納米売払い代金60円余受渡書)　神戸→口入美
濃屋新助殿

(近世)戌5月24日 切継紙･1通 い1246-4

覚(納米売払い代金勘定書付)　口入美濃屋新助 (近世)5月14日 切紙･1通 い1246-5

おぼへ(納米売払い代金111両余支払方書付) (近世) 切紙･1通 い1246-6

神戸家･勘定場/地主経営全体/諸帳簿
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覚(納米売払い代金110両勘定書付)　口入新助 (近世)5月31日 切紙･1通 い1246-7

記(納米売払い代金57両余勘定書付)　口入関屋清
七

(近世)戌3月31日 切紙･1通 い1246-9

記(戌年分〆高等より米代金差引勘定書付) (近世)2月1日 切継紙･1通 い1246-10

乍恐御達申上候(神戸新田･服岡新田下ノ郷地主
名古屋元材木町犬山屋文左衛門扣作徳米70石
程売米につき)　神戸新田庄屋綱蔵→三村平六様

(近世)丑10月 竪紙･1通 い967-8

記(神戸新田納米5石売渡書)　神戸孫次郎→福田新
田山森屋庄八殿

明治7年戌9月21日 罫紙･1通 い1095

記(神戸新田納米200俵にて売り払い価格検討に
つき書状)　木挽町神戸→籾山吉次郎殿

(近代)18年6月30日 小切紙･1通/(反故) い1199-3-19

記(納米差引勘定代金5円余出金につき書付)　支
配所→豊四郎殿

(明治)19年9月 小切紙･1通 い1199-4

記(米売渡代金60円受取のため米期日までに受渡
いたす旨証書)　木挽町神戸→米屋安兵衛殿御取
次･長崎殿御店

(明治)22年8月8日 切継紙･1通 い1249

記(舂上米〆25俵余書付) 明治36年4月～37年3
月

折紙･1通 い1218-2

覚(米売買代金43円余書付)　米屋重助→神戸様 (近代)戌6月14日 切紙･1通/(い1246紙
縒一括)

い1246-1

記(納米売払い代金15円受渡書)　神戸→口入米屋
清助

(近代)戌4月23日 切紙･1通/(反故) い1246-8

記(納米売払い代金44円勘定書付)　美濃屋清七 (近代)亥3月31日 切紙･1通 い1246-17

記(神戸新田納米934俵の内預り米447俵を引き米
397俵の書付)　甚七→上

(近代)8月12日 切継紙･1通/(い1190-
8-2を包み)

い1190-8-1

記(川本喜兵衛売渡分納米150俵代299円余の書
付)

(近代)8月12日 切紙･1通 い1190-8-2

記(破米25俵買付書)　神戸店栄次→口入藤屋庄七殿 (近代)卯7月8日 切紙･1通 い1215-5

記(納り米25俵代金77円余受取書)　藤や正七→神
戸文左衛門様

(近代)7月9日 切紙･1通 い1215-6

記(納り米15俵代金46円余受取書)　藤や正七→神
戸文左衛門様

(近代)卯7月6日 切継紙･1通 い1215-7

口上(孫室長三郎との米売買代金44円余差出しに
つき口上書)　龍田金左衛門→御旦那様

(近代)5月29日 小切紙･1通 い1216-3

記(米代金44円余受取書)　末長→神戸様 (近代)5月28日 切紙･1通 い1216-6

記(米売払い代金と分左衛門取替分等差引278円
余勘定書付)

(近代) 折紙･1通 い1248

(米売り払いの儀につき書状)　伊藤忠兵衛→神戸
兵次様

7月10日 切継紙･1通 い1245-63

※記(神戸米売り払い185円余につき書付) (近代)30日 小切紙･1通 い1199-2-2-3

※記(神戸新田の納米300俵にて売り払い価格検
討につき書状)　木挽町神戸→米屋忠兵衛殿御取
次･大野幸次郎殿

(明治)17年8月28日 小切紙･1通/(い1199-
2-2-5,6巻込一括)

い1199-2-2-5

※記(納米300俵売り払い代金579円余書付)　→
忠兵衛取次･大野幸次郎殿

(近代)9月2日 横切継紙･1通 い1199-2-2-6

※記(米11石余売り払いにつき書付) (近代) 横切継紙･1通 い1199-2-2-7

神戸家･勘定場/地主経営全体/掟米販売
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覚(納米売払い代金110両勘定書付)　口入新助 (近世)5月31日 切紙･1通 い1246-7

記(納米売払い代金57両余勘定書付)　口入関屋清
七

(近世)戌3月31日 切紙･1通 い1246-9

記(戌年分〆高等より米代金差引勘定書付) (近世)2月1日 切継紙･1通 い1246-10

乍恐御達申上候(神戸新田･服岡新田下ノ郷地主
名古屋元材木町犬山屋文左衛門扣作徳米70石
程売米につき)　神戸新田庄屋綱蔵→三村平六様

(近世)丑10月 竪紙･1通 い967-8

記(神戸新田納米5石売渡書)　神戸孫次郎→福田新
田山森屋庄八殿

明治7年戌9月21日 罫紙･1通 い1095

記(神戸新田納米200俵にて売り払い価格検討に
つき書状)　木挽町神戸→籾山吉次郎殿

(近代)18年6月30日 小切紙･1通/(反故) い1199-3-19

記(納米差引勘定代金5円余出金につき書付)　支
配所→豊四郎殿

(明治)19年9月 小切紙･1通 い1199-4

記(米売渡代金60円受取のため米期日までに受渡
いたす旨証書)　木挽町神戸→米屋安兵衛殿御取
次･長崎殿御店

(明治)22年8月8日 切継紙･1通 い1249

記(舂上米〆25俵余書付) 明治36年4月～37年3
月

折紙･1通 い1218-2

覚(米売買代金43円余書付)　米屋重助→神戸様 (近代)戌6月14日 切紙･1通/(い1246紙
縒一括)

い1246-1

記(納米売払い代金15円受渡書)　神戸→口入米屋
清助

(近代)戌4月23日 切紙･1通/(反故) い1246-8

記(納米売払い代金44円勘定書付)　美濃屋清七 (近代)亥3月31日 切紙･1通 い1246-17

記(神戸新田納米934俵の内預り米447俵を引き米
397俵の書付)　甚七→上

(近代)8月12日 切継紙･1通/(い1190-
8-2を包み)

い1190-8-1

記(川本喜兵衛売渡分納米150俵代299円余の書
付)

(近代)8月12日 切紙･1通 い1190-8-2

記(破米25俵買付書)　神戸店栄次→口入藤屋庄七殿 (近代)卯7月8日 切紙･1通 い1215-5

記(納り米25俵代金77円余受取書)　藤や正七→神
戸文左衛門様

(近代)7月9日 切紙･1通 い1215-6

記(納り米15俵代金46円余受取書)　藤や正七→神
戸文左衛門様

(近代)卯7月6日 切継紙･1通 い1215-7

口上(孫室長三郎との米売買代金44円余差出しに
つき口上書)　龍田金左衛門→御旦那様

(近代)5月29日 小切紙･1通 い1216-3

記(米代金44円余受取書)　末長→神戸様 (近代)5月28日 切紙･1通 い1216-6

記(米売払い代金と分左衛門取替分等差引278円
余勘定書付)

(近代) 折紙･1通 い1248

(米売り払いの儀につき書状)　伊藤忠兵衛→神戸
兵次様

7月10日 切継紙･1通 い1245-63

※記(神戸米売り払い185円余につき書付) (近代)30日 小切紙･1通 い1199-2-2-3

※記(神戸新田の納米300俵にて売り払い価格検
討につき書状)　木挽町神戸→米屋忠兵衛殿御取
次･大野幸次郎殿

(明治)17年8月28日 小切紙･1通/(い1199-
2-2-5,6巻込一括)

い1199-2-2-5

※記(納米300俵売り払い代金579円余書付)　→
忠兵衛取次･大野幸次郎殿

(近代)9月2日 横切継紙･1通 い1199-2-2-6

※記(米11石余売り払いにつき書付) (近代) 横切継紙･1通 い1199-2-2-7

　書状
(鳥ヶ地･大宝新田は石以上六分引など報告の書
状)　天九→神戸御大人

(近世)15日 横切継紙･1通/(い1139
紙縒一括)

い1139-1

(引続役儀の者出願に来た旨､別紙をご覧に入れ
る旨他書状)　天九→神戸御大人

(近世)12日 切継紙･1通/(い1139-
2巻込一括)

い1139-2-1

(畑鳥ヶ地･大宝畑の斗代石の書付) (近世) 切紙･1通 い1139-2-2

(御尊米有り難きにつき書状)　天九→神戸御大人 (近世)19日 横切継紙･1通 い1140

(救米をねだる様子のため新田引方のこと余儀な
きにつき書状)　＊い1625と関連ヵ　蟹江鈴木(四
郎左衛門)→神戸茂元

(近世) 横切継紙･1通/(虫損甚) い1141

(引方一条は大いに難しく平嶋は1割で鳥ヶ地は
この間申上の通りの旨他書状)　上の町→茂元御
大人

(近世)霜月5日 横切継紙･1通 い1162

(勘弁筋の件は一両日中相場が出る旨､外新田検
見は下拙も立合う旨他書状)　九兵衛→茂元様

(近世)10月26日 横切継紙･1通 い1163

(明日新田へ出仕する旨､服岡相場お知せのお礼
他書状)　上材→元材様

(近世)7日 横切紙･1通 い1164

(引ヶの件は田畑共二割位の旨他書状)　蟹江聲
(鈴木四郎左衛門)→神戸老兄公(神戸文左衛門様)

(近世)10月21日 横切継紙･1通/(封筒共) い1188

(村方困窮のため頼母子ならびに借用金につき
書状)　伊藤利兵衛(四郎兵衛新田)･松吉三右衛門
(鳥ヶ地新田庄屋)→神戸文左衛門様

(近世)5月14日 折紙･1通 い1244-16

覚(大宝前新田困窮のため12ヶ年作取年数延引に
つき書状)

(近世) 横切継紙･1通/(虫損の
ため一部のみ開封)

い1244-21

密白上御請(鎌嶋新田､蟹江新田之内西野新田等
の引き方案内密に申上書)　蟹江□→神戸老兄

11月7日 横切継紙･1通 い1245-62

(六兵衛より譲受けの野跡証文落手につき書状)
　小沢市左衛門→犬山屋治蔵様

8月22日 横切継紙･1通 い936-9

(稲狐下六兵衛から譲受け地の野方年貢減少につ
き書状)　小沢市左衛門→神戸文左衛門様･治蔵様

(近世)卯8月22日 横切紙･1通/(い933-11
に巻込)

い936-10

(新田扣地所収納帳の件で面談したき旨書状)　
佐屋御代官所服部作助→茶屋町伊藤治郎左衛門様

(近世)8月14日 切継紙･1通/(い1004-
14紙縒一括)/(紙縒結
び付け札｢佐屋方願書
弐通丑八月十四日辰
右衛門持参即日帰ル｣)

い1004-14-1

(服岡新田地主岡谷惣七他3名･鍋ふた外伊藤治郎
左衛門他1名書付)

切紙･1通 い1004-14-2

(神戸新田家作一条につき浅野甚平へ対談の旨書
状)　江口庄右衛門→天満屋九兵衛様

8月18日 横切継紙･1通 い1004-15

名古屋市材木町神戸分左衛門様方ニテ三輪完次
郎様　名古屋市南辰巳町新見春治→名古屋市材木
町神戸分左衛門様方ニテ三輪完次郎様

(明治)36年8月15日 封筒･1点 い1245-9-0

(稲虫損害にて小作人困窮につき書状)　新見春治
→三輪完次郎様

(明治36年)8月15日 横切継紙･1通 い1245-9-1

内密拝答(小作料近村相場並に致すべき旨につき
返答書)　上の町

(明治)11日 横切継紙･1通 い1245-52

(昨年以来新田売払一件につき書状) 戌9月 横切継紙･1通/(付紙あ
り､い1004-24-19巻込
一括)

い1004-24-19
-1

神戸家･勘定場/地主経営全体/書状
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(新田の儀につき御世話かけた旨など書状)　茶
一郎→蘓川主人

12月23日 横切継紙･1通 い1074-8

(神戸新田家作の件許可につき書状)　浅野甚平→
野田村板倉磯右衛門様

5月14日 横切継紙･1通 い1004-16

　絵図
(藤吉･彦助･忠右衛門田周辺絵図) 24.5×33.0･1鋪 い794-1

(高須新田地先海面絵図) 59.2×58.6(彩色)･1
鋪

い799-11

(植田村伊藤所有地絵図) 29.7×41.5･1鋪 い799-21

(芝場および弥五兵衛他新田持場絵図) 30.0×36.8･1鋪 い800-23

(竹田庄右衛門新田築立箇所､大宝前新田附扣芝
場絵図)

(近世) 30.2×43.5(彩色)･1
鋪

い945

(本山･川山大中地他人名書付絵図) 30.9×43.6(彩色)･1
鋪

い946

　受領書等
覚(草鞋･丸駄代339文受取書)　島や友吉→神戸様 (近世)申極月29日 小切紙･1通/(い897一

綴)
い897-1

覚(味噌代等新田入用勘定につき)　＊｢新田御入
用｣とあり　(名古屋槌)屋吉兵衛→神戸様

(近世)申極月 小切紙･1通 い897-2

覚(上々酒･大上味噌代2貫732文受取書)　＊｢新田
分｣とあり　山本屋甚九郎→神戸文左衛門様

(近世)申12月29日 小切紙･1通 い897-3

覚(大蝋燭代10匁3分受取書)　＊｢御新田分｣とあり
　いせ屋勘兵衛→神戸様

(近世)申12月 小切紙･1通 い897-4

覚(20匁3分9厘勘定につき)　(名古屋長者町)近江
屋伊左衛門→神戸文左衛門様

(近世)申極月29日 小切紙･1通 い897-5

覚(1匁1分9厘受取書)　井筒屋善左衛門→神戸文左
衛門様･新田御支配様

(近世)酉正月晦日 小切紙･1通 い897-6

覚(17尺挺代等19匁5分受取書)　山形屋仁平→神戸
文左衛門様

(近世)申極月晦日 竪切紙･1通 い897-7

覚(改小文筆代等2匁5分228文受取書)　＊｢御新田
分｣とあり　文敷堂保兵衛→神戸様

(近世)申12月 小切紙･1通 い897-8

覚(羊羹代等18匁余受取書)　＊｢御新田用｣　駿河
屋伝兵衛→神戸様

(近世)申極月29日 横切紙･1通 い897-9

覚(品代11匁受取書)　松屋利助→神戸様 (近世)申極月 横切継紙･1通 い897-10

覚(6匁1厘受取書)　＊｢新田行｣とあり　いしのや半
吉→神戸様

(近世)12月 小切紙･1通 い897-11

覚(四寸代等受取書)　＊｢新田分｣とあり　堺屋伊助
→神戸文左衛門様

(近世)申極月29日 横切継紙･1通 い897-12

覚(子の日杉八升代受取書)　＊｢新田行｣とあり　
中橋東詰今井屋→神戸文左衛門様

(近世)申極月大晦日 竪切紙･1通 い897-13

覚(牛蒡代など受取書)　＊｢新田行｣とあり　関や与
兵衛→神戸様

(近世)酉正月 横切紙･1通 い897-14

覚(杉材木代66匁5分受取書)　＊｢御新田行｣とあり
　羽柴屋源七→神戸様

(近世)申12月29日 竪継紙･1通 い897-15

覚(古酒代など受取書)　知多屋庄治郎→神戸様 (近世)申12月29日 竪継紙･1通 い897-16

覚(土取1町分代金受取書)　亀ヶ地新田清七郎→神
戸分左衛門殿

(近世)子12月16日 竪切紙･1通 い923-5

神戸家･勘定場/地主経営全体/書状
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(新田の儀につき御世話かけた旨など書状)　茶
一郎→蘓川主人

12月23日 横切継紙･1通 い1074-8

(神戸新田家作の件許可につき書状)　浅野甚平→
野田村板倉磯右衛門様

5月14日 横切継紙･1通 い1004-16

　絵図
(藤吉･彦助･忠右衛門田周辺絵図) 24.5×33.0･1鋪 い794-1

(高須新田地先海面絵図) 59.2×58.6(彩色)･1
鋪

い799-11

(植田村伊藤所有地絵図) 29.7×41.5･1鋪 い799-21

(芝場および弥五兵衛他新田持場絵図) 30.0×36.8･1鋪 い800-23

(竹田庄右衛門新田築立箇所､大宝前新田附扣芝
場絵図)

(近世) 30.2×43.5(彩色)･1
鋪

い945

(本山･川山大中地他人名書付絵図) 30.9×43.6(彩色)･1
鋪

い946

　受領書等
覚(草鞋･丸駄代339文受取書)　島や友吉→神戸様 (近世)申極月29日 小切紙･1通/(い897一

綴)
い897-1

覚(味噌代等新田入用勘定につき)　＊｢新田御入
用｣とあり　(名古屋槌)屋吉兵衛→神戸様

(近世)申極月 小切紙･1通 い897-2

覚(上々酒･大上味噌代2貫732文受取書)　＊｢新田
分｣とあり　山本屋甚九郎→神戸文左衛門様

(近世)申12月29日 小切紙･1通 い897-3

覚(大蝋燭代10匁3分受取書)　＊｢御新田分｣とあり
　いせ屋勘兵衛→神戸様

(近世)申12月 小切紙･1通 い897-4

覚(20匁3分9厘勘定につき)　(名古屋長者町)近江
屋伊左衛門→神戸文左衛門様

(近世)申極月29日 小切紙･1通 い897-5

覚(1匁1分9厘受取書)　井筒屋善左衛門→神戸文左
衛門様･新田御支配様

(近世)酉正月晦日 小切紙･1通 い897-6

覚(17尺挺代等19匁5分受取書)　山形屋仁平→神戸
文左衛門様

(近世)申極月晦日 竪切紙･1通 い897-7

覚(改小文筆代等2匁5分228文受取書)　＊｢御新田
分｣とあり　文敷堂保兵衛→神戸様

(近世)申12月 小切紙･1通 い897-8

覚(羊羹代等18匁余受取書)　＊｢御新田用｣　駿河
屋伝兵衛→神戸様

(近世)申極月29日 横切紙･1通 い897-9

覚(品代11匁受取書)　松屋利助→神戸様 (近世)申極月 横切継紙･1通 い897-10

覚(6匁1厘受取書)　＊｢新田行｣とあり　いしのや半
吉→神戸様

(近世)12月 小切紙･1通 い897-11

覚(四寸代等受取書)　＊｢新田分｣とあり　堺屋伊助
→神戸文左衛門様

(近世)申極月29日 横切継紙･1通 い897-12

覚(子の日杉八升代受取書)　＊｢新田行｣とあり　
中橋東詰今井屋→神戸文左衛門様

(近世)申極月大晦日 竪切紙･1通 い897-13

覚(牛蒡代など受取書)　＊｢新田行｣とあり　関や与
兵衛→神戸様

(近世)酉正月 横切紙･1通 い897-14

覚(杉材木代66匁5分受取書)　＊｢御新田行｣とあり
　羽柴屋源七→神戸様

(近世)申12月29日 竪継紙･1通 い897-15

覚(古酒代など受取書)　知多屋庄治郎→神戸様 (近世)申12月29日 竪継紙･1通 い897-16

覚(土取1町分代金受取書)　亀ヶ地新田清七郎→神
戸分左衛門殿

(近世)子12月16日 竪切紙･1通 い923-5

記(二ノ起･南等の新田開発入用受取書)　ヒつミ
郷平野→神戸様

(近世)4月1日 横切継紙･1通 い1207-70

記(酒代等1円余受取書)　(名古屋)河内屋弥助→新
田御連中様

(明治)26年12月 切継紙･1通/(い1210-
6紙縒一括)/(い1210-
6-1紙縒一括)

い1210-6-1-1

記(菊代金1円受取書)　(名古屋)河(内屋)弥(助)→
御れん中様

(明治)3月14日 切紙･1通 い1210-6-1-2

記(酒代等2円余受取書)　河内や喜三郎→神戸文左
衛門様始メ御連中様

(明治)27年6月 切継紙･1通 い1210-6-2

記(品代46銭余受取書)　＊｢新田工事入用｣と注記あ
り　菱屋源左衛門→神戸文左衛門様

(明治)12月 切紙･1通 い1210-6-3

(新田関係書付束の表題ヵ) 札･1点/(白紙2枚と一
綴)

い1192-11

　公儀との関係
　御用留･触書･願書等
條々(領内の輩公儀法度遵守の旨中根隼人ほか御
家老中より仰せ渡されにつき)　芦屋金左衛門･
雨宮元右衛門→小山村･築地村･泉田村他2か村庄屋･
組頭共

宝永7年11月 竪継紙･1通 い804

(明後17日昼頃役所へ罷出るべき旨達書)　砂村藤
七郎役所→犬山屋文左衛門殿

6月15日 切紙･1通 い943

(明20日役所へ罷り出るべき旨達書)　土岐市右衛
門役所→犬山や分左衛門殿･呉服や次郎左衛門殿

12月19日 横切継紙･1通 い1074-9

献上(献上品扇子1箱目録)　犬山屋文左衛門 (近世) 竪紙･1通 い1212

　御用金･貸上金
寛保二戌四月三日上金之内返被下覚(享保5年～
元文3年の上納金の返却金勘定書､役所にて返
却)

(寛保2年以後) 横切継紙･1通/(い930
-8紙縒一括)

い930-8-1

覚(上納金の末返済分差引勘定書) (明和8年)卯10月14日 横切紙･1通 い930-8-2

覚(上納金の末返済分差引勘定書) (近世)辰11月21日改
入

横切紙･1通 い930-8-3

覚(御用金利金差引勘定書) (近世)辰5月20日 小切紙･1通 い930-8-4

覚(在金500両の旨書付) (近世)午9月改 小切紙･1通 い930-8-5

覚(在金174両3分2分ならびに間違の旨書付)　＊
い927-8-5に関連ヵ

(近世)午9月改 小切紙･1通 い930-8-6

覚(先納金利金他返済残金勘定書) (近世)未5月晦日改 小切紙･1通 い930-8-7

文化五年辰九月五日吉兵衛承り来り　中屋敷竹
山善之丞様申談候書付

文化5年辰9月5日 包紙･1点/(い940紙縒
一括)

い940-1-0

(犬山屋辰次郎金100両を年6歩利に頼まれる旨書
付)

(近世)9月 横切継紙･1通 い940-1-1

上　犬山屋文左衛門兄代喜八 (近世) 包紙･1点 い940-5-0

乍恐奉願上候御事(今般の御用金700両調達上納
の仰せ免ぜられたき旨願書)　元材木町犬山屋文
左衛門

(近世)卯6月 竪継紙･1通 い940-5-1

神戸家･勘定場/地主経営全体/受領書等
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(神戸分調達金差し引き書付) 札･1点 い912-3-18

覚(享保20年からの御借上金差引勘定金224両余
につき)

(近世)丑5月 小切継紙･1通 い1191-15

　名古屋町屋敷経営
　家賃請取
盆前分寅年家賃之覚(下町･五条町･子船町他〆53
両2分余につき)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1192-4

子年家ちん覚(下町･万町･五条町など〆61両2分
余につき)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1192-5

　下材木町
(下材木町絵図) 23.7×34.0･1鋪/(い

780-4-1巻込一括)
い780-4-1-1

当日之千代倉へ見せ候　下材木丁かこ丁屋敷□
扣　寛保元酉十月廿七日堤久助へ遣

寛保元年酉10月27日 包紙･1点/(い780-4-1
入､反故紙)

い780-4-0-2

　五条町
覚(垣石･柱石代受取書)　大舟町甚四郎→五条町庄

兵衛殿
(近世)辰12月12日 横切継紙･1通 い925-9

　正万寺町
一札(正万寺町1丁目･2丁目家屋敷持分譲状､下
書)

切継紙･1通 い1106

　車町
覚(町内掛り物割合受取書)　車町善蔵→元材木町

犬山屋様
(近世)亥極月29日 小切紙･1通 い925-28

　日置屋敷
口上(暑中窺として酒1樽お目に懸ける旨)　犬山

屋嘉兵衛→村甚蔵様
八朔日 切継紙･1通 い1171

　西水主町
西水主町絵図帳面入 袋･1点 い780-0

西水主町手前扣屋敷絵図 元文3年午7月改 60.7×110.0･1鋪 い780-1

(1～24番屋敷間口家賃書付絵図) 27.5×84.3･1鋪 い780-2

西水主町屋敷覚留 享保8年～元文3年 横長半(一ツ綴)･1冊 い780-3

水主丁絵図 包紙･1点/(い780-4
入)

い780-4-0-1

当日之千代倉へ見せ候　下材木丁かこ丁屋敷□
扣　寛保元酉十月廿七日堤久助へ遣

寛保元年酉10月27日 包紙･1点/(い780-4-1)
/(反故紙)

い780-4-0-2

かこ丁やしき付　万や小左衛門殿肝煎廣井与八→西
水主野呂忠左衛門殿

申12月14日 横切紙･1通/(い780-4
-1巻込一括)

い780-4-1-2

西水主町開発願之図　＊朱書｢以朱認置候分兼山や
与市より家請取候節庄次郎長安寺立合致候細写也｣

138.3×84.2･1鋪 い780-6

神戸家･勘定場/公儀との関係/御用金･貸上金


