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覚(木曽川御堤通普請酒弁当代引当･御替地下用
引当他〆9両1分余の書付)　庄屋→御地主様御勘
定場

(近世)戌12月24日 切継紙･1通 い1138-4

覚(蕎麦代として頂戴分･5月分入用引当他代金の
書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)戌5月26日 切紙･1通 い1138-5

(新田戌年分上納金1両3分を使金左衛門へ渡す旨
書付)

(近世)5月15日 小切紙･1通 い1138-6

覚(麦金勘定引当･7月分入用引当他〆6両2分余の
書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)戌7月 切継紙･1通 い1138-7

覚(夫銀引当内金8両3分など書付)　庄屋忠右衛門
→御地主様御勘定場

(近世)正月晦日 小切紙･1通 い1143

覚(麦代勘定引当内金･7月分入用引当内金〆5両2
分の書付)　庄屋忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)7月3日 切紙･1通 い1167-2

覚(用水伏越古木御払代銀引当･4月分入用引当〆
2両2分借用願)　新田庄屋→御地主様御勘定場

(近世)4月25日 切紙･1通 い1167-3

覚(郷蔵普請入用引当･御替地下用引当他代〆5両
2分余の書付)　庄屋→御地主様御勘定場

(近世)12月25日 切紙･1通 い1167-5

覚(金31両受取書)　加藤重右衛門→犬山屋文左衛門
様

(近世)亥12月27日 切継紙･1通 い1234

　入用勘定
覚(人足割付書付ならびに代米勘定書付)　＊端裏

書｢村　会所｣
(延享元年)子11月 横切継紙･1通 い1211-4

大宝前新田用(酒･蝋燭など諸入用〆9両余勘定書
付)　＊端裏書｢村　勘定場分｣

(近世) 横切継紙･1通/(い1211
紙縒一括)

い1211-1

覚(鳥ヶ地立合不足内金･御蔵入内金他〆6両1分
利につき)　新田庄屋→御勘定場

(天保8年)12月14日 切継紙･1通/(い965紙
縒一括)/(紙縒上書｢
天保八酉冬｣)

い965-1

覚(12月分諸入用他〆9両につき)　新田庄屋→御
勘定場

(天保8年)酉12月 切紙･1通 い965-3

　諸入用
諸入用帳

大宝前新田諸事買物入用帳 延享2年丑12月 横長半(一ツ綴)･1冊 い916

(神戸新田の支出帳簿) 嘉永4年亥正月 横長半(一ツ綴)･1冊 い915-2

諸入用書付袋

宝暦六年書付入 (宝暦4～6年) 袋･1点 い761-0

会所むね取替繕入用覚(葭63連･わら44連他2貫
2542文につき)

(近世)8月14日 折紙･1通/(い761-1紙
縒一括)

い761-1-1

覚(肴代･炭代他2両3分余御検見中諸入用につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-2

覚(地酒代2貫文村々出酒につき) (近世)戌12月 折紙･1通 い761-1-3

覚(材木積舟･新用水通橋杁水門立切他人数･人名
書付)　見や勘七→唯助様

(近世)11月29日 折紙･1通 い761-1-4

覚(堤銀･米入他人名書付につき) (近世)亥12月 折紙･1通 い761-1-5

覚(材木代金3分余受取書)　永田屋→前新田唯助殿 (近世)亥12月 竪切紙･1通 い761-1-6

請取申米之事(御蔵納米受取書)　犬山屋嘉兵衛→
小川唯助殿

(近世)亥11月17日 竪切紙･1通 い761-1-7

井領米之事(高10石1斗8合御差越につき)　鳥ヶ地
村三右衛門→大宝前新田唯助殿

(近世)亥12月 竪紙･1通 い761-1-8

覚(釘代1両1分余受取書)　かにへ円介→小川只助
様

(近世)亥7月12日 竪継紙･1通 い761-1-9

覚(御蔵米20石井領米受取書)　平嶋庄屋→大宝前
新田御庄屋中

宝暦6年子閏11月29日 竪切紙･1通/(い761-2
巻込一括)

い761-2-1

覚(3両2分余新用水入用金受取書)　鳥ヶ地新田当
番三右衛門→大宝前新田重右衛門殿

(宝暦6年)子12月3日 小切紙･1通 い761-2-2

覚(御蔵米8斗8升9合新用水井領米受取書)　鳥ヶ
地新田三右衛門→大宝前新田重右衛門殿

(宝暦6年)子閏11月29
日

小切紙･1通 い761-2-3

畝違秤違覚(勘定違他石高人名書付につき) (近世) 横切継紙･1通 い761-3

覚(頼母子･大りひな･御初穂米他16両3分余受取
書)

(近世)亥～子 横継紙･1通 い761-4

佐次兵衛殿配府并勘定受取書 (近世)子12月26日 包紙･1点 い761-5-0

外百四拾壱文入用取 (近世) 小切紙･1点/(い761-5
巻込一括)

い761-5-1

覚(大宝前新田子年野方御年貢米6石1斗9升4合を
勘定につき)　高橋佐次兵衛

宝暦6年子12月 小切紙･1通 い761-5-2

覚(子年野方御年貢米代3分余受取書)　高橋佐次
兵衛

宝暦6年子12月23日 小切紙･1通 い761-5-3

覚(替地御年貢･御役銀諸入用代勘定につき) (近世)12月16日 小切紙･1通 い761-6

覚(金20両子の盆前受取手形につき)　犬山屋兵治
→前新田唯助殿

(近世)正月18日 小切紙･1通/(い761-7
巻込一括)

い761-7-1

覚(飛嶋山出入他子年盆後新田用事につき参居の
人数書付)

(近世)丑月正日 小切紙･1通 い761-7-2

覚(175束代金2分余につき)　かに江川にし甚六→
神戸新田只助様

(近世)子4月9日 小切紙･1通 い761-8

鳥かし井領米書付弐通　子十二月 (近世)子12月 包紙･1点 い761-9-0

覚(井領米･運賃米6石5斗6合につき)　三右衛門→
大宝前新田御庄屋衆中

(近世)子12月 小切紙･1通/(い761-9
巻込一括)

い761-9-1

井領米之事(子年井領米高10石1斗8合差越につ
き)　鳥ヶ地村庄屋三右衛門→大宝前新田御庄屋衆
中

(近世)子12月 竪紙･1通 い761-9-2

文化六年御蔵入配符入 (文化6年)巳12月 袋･1点/(反故紙) い764-0

海西郡大宝前新田(文化6年御物成の内日用代他
受取書)　岡勝右衛門手附三浦吉助･田辺八十治

(文化6年) 折紙･1通 い764-1

覚(御入用米6斗1升5合受取書)　平嶋新田庄屋所→
大宝前新田只助様

(近世)巳12月21日 切継紙･1通 い764-3

(手伝御日用代300文受取べき旨書付)　＊朱書｢左
之通手伝御請取候　五月三日｣　杁御作事場→大宝
前新田庄屋

(近世)4月28日 小切継紙･1通 い764-4

筏川〆切割合出分代(大宝前他金6両2分余受取
書)　飛嶋佐次右衛門→神戸平吉様

(近世)巳7月29日 切継紙･1通 い764-5

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/諸入用書付袋
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覚(中堤葭薄払代他〆金35両3歩余の書付) (近世)巳12月 切継紙･1通 い764-6

普請入用

諸請取 寛保元年酉12月 袋･1点/(い1191紙縒
一括)/(い1191-2･3,
い1192入)

い1191-1

覚(海用留用の内上半紙代等〆14匁8分受取書)　
＊端裏書｢海用算用｣　(名古屋五條町)紙屋又七→小
川唯助様

(寛保元年)酉7月朔日 竪継紙･1通/(い1191-2
紙縒一括)

い1191-2-1

覚(海用杉九尺丸太代金20匁余受取書)　＊端裏書
｢海用｣　山形屋庄兵衛→小川唯助殿

(寛保元年)酉8月4日 竪切紙･1通 い1191-2-2

覚(明俵･縄等海用諸品〆7両余勘定書)　＊端書書
｢海用留｣　治兵衛

(寛保元年)酉6月 横長半(一ツ綴)･1冊
/(合計金額と明俵数
勘定の赤紙貼紙付)

い1191-2-3

覚(杁伏用とうふ代等〆1貫520文勘定書)　＊端裏
書｢杁伏｣　ささや久左衛門→只助様

(寛保元年)酉極月 小切継紙･1通/(い1191
-3紙縒一括)

い1191-3-1

覚(杁伏用人足代金等〆金1分ト銭650文勘定書)
　＊端裏書｢杁伏｣　かにへ新蔵→新田只助様

(寛保元年)極月25日 横切継紙･1通 い1191-3-2

覚(杁伏用酒代等〆500文勘定書)　＊端裏書｢杁伏
｣　ささや久左衛門→新蔵殿

(寛保元年)酉極月9日 小切紙･1通 い1191-3-3

覚(杁伏用鮒代金〆550文勘定書)　＊端裏書｢杁伏
｣　佐治右衛門→神戸只助様

(寛保元年)12月26日 小切継紙･1通 い1191-3-4

覚(杁伏時病受損料300文受取書)　＊端裏書｢杁伏
｣　飯右衛門→唯助様

(寛保元年)12月13日 小切紙･1通 い1191-3-5

覚(杁伏用人足〆126人余書付)　＊端裏書｢杁御人
足｣

(寛保元年)12月13日 小切継紙･1通 い1191-3-6

覚(杉1本丸太5本代8匁9分受取書)　材木屋忠右衛
門→上

(近世)6月12日 小切紙･1通 い895-2

覚(棟ふすま隠し代等487匁5分につき)　馬ヶ地庄
兵衛→神戸忠右衛門様

(近世) 竪紙･1通 い905-1-7

積り書覚(北かわ7尺高板かこい上しつくいぬり
上り代等81匁につき)　馬ヶ地庄屋庄兵衛→神戸
御苗忠右衛門様

(近世)辰6月 横切紙･1通 い905-2

覚(けぶせ中ぬり等普請代846匁7分につき)　佐
官庄兵衛→早川忠右衛門様

(近世)辰11月 横切継紙･1通 い905-3

覚(けぶせ中ぬり等普請代ならびにせつちん等普
請代につき)　佐官庄兵衛→早川忠右衛門様

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い905-4

覚(てま賃等11匁5厘受取書)　佐官庄兵衛→早川忠
右衛門様

(近世)辰極月 小切継紙･1通 い905-5

覚(五寸釘1わ等普請用品目書付) (近世) 小切紙･1通 い908-18

覚(普請用品目ならびに賃金書付)　佐官庄兵衛→
かん戸新田御庄屋様

(近世)辰4月 折紙･1通 い908-23

覚(あらき1斗6升1合代20匁1分余につき)　加藤や
善二→神戸新田御会所

(近世)11月朔日 横切継紙･1通 い908-24

覚(檜･杉代等137匁2分5厘につき)　羽柴屋源七→
神戸様

(近世)辰2月6日 竪紙･1通 い908-25

覚(檜･杉代等143匁7分9厘につき)　羽田屋十兵衛
→神戸様

(近世)2月6日 横切紙･1通 い908-26

覚(檜･杉代等143匁4分につき)　羽柴屋源七→神戸
様

(近世)4月15日 横切継紙･1通 い908-30

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/諸入用書付袋
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覚(中堤葭薄払代他〆金35両3歩余の書付) (近世)巳12月 切継紙･1通 い764-6

普請入用

諸請取 寛保元年酉12月 袋･1点/(い1191紙縒
一括)/(い1191-2･3,
い1192入)

い1191-1

覚(海用留用の内上半紙代等〆14匁8分受取書)　
＊端裏書｢海用算用｣　(名古屋五條町)紙屋又七→小
川唯助様

(寛保元年)酉7月朔日 竪継紙･1通/(い1191-2
紙縒一括)

い1191-2-1

覚(海用杉九尺丸太代金20匁余受取書)　＊端裏書
｢海用｣　山形屋庄兵衛→小川唯助殿

(寛保元年)酉8月4日 竪切紙･1通 い1191-2-2

覚(明俵･縄等海用諸品〆7両余勘定書)　＊端書書
｢海用留｣　治兵衛

(寛保元年)酉6月 横長半(一ツ綴)･1冊
/(合計金額と明俵数
勘定の赤紙貼紙付)

い1191-2-3

覚(杁伏用とうふ代等〆1貫520文勘定書)　＊端裏
書｢杁伏｣　ささや久左衛門→只助様

(寛保元年)酉極月 小切継紙･1通/(い1191
-3紙縒一括)

い1191-3-1

覚(杁伏用人足代金等〆金1分ト銭650文勘定書)
　＊端裏書｢杁伏｣　かにへ新蔵→新田只助様

(寛保元年)極月25日 横切継紙･1通 い1191-3-2

覚(杁伏用酒代等〆500文勘定書)　＊端裏書｢杁伏
｣　ささや久左衛門→新蔵殿

(寛保元年)酉極月9日 小切紙･1通 い1191-3-3

覚(杁伏用鮒代金〆550文勘定書)　＊端裏書｢杁伏
｣　佐治右衛門→神戸只助様

(寛保元年)12月26日 小切継紙･1通 い1191-3-4

覚(杁伏時病受損料300文受取書)　＊端裏書｢杁伏
｣　飯右衛門→唯助様

(寛保元年)12月13日 小切紙･1通 い1191-3-5

覚(杁伏用人足〆126人余書付)　＊端裏書｢杁御人
足｣

(寛保元年)12月13日 小切継紙･1通 い1191-3-6

覚(杉1本丸太5本代8匁9分受取書)　材木屋忠右衛
門→上

(近世)6月12日 小切紙･1通 い895-2

覚(棟ふすま隠し代等487匁5分につき)　馬ヶ地庄
兵衛→神戸忠右衛門様

(近世) 竪紙･1通 い905-1-7

積り書覚(北かわ7尺高板かこい上しつくいぬり
上り代等81匁につき)　馬ヶ地庄屋庄兵衛→神戸
御苗忠右衛門様

(近世)辰6月 横切紙･1通 い905-2

覚(けぶせ中ぬり等普請代846匁7分につき)　佐
官庄兵衛→早川忠右衛門様

(近世)辰11月 横切継紙･1通 い905-3

覚(けぶせ中ぬり等普請代ならびにせつちん等普
請代につき)　佐官庄兵衛→早川忠右衛門様

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い905-4

覚(てま賃等11匁5厘受取書)　佐官庄兵衛→早川忠
右衛門様

(近世)辰極月 小切継紙･1通 い905-5

覚(五寸釘1わ等普請用品目書付) (近世) 小切紙･1通 い908-18

覚(普請用品目ならびに賃金書付)　佐官庄兵衛→
かん戸新田御庄屋様

(近世)辰4月 折紙･1通 い908-23

覚(あらき1斗6升1合代20匁1分余につき)　加藤や
善二→神戸新田御会所

(近世)11月朔日 横切継紙･1通 い908-24

覚(檜･杉代等137匁2分5厘につき)　羽柴屋源七→
神戸様

(近世)辰2月6日 竪紙･1通 い908-25

覚(檜･杉代等143匁7分9厘につき)　羽田屋十兵衛
→神戸様

(近世)2月6日 横切紙･1通 い908-26

覚(檜･杉代等143匁4分につき)　羽柴屋源七→神戸
様

(近世)4月15日 横切継紙･1通 い908-30

覚(樋代金520匁につき)　＊端裏書｢樋御請取｣　高
長→神戸唯助様

切紙･1通/(い1194帯
一括)

い1194-1

覚(樋代金164文受取書)　＊端裏書｢樋用｣　持左衛
門→兵助様

酉極月27日 切紙･1通 い1194-2

覚(平島地内･前ヶ須地内御冥加普請のため御高
へ割当銀239匁7分6厘につき)　→御地主様御勘
定場

(近世)申9月 折紙･1通 い895-20

神事祭礼等入用

覚(当巳年御蔵米5斗例年通りに受納の御礼につ
き)　つしま真野門之太夫→新田御庄屋小川只助殿

文化6年巳12月 竪紙･1通 い764-11

覚(当歳御初穂として納米5斗受取につき)　真野
門之大夫鈴木弾蔵→大宝前新田庄屋小川只助殿

(近世)戌12月24日 竪紙･1通 い815

※覚(初穂料神納通知)　津嶋御師真野門之大夫→大
宝新田御庄屋小川唯助

(近世)子極月19日 切継紙･1通 い921-14

覚(当年御初穂米5斗神納につき)　御師真野門太
夫→神戸新田庄屋唯助様

(近世) 竪紙･1通 い816-6

(御初尾米他納めた旨書状)　真野太郎大夫→小川
唯助様

極月26日 竪紙･1通 い942-2

覚(当年御初尾目出度神献につき書付)　津嶋御師
真野門之大夫→大宝新田御庄屋小川唯介殿

(近世)亥極月 切紙･1通 い992

九年改租ノトキ津島神守へ出張入費の事 (近代) 札･1点/(い1251紙縒
一括)

い1251-1

(神戸新田分〆98銭など金銭書付) (近代) 横長半(ひねり綴)･1
通

い1251-2

(神戸新田分六条天王御繕入用134匁5分5厘書付) (近世) 札･1点 い908-28

覚(神事入用勘定につき) (近世) 横切継紙･1通 い908-33

覚(青銅神納につき)　あつた　林市郎太夫･菊田勘
ケ由→神戸新田庄屋様

(近世)巳7月 小切紙･1通 い912-3-9

覚(神事の節入用書付) (近世) 横切継紙･1通 い912-3-12

新田忠兵衛殿　神戸勘定場 (近世) 包紙･1点 い1004-19-4-0

送り書之事(神米4斗積送りにつき)　神戸新田庄
屋忠兵衛→白山御神主様

(近世)12月19日 竪切紙･1通 い1004-19-4-1

記(神戸氏割当等より神戸氏引受人足代金など差
引残り82銭受取書)　宮崎十郎二→神戸分左衛門
殿･早川忠兵衛殿

(近代)2月12日 横切継紙･1通 い1251-3

役人関係入用

(定詰御役人6月6日昼頃御着のため勘定書付) (近世) 折紙･1通 い901-4-14

覚(上くす代など受取につき)　＊｢御代官様入用｣ (近世) 横切継紙･1通 い902-1-16

覚(御代官御居米代金〆39両余割付書)　太左衛門
･源右衛門･清兵衛→大宝前新田庄屋衆中

(延享元年)子11月18
日

切紙･1通 い1211-2

その他の入用

覚(半紙代金〆25匁余受取書)　＊端裏書｢村｣　紙
屋分七→小川繁右衛門様

(延享元年)子7月 横切継紙･1通 い1211-6

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/普請入用
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覚(戸代金1匁余受取書)　杁御作事方→大宝前新田
杁高

(延享元年)子7月2日 切継紙･1通 い1211-7

覚(へり取代金573文など書付)　＊端裏書｢村｣　庄
左衛門

(近世)4月9日 切紙･1通 い1211-8

(半紙代金〆37匁余受取書)　＊端裏書｢村｣　かみ
屋分七→小川繁右衛門様

(延享元年)子極月 横切継紙･1通 い1211-9

覚(材木代銀1分余受取書)　＊端裏書｢村｣　古渡り
茂山(花押)→神戸新田庄八殿

(近世)極月12日 横切紙･1通 い1211-10

覚(橋会所入用〆銀2分余納入達書)　＊端裏書｢村
｣　→大宝前新田

(近世) 切紙･1通 い1211-14

覚(橋入用金2分余受取書)　蟹江村庄屋→大宝前新
田重右衛門殿

(延享元年)子9月5日 切紙･1通 い1211-15

覚(諸白代1貫余受取書)　＊端裏書｢村｣　かや川屋
伊右衛門→新田唯助殿

(延享元年)子12月28
日

竪紙･1通 い1211-16

覚(金2両2分余受取書)　藤左衛門 (近世)極月21日 横切紙･1通 い816-9

(断簡｢八匁七分二厘｣) (近世)丑 小切紙･1通 い816-10

(神戸新田分金2両2分ト銀5匁9分4厘につき) (近世)丑12月 横切紙･1通 い816-13

覚(2貫342文余受取書)　山田屋重兵衛→上 (近世)申7月3日 小切紙･1通 い895-5

覚(計木1斗2升代18匁受取書)　(尾州子宝柾屋)長
左衛門→早川忠右衛門様

(近世)申7月 横切継紙･1通 い895-7

覚(13匁4分4厘余受取書)　平嶋庄屋代武助 (近世) 小切紙･1通 い895-14

覚(上1升代受取書)　ふじや栄助→神戸権吉様 (近世)申正月晦日 小切紙･1通 い895-15

おほへ(たまご等代金受取書)　萬屋栄介→上 (近世)正月25日 横切継紙･1通 い895-16

覚(長いも代など勘定につき) (近世) 折紙･1通 い895-19

覚(酒代39匁余受取書)　平じま酒屋平兵衛→神戸新
田御庄屋様

(近世)申8月3日 横切継紙･1通 い895-21

覚(すし代200文受取書)　おさかや半二→神戸新田
様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-8

覚(角ゆば代等414文受取書)　山口屋友蔵→只助様 (近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-11

覚(この者へ半紙･半切渡されたきにつき) (近世) 小切紙･1通/(い901-3
一綴)

い901-3-1

おぼへ(品代受取書)　萬や栄介→上 (近世)3月15日 小切紙･1通 い901-3-4

覚(正種油5合代受取書) (近世) 小切紙･1通 い901-3-5

覚(紙水引代など受取書)　(尾府名古屋長者町)柿
屋久兵衛→神戸新田様

(近世)6月20日 小切紙･1通 い901-3-8

覚(配符代受取書)　山田や覚四郎→上 (近世)酉6月21日 小切紙･1通 い901-3-9

覚(品代など受取書)　□屋勘四郎→忠右衛門様 (近世)酉3月5日 横切継紙･1通 い901-3-13

覚(上酒･上味噌代受取書)　喜助 (近世)3月5日 小切紙･1通 い901-3-14

覚(丸太代37匁余受取書)　材木や忠右衛門→神戸
新田忠右衛門様

(近世)5月11日 小切紙･1通 い901-3-18

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/その他の入用
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覚(戸代金1匁余受取書)　杁御作事方→大宝前新田
杁高

(延享元年)子7月2日 切継紙･1通 い1211-7

覚(へり取代金573文など書付)　＊端裏書｢村｣　庄
左衛門

(近世)4月9日 切紙･1通 い1211-8

(半紙代金〆37匁余受取書)　＊端裏書｢村｣　かみ
屋分七→小川繁右衛門様

(延享元年)子極月 横切継紙･1通 い1211-9

覚(材木代銀1分余受取書)　＊端裏書｢村｣　古渡り
茂山(花押)→神戸新田庄八殿

(近世)極月12日 横切紙･1通 い1211-10

覚(橋会所入用〆銀2分余納入達書)　＊端裏書｢村
｣　→大宝前新田

(近世) 切紙･1通 い1211-14

覚(橋入用金2分余受取書)　蟹江村庄屋→大宝前新
田重右衛門殿

(延享元年)子9月5日 切紙･1通 い1211-15

覚(諸白代1貫余受取書)　＊端裏書｢村｣　かや川屋
伊右衛門→新田唯助殿

(延享元年)子12月28
日

竪紙･1通 い1211-16

覚(金2両2分余受取書)　藤左衛門 (近世)極月21日 横切紙･1通 い816-9

(断簡｢八匁七分二厘｣) (近世)丑 小切紙･1通 い816-10

(神戸新田分金2両2分ト銀5匁9分4厘につき) (近世)丑12月 横切紙･1通 い816-13

覚(2貫342文余受取書)　山田屋重兵衛→上 (近世)申7月3日 小切紙･1通 い895-5

覚(計木1斗2升代18匁受取書)　(尾州子宝柾屋)長
左衛門→早川忠右衛門様

(近世)申7月 横切継紙･1通 い895-7

覚(13匁4分4厘余受取書)　平嶋庄屋代武助 (近世) 小切紙･1通 い895-14

覚(上1升代受取書)　ふじや栄助→神戸権吉様 (近世)申正月晦日 小切紙･1通 い895-15

おほへ(たまご等代金受取書)　萬屋栄介→上 (近世)正月25日 横切継紙･1通 い895-16

覚(長いも代など勘定につき) (近世) 折紙･1通 い895-19

覚(酒代39匁余受取書)　平じま酒屋平兵衛→神戸新
田御庄屋様

(近世)申8月3日 横切継紙･1通 い895-21

覚(すし代200文受取書)　おさかや半二→神戸新田
様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-8

覚(角ゆば代等414文受取書)　山口屋友蔵→只助様 (近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-11

覚(この者へ半紙･半切渡されたきにつき) (近世) 小切紙･1通/(い901-3
一綴)

い901-3-1

おぼへ(品代受取書)　萬や栄介→上 (近世)3月15日 小切紙･1通 い901-3-4

覚(正種油5合代受取書) (近世) 小切紙･1通 い901-3-5

覚(紙水引代など受取書)　(尾府名古屋長者町)柿
屋久兵衛→神戸新田様

(近世)6月20日 小切紙･1通 い901-3-8

覚(配符代受取書)　山田や覚四郎→上 (近世)酉6月21日 小切紙･1通 い901-3-9

覚(品代など受取書)　□屋勘四郎→忠右衛門様 (近世)酉3月5日 横切継紙･1通 い901-3-13

覚(上酒･上味噌代受取書)　喜助 (近世)3月5日 小切紙･1通 い901-3-14

覚(丸太代37匁余受取書)　材木や忠右衛門→神戸
新田忠右衛門様

(近世)5月11日 小切紙･1通 い901-3-18

覚(品代受取書)　松崎屋治兵衛→上様 (近世)酉3月 小切紙･1通 い901-4-2

おほへ(人参代等121文受取書) (近世) 小切紙･1通 い901-4-3

覚(114匁受取書)　 →上 (近世)7月24日 小切紙･1通 い901-4-4

覚(極上酒代など受取書)　白木屋三郎右衛門 (近世)8月8日 小切紙･1通 い901-4-7

覚(牛蒡代など受取書)　八百や与兵衛 (近世)酉8月8日 竪切紙･1通 い901-4-9

覚(金物代など書付)　北筏場儀右衛門→神戸庄屋様 (近世)申正月 竪切紙･1通 い901-4-10

覚(上くす代など受取書)　山口屋与蔵→綱蔵様 (近世)8月6日 横切紙･1通 い901-4-11

覚(黒炭･割木代受取書)　柴田屋源七→神戸新田御
苗只助様

(近世)10月22日 小切紙･1通/(い902-1
一綴)

い902-1-1

覚(人足2人代等11匁5分2厘受取書)　清兵衛→神
戸新田庄屋綱蔵様

(近世)丑11月 小切紙･1通 い902-1-2

覚(山田貫一郎他9名分木銭米代書付) (近世) 小切紙･1通 い902-1-3

覚(金5両1分2朱ト132文受取書)　藤次郎→小川綱
蔵様

(近世)丑12月25日 小切継紙･1通 い902-1-7

覚(52匁受取書)　佐官庄兵衛→綱蔵様･忠右衛門様 (近世)丑12月 横切紙･1通 い902-1-9

覚(15匁1分受取書)　杉屋忠右衛門→神戸新田御庄
屋御苗只助様

(近世)8月28日 小切紙･1通 い902-1-10

覚(わさび代など受取書)　八百屋常七 (近世)8月25日 横切継紙･1通 い902-1-14

覚(籠代など受取書)　いせり→神戸御苗只助様 (近世)うし10月21日 横切紙･1通 い902-1-17

覚(玉露4斗代受取書)　京万屋新蔵→上 (近世)寅正月5日 小切紙･1通/(い902-2
一綴)

い902-2-1

覚(品代受取書)　→上 (近世)寅正月6日 小切継紙･1通 い902-2-2

覚(白鳳1斗6升代受取書)　(名古屋正万寺町)知多
屋庄次郎→上

(近世)寅正月4日 小切紙･1通 い902-2-3

覚(初かり1斗4升配符代受取書)　吉の屋栄助→上 (近世)正月7日 小切紙･1通 い902-2-4

覚(草鞋代等822文につき)　八百屋常七→神戸忠右
衛門様

(近世)9月7日 横切継紙･1通 い905-1-1

おほへ(菅原実記代など受取書)　本や喜一→神戸
忠右衛門様

(近世)9月15日 小切紙･1通 い905-1-2

覚(留竹32本代受取書)　杉屋忠右衛門→神戸新田忠
右衛門様

(近世)7月11日 小切紙･1通 い905-1-3

覚(留竹75本代につき)　杉屋忠右衛門→神戸新田御
庄屋忠右衛門様

(近世)6月15日 小切紙･1通 い905-1-4

覚(19人代49匁4分受取書)　清吉→早川忠右衛門様 (近世)辰4月 横切継紙･1通 い905-1-5

覚(せんまい代等5匁3分2厘受取書)　八百屋常七
→神戸忠右衛門様

(近世)9月4日 横切継紙･1通 い905-1-6

記(白2ツ代など相済につき)　才治右衛門→かんと
村忠右衛門

(近世)辰6月3日 切継紙･1通 い905-6

覚(本宅から草19枚代11匁5分相済につき)　竹や
柳之助→御苗忠右衛門様

(近世)6月3日 小切紙･1通 い905-7

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/その他の入用
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覚(張兼代5匁7分相済につき)　井瀬屋三九郎→神
戸御庄屋様

(近世)辰7月 小切紙･1通/(い908一
綴)

い908-1

覚(せんまい代等348文につき) (近世) 横切継紙･1通 い908-5

覚(紙代など受取書)　柿屋久兵衛→神戸新田御庄屋
様

(近世)6月18日 横切紙･1通 い908-8

覚(そんめん代500文受取書)　かきや久兵衛→上 (近世)6月19日 横切継紙･1通 い908-10

覚(御蔵の御祝儀100疋頂戴につき)　筏場大工儀
右衛門→早川忠兵衛様

(近世)辰極月20日 小切紙･1通 い908-12

覚(蔵三ツ坪2口代願上につき)　＊｢御新田分｣とあ
り　堺屋伊助→神戸様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い908-16

覚(わらじ代等617文受取書) (近世)9月28日 横切継紙･1通 い908-32

覚(上赤みそ代等440文受取書) (近世) 横切継紙･1通 い908-34

覚(貰帳代など相渡しにつき)　かもん要吉→御庄
屋衆様

(近世)たつ7月 折紙･1通 い908-37

覚(ふし1つ代等756文受取書)　八百屋常七→神戸
金七様

(近世)6月12日 横切継紙･1通 い908-38

覚(地普請之分､下畑反当り斗代､葭運上など取極
申渡につき)

(近世)未2月 横長半(ひねり綴)･1
冊

い915-3

覚(500文受取書)　付木や源左衛門→かんとう只助
様

(近世)霜月2日 竪切紙･1通 い923-2

覚(丸石弐拾受取書)　藤七郎→庄兵衛様 (近世)辰12月8日 竪切紙･1通 い923-7

覚(椴代受取書)　犬山屋徳三郎→藤七殿 (近世)9月7日 竪継紙･1通 い923-9

覚(松板代など受取書)　源七→藤七殿 (近世)辰9月8日 竪継紙･1通 い923-10

覚(三段石代など受取書)　石屋新兵衛→庄兵衛殿
他

(近世)9月晦日 竪切紙･1通/(後欠) い923-11

覚(大竹4本代受取書)　ふく嶋屋又右衛門→庄兵衛
様

(近世)極月13日 竪継紙･1通 い923-12

覚(いど代など受取書)　藤八 (近世)辰12月 竪切紙･1通 い923-13

覚(もミ代など受取書)　犬山屋吉蔵 (近世)9月7日 竪切紙･1通/(後欠の
ため受取を判読でき
ず)

い923-14

覚(すみ代など受取書)　くわなや源助→藤八殿 (近世)巳極月大晦日 竪継紙･1通 い923-17

覚(杉かわ代受取書)　大和屋孫右衛門→庄兵衛様 (近世)辰11月13日 小切紙･1通 い925-3

覚(孫台橋代受取書)　子宝村彦右衛門→神戸只助様 (近世)申12月7日 小切紙･1通 い925-4

覚(大和竹代など受取書)　次郎右衛門→庄兵衛様 (近世)11月15日 横切継紙･1通 い925-8

覚(から竹代受取書)　六左衛門→山形屋庄兵衛殿 (近世)12月13日 小切紙･1通 い925-10

覚(大竹代受取書)　治郎右衛門→庄兵衛様 (近世)12月12日 小切紙･1通 い925-11

覚(炭代受取書)　(名古屋)川崎や善蔵 (近世)6月17日 小切紙･1通/(い925-16
一綴)

い925-16-1

覚(品代受取書)　みのや清八 (近世)6月16日 小切紙･1通 い925-16-2

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/その他の入用
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覚(張兼代5匁7分相済につき)　井瀬屋三九郎→神
戸御庄屋様

(近世)辰7月 小切紙･1通/(い908一
綴)

い908-1

覚(せんまい代等348文につき) (近世) 横切継紙･1通 い908-5

覚(紙代など受取書)　柿屋久兵衛→神戸新田御庄屋
様

(近世)6月18日 横切紙･1通 い908-8

覚(そんめん代500文受取書)　かきや久兵衛→上 (近世)6月19日 横切継紙･1通 い908-10

覚(御蔵の御祝儀100疋頂戴につき)　筏場大工儀
右衛門→早川忠兵衛様

(近世)辰極月20日 小切紙･1通 い908-12

覚(蔵三ツ坪2口代願上につき)　＊｢御新田分｣とあ
り　堺屋伊助→神戸様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い908-16

覚(わらじ代等617文受取書) (近世)9月28日 横切継紙･1通 い908-32

覚(上赤みそ代等440文受取書) (近世) 横切継紙･1通 い908-34

覚(貰帳代など相渡しにつき)　かもん要吉→御庄
屋衆様

(近世)たつ7月 折紙･1通 い908-37

覚(ふし1つ代等756文受取書)　八百屋常七→神戸
金七様

(近世)6月12日 横切継紙･1通 い908-38

覚(地普請之分､下畑反当り斗代､葭運上など取極
申渡につき)

(近世)未2月 横長半(ひねり綴)･1
冊

い915-3

覚(500文受取書)　付木や源左衛門→かんとう只助
様

(近世)霜月2日 竪切紙･1通 い923-2

覚(丸石弐拾受取書)　藤七郎→庄兵衛様 (近世)辰12月8日 竪切紙･1通 い923-7

覚(椴代受取書)　犬山屋徳三郎→藤七殿 (近世)9月7日 竪継紙･1通 い923-9

覚(松板代など受取書)　源七→藤七殿 (近世)辰9月8日 竪継紙･1通 い923-10

覚(三段石代など受取書)　石屋新兵衛→庄兵衛殿
他

(近世)9月晦日 竪切紙･1通/(後欠) い923-11

覚(大竹4本代受取書)　ふく嶋屋又右衛門→庄兵衛
様

(近世)極月13日 竪継紙･1通 い923-12

覚(いど代など受取書)　藤八 (近世)辰12月 竪切紙･1通 い923-13

覚(もミ代など受取書)　犬山屋吉蔵 (近世)9月7日 竪切紙･1通/(後欠の
ため受取を判読でき
ず)

い923-14

覚(すみ代など受取書)　くわなや源助→藤八殿 (近世)巳極月大晦日 竪継紙･1通 い923-17

覚(杉かわ代受取書)　大和屋孫右衛門→庄兵衛様 (近世)辰11月13日 小切紙･1通 い925-3

覚(孫台橋代受取書)　子宝村彦右衛門→神戸只助様 (近世)申12月7日 小切紙･1通 い925-4

覚(大和竹代など受取書)　次郎右衛門→庄兵衛様 (近世)11月15日 横切継紙･1通 い925-8

覚(から竹代受取書)　六左衛門→山形屋庄兵衛殿 (近世)12月13日 小切紙･1通 い925-10

覚(大竹代受取書)　治郎右衛門→庄兵衛様 (近世)12月12日 小切紙･1通 い925-11

覚(炭代受取書)　(名古屋)川崎や善蔵 (近世)6月17日 小切紙･1通/(い925-16
一綴)

い925-16-1

覚(品代受取書)　みのや清八 (近世)6月16日 小切紙･1通 い925-16-2

覚(大極上土田代など受取書)　山城屋善九郎 (近世)6月17日 小切紙･1通 い925-16-3

覚(油代など受取書) (近世)6月17日 小切紙･1通 い925-16-4

覚(木箸代など勘定書) (近世)6月17日 小切紙･1通 い925-16-5

覚(黒豆代など受取書)　八百や又治郎(名古屋魚之
店通長者町西入長尾又次郎)→神戸様新田

(近世)6月17日 横切継紙･1通 い925-16-6

覚(つぼ代など受取書)　かぢや与兵へ→山形屋庄兵
衛様

(近世)辰12月13日 横切継紙･1通 い925-17

覚(竹代など受取書)　ふく嶋や又右衛門→山形屋庄
兵衛様

(近世)11月21日 横切継紙･1通 い925-18

覚(新田入用受取書)　(名古屋和泉町)山本や甚九郎
→神戸様庄屋衆中

(近世)3月7日 小切紙･1通 い925-19

覚(品代受取書)　粟津新介→神戸惣助殿 (近世)亥後卯月2日 小切紙･1通 い925-20

おほへ(からし代など受取書)　さゝや久左衛門→
小川只助様

(近世)9月13日 横切継紙･1通 い925-21

覚(麦代勘定書)　米次→神戸様 (近世)寅4月9日 小切紙･1通 い925-22

覚(半紙代など受取書)　＊端裏書｢麦御検見之節｣　
円七→唯助様

(近世)卯月22日 小切紙･1通/(い925-25
一綴)

い925-24-1

覚(ふな･うなぎ代勘定書)　とりかし藤七→神戸新
田庄八殿

(近世) 小切紙･1通 い925-24-2

覚(諸白代など受取書)　亀かし惣七→神戸新田只助
様

(近世)4月22日 小切紙･1通 い925-24-3

(酢･諸白代勘定書)　鳥ヶ地小助 (近世) 小切紙･1通 い925-24-4

覚(うなき代など受取書)　舟入丹右衛門→唯助様 (近世)4月21日 小切紙･1通 い925-24-5

覚(鰻代など受取書)　かにへ新左衛門→権八殿 (近世)4月18日 小切紙･1通 い925-24-6

(柱石代受取書)　石や新兵衛→庄兵衛殿 (近世)12月12日 小切紙･1通/(い925に
巻込)/(前欠ｶ)

い925-32

覚(2月～3月栗･明桧･松他〆金4両1分余につき)
　永田屋→前新田用

(近世)亥12月 竪継紙･1通/(い942紙
縒一括)

い942-1

覚(挑灯1張代銭380文勘定書)　御てうちんや久治
郎→神戸唯助様

(近世)霜月8日 切紙(桃色)･1通 い942-4

覚(大工甚助代金1両2分余･飯米〆1石余勘定書)
　唯助

(近世)亥12月 切継紙･1通 い942-5

覚(米札上下500石分代500文受取書)　戸田屋源右
衛門→かんとう只助様

(近世)12月4日 小切継紙･1通 い942-6

覚(亥年捨礼入用〆金11両1分余勘定書) (近世)12月 横切継紙･1通 い942-8

覚(紙代〆金1分余受取書)　(名古屋五條町)紙屋文
七→神戸唯助様

(近世)亥10月13日 竪継紙･1通 い942-10

覚(五六竹150本代3貫275文書付) (近世)8月25日 切紙･1通 い942-13

覚(諸品代28匁7分受取書)　わたや佐助→神戸様新
田御入用

(近世)未極月 切継紙･1通 い1138-8-6

覚(うなぎ代等3貫192文分書付)　善九郎 (近世)寅3月 横切継紙･1通 い1145

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/その他の入用
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おぼへ(諸品代1貫140文受取書)　茶甚→神戸金七
様

(近世)卯12月 小切継紙･1通/(い1160
紙縒一括)

い1160-1

覚(諸品代2匁4分受取書)　□長左衛門→小川綱蔵
様

(近世)卯11月16日 切紙･1通 い1160-5

覚(赤みそ･たはこ他代〆776文受取書)　□□や忠
右衛門→神戸庄屋衆中様

(近世)卯10月 横切継紙･1通 い1160-6

覚(むしろ代6貫248文受取書)　春田野庄六→神戸
新田忠右衛門様

(近世)卯9月29日 切紙･1通 い1160-9

覚(諸品代320文受取書)　郷内傳左衛門 (近世)閏10月4日 竪切紙･1通 い1160-10

三分　神戸 (近世) 札･1点/(い1221紙縒
一括)

い1221-1

おほへ(金1分受取書)　茶や甚四郎→神戸只助様 (近世)4月27日 切継紙･1通 い1221-3

金三両弐分弐朱五分八厘　神戸新田 (近世) 札･1点 い1221-4

覚(品代703文受取書)　綿屋長左衛門→早川忠右衛
門様

(近世)辰6月5日 切継紙･1通 い1221-5

覚(神戸新田分34匁金銭書付) (近世) 切紙･1通 い1237-3

覚(清瀧代664文受取書)　酒屋平兵衛→神戸唯助様 (近世)4月28日 切継紙･1通 い1237-4

覚(鴨2羽など代金1両余金銭書付) (近世) 横切継紙･1通 い1256-8

覚(竹･栗など代金17両受取書)　治兵衛→唯助様 (近世)酉7月18日 横切継紙･1通 い1256-12

召出久蔵事江之本卯右衛門祠堂金五円寄越ニ付
弥勒寺証文

(近代) 包紙･1点 い762-0

証(江之本卯右衛門祠堂料金5円領掌につき)　海
西郡鳥ヶ地新田弥勒寺住職原田良禅→海西郡神戸新
田竹内辰右衛門殿

明治18年8月18日 罫紙･1通/(印紙1銭貼
付)

い762-1

記(村入用11円支払い願書)　孫次郎→尊兄君 (近代)1月16日 切継紙･1通 い1246-11

記(稗5俵購入代金受取書)　笹屋藤助→神戸様 (近代)3月19日 横切継紙･1通 い1199-3-16

記(稗7俵購入代金受取書)　(海西郡上押萩)綿屋常
助→神戸新田支配人御苗辰右衛門様

(近代)旧2月3日 小切紙･1通 い1199-3-17

　人足
人足覚(石ずい等〆61人半につき) (近世) 折紙･1通 い908-3

(卯3月より午8月までの人足数書付) 横切紙･1通 い1074-6

　積金勘定
神戸新田積ミ金勘定書 (近代) 札･1点/(い1222紙縒

一括)
い1222-1

記(午12月改の元金625円余･利足12円余書付)　
辰右衛門→旦那様

(明治)16年未12月 切紙･1通 い1222-2

記(明治15年12月勘定元利〆金625円余勘定書付)
　辰右衛門→神戸様

明治16年未1月 折紙･1通 い1222-3

記(16年改の元利金と17年預け金〆1103円余勘定
書付)　辰右衛門→神戸旦那様

(近代)12月28日 切紙･1通 い1222-4

大宝前(神戸)新田/経営費用/諸入用/その他の入用
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おぼへ(諸品代1貫140文受取書)　茶甚→神戸金七
様

(近世)卯12月 小切継紙･1通/(い1160
紙縒一括)

い1160-1

覚(諸品代2匁4分受取書)　□長左衛門→小川綱蔵
様

(近世)卯11月16日 切紙･1通 い1160-5

覚(赤みそ･たはこ他代〆776文受取書)　□□や忠
右衛門→神戸庄屋衆中様

(近世)卯10月 横切継紙･1通 い1160-6

覚(むしろ代6貫248文受取書)　春田野庄六→神戸
新田忠右衛門様

(近世)卯9月29日 切紙･1通 い1160-9

覚(諸品代320文受取書)　郷内傳左衛門 (近世)閏10月4日 竪切紙･1通 い1160-10

三分　神戸 (近世) 札･1点/(い1221紙縒
一括)

い1221-1

おほへ(金1分受取書)　茶や甚四郎→神戸只助様 (近世)4月27日 切継紙･1通 い1221-3

金三両弐分弐朱五分八厘　神戸新田 (近世) 札･1点 い1221-4

覚(品代703文受取書)　綿屋長左衛門→早川忠右衛
門様

(近世)辰6月5日 切継紙･1通 い1221-5

覚(神戸新田分34匁金銭書付) (近世) 切紙･1通 い1237-3

覚(清瀧代664文受取書)　酒屋平兵衛→神戸唯助様 (近世)4月28日 切継紙･1通 い1237-4

覚(鴨2羽など代金1両余金銭書付) (近世) 横切継紙･1通 い1256-8

覚(竹･栗など代金17両受取書)　治兵衛→唯助様 (近世)酉7月18日 横切継紙･1通 い1256-12

召出久蔵事江之本卯右衛門祠堂金五円寄越ニ付
弥勒寺証文

(近代) 包紙･1点 い762-0

証(江之本卯右衛門祠堂料金5円領掌につき)　海
西郡鳥ヶ地新田弥勒寺住職原田良禅→海西郡神戸新
田竹内辰右衛門殿

明治18年8月18日 罫紙･1通/(印紙1銭貼
付)

い762-1

記(村入用11円支払い願書)　孫次郎→尊兄君 (近代)1月16日 切継紙･1通 い1246-11

記(稗5俵購入代金受取書)　笹屋藤助→神戸様 (近代)3月19日 横切継紙･1通 い1199-3-16

記(稗7俵購入代金受取書)　(海西郡上押萩)綿屋常
助→神戸新田支配人御苗辰右衛門様

(近代)旧2月3日 小切紙･1通 い1199-3-17

　人足
人足覚(石ずい等〆61人半につき) (近世) 折紙･1通 い908-3

(卯3月より午8月までの人足数書付) 横切紙･1通 い1074-6

　積金勘定
神戸新田積ミ金勘定書 (近代) 札･1点/(い1222紙縒

一括)
い1222-1

記(午12月改の元金625円余･利足12円余書付)　
辰右衛門→旦那様

(明治)16年未12月 切紙･1通 い1222-2

記(明治15年12月勘定元利〆金625円余勘定書付)
　辰右衛門→神戸様

明治16年未1月 折紙･1通 い1222-3

記(16年改の元利金と17年預け金〆1103円余勘定
書付)　辰右衛門→神戸旦那様

(近代)12月28日 切紙･1通 い1222-4

明治十七年申十二月積金勘定記(御預け金708円
等元金･利足書付)　辰右衛門→神戸旦那様

(明治)17年申12月 折紙･1通 い1222-5

旦那様江積金預ヶ記　辰右衛門→神戸様御支配所 明治20年1月 折紙･1通 い1190-6

記(神戸新田11年分田租181円余等〆236円余勘定
書付)

(明治)12年4月24日 折紙･1通 い1225

　経営記録
　諸事用留･日記･綴
乍恐奉願上候御事(海西郡大宝前新田を以来神戸
新田と改度につき)

(近世)寅3月 竪紙･ 1通 / (い 7 7 4
一綴)/(い774 - 1一
綴)/(い774-1-1付札｢
神戸改名文化十二亥
三月十三日御願出ス
四月六日御済口被仰
付候篤トハ分り不申
候得共鬮年ト相見へ
文化三寅年より｣)

い774-1-1

乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋唯助は内輪取扱
方不行届不取締につき同新田重右衛門へ跡役
仰せ付けられ度､下書)　犬山屋文左衛門→石川
小兵衛様御陣屋

(近世)寅5月 竪紙･1通 い774-1-2

乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋唯助は病気につ
き同新田重右衛門へ跡役仰せ付けられ度)　＊
懸紙にて訂正あり　犬山屋文左衛門→石川小兵衛様
御陣屋

(近世)寅6月 竪紙･1通 い774-1-3

乍恐奉願上候御事(文政7年～嘉永3年分神戸新田
調達金〆金119両2分余書付)　犬山屋文左衛門

(近世) 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-1-4

乍恐奉歎願候御事(御舎弟仁右衛門様年来不行跡
へ荷担したが何卒百姓相続仰せ付けられ度)　
只治判､(奧書)親類惣代請合唯助判･頭分組合浅右衛
門他2名･組頭同断辰右衛門･同断忠兵衛･庄屋同断忠
右衛門･同断重右衛門→旦那様

(近世)戌10月 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-1-5

乍恐不調法書付を以奉願上候(勘三郎弟悦四郎当
春分家の節願済なく住居につき)　新田庄屋忠
右衛門､(奧書)組頭辰右衛門→旦那様

(近世)酉9月 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-2

※乍恐奉願上候御事(近年近眼募り庄屋役勤め難
きにつき下ノ郷庄屋役とも今般退役したき旨)
　新田庄屋重右衛門､(奧印)新田同役忠右衛門→旦
那様

(近世)戌2月 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-3

乍恐奉御歎願上候御事(四郎兵衛新田年貢等上納
につき別紙証文写にて愚案する旨)　＊寛政(ﾏ
ﾏ)3庚午年11月林又左･水伴左宛濃州郡奉行土岐市右
衛門･地方目付田中九郎右衛門他1名｢不納荒地之事｣
写あり　海西郡四郎兵衛新田庄屋常右衛門印･同断
藤次郎印→吉田助次郎様御陣屋

(近世)戌11月 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-4

乍恐口上之覚(大宝前御新開御取立入用金3000両
を地主文左衛門に上納仰せ付けの旨)　大宝前
新田庄屋唯助→地方御勘定所

(近世)酉9月26日 竪半(二ツ綴)･1冊 い774-5

乍恐奉願上候御事(海西郡大宝前新田につき享保
19年御定通りの引合に仰せ付けられ度)　右新
田地主犬山屋文左衛門→富田八郎兵衛様

宝暦6年子5月17日ニ
出ス

竪半(二ツ綴)･1冊 い774-6

※乍恐以御詫旁御請書奉差上候(徒党強願はじめ
村法に背いた旨後悔につき)　彦助･幸助･勘治郎
他14人､(奥書)辰右衛門･浅右衛門･甚三郎他4人→御
役儀衆中

明治4年4月 竪半(一ツ綴)･1冊/(い
760紙縒一括)

い760-1

大宝前(神戸)新田/積金勘定
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(百姓弥右衛門に関して内願の一条取調べ聞済の
お礼他につき書状)　浦町→神大人

(近世)6月27日 横切継紙･1通 い760-2

今日転役(寺社奉行より御側御用人へ他人事につ
き)　浦より→神戸様

(近世) 小切紙･1通 い760-3

内蜜貴鳳(倉印本宅の様子報告につき書状)　小
浦

(近世) 横切継紙(灰色)･1通 い760-4

乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋役市右衛門の跡
役の指替につき済口を命じられたき旨願書下
書)

(近世)3月 横切継紙(灰色)･1通 い760-5

神戸文左衛門様　福井蔵輔､福井倉助様　従名古
屋犬山屋文左衛門

(近世) 包紙･1点 い760-6-0

(庄屋指替の件承知および潤屋野跡一件は双方庄
屋へ相談する旨の返書)　蔵輔→文左衛門様

(近世)10月11日 横切継紙･1通 い760-6-1

(庄屋指替は当人が全快次第の旨および潤屋新田
野跡一件につき書状扣)　犬山屋文左衛門→福井
蔵輔様

(近世)10月10日 横切継紙･1通 い760-6-2

覚(海西郡大宝前新田の御年貢米上納の定の写)
　＊端裏書｢古新田御証文之写｣　上田伴右代丹羽藤
蔵･箕形□左代児嶋幸左衛門･同代竿浦傳右衛門･野
方奉行平手傳助･水奉行桜井作右衛門･大代官小沢惣
右衛門･同河村嘉左衛門→犬山屋分左衛門殿

享保8年癸卯4月 竪継紙･1通 い760-7

一札(海西郡大宝前新田内の四郎兵衛新田替地を
新田に繰込町数半分を取立につき一札写)　犬
山屋分左衛門→平手傳助殿･箕浦傳右衛門殿･□本平
六殿･丹羽藤助殿

(近世)8年卯4月22日 竪継紙･1通/(虫損甚
大)

い760-8

※乍恐以御詫旁御請書奉差上候(去午年不作のた
め救米頂戴願につき徒党を組み強願し村法に
背いた旨)　茂十郎･豊四郎･安五郎･重蔵･権吉､(奥
書)頭分辰右衛門･同浅右衛門他5名→御役儀衆中

明治4年未4月 竪半(一ツ綴)･1冊 い760-9

覚(栄助御年貢一条など新田管理条項書付) 小切紙･1通 い901-4-8

(6月22日から24日までの新田取締り記録) (子) 竪紙･1通/(い937紙縒
一括)

い937-1

(7月8日から同26日までの下之郷の記録) 小切紙･1通 い937-2

(杁伏替記録) 小切紙･1通/(い937-2
に巻込)

い937-3

覚(宝永4年～延享2年の海西郡大宝前新田築立上
納他経緯につき書付､下書)

(近世) 竪継紙･1通/(い993紙
縒一括)

い993-1

(佐屋御陣屋出の節弁当の事､触状留は取調の上
持参する事など箇条書付)

(近世) 折紙･1通 い1109

(西ノ森一条申談･勘三郎引越し帰所など箇条書
付)

切継紙･1通 い1110

覚(亥年正月分入用帳等14品書付) 折紙･1通 い1142

(惣十殿へ宜しき物を贈りたいので買ってくるよ
うにとの願書)　同(奥田)重右衛門→奥田兵治様

8月21日 竪紙･1通 い1245-67

　村方騒動
※乍恐以御詫旁御請書奉差上候(徒党強願はじめ
村法に背いた旨後悔につき)　彦助･幸助･勘治郎
他14人､(奥書)辰右衛門･浅右衛門･甚三郎他4人→御
役儀衆中

明治4年4月 竪半(一ツ綴)･1冊/(い
760紙縒一括)

い760-1

大宝前(神戸)新田/経営記録/諸事用留･日記･綴
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(百姓弥右衛門に関して内願の一条取調べ聞済の
お礼他につき書状)　浦町→神大人

(近世)6月27日 横切継紙･1通 い760-2

今日転役(寺社奉行より御側御用人へ他人事につ
き)　浦より→神戸様

(近世) 小切紙･1通 い760-3

内蜜貴鳳(倉印本宅の様子報告につき書状)　小
浦

(近世) 横切継紙(灰色)･1通 い760-4

乍恐奉願上候御事(神戸新田庄屋役市右衛門の跡
役の指替につき済口を命じられたき旨願書下
書)

(近世)3月 横切継紙(灰色)･1通 い760-5

神戸文左衛門様　福井蔵輔､福井倉助様　従名古
屋犬山屋文左衛門

(近世) 包紙･1点 い760-6-0

(庄屋指替の件承知および潤屋野跡一件は双方庄
屋へ相談する旨の返書)　蔵輔→文左衛門様

(近世)10月11日 横切継紙･1通 い760-6-1

(庄屋指替は当人が全快次第の旨および潤屋新田
野跡一件につき書状扣)　犬山屋文左衛門→福井
蔵輔様

(近世)10月10日 横切継紙･1通 い760-6-2

覚(海西郡大宝前新田の御年貢米上納の定の写)
　＊端裏書｢古新田御証文之写｣　上田伴右代丹羽藤
蔵･箕形□左代児嶋幸左衛門･同代竿浦傳右衛門･野
方奉行平手傳助･水奉行桜井作右衛門･大代官小沢惣
右衛門･同河村嘉左衛門→犬山屋分左衛門殿

享保8年癸卯4月 竪継紙･1通 い760-7

一札(海西郡大宝前新田内の四郎兵衛新田替地を
新田に繰込町数半分を取立につき一札写)　犬
山屋分左衛門→平手傳助殿･箕浦傳右衛門殿･□本平
六殿･丹羽藤助殿

(近世)8年卯4月22日 竪継紙･1通/(虫損甚
大)

い760-8

※乍恐以御詫旁御請書奉差上候(去午年不作のた
め救米頂戴願につき徒党を組み強願し村法に
背いた旨)　茂十郎･豊四郎･安五郎･重蔵･権吉､(奥
書)頭分辰右衛門･同浅右衛門他5名→御役儀衆中

明治4年未4月 竪半(一ツ綴)･1冊 い760-9

覚(栄助御年貢一条など新田管理条項書付) 小切紙･1通 い901-4-8

(6月22日から24日までの新田取締り記録) (子) 竪紙･1通/(い937紙縒
一括)

い937-1

(7月8日から同26日までの下之郷の記録) 小切紙･1通 い937-2

(杁伏替記録) 小切紙･1通/(い937-2
に巻込)

い937-3

覚(宝永4年～延享2年の海西郡大宝前新田築立上
納他経緯につき書付､下書)

(近世) 竪継紙･1通/(い993紙
縒一括)

い993-1

(佐屋御陣屋出の節弁当の事､触状留は取調の上
持参する事など箇条書付)

(近世) 折紙･1通 い1109

(西ノ森一条申談･勘三郎引越し帰所など箇条書
付)

切継紙･1通 い1110

覚(亥年正月分入用帳等14品書付) 折紙･1通 い1142

(惣十殿へ宜しき物を贈りたいので買ってくるよ
うにとの願書)　同(奥田)重右衛門→奥田兵治様

8月21日 竪紙･1通 い1245-67

　村方騒動
※乍恐以御詫旁御請書奉差上候(徒党強願はじめ
村法に背いた旨後悔につき)　彦助･幸助･勘治郎
他14人､(奥書)辰右衛門･浅右衛門･甚三郎他4人→御
役儀衆中

明治4年4月 竪半(一ツ綴)･1冊/(い
760紙縒一括)

い760-1

※乍恐以御詫旁御請書奉差上候(去午年不作のた
め救米頂戴願につき徒党を組み強願し村法に
背いた旨)　茂十郎･豊四郎･安五郎･重蔵･権吉､(奥
書)頭分辰右衛門･同浅右衛門他5名→御役儀衆中

明治4年未4月 竪半(一ツ綴)･1冊 い760-9

(一条につき都合次第屋敷へ越すべき旨書状)　
(永田)祐九郎→文左衛門様

(近世)6月25日 横切継紙･1通/(封筒
共)/(い1004-25-11紙
縒一括)

い1004-25-11-1

※(庄屋進退につき願書差出の旨書状)　(永田)祐
九郎→文左衛門様

(近世)3月13日 横切継紙･1通 い1004-25-11-2

(懸り合なし忠右衛門･亭主分頭取勘三郎他40名
の人名書付)

横切継紙･1通 い1111

(第一頭取勘三郎･宰領新左衛門他11名の人名書
付)

切継紙･1通 い1112

(自白欠払い藤七･相手方勘三郎他10名陣屋へ呼
出吟味の旨書付)

横切継紙･1通 い1113

覚(重右衛門退役の件､綱蔵見習の件他書付) (近世) 横切継紙･ 1通/ (い
1121紙縒一括)

い1121-1

教示ヶ条覚(綱蔵勤方邪正不分の件､今般願筋勘
定場へ直訴の件他書付)

(近世) 折紙･1通 い1121-2

頭書之覚(惣百姓請書取調の件､頭取請書取調の
件他書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1121-3

(新田百姓忠八･新左衛門･頭分金七他5名書付) 小切継紙･1通 い1128

(ろ～へ反数･人名､御勘定所御呼出の旨他書付) 横切継紙･ 1通/ (い
1136巻込一括)

い1136-1

(権左衛門･唯助他30名の人名書付) 切紙･1通 い1136-2

　新田－元材木町間連絡
(忠兵衛申出の鳥小屋の一条は全く事済の旨書
状)　文左衛門→唯介殿

(天保13年)6月7日 横切継紙･1通 い1004-3

(病気全快･年貢上納につき書状)　新田綱蔵→御
勘定場御苗吉蔵様

(近世)12月12日 横切継紙･1通 い902-1-13

(内々願上の金七丸印の儀につき書状)　唯助→旦
那様

(近世)12月25日 横切継紙･1通 い1004-19-5

(12月6日･12日忠兵衛および辰右衛門用談につき
書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1004-19-7

(あら井村木地元の酒屋への御返事願いにつき書
状)　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)11月27日 横切継紙･1通 い904-5

(去卯年御年貢借用米･献米など上納につき書状)
　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)10月13日 小切紙･1通 い904-7

覚(惣郷懸りならびに名古屋入用共〆高192匁6分
4厘につき報告)　唯助→周蔵様

(近世)辰7月10日 小切紙･1通 い908-2

覚(大ろふ1箱この者へお渡し下されたきにつき)
　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)6月22日 小切紙･1通/(い909-1
一綴)

い909-1-1

覚(道掛4人など賃金81匁1分4厘につき)　左官左
兵衛･忠右衛門→御地主様御勘定場御苗橘蔵様

(近世)3月20日 横切継紙･1通 い909-2

覚(献金･四郎兵衛新田御替地分7両3分2朱ト14匁
3分5厘につき)　新田忠右衛門→御地主様御勘定
場

(近世)辰11月23日 小切紙･1通 い909-7

(御門前に捨置の女子縁組の儀につき書状)　新
田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)12月16日 横切継紙･1通 い910-2

大宝前(神戸)新田/経営記録/村方騒動
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(去巳年入用金不足分等5両の儀ならびに伊勢米
積送りの儀につき書状)　綱蔵→御苗橘蔵様

(近世)(午)正月26日 横切継紙･1通 い910-4

(当5日6日頃伺いたきにつき書状)　新田忠右衛門
→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)12月2日 横切継紙･1通 い910-5

(新田下用内金3両この者へ貸し渡されたきにつ
き書状)　新田唯輔→神戸橘蔵様

(近世)12月2日 横切継紙･1通 い910-6

(藤七弟御礼差上の儀等につき書状)　綱蔵→御勘
定場御苗橘蔵様

(近世)7月4日 横切継紙･1通 い910-7

(狐地下新新田の築込につき彦市今晩其表へ一宿
につき御逢なさるべき旨他書状)　小川唯助→
奥田兵次様

8月9日 横切継紙･1通 い944

(先だって旦那様へ願上の銭1両分取り計らいく
ださるよう書状)　新田忠兵衛→御地主様御勘定
場

(近世)12月15日 横切継紙･1通/(い1004
-19-3巻込一括)

い1004-19-3-1

(内々お届の趣は廻したが十分に行渡らない旨他
書状)　新田唯助→神戸様

3月26日 横切継紙･1通/(包紙
共)

い1133

(過刻ご覧の図面を便にて渡す旨書状)　唯助→神
戸様

5月14日 横切紙･1通/(い1134
巻込一括)

い1134-1

(先刻お見せの絵図･拙書抜分をお渡越下さるよ
う書状､下書)　堀川→唯助殿

14日 切継紙･1通 い1134-2

(石取舟積り書提出の郡方御役所触状などご覧に
入れる旨他書状)　小川唯助→奥田兵治様

(近世)8月15日 横切継紙･1通 い1173

(昨日預りの書類を差上げる旨書状)　唯助→神戸
様

5月15日 横切紙･1通/(い1185-
2を包み)

い1185-1

(書類2冊受取の旨他書状)　堀川→唯助殿 15日 切継紙･1通 い1185-2

覚(諸運上金等〆8両余勘定書付)　御勘定場→庄
屋･組頭

(近世)辰2月 切継紙･1通/(い1238-
1･2畳込一括)

い1238-1

(大水被害の様子並びに普請の儀につき書状)　
新田庄屋忠右衛門→御勘定場後藤粂助様

(近世)8月9日 切継紙･1通 い1245-60

(お召し抱えの為御陣屋御代官に呼び出された件
につき書状)　唯助→旦那様

(近世)5月20日 横切継紙･1通 い1245-61

覚(山代など代金7両余受取書)　副戸長忠右衛門→
御地主様御勘定場

(近世)酉12月 切紙･1通 い1246-15

(金七川請負致す件につき書状)　唯助→御旦那様 (近代)2月26日 横切継紙･1通 い1245-55

　その他
覚(地主方への金100両の割付金につき書状)　唯

助→奥田重右衛門様
(近世)3月12日 横切継紙･1通 い1223

覚(年貢米納入につき依頼状)　亀ヶ地惣助→神戸
新田御庄屋衆中様

(近世)子5月晦日 横切紙･1通 い927

御請合申上候事(今般村方百姓中惣代役に任命に
つき)　重右衛門･平吉･金七･浅右衛門

(近世)5月 竪紙･1通/(破損甚大) い941

(半左衛門継目尋の上申渡の事など書付) 切継紙･1通 い979

(昨日咄の金談一條につき書状､下書)　堀川→唯
助殿

(近世)18日 横切継紙･1通 い1004-19-8

用談(飛嶋願一條他3件書付) (近世)12月24日 横切紙･1通 い1004-19-9

(金兵衛･忠兵衛出府の日程他につき書状､下書)
　堀川→唯助殿

(近世)12月28日 横切継紙･1通 い1004-19-10

大宝前(神戸)新田/経営記録/新田－元材木町間連絡
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(去巳年入用金不足分等5両の儀ならびに伊勢米
積送りの儀につき書状)　綱蔵→御苗橘蔵様

(近世)(午)正月26日 横切継紙･1通 い910-4

(当5日6日頃伺いたきにつき書状)　新田忠右衛門
→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)12月2日 横切継紙･1通 い910-5

(新田下用内金3両この者へ貸し渡されたきにつ
き書状)　新田唯輔→神戸橘蔵様

(近世)12月2日 横切継紙･1通 い910-6

(藤七弟御礼差上の儀等につき書状)　綱蔵→御勘
定場御苗橘蔵様

(近世)7月4日 横切継紙･1通 い910-7

(狐地下新新田の築込につき彦市今晩其表へ一宿
につき御逢なさるべき旨他書状)　小川唯助→
奥田兵次様

8月9日 横切継紙･1通 い944

(先だって旦那様へ願上の銭1両分取り計らいく
ださるよう書状)　新田忠兵衛→御地主様御勘定
場

(近世)12月15日 横切継紙･1通/(い1004
-19-3巻込一括)

い1004-19-3-1

(内々お届の趣は廻したが十分に行渡らない旨他
書状)　新田唯助→神戸様

3月26日 横切継紙･1通/(包紙
共)

い1133

(過刻ご覧の図面を便にて渡す旨書状)　唯助→神
戸様

5月14日 横切紙･1通/(い1134
巻込一括)

い1134-1

(先刻お見せの絵図･拙書抜分をお渡越下さるよ
う書状､下書)　堀川→唯助殿

14日 切継紙･1通 い1134-2

(石取舟積り書提出の郡方御役所触状などご覧に
入れる旨他書状)　小川唯助→奥田兵治様

(近世)8月15日 横切継紙･1通 い1173

(昨日預りの書類を差上げる旨書状)　唯助→神戸
様

5月15日 横切紙･1通/(い1185-
2を包み)

い1185-1

(書類2冊受取の旨他書状)　堀川→唯助殿 15日 切継紙･1通 い1185-2

覚(諸運上金等〆8両余勘定書付)　御勘定場→庄
屋･組頭

(近世)辰2月 切継紙･1通/(い1238-
1･2畳込一括)

い1238-1

(大水被害の様子並びに普請の儀につき書状)　
新田庄屋忠右衛門→御勘定場後藤粂助様

(近世)8月9日 切継紙･1通 い1245-60

(お召し抱えの為御陣屋御代官に呼び出された件
につき書状)　唯助→旦那様

(近世)5月20日 横切継紙･1通 い1245-61

覚(山代など代金7両余受取書)　副戸長忠右衛門→
御地主様御勘定場

(近世)酉12月 切紙･1通 い1246-15

(金七川請負致す件につき書状)　唯助→御旦那様 (近代)2月26日 横切継紙･1通 い1245-55

　その他
覚(地主方への金100両の割付金につき書状)　唯

助→奥田重右衛門様
(近世)3月12日 横切継紙･1通 い1223

覚(年貢米納入につき依頼状)　亀ヶ地惣助→神戸
新田御庄屋衆中様

(近世)子5月晦日 横切紙･1通 い927

御請合申上候事(今般村方百姓中惣代役に任命に
つき)　重右衛門･平吉･金七･浅右衛門

(近世)5月 竪紙･1通/(破損甚大) い941

(半左衛門継目尋の上申渡の事など書付) 切継紙･1通 い979

(昨日咄の金談一條につき書状､下書)　堀川→唯
助殿

(近世)18日 横切継紙･1通 い1004-19-8

用談(飛嶋願一條他3件書付) (近世)12月24日 横切紙･1通 い1004-19-9

(金兵衛･忠兵衛出府の日程他につき書状､下書)
　堀川→唯助殿

(近世)12月28日 横切継紙･1通 い1004-19-10

(大宝前新田長尾作右衛門死去につき葬式御名代
拝命の旨申上書)　新田忠兵衛→御地主様御勘定
場

(近世)12月19日 竪紙･1通 い1004-19-11

覚(3石余都合次第にお渡しするとの旨書付)　唯
助→重右衛門様

(近世)酉6月 切紙･1通 い1220

神戸新田下堤境界ニ付服岡ヨリ来簡 (近代) 札･1点/(い1232紙縒
一括)

い1232-1

(神服境の儀拝借地等の事につき伺書)　服岡新田
副戸長大河内庄五郎→神戸副戸長御中

(近代)12月23日 罫紙･1通 い1232-2

早川忠右衛門殿･竹内辰右衛門殿　国分惣助代組
桑原友賢･大河内庄五郎→早川忠右衛門殿･竹内辰右
衛門殿

(近代) 罫紙･1点 い1232-3-0

(境界定めの為地主打ち合わせの件につき書状) (近代)1月24日 横切紙･1通 い1232-3-1

神戸新田副戸長早川忠右衛門殿　服岡副戸長大河
内庄五郎→神戸新田副戸長早川忠右衛門殿

(近代) 封筒･1点 い1232-4-0

(服岡新田境界の立会いの件につき書状) (近代)1月14日 罫紙･1通 い1232-4-1

(新田様子等につき書状)　松田忠四郎→奥田 6月23日 切紙･1通 い1242

(堤内普請の儀につき書状)　小川唯助→奥田兵治
様

11月6日 横切継紙･1通 い1243

　小作人
　宗門改
宗門帳(袋) 嘉永3年庚戌3月 袋･1点/(い800入) い800-0

宗門帳袋(袋) 嘉永4年亥3月 袋･1点/(い799入) い799-0

　貸金
新田重右衛門扣下之郷地所書入かし金連印証文
一通　天保五年午六月廿九日金子渡ル永田屋
取扱

(天保5年6月29日) 札･1点/(い933-1帯一
括)

い936-1-1

(新田重右衛門の田畑売渡證文の文面調査などに
つき書状)　善治郎→神(戸)文左衛門様

(天保5年)28日 横切継紙･1通 い936-1-2

※永代売渡申田畑證文之事(要用につき服岡新田
一円の内1町1反余売渡証文下書)　海西郡神戸
新田売主重右衛門･親類惣代服岡新田笹之郷同重兵
衛他3名､(奥書)服岡新田庄屋惣代唯助他1名→神戸
文左衛門様

天保5年午6月 横切継紙･1通 い936-1-3

(金子10両来巳の4,5月頃迄借用仕りたきにつき
書状)　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)12月2日 横切継紙･1通 い904-1

(御借財上納日限の儀につき書状)　新田忠右衛門
→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)11月18日 横切紙･1通 い904-2

金子借用証書(66円)　第六大区廿一小区海西郡神戸
新田廿七番地金子借用主早川忠兵衛･早川忠右衛門
→神戸文左衛門殿

明治9年1月1日 竪紙･1通/(印紙6銭貼
付)

い744

(児玉金左衛門への賃金25円書付) (明治)10年1月1日 札･1点/(い754紙縒一
括)/(い754-1紙縒一
括)

い754-1-0

金子借用証書(25円)　第六大区廿一小区海西郡神戸
新田金借用主児玉金左衛門､(奥書)児玉金七→神戸
分左衛門殿

明治9年子1月1日 竪紙･1通/(剥離あり) い754-1-1

大宝前(神戸)新田/経営記録/その他
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借用金延期ニ付添証券(25円)　第六大区廿一小区
海西郡神戸新田金借用主児玉金左衛門･第六大区廿
一小区海西郡神戸新田右引受人同金七→神戸分左衛
門殿

明治10年1月1日 竪紙･1通 い754-1-2

(児玉金左衛門への賃金50円書付) (明治) 札･1点/(い748紙縒一
括)

い748-0

金借用証券(50円)　尾張国海西郡神戸新田金借用人
児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治9年11月 竪紙･1通/(印紙5銭貼
付)

い748-1

(児玉金左衛門への賃金50円書付) (明治)9年11月1日 札･1点/(い749紙縒一
括)

い749-0

金借用証券(50円)　尾張国海西郡神戸新田金借用人
児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治9年11月1日 竪紙･1通/(印紙5銭貼
付)

い749-1

(児玉金左衛門への賃金50円書付) (明治)9年11月22日 札･1点/(い750紙縒一
括)/(紙縒破損)

い750-0

金借用証書(50円)　第六大区廿一小区海西郡神戸新
田金借用主児玉金左衛門･第六大区廿一小区海西郡
同新田右引受人同金七→神戸分左衛門殿

明治9年子11月22日 竪紙･1通/(印紙5銭貼
付)

い750-1

証文　辰右衛門 (明治) 包紙･1点/(い743～い
754紙縒一括)

い743-0

記(借金証文､150円)　竹内辰右衛門→神戸分左衛門
殿

(明治)11年5月11日 小切紙(桃色)･1通 い743-1

記(借金証文､150円)　竹内辰右衛門→神戸分左衛門
殿

(明治)11年4月19日 小切紙･1通 い743-2

利子金 (明治) 包紙･1点 い935-0

記(貸金元金利足､および明治32年分の利子の勘
定書､文面抹消)　神戸→早川忠蔵殿

明治32年11月6日 小切紙･1通/(い935紙
縒一括)/(い935ｰ1一
綴)

い935-1-1

記(貸金の元金受取書､文面抹消)　神戸→早川忠
蔵殿

(明治)32年10月27日 小切紙･1通 い935-1-2

記(明治27年1月の貸金残金返金受取書､文面抹
消)　神戸→早川忠兵衛殿

(明治)32年9月23日 小切紙･1通 い935-1-3

記(貸金残金のうち金30円受取書､文面抹消)　神
戸→早川忠蔵殿

(明治)32年2月9日 小切紙･1通 い935-1-4

記(明治27年貸金残り元金の利足受取書､文面抹
消)　神戸→早川忠蔵殿

(明治)31年12月21日 小切紙･1通 い935-1-5

記(貸金利子計算書､文面抹消) (明治) 小切紙･1通 い935-1-6

記(貸金利子計算書､文面抹消) (明治) 小切紙･1通 い935-1-7

記(利子〆金69円89銭9厘受取書､文面抹消)　神
戸

(明治)24年12月20日 小切紙･1通 い935-1-8

記(貸金750円分の利子受取書､文面抹消)　名古屋
神戸→早川忠兵衛殿

(明治)24年12月21日 小切紙･1通 い935-1-9

記(金52円33銭6厘受取書､文面抹消)　神戸→早川
忠兵衛殿

(明治)24年8月1日 小切紙･1通 い935-1-10

記(貸金返済金不足分計算書) (明治) 小切紙･1通/(い932-1
に巻込)

い935-1-11

記(貸金証文仕換につき受取の記､文面抹消)　→
早川忠兵衛殿

(明治27年4月27日) 折紙･1通 い935-2

記(貸金のうち50円受取書)　神戸→児玉鶴太郎殿 明治31年6月11日 小切紙･1通 い935-3

記(貸金の内返金残り元金20円42銭3厘受取書)　
神戸→児玉鶴太郎殿

明治32年亥2月12日 小切紙･1通 い935-4

大宝前(神戸)新田/小作人/貸金
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借用金延期ニ付添証券(25円)　第六大区廿一小区
海西郡神戸新田金借用主児玉金左衛門･第六大区廿
一小区海西郡神戸新田右引受人同金七→神戸分左衛
門殿

明治10年1月1日 竪紙･1通 い754-1-2

(児玉金左衛門への賃金50円書付) (明治) 札･1点/(い748紙縒一
括)

い748-0

金借用証券(50円)　尾張国海西郡神戸新田金借用人
児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治9年11月 竪紙･1通/(印紙5銭貼
付)

い748-1

(児玉金左衛門への賃金50円書付) (明治)9年11月1日 札･1点/(い749紙縒一
括)

い749-0

金借用証券(50円)　尾張国海西郡神戸新田金借用人
児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治9年11月1日 竪紙･1通/(印紙5銭貼
付)

い749-1

(児玉金左衛門への賃金50円書付) (明治)9年11月22日 札･1点/(い750紙縒一
括)/(紙縒破損)

い750-0

金借用証書(50円)　第六大区廿一小区海西郡神戸新
田金借用主児玉金左衛門･第六大区廿一小区海西郡
同新田右引受人同金七→神戸分左衛門殿

明治9年子11月22日 竪紙･1通/(印紙5銭貼
付)

い750-1

証文　辰右衛門 (明治) 包紙･1点/(い743～い
754紙縒一括)

い743-0

記(借金証文､150円)　竹内辰右衛門→神戸分左衛門
殿

(明治)11年5月11日 小切紙(桃色)･1通 い743-1

記(借金証文､150円)　竹内辰右衛門→神戸分左衛門
殿

(明治)11年4月19日 小切紙･1通 い743-2

利子金 (明治) 包紙･1点 い935-0

記(貸金元金利足､および明治32年分の利子の勘
定書､文面抹消)　神戸→早川忠蔵殿

明治32年11月6日 小切紙･1通/(い935紙
縒一括)/(い935ｰ1一
綴)

い935-1-1

記(貸金の元金受取書､文面抹消)　神戸→早川忠
蔵殿

(明治)32年10月27日 小切紙･1通 い935-1-2

記(明治27年1月の貸金残金返金受取書､文面抹
消)　神戸→早川忠兵衛殿

(明治)32年9月23日 小切紙･1通 い935-1-3

記(貸金残金のうち金30円受取書､文面抹消)　神
戸→早川忠蔵殿

(明治)32年2月9日 小切紙･1通 い935-1-4

記(明治27年貸金残り元金の利足受取書､文面抹
消)　神戸→早川忠蔵殿

(明治)31年12月21日 小切紙･1通 い935-1-5

記(貸金利子計算書､文面抹消) (明治) 小切紙･1通 い935-1-6

記(貸金利子計算書､文面抹消) (明治) 小切紙･1通 い935-1-7

記(利子〆金69円89銭9厘受取書､文面抹消)　神
戸

(明治)24年12月20日 小切紙･1通 い935-1-8

記(貸金750円分の利子受取書､文面抹消)　名古屋
神戸→早川忠兵衛殿

(明治)24年12月21日 小切紙･1通 い935-1-9

記(金52円33銭6厘受取書､文面抹消)　神戸→早川
忠兵衛殿

(明治)24年8月1日 小切紙･1通 い935-1-10

記(貸金返済金不足分計算書) (明治) 小切紙･1通/(い932-1
に巻込)

い935-1-11

記(貸金証文仕換につき受取の記､文面抹消)　→
早川忠兵衛殿

(明治27年4月27日) 折紙･1通 い935-2

記(貸金のうち50円受取書)　神戸→児玉鶴太郎殿 明治31年6月11日 小切紙･1通 い935-3

記(貸金の内返金残り元金20円42銭3厘受取書)　
神戸→児玉鶴太郎殿

明治32年亥2月12日 小切紙･1通 い935-4

積金受取之記(証文仕換につき受取)　神戸→小川
綱蔵殿

明治24年辛卯1月 横半半(下げ二ツ目
綴)･1冊

い935-5

覚(請取証文､25円･10円)　忠右衛門→神戸孫次郎
様

(明治)1月25日 竪紙･1通 い745-1

記(借金証文､23円)　忠右衛門→御地主様御勘定場 (明治)3月30日 切紙･1通/(い745-1で
包込)

い745-2

　小屋･会所
　絵図･普請
新田会所絵図(間取図) 23.5×32.5･1鋪 い799-4

(会所間取図) 27.2×38.2･1鋪 い800-21

(会所図) 24.7×33.0･1鋪 い800-22

(会所敷地図)　＊北側｢長二拾七間半｣､東側｢拾六間
弐尺｣､西側｢拾六間｣とあり

31.8×42.3･1鋪 い800-24

覚(ひさし･道具蔵入用古木不足分書付) (近世) 横切継紙･1通 い908-31

覚(表ひらき戸など尺寸書付) 横切紙･1通 い912-3-13

　入用
覚(人足26名代等4貫500文につき)　藤吉→神戸会

所
(近世)丑極月29日 横切紙･1通 い816-14

覚(酒4升2合代536文受取書)　かめがし金七→神御
会所

(近世)卯11月 切紙･1通 い1160-2

おほへ(いな･大いな他代〆719文受取書)　竹田川
→神戸御会所

(近世)卯10月28日 横切継紙･1通 い1160-3

覚(諸品代318文受取書)　亀ヶ地金七→神御会所 (近世)卯10月 切紙･1通 い1160-4

覚(5寸筒･作料他代〆45匁9分受取書)　(海西郡
鳥ヶ地)鳥かし辰右衛門→神戸御会所

(近世)閏月8日 切継紙･1通　 い1160-8

※覚(作料等27匁余受取書)　(海西郡鳥ヶ地)鳥屋
長左衛門→神戸御会所

(近世)卯6月16日 切紙･1通/(い1237紙
縒一括)

い1237-1

覚(半紙代金24匁余受取書)　＊端裏書｢会所｣　か
ミ屋善左衛門→新田唯助様

(延享元年)子10月19
日

横切継紙･1通 い1211-11

覚(1尺6寸金代金等〆金1分余受取書)　＊端裏書｢
会所｣　なべや平七

(近世)9月5日 横切継紙･1通 い1211-12

覚(むしろ等代金2両余受取書)　＊端裏書｢会所｣　
かにへ(棚橋)新蔵→しけ右衛門殿

(延享元年)子9月5日 横切継紙･1通 い1211-20

覚(金銭受取書)　古材屋忠右衛門→神戸会所様 (近世)12月28日 横切紙･1通 い816-4

覚(216文受取書)　神川→神戸御会所 (近世)丑12月28日 竪切紙･1通 い816-5

覚(早川御臥入用784文受取書)　唯助→御会所 (近世)1月28日 横切紙･1通 い816-12

覚(1貫466文受取書)　五郎兵衛→神戸会所 (近世)丑12月28日 横切紙･1通 い816-16

覚(金銭受取書)　かめかし要吉→神戸御会所 (近世)うし12月 横切紙･1通 い816-17

覚(未年いかけ代260匁受取書)　鍋屋与七→神戸新
田御会所

(近世)申7月 小切紙･1通 い895-11

覚(油8合5勺代2朱受取書)　味噌や甚八→神戸御会
所

(近世)6月5日 小切紙･1通 い901-2-13

覚(上諸白1斗代受取書)　かぎや金七→神戸新田御
会所

(近世)酉3月5日 小切紙･1通 い901-3-2

大宝前(神戸)新田/小作人/貸金



－112－－112－

覚(割木代など受取書)　柴田屋兵二郎→神戸新田御
会所様

(近世)8月9日 小切紙･1通 い901-4-6

覚(なます代など受取書)　川→御会所様 (近世)酉3月20日 折紙･1通 い901-4-15

覚(板･人足代等32匁4分2厘受取書)　竹田清兵衛
→神戸新田御会所

(近世)4月4日 横切継紙･1通 い902-1-12

覚(うなぎ代947文受取書)　大宝悦蔵→神戸新田御
会所

(近世)7月22日 小切紙･1通 い911-7

　郷蔵
覚(五寸･弐寸代2匁6分受取書)　＊｢郷蔵｣　井瀬屋

三九郎→神戸庄屋様
(近世)11月29日 切継紙･1通 い902-1-8

(郷蔵普請大工･左官への悦びの儀勘考願いにつ
き書状)　新田忠右衛門→御苗橘蔵様

(近世)11月23日 横切継紙･1通 い904-8

(郷蔵東のつたかこい今日より修繕につき書状)
　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)7月17日 横切継紙･1通 い904-9

(郷蔵ひさし出来のため木品並びに家釘､この者
へ渡されたきにつき書状)

(近世)5月22日 横切紙･1通 い908-6

覚(郷蔵へ差し当たり入用この者へお渡し下され
たきにつき)　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)2月12日 折紙･1通 い909-3

覚(五寸釘等この者へお渡し下されたきにつき)
　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)2月14日 横切紙･1通 い909-4

覚(六寸釘この者へお渡し下されたきにつき)　
新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)6月15日 小切紙･1通 い909-5

　土地
　田畑状況把握
(れ畑大宝築合下､銘々増歩書付) (天保3年辰) 横長半(一ツ綴)･1冊 い912-2

(大宝前新田御見分反別絵図)　＊水門の位置およ
び割の配置記入

(近世) 42.0×67.5(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い787

(神戸新田内｢秋葉田｣位置絵図)　＊周囲の｢む｣｢の
｣｢ゐ｣の割も示す

32.0×43.3(彩色)･1
鋪

い794-12

(新左衛門･浅右衛門等30の地割･石高書付) 折紙･1通 い912-3-16

(大宝前新田古畑･屋敷間数他絵図) (近世) 27.9×40.7(彩色)･1
鋪/(貼紙上書｢江口氏
江出ス｣)

い1004-20

の之割年数之事 小切紙･1通/(紙縒一
括)

い1004-25-12

(松土居･百川田･下ゐの反数･石高書付) 切継紙･1通 い1135

(神戸新田い～くの割および新田替地位置図､新
田小屋の位置明記)

30.0×36.0･1鋪 い1245-98

(い1245-98と同内容の神戸新田絵図) 30.5×42.5･1鋪 い1245-99

掟地壱町歩返還ニ付金五拾円忠右衛門･綱蔵初へ
渡ス請取書

(近代) 札･1点/(い1239紙縒
一括)

い1239-1

証文　壱通 (明治5年) 包紙･1点/(い1239-2
包紙一括)

い1239-2-0

覚(忠右衛門等〆1町余の土地返上書)　綱蔵･忠左
衛門

(明治5年)壬申3月 竪紙･1通 い1239-2-1

大宝前(神戸)新田/小屋･会所/入用
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覚(割木代など受取書)　柴田屋兵二郎→神戸新田御
会所様

(近世)8月9日 小切紙･1通 い901-4-6

覚(なます代など受取書)　川→御会所様 (近世)酉3月20日 折紙･1通 い901-4-15

覚(板･人足代等32匁4分2厘受取書)　竹田清兵衛
→神戸新田御会所

(近世)4月4日 横切継紙･1通 い902-1-12

覚(うなぎ代947文受取書)　大宝悦蔵→神戸新田御
会所

(近世)7月22日 小切紙･1通 い911-7

　郷蔵
覚(五寸･弐寸代2匁6分受取書)　＊｢郷蔵｣　井瀬屋

三九郎→神戸庄屋様
(近世)11月29日 切継紙･1通 い902-1-8

(郷蔵普請大工･左官への悦びの儀勘考願いにつ
き書状)　新田忠右衛門→御苗橘蔵様

(近世)11月23日 横切継紙･1通 い904-8

(郷蔵東のつたかこい今日より修繕につき書状)
　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)7月17日 横切継紙･1通 い904-9

(郷蔵ひさし出来のため木品並びに家釘､この者
へ渡されたきにつき書状)

(近世)5月22日 横切紙･1通 い908-6

覚(郷蔵へ差し当たり入用この者へお渡し下され
たきにつき)　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)2月12日 折紙･1通 い909-3

覚(五寸釘等この者へお渡し下されたきにつき)
　新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)2月14日 横切紙･1通 い909-4

覚(六寸釘この者へお渡し下されたきにつき)　
新田忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)6月15日 小切紙･1通 い909-5

　土地
　田畑状況把握
(れ畑大宝築合下､銘々増歩書付) (天保3年辰) 横長半(一ツ綴)･1冊 い912-2

(大宝前新田御見分反別絵図)　＊水門の位置およ
び割の配置記入

(近世) 42.0×67.5(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い787

(神戸新田内｢秋葉田｣位置絵図)　＊周囲の｢む｣｢の
｣｢ゐ｣の割も示す

32.0×43.3(彩色)･1
鋪

い794-12

(新左衛門･浅右衛門等30の地割･石高書付) 折紙･1通 い912-3-16

(大宝前新田古畑･屋敷間数他絵図) (近世) 27.9×40.7(彩色)･1
鋪/(貼紙上書｢江口氏
江出ス｣)

い1004-20

の之割年数之事 小切紙･1通/(紙縒一
括)

い1004-25-12

(松土居･百川田･下ゐの反数･石高書付) 切継紙･1通 い1135

(神戸新田い～くの割および新田替地位置図､新
田小屋の位置明記)

30.0×36.0･1鋪 い1245-98

(い1245-98と同内容の神戸新田絵図) 30.5×42.5･1鋪 い1245-99

掟地壱町歩返還ニ付金五拾円忠右衛門･綱蔵初へ
渡ス請取書

(近代) 札･1点/(い1239紙縒
一括)

い1239-1

証文　壱通 (明治5年) 包紙･1点/(い1239-2
包紙一括)

い1239-2-0

覚(忠右衛門等〆1町余の土地返上書)　綱蔵･忠左
衛門

(明治5年)壬申3月 竪紙･1通 い1239-2-1

覚(忠右衛門等〆金50両割合拝借証文)　綱蔵･忠
左衛門

(明治5年)壬申3月 竪紙･1通 い1239-2-2

御請旁差上申後証之事(田畑1町返上ならびに金
50両拝借証文)　浅右衛門他4名→神戸文左衞門殿

明治5年壬申3月 竪紙･1通 い1239-2-3

　田畑改名
御年改名覚帳 安政2年2月 横長半(一ツ綴)･1冊

/(い913一綴)
い913-1

当巳年改名願帳　＊｢改名覚｣他2点貼付 安政4年2月吉日 横長半(一ツ綴)･1冊 い913-2

覚(な6畝21歩勘三郎など､ち～ら反数人名書付) (近世) 切継紙･1通 い1179

　耕地交換
覚(替地陸蔵等反別書付) (近世) 横切継紙･1通 い908-7

　芝場･葭生場
寛延三年午四月廿八日ニ野方御役所へ芝場境杭
相願候節之絵図弐枚扣

(寛延)3年4月28日 包紙･1点 い933

置土願に付御役所へ差上ケ申候図面扣(大宝前新
田絵図)

安永5年申正月21日 40.0×78.5(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い784

(大宝前新田附葭生苅取場所絵図) 天明元年丑5月 39.5×29.0(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い791

今般御尋ニ付奉書上候口上之覚(大宝前新田開発
の際の替地を誰に渡したか不明である旨等の
返答書)　海西郡大宝前新田重右衛門･同郡同新田
平吉･名古屋元材木町犬山屋文左衛門

(文化10年)酉9月 横切継紙･1通 い1244-20

(神戸新田御見取所絵図)　＊佐屋陣屋へ提出した
絵図の扣　市右衛門

(文政3年辰正月) 31.0×42.8(彩色)･1
鋪

い794-2

(蟹江･海屋･神戸･飛島新田葭野反数書付絵図)　
忠兵衛扣

天保9年戌6月写之 55.7×86.8(彩色)･1
鋪

い782

(大宝前新田芝場絵図) (近世) 31.0×43.2(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い793

(神戸新田･服岡新田境界起畑御願場所絵図)　＊
あ3450-7･9､あ3458-4と関連

24.6×33.5(彩色)･1
鋪

い794-10

(大宝前新田古台葭野絵図控) (近世) 29.3×39.6(彩色)･1
鋪

い799-26

(大宝前新田付き芝場絵図)　＊｢竹田庄右衛門新田
寛延二巳年出来｣

(近世) 31.0×43.3(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い800-7

大宝前新田附森芝場境願(寛延3年～宝暦3年願上
年月日書付)

(近世) 横切紙･1通 い949

(大宝前新田境杭につき東福田高橋佐次兵衛指図
受け打つべき旨)　山方野方奉行代→□屋分左衛
門殿

(近世)3月26日 竪継紙･1通 い950

(新田外扣萱場寛延3年境杭願は翌未3月に仰付の
旨書付)

(近世) 切継紙･1通 い956

(のどヶ地栄葭野北せいご場飛嶋〆25町歩､鍋蓋
走市ノ郷走四郎兵衛走〆18町歩を大宝前新田
土取場とした節の書付他差出べき旨)　山方野
方奉行代→犬山屋分左衛門殿

(近世)3月20日 竪切紙･1通/(虫損甚
大)

い962

覚(内外葭山運上･川運上他〆金92両3分余勘定書
付)　只助

(近世)亥正月 横切継紙･1通 い968

大宝前(神戸)新田/土地/田畑状況把握
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(内外葭山運上･川運上他代〆金100両2分余勘定
書付)　只助

(近世)戌正月20日 横切継紙･1通 い985

覚(亥年分川運上他代〆金36両3分余勘定書付)　
只助

(近世)子正月 横切継紙･1通 い987

覚(内山葭運上･川運上他代〆金28両2分余勘定書
付)　只助

(近世)亥正月 横切継紙･1通 い996

癸巳諸運上目録(北ヶ輪外山御運上他〆28両3分
余勘定)

(近世)癸巳12月 竪紙･1通 い1107

先達テ申渡シノ書付葭山川共申渡候処承知不致
相戻シ候書付

(近世) 包紙･1点 い1244-12-0

乍恐口上之覚(山川を引渡し10ヶ年借上げに致す
べきとの旨承知できないとの書状ならびに承
知した旨)　十右衛門･金七･忠右衛門

(近世)子9月 竪紙･1通/(付紙あり) い1244-12-1

覚(山川願いの手当など金10両書付)　→忠右衛門
･金七･重右衛門･平吉

(近世)子9月15日 竪紙･1通 い1244-12-2

(葭山川共申渡シ之書付) (近世)子10月13日 包紙･1点 い1244-15-0

(葭山川運上金ならびに請負方書付) (近世)子10月13日 切継紙･1通 い1244-15-1

　水利･防水ほか
　水利
大宝前御新田御用水絵図 宝永6年丑之2月 袋･1点 い776-0

(大宝前新田･四郎兵衛新田周辺用水絵図) (近世) 40.5×56.7･1鋪 い776-1

(新田用水につき杁･新井道絵図) (近世) 57.5×84.8･1鋪 い776-2

奉願上御用水之事(大宝前新田用水につき杁伏増
し新井道堀継の旨)　犬山屋分左衛門･井筒屋平兵
衛→野方御奉行所様

宝永6年丑3月 竪継紙･1通 い776-3

大宝前新田(急変の際の持場･人足についての指
示書)　扖方役所､(裏書)林丈右衛門･神谷斎助→右
村(大宝前新田)庄屋･扖守

寛保元年酉8月 横切継紙･1通 い1256-6

大宝前新田圦(披戸2本受取に関する達)　杁御作
事方→右(大宝前新田)村庄屋

(延享元年)子7月2日 切継紙･1通 い1211-5

覚(古戸川上ヶ御用代銀4分余受取書)　杁御作事
方→大宝前新田庄屋杁高

(延享元年)子7月8日 切紙･1通 い1211-19

大宝前新田用水杁外水道掘割井桁敷地共(子宝新
田･大宝前新田両庄屋立合改め記録)　御勘定方
山本惣右衛門･御関方吉田作右衛門他1名

宝暦8年寅3月29日 横切継紙･1通 い1244-17

大宝前新田絵図面(圦の見分絵図)　＊裏書｢文化
九申年五月佐屋御役所江右之図出申候｣　→佐屋御
役所

文化9年申5月 69.0×40.0(彩色)･1
鋪

い786

川入札　亀ヶ地新田定蔵 (文化13年) 包紙･1点 い1244-5-0

覚(当年運上金11両余上納書)　亀ヶ地新田定蔵→
神戸文左衛門様

文化13年子 切紙･1通 い1244-5-1

神戸新田定引池二ヶ所図面 天保15年辰正月 24.5×34.5(彩色)･1
鋪

い800-8

(四郎左衛門新田･大宝新田用水路拡幅願絵図) (近世) 82.0×84.0(彩色)･1
鋪/(用水取り入れ等
に関する貼紙3点あ
り)

い789

大宝前(神戸)新田/土地/芝場･葭生場
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(内外葭山運上･川運上他代〆金100両2分余勘定
書付)　只助

(近世)戌正月20日 横切継紙･1通 い985

覚(亥年分川運上他代〆金36両3分余勘定書付)　
只助

(近世)子正月 横切継紙･1通 い987

覚(内山葭運上･川運上他代〆金28両2分余勘定書
付)　只助

(近世)亥正月 横切継紙･1通 い996

癸巳諸運上目録(北ヶ輪外山御運上他〆28両3分
余勘定)

(近世)癸巳12月 竪紙･1通 い1107

先達テ申渡シノ書付葭山川共申渡候処承知不致
相戻シ候書付

(近世) 包紙･1点 い1244-12-0

乍恐口上之覚(山川を引渡し10ヶ年借上げに致す
べきとの旨承知できないとの書状ならびに承
知した旨)　十右衛門･金七･忠右衛門

(近世)子9月 竪紙･1通/(付紙あり) い1244-12-1

覚(山川願いの手当など金10両書付)　→忠右衛門
･金七･重右衛門･平吉

(近世)子9月15日 竪紙･1通 い1244-12-2

(葭山川共申渡シ之書付) (近世)子10月13日 包紙･1点 い1244-15-0

(葭山川運上金ならびに請負方書付) (近世)子10月13日 切継紙･1通 い1244-15-1

　水利･防水ほか
　水利
大宝前御新田御用水絵図 宝永6年丑之2月 袋･1点 い776-0

(大宝前新田･四郎兵衛新田周辺用水絵図) (近世) 40.5×56.7･1鋪 い776-1

(新田用水につき杁･新井道絵図) (近世) 57.5×84.8･1鋪 い776-2

奉願上御用水之事(大宝前新田用水につき杁伏増
し新井道堀継の旨)　犬山屋分左衛門･井筒屋平兵
衛→野方御奉行所様

宝永6年丑3月 竪継紙･1通 い776-3

大宝前新田(急変の際の持場･人足についての指
示書)　扖方役所､(裏書)林丈右衛門･神谷斎助→右
村(大宝前新田)庄屋･扖守

寛保元年酉8月 横切継紙･1通 い1256-6

大宝前新田圦(披戸2本受取に関する達)　杁御作
事方→右(大宝前新田)村庄屋

(延享元年)子7月2日 切継紙･1通 い1211-5

覚(古戸川上ヶ御用代銀4分余受取書)　杁御作事
方→大宝前新田庄屋杁高

(延享元年)子7月8日 切紙･1通 い1211-19

大宝前新田用水杁外水道掘割井桁敷地共(子宝新
田･大宝前新田両庄屋立合改め記録)　御勘定方
山本惣右衛門･御関方吉田作右衛門他1名

宝暦8年寅3月29日 横切継紙･1通 い1244-17

大宝前新田絵図面(圦の見分絵図)　＊裏書｢文化
九申年五月佐屋御役所江右之図出申候｣　→佐屋御
役所

文化9年申5月 69.0×40.0(彩色)･1
鋪

い786

川入札　亀ヶ地新田定蔵 (文化13年) 包紙･1点 い1244-5-0

覚(当年運上金11両余上納書)　亀ヶ地新田定蔵→
神戸文左衛門様

文化13年子 切紙･1通 い1244-5-1

神戸新田定引池二ヶ所図面 天保15年辰正月 24.5×34.5(彩色)･1
鋪

い800-8

(四郎左衛門新田･大宝新田用水路拡幅願絵図) (近世) 82.0×84.0(彩色)･1
鋪/(用水取り入れ等
に関する貼紙3点あ
り)

い789

(鯏浦･五ノ三地内伏越願地周辺絵図) (近世) 60.0×83.0･1鋪 い799-2

(大宝前新田内用水絵図)　＊(｢い｣～｢り｣の割記載
あり

(近世) 31.0×43.8(彩色)･1
鋪

い799-29

(大宝前新田落杁絵図)　＊文字情報無し､い799-29
とほぼ同内容

(近世) 31.3×43.5(彩色)･1
鋪

い799-？

(大宝新田用水堤築付願絵図) (近世) 43.5×60.0･1鋪/(付
箋2点貼付)

い800-12

小田周防守様より野方御奉行所へ参候手紙之写
(包紙)

(近世) 包紙･1点 い814-0

(筏川の儀､新田頭自分川に致す件につき書状)　
中嶋与右衛門･早藤弥右衛門→益田安兵衛様･鈴木新
右衛門様

(近世)7月28日 横切継紙･1通 い814-1

乍恐御願奉申上候御事(悪水落杁伏替手普請願に
つき)　＊い898とほぼ同文　神戸新田庄屋忠右衛
門→杁方御役所

(近世)申8月 竪紙･1通 い896

乍恐御願奉申上候御事(悪水落杁伏替手普請願に
つき)　＊い896とほぼ同文　神戸新田庄屋忠右衛
門→杁方御役所

(近世)申8月 竪紙･1通 い898

(堀川浚御冥加人足神戸新田割当り分代銀書付) 小切紙･1通 い901-3-3

覚(立合用水割当り金差上につき)　宮崎十郎治→
小川綱蔵様

(近世)巳12月23日 小切紙･1通 い911-6

おほへ(平嶋用水入用受取書)　大宝甚四郎 小切紙･1通 い912-3-5

(神戸新田分平嶋用水井割当り金書付) 札･1通 い912-3-19

(大宝前新田水門古木門上御用代銀上納申渡)　
＊2月11日受取印あり　杁御作事場→右(大宝前新
田)庄屋

(近世)正月晦日 小切紙･1通/(い918一
綴)/(紙縒1点共)

い918-1

(鳥ヶ地新田･大宝前新田水門古木門上御用代銀
上納申渡)　杁御作事場→右(大宝前新田)庄屋

(近世)正月晦日 小切紙･1通 い918-2

覚(披戸四本･川上日用代受取渡書)　杁作事方→
大宝新田杁守

(近世)8月21日 竪継紙･1通 い923-3

覚(日用手伝銀受取相渡書)　杁御作事方→右村(大
宝前新田)庄屋

(近世)7月20日 竪継紙･1通 い923-15

(大野新田より申越あり内々に元材木丁へ知らせ
る旨書状)　市左衛門→嘉兵衛様

(近世)6月19日 横切継紙(桃色)･1通 い960

(所々用水通り損所諸入用〆金5両1分余の勘定
書)　松吉直蔵→小川只助様

(近世)亥12月 横切紙･1通 い982

(東蜆半左衛門･亀かし弥助他18名･土地面積書
付)

(近世) 横切継紙･1通 い983

(悪水落御様子につき書状) 7月20日 横切継紙･1通/(前欠)
/(破損)

い986

乍恐舌代(水筒先背一条より事発の用水一条につ
き)　新田より→神戸文左衛門様

(近世)5月20日 横切継紙･1通 い1004-5

(神戸用水･悪水通り絵図) 24.8×34.5･1鋪 い1004-7

(新田悪水一条につき日記) (近世)5月15日～6月
13日

横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1004-25-10紙縒
一括)

い1004-25-10-1

大宝前(神戸)新田/水利･防水/水利
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乍恐御達申上候御事(名古屋元材木町犬山屋文左
衛門新田宝永4年開発以来文左衛門扣の旨)　
同断(名古屋元材木町)綱蔵･神戸新田庄屋忠右衛門
→三村平六様御陣屋

(近世)丑6月 切紙･1通/(い1004-25
-10-2･3はい1004-25-
10-1の頁内に紙縒で
括り)

い1004-25-10-2

(神戸新田築立年月扣主名前書付を陣屋へ差出す
べき旨達書)　神戸新田庄屋→佐屋陣屋

(近世)6月12日 横切紙･1通 い1004-25-10-3

覚(新田見分･堀抜相談他日記)　＊い1004-25-10-1
の落丁部分ヵ

(近世)正月19日～4月
7日

折紙･2通 い1004-25-10-4

(川埋御願場所絵図) (近世) 24.3×34.4(彩色)･1
鋪

い1004-25-13

(其新田巾9尺杁戸二本川上り御用代銭30文受取
書)　杁御作事場→大宝前新田庄屋

(近世)6月24日 小切紙･1通 い764-10

(日光塩川通新堀新堤新杁絵図) 29.5×41.5(彩色)･1
鋪

い799-6

(大宝前新田用水絵図) (近世) 30.8×42.0(彩色)･1
鋪

い799-8

(橋作り方手伝日用代11匁9分9毛受取書)　杁方役
所→右(神戸新田)庄屋

(近世)6月24日 横切紙･1通 い895-8

(杁作り方手伝日雇代12匁7分7厘5毛受取書)　杁
方役所→右村(神戸新田)庄屋

(近世)申7月 小切紙･1通 い895-17

(大杁等出来の節此船へ積入れたきにつき書状)
　新田(庄屋)忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)9月4日 横切継紙･1通 い895-22

(神戸新田立切作方手伝御用代31匁9分8厘5毛受
取書)　杁方役所→右(神戸新田)庄屋

(近世)酉5月11日 小切紙･1通 い901-3-6

覚(杁伏替入用6両3分11匁6厘受取書)　鳥ヶ地新
田庄屋松吉三右衛門→神戸新田御庄屋衆中

(近世) 小切紙･1通 い901-3-7

(神戸新田分船役銀受取書)　→御船手 (近世)11月 小切紙･1通 い901-3-23

覚(杁方見分買物代受取書)　浅のや勇四郎→金七
様

8月29日 小切紙･1通/(い911一
綴)

い911-1

覚(8月29日杁方見分買物書付)　八百屋常七→金七
様

8月29日 横切継紙･1通 い912-3-11

覚(杁を古渡御作事場より差遣す舟賃相渡すべき
につき)　船御番所→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)戌正月12日 切継紙･1通 い918-4

覚(小杁･杁戸･染竹代2貫50文につき)　カメ定蔵
→神戸小川市蔵様

(近世)戌正月23日 横切紙･1通 い918-5

覚(424文受取につき)　(古渡新橋)みのや要助→小
川只助様

(近世)酉12月29日 小切紙･1通 い918-6

(大宝前新田･大宝新田･四郎左衛門新田他新圦場
絵図)

(近世) 42.2×42.5･1鋪/(い
1000紙縒一括)

い1000-1

覚(鳥ヶ地平蔵･押萩村清兵衛･東蜆村次郎兵衛御
年貢米他〆金9両余勘定書付)

(近世)寅8月 折紙･1通 い1000-2

覚(大宝新田〆2石7斗1升8合･大宝前新田〆8斗4
升5合につき)　鳥ヶ地村平蔵→分左衛門殿

(近世) 切紙･1通 い1000-3

孫室より(くね田･鎌はへ･川･田かふ･新堀･井桁
の間数書付)

(近世)12月 折紙･1通 い1000-4

舟分入之覚(六左衛門･半七他20名船坪数書付)　
山崎村古川源左衛門→鳥海地大野藤三郎殿

(近世)丑ノ8月19日 折紙･1通 い1000-5

犬山屋文左衛門様　永田祐九郎 (近世) 包紙･1点 い1004-18-0

大宝前(神戸)新田/水利･防水/水利


