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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

(鳥ヶ地前新田悪水を神戸新田用水筒の下へ伏越
の旨書状)　永田祐九郎→神戸文左衛門様

(近世)7月23日 横切継紙･1通 い1004-18-1

覚(2間輪板･9尺輪板他代〆16匁4分受取書)　孫
室杁守十左衛門→神戸新田御庄屋衆中

(近世)卯9月28日 切継紙･1通 い1160-7

記(杁伏替出金･勝手入用45両勘定書付)　孫次郎 (近世)5月21日 切継紙･1通 い1246-2

大宝前新田(披戸2本舟送り証文)　＊端裏書｢扖御
□戸｣　扖作事方→右庄屋･杁守

(近世)酉7月12日 切継紙･1通/(い1255
紙縒一括)/(い1255-1
～3巻込一括)

い1255-1

覚(扖戸代金銀5分余受取書)　＊端裏書｢扖｣　扖作
事方→大宝前新田庄屋･杁守

(近世)酉8月9日 切紙･1通 い1255-2

覚(扖戸代金銀3匁余受取書)　＊端裏書｢扖御作事
払｣　扖作事方→大宝前新田庄屋･杁守

(近世)酉7月2日 切紙･1通 い1255-3

覚(人足20人代金3分余受取書)　＊端裏書｢所々｣　
木挽左兵衛･甚助

(近世)酉正月 切紙･1通 い1255-4

覚(人足27人5分代金1両余受取書)　＊端裏書｢
所々｣　大工甚助

(近世)酉8月 切紙･1通 い1255-5

覚(船賃差引勘定残り250文受取書)　＊端裏書｢
所々｣　ため屋新助→神戸唯助様

(近世)7月13日 切紙･1通 い1255-6

覚(縄代金400文受取書)　＊端裏書｢所々｣　槙嶋や
伊兵衛→神戸新田甚助様

(近世)酉2月朔日 切継紙･1通 い1255-7

覚(橋釘代金5貫余受取書)　＊端裏書｢所々｣　円助 (近世)酉7月 竪紙･1通 い1255-8

覚(栗など材木代金4両余受取書)　＊端裏書｢所々
｣　山形屋庄兵衛→小川唯助殿

(近世)酉3月 竪継紙･1通 い1255-9

(包紙) (明治8年) 包紙･1点 い747-0

金預り証書(悪水落杁樋修繕のための三ヶ村積金
50円)　金預り主早川忠兵衛→神戸孫次郎殿

明治8年1月 ｢愛知県管下｣用箋･1
通

い747-1

　防水
安永三午歳悪水通堤普請覚 安永3年午 横長半(一ツ綴)･1冊 い917

(大宝新田悪水落新堀割図) 安永5年未(ママ) 包紙･1点 い1244-18-0

(神戸新田内汐よけ堤防図) (安永5年) 横切継紙･1通 い1244-18-1

(上押萩村より神戸新田まで堤自普請場杭建立予
定地絵図)

辰 竪半(一ツ綴)･1冊/(い
794-14紙縒一括)

い794-14-1

(御普請方杭之事他書付) 折紙･1通 い794-14-2

(日光塩川通新堀新堤新杁絵図) 29.5×41.5(彩色)･1
鋪

い799-6

(中堤89匁9分8厘ご入手下されたきにつき届書)
　＊｢神戸｣とあり

(近世) 小切紙･1通 い908-19

(神戸･杭打分巳年中堤割書付) 小切紙･1通 い912-3-21

(飛嶋山を御役人衆中改見分の砌地境杭打につき
飛嶋山惣仲間中打寄の旨書状)　順介→市左衛門
様

(近世)6月18日 横切継紙･1通 い948

覚(中堤葭薄払代他〆金24両余につき金銭書付)
　只助

(近世)卯3月 横切継紙･1通 い978

大宝前(神戸)新田/水利･防水/水利
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願書(善太川筋水落差支のための新田切取目論見
停止願下書)

(近世)8月23日 横切紙･1通/(い1079
巻込一括)

い1079-1

(小笠原駿河守領分越前国坂井郡内山崩れの様子
書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1079-2

(宝川通神戸新田堤防工事出願絵図) (近世) 39.8×27.8･1鋪 い1245-8

(間崎新田よりの大水氾濫につき書状)　天九→神
戸御大人

(近代)戌9日 横切継紙･1通 い1245-11

神戸新田四百六十四番地新田汐除ヶ堤水門新設
願指令

明治19年11月18日 包紙･1点/(い763紙縒
一括)/(い763-1一綴)

い763-1-0

汐除ケ堤新築并水門杁樋新設願　海西郡神戸新田
人民惣代小川綱蔵･同村大工惣代早川忠兵衛･同村地
主神戸分左衛門､(奥書)海西郡桴場新田外五ケ村戸
長宮崎十郎二､(奥書)愛知県海東海西郡長横田太一
郎→愛知県知事勝間田稔殿

明治19年10月8日 罫紙･1通/(い763-1-1
～2一綴)

い763-1-1

(別冊目論見帳下ヶ渡の旨願聞届につき) 明治19年11月18日 ｢愛知県｣用箋･1通 い763-1-2

目論見帳(海西郡神戸新田新築除ヶ堤につき) (近代) 罫紙･1通 い763-1-3

新築汐除ヶ堤図面　海西郡神戸新田地主神戸分左衛
門､(奥書)戸長宮崎十郎二

(近代) 27.2×38.0(彩色)･1
鋪

い763-1-4

　水路
(桴川安永四未歳十一月〆切場所絵図) (安永4年11月以後) 29.7×41.2(彩色)･1

鋪
い799-16

(子宝新田･鳥ヶ地前新田前定引之地絵図) (近世) 28.0×39.6(彩色)･1
鋪

い799-24

　組合村
葭年貢･井領米･枯草年貢請取 (享保9年) 包紙･1点/(い1001紙

縒一括)
い1001-0

用水圦破損繕ニ付下用帳　鳥ヶ地村分蔵→分左衛
門新田徳左衛門殿

享保9年辰4月8日(～
辰12月8日)

横長半(一ツ綴)･1冊 い1001-1

井領之事(井領米6石6斗7升2合受取書)　鳥ヶ地村
才兵衛→分左衛門新田只助殿

享保9年辰12月 竪継紙･1通 い1001-2

覚(辰年柳枯草定納銀受取書)　上田伴右代遠田利
左衛門･宗形善左代柴田林大夫→蜆前新田庄屋中

享保9年辰12月 切紙･1通 い1001-3

覚(用水井領米納6升8合受取書)　子宝庄屋伴六郎
→大宝前新田小助殿

(近世)辰11月9日 切紙･1通 い1001-4

違引米(畑引違･畝引違他〆8斗3升8合5夕につき) (近世) 切紙･1通 い1001-5

覚(辰年野方御年貢米として〆1両ト9匁2分受取
書)　佐次兵衛･平蔵→唯助殿

享保9年辰極月 横切継紙･1通 い1001-6

井領米(井領米6石余請求書)　鳥ヶ地新田庄屋三右
衛門→大宝前新田唯助殿

寛保元年酉12月 竪紙･1通 い1256-11

覚(諸白代金2貫550文勘定書付)　＊端裏書｢村｣　
亀ヶ地平蔵→大宝前新田繁右衛門様

(延享元年)子極月 竪紙･1通 い1211-13

(潤屋新田仮堤改絵図)　(立合庄屋重右衛門･忠右衛
門代組頭忠兵衛他)

天保10年亥11月29日 34.0×25.0･1鋪 い799-23

井領米之事(当巳年井領米6石7斗4升2合御差越成
らるべきにつき)　鳥ヶ地新田庄屋宮崎十郎治→
神戸新田御庄屋衆中

安政4年巳12月 竪紙･1通/(い914-2･3
を巻込)

い914-1

大宝前(神戸)新田/水利･防水/防水
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願書(善太川筋水落差支のための新田切取目論見
停止願下書)

(近世)8月23日 横切紙･1通/(い1079
巻込一括)

い1079-1

(小笠原駿河守領分越前国坂井郡内山崩れの様子
書付)

(近世) 横切継紙･1通 い1079-2

(宝川通神戸新田堤防工事出願絵図) (近世) 39.8×27.8･1鋪 い1245-8

(間崎新田よりの大水氾濫につき書状)　天九→神
戸御大人

(近代)戌9日 横切継紙･1通 い1245-11

神戸新田四百六十四番地新田汐除ヶ堤水門新設
願指令

明治19年11月18日 包紙･1点/(い763紙縒
一括)/(い763-1一綴)

い763-1-0

汐除ケ堤新築并水門杁樋新設願　海西郡神戸新田
人民惣代小川綱蔵･同村大工惣代早川忠兵衛･同村地
主神戸分左衛門､(奥書)海西郡桴場新田外五ケ村戸
長宮崎十郎二､(奥書)愛知県海東海西郡長横田太一
郎→愛知県知事勝間田稔殿

明治19年10月8日 罫紙･1通/(い763-1-1
～2一綴)

い763-1-1

(別冊目論見帳下ヶ渡の旨願聞届につき) 明治19年11月18日 ｢愛知県｣用箋･1通 い763-1-2

目論見帳(海西郡神戸新田新築除ヶ堤につき) (近代) 罫紙･1通 い763-1-3

新築汐除ヶ堤図面　海西郡神戸新田地主神戸分左衛
門､(奥書)戸長宮崎十郎二

(近代) 27.2×38.0(彩色)･1
鋪

い763-1-4

　水路
(桴川安永四未歳十一月〆切場所絵図) (安永4年11月以後) 29.7×41.2(彩色)･1

鋪
い799-16

(子宝新田･鳥ヶ地前新田前定引之地絵図) (近世) 28.0×39.6(彩色)･1
鋪

い799-24

　組合村
葭年貢･井領米･枯草年貢請取 (享保9年) 包紙･1点/(い1001紙

縒一括)
い1001-0

用水圦破損繕ニ付下用帳　鳥ヶ地村分蔵→分左衛
門新田徳左衛門殿

享保9年辰4月8日(～
辰12月8日)

横長半(一ツ綴)･1冊 い1001-1

井領之事(井領米6石6斗7升2合受取書)　鳥ヶ地村
才兵衛→分左衛門新田只助殿

享保9年辰12月 竪継紙･1通 い1001-2

覚(辰年柳枯草定納銀受取書)　上田伴右代遠田利
左衛門･宗形善左代柴田林大夫→蜆前新田庄屋中

享保9年辰12月 切紙･1通 い1001-3

覚(用水井領米納6升8合受取書)　子宝庄屋伴六郎
→大宝前新田小助殿

(近世)辰11月9日 切紙･1通 い1001-4

違引米(畑引違･畝引違他〆8斗3升8合5夕につき) (近世) 切紙･1通 い1001-5

覚(辰年野方御年貢米として〆1両ト9匁2分受取
書)　佐次兵衛･平蔵→唯助殿

享保9年辰極月 横切継紙･1通 い1001-6

井領米(井領米6石余請求書)　鳥ヶ地新田庄屋三右
衛門→大宝前新田唯助殿

寛保元年酉12月 竪紙･1通 い1256-11

覚(諸白代金2貫550文勘定書付)　＊端裏書｢村｣　
亀ヶ地平蔵→大宝前新田繁右衛門様

(延享元年)子極月 竪紙･1通 い1211-13

(潤屋新田仮堤改絵図)　(立合庄屋重右衛門･忠右衛
門代組頭忠兵衛他)

天保10年亥11月29日 34.0×25.0･1鋪 い799-23

井領米之事(当巳年井領米6石7斗4升2合御差越成
らるべきにつき)　鳥ヶ地新田庄屋宮崎十郎治→
神戸新田御庄屋衆中

安政4年巳12月 竪紙･1通/(い914-2･3
を巻込)

い914-1

覚(当巳年井領米6斗1升5合受取書)　服部市兵衛
→神戸新田御庄屋衆中

(近世)巳12月26日 小切紙･1通 い914-2

覚(当巳年平嶋用水井領米7斗9升6合につき)　
鳥ヶ地新田庄屋衆→神戸新田御庄屋衆中

(近世)巳12月 小切紙･1通 い914-3

覚(大竹･むしろ他代1〆694文余受取書)　亀ヶ地
惣助→大宝前新田小川只助様

(近世)巳12月 横切継紙･1通 い764-2

井領米 (近世) 包紙･1点 い764-7-0

井領米之事(巳年井領米高10石1斗8合御差越につ
き)　鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→大宝前新田庄
屋唯助殿

(近世)巳12月 竪紙･1通/(包紙共)/
(包紙上書｢井領米｣)

い764-7-1

覚(井組入用金3両余受取書)　山田藤左衛門→小川
只助様

(近世)巳12月28日 切紙･1通 い764-8

覚(残1斗受取書)　六条弥左衛門→大宝前新田只助
様

(近世)巳12月21日 小切紙･1通 い764-9

(六ヶ村井組悪水落関連御願場所絵図)　(竹田新
田･亀ヶ地新田･東蜆村･西蜆村･上押萩村･下押萩村)

(近世) 27.5×39.0(彩色)･1
鋪

い799-28

(新生出之場所･川通絵図) 56.8×81.0(彩色)･1
鋪

い800-5

井領米之事(当戌年井領米7石3斗4升5合差し越す
べきにつき)　鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→大宝
前新田庄屋唯助殿

(近世)戌12月 竪紙･1通/(い811貼継
一括)

い811-1

覚(当戌年井領米受取につき)　鳥ヶ地新田庄屋松
吉三右衛門→大宝前新田御庄屋衆中

(近世)戌12月 竪紙･1通 い811-2

覚(当酉年立合用水入用3両3分ト5分7厘受取書)
　鳥ヶ地新田庄屋→神戸新田御庄屋衆中

(近世)酉12月20日 小切紙･1通 い901-3-10

(杁目板積代等2貫200文金銭書付)　カメ(亀ヶ地)
定蔵→神戸新田御庄屋衆中様

(近世)酉4月23日 横切紙･1通 い901-1-2

覚(井組入用割当り金4両余受取書)　鳥ヶ地前新
田用水当番庄三郎→神戸新田御庄屋衆中様

(近世)酉12月18日 小切紙･1通 い901-3-11

覚(作料受取書)　鳥ヶ地長左衛門→神戸御会所 (近世)申4月 小切紙･1通 い901-3-15

覚(18匁7分受取書)　長左衛門→早川忠右衛門様 (近世)5月2日 小切紙･1通 い901-3-16

覚(作料等4匁8分9厘受取書)　鳥ヶ地長左衛門→神
戸御会所

(近世)5月2日 小切紙･1通 い901-3-17

覚(作料等5匁8分5厘受取書)　鳥ヶ地長左衛門→神
戸御会所

(近世)閏4月11日 小切紙･1通 い901-3-19

覚(作料等10匁1分余受取書)　鳥ヶ地長左衛門→神
戸御会所

(近世)5月18日 横切紙･1通 い901-3-20

覚(割木･白米代等1貫158文受取書)　孫室利兵衛
→神戸御会所様

(近世)8月29日 横切紙･1通/(い901-4
一綴)

い901-4-1

覚(作料等49匁4分受取書)　鳥ヶ地長左衛門→神戸
御会所

(近世)4月29日 横切継紙･1通 い901-4-12

覚(鳥ヶ地立合用水割合引当金など頼み証文) (近世) 横切継紙･1通 い901-4-13

覚(悪水道普請人足など書付)　藤次郎･常右衛門･
忠右衛門立合

(近世) 折紙･1通 い901-4-17

覚(鳥ヶ地用水割合引当･平嶋用水割合引当･佐屋
宿飯米引当金書付)

(近世) 小切紙･1通 い902-1-4

覚(当丑年立合用水入用受取につき)　松吉三四郎 (近世)丑12月26日 小切紙･1通 い902-1-6

大宝前(神戸)新田/水利･防水/組合村
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一　金四両ト弐匁七分弐厘　神戸　＊｢井頭割｣と
あり

(近世) 札･1点 い902-1-15

(神戸新田分井組割当り金3両2分2朱ト銀3匁5分
書付)

(近世) 小切紙･1点 い908-29

覚(神戸新田･鳥ヶ地新田用水入用割につき)　
鳥ヶ地新田庄屋宮崎十郎治→神戸新田御庄屋衆中

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い908-39

おほへ(筏川通り川並村々寄合入用受取書)　さ
めかし(鮫ヶ地か)丈助→大宝前新田御庄屋衆中様

(近世)酉12月28日 小切紙･1通 い918-3

覚(諸白代など勘定書)　鳥ヶ地茂左衛門→神戸村只
助様

(近世)申6月27日 横切紙･1通 い925-12

覚(新用水･井領米として米2石8斗余御使へ渡す
につき)　鳥ヶ地新田三右衛門→大宝前新田唯助殿

(近世)亥12月18日 切継紙･1通 い942-3

覚(竹田彦四･舟入又治他7名分歩違･了簡米書付)
　唯助

(近世)亥12月 切紙･1通 い942-7

覚(亥年飯米〆9斗1升6合受取書)　六条新田庄や
→大宝前新田御庄屋衆中

(近世)亥12月 切継紙･1通 い984

覚(6斗1升5合受取書)　平嶋新田庄屋所→大宝前新
田御庄屋衆中

(近世)亥12月22日 切紙･1通 い999

覚(又八舟･善三郎舟他11名坪数書付) (近世)卯月月17日 折紙･1通/(い1000-6
紙縒一括)/(紙縒上書
｢大宝新田福田彦兵衛
より参候石書付｣)

い1000-6-1

石入札覚(籠･石代金40両2分余書付) (近世) 折紙･1通 い1000-6-2

覚(人足〆25人代･白米他代4貫余受渡書)　西福田
弥左衛門→佐助殿

(近世)11月 横切継紙･1通 い1000-7

覚(人足他代金2分余受取書)　西福田弥左衛門→犬
山屋分左衛門殿御内庄兵衛殿

(近世)7月11日 横切継紙･1通/(いー
1000-10紙縒一括)

い1000-10-1

覚(戸田村半六田苗代他金銭書付)　西福田弥左衛
門→犬山屋分左衛門殿御内庄兵衛殿

(近世)丑ノ12月 横切継紙･1通 い1000-10-2

覚(金1両ト銭833文受取書)　にし福田弥左衛門→
犬山や庄兵衛殿

(近世)12月朔日 小切紙･1通 い1000-10-3

覚(舟頭･白米･にしめ物など代金差引勘定〆2貫
余書付)　西福田弥左衛門→大宝小屋ニ而庄兵衛殿

(近世)子ノ11月7日 横切継紙･1通 い1000-10-4

覚(舟頭･人足代他〆2分余勘定書付)　西福田弥左
衛門→犬山屋庄兵衛殿

(近世)11月29日 横切継紙･1通 い1000-10-5

亥子飯米覚(〆375人半代金4両1分余勘定につき)
　西福田村弥左衛門

(近世)丑ノ10月3日
(亥2月～子9月)

横長半(一ツ綴)･1冊 い1000-10-6

(64番南の圦の流し下が抜け汐水入り普請の旨書
状)　当番庄屋中→黒谷惣助様･服部権右衛門様･伊
藤次郎左衛門様･川村九兵衛様･神戸文左衛門様･伊
藤監之助様

(近世)7月3日 横切継紙･1通 い1004-25-6

覚(両井桁普請入用銀66匁など割方勘定書付)　
鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→神戸新田御庄屋衆中

(近世)卯12月 横切継紙･1通 い1236

※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

了簡引米覚(竹田など8新田15名分合計1石余書
付)

(近世)12月 横切継紙･1通 い1256-7

覚(納米6斗余受取書)　子宝平左衛門→大宝前新田
只助殿

(近世)酉12月 切継紙･1通 い1256-9

大宝前(神戸)新田/水利･防水/組合村
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一　金四両ト弐匁七分弐厘　神戸　＊｢井頭割｣と
あり

(近世) 札･1点 い902-1-15

(神戸新田分井組割当り金3両2分2朱ト銀3匁5分
書付)

(近世) 小切紙･1点 い908-29

覚(神戸新田･鳥ヶ地新田用水入用割につき)　
鳥ヶ地新田庄屋宮崎十郎治→神戸新田御庄屋衆中

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い908-39

おほへ(筏川通り川並村々寄合入用受取書)　さ
めかし(鮫ヶ地か)丈助→大宝前新田御庄屋衆中様

(近世)酉12月28日 小切紙･1通 い918-3

覚(諸白代など勘定書)　鳥ヶ地茂左衛門→神戸村只
助様

(近世)申6月27日 横切紙･1通 い925-12

覚(新用水･井領米として米2石8斗余御使へ渡す
につき)　鳥ヶ地新田三右衛門→大宝前新田唯助殿

(近世)亥12月18日 切継紙･1通 い942-3

覚(竹田彦四･舟入又治他7名分歩違･了簡米書付)
　唯助

(近世)亥12月 切紙･1通 い942-7

覚(亥年飯米〆9斗1升6合受取書)　六条新田庄や
→大宝前新田御庄屋衆中

(近世)亥12月 切継紙･1通 い984

覚(6斗1升5合受取書)　平嶋新田庄屋所→大宝前新
田御庄屋衆中

(近世)亥12月22日 切紙･1通 い999

覚(又八舟･善三郎舟他11名坪数書付) (近世)卯月月17日 折紙･1通/(い1000-6
紙縒一括)/(紙縒上書
｢大宝新田福田彦兵衛
より参候石書付｣)

い1000-6-1

石入札覚(籠･石代金40両2分余書付) (近世) 折紙･1通 い1000-6-2

覚(人足〆25人代･白米他代4貫余受渡書)　西福田
弥左衛門→佐助殿

(近世)11月 横切継紙･1通 い1000-7

覚(人足他代金2分余受取書)　西福田弥左衛門→犬
山屋分左衛門殿御内庄兵衛殿

(近世)7月11日 横切継紙･1通/(いー
1000-10紙縒一括)

い1000-10-1

覚(戸田村半六田苗代他金銭書付)　西福田弥左衛
門→犬山屋分左衛門殿御内庄兵衛殿

(近世)丑ノ12月 横切継紙･1通 い1000-10-2

覚(金1両ト銭833文受取書)　にし福田弥左衛門→
犬山や庄兵衛殿

(近世)12月朔日 小切紙･1通 い1000-10-3

覚(舟頭･白米･にしめ物など代金差引勘定〆2貫
余書付)　西福田弥左衛門→大宝小屋ニ而庄兵衛殿

(近世)子ノ11月7日 横切継紙･1通 い1000-10-4

覚(舟頭･人足代他〆2分余勘定書付)　西福田弥左
衛門→犬山屋庄兵衛殿

(近世)11月29日 横切継紙･1通 い1000-10-5

亥子飯米覚(〆375人半代金4両1分余勘定につき)
　西福田村弥左衛門

(近世)丑ノ10月3日
(亥2月～子9月)

横長半(一ツ綴)･1冊 い1000-10-6

(64番南の圦の流し下が抜け汐水入り普請の旨書
状)　当番庄屋中→黒谷惣助様･服部権右衛門様･伊
藤次郎左衛門様･川村九兵衛様･神戸文左衛門様･伊
藤監之助様

(近世)7月3日 横切継紙･1通 い1004-25-6

覚(両井桁普請入用銀66匁など割方勘定書付)　
鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→神戸新田御庄屋衆中

(近世)卯12月 横切継紙･1通 い1236

※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

了簡引米覚(竹田など8新田15名分合計1石余書
付)

(近世)12月 横切継紙･1通 い1256-7

覚(納米6斗余受取書)　子宝平左衛門→大宝前新田
只助殿

(近世)酉12月 切継紙･1通 い1256-9

覚(井領米6石余受取書)　鳥ヶ地新田庄屋三右衛門
→大宝前新田唯助殿

(近世)酉12月 切継紙･1通 い1256-10

九年鳥ヶ地立合用水割符覚 (明治)9年 札･1点/(い1197紙縒
一括)

い1197-1

記(大工賃など立合用水入費割賦分勘定書付)　
鳥ヶ地新田役場→神戸新田副戸長御中

明治9年2月 横切継紙･1通 い1197-2

記(鳥ヶ地立合普請など代金15円受取書)　竹内辰
右衛門→御地主様御支配所

(近代)6月7日 横切継紙･1通/(い1197
-3一綴)

い1197-3-1

(鳥ヶ地立合用水など入費拝借致したいとの事に
つき書状)　新田支配人忠兵衛→御地主様御勘定場

(近代)6月5日 竪切紙･1通 い1197-3-2

覚(当辰年立合用水入用銀371匁余割方勘定書付)
　鳥ヶ地新田庄屋→神戸新田御庄屋衆中

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い1221-6

稲元･稲荷ニ開スル井領米約定書預り書 (明治11年) 札･1点/(い1229紙縒
一括)

い1229-1

(別冊連署約定証書を正に預ったことにつき証
文)　海西郡寛延新田伊藤正→蟹江史郎殿

明治11年3月6日 罫紙･1通/(い1229-2･3
一綴)

い1229-2

約定(稲元･稲荷両新田より当芝井輪中村々へ係
る悪水路堀潰地井領米請求一件につき)　寛延
新田用係伊藤権左衛門･同地主惣代伊藤正他6名

明治10年8月26日 竪半(一ツ綴)･1冊 い1229-3

　その他
(をの松普請につき書付) 折紙･1通 い901-4-16

(神戸新田分孫橋掛替割当金月分書付) 札･1点 い912-3-20

酉年分(川運上､東ケ輪･中堤など葭薄払代書付)
　只助

酉12月 横切紙･1通 い928

(亀ヶ地前野の件で少々伺あるにつき明2日拙宅
まで出られるよう書状)　高橋佐次兵衛→小川唯
助様

3月朔日 竪継紙･1通 い955

　公儀･領主との関係
　検地帳
(文化12年海西郡神戸新田検地帳など土地帳簿の
表紙抜書)

(近世) 切紙･1通 い1245-66

　御用留･御触写
御触状写(当亥春夫銀役所へ持参すべき旨ならび
に村方絵図認方につき指示書)　富田八郎兵衛

(近世)(亥)2月4日 横切紙･1通/(い993-6
巻込一括)

い993-6-1

墨川絵図振合 御触状案紙 (近世) 30.0×40.3･1鋪 い993-6-2

御触状之写(当年田方違作にて年貢取り集め方に
つき)

(近世)12月 竪紙･1通 い1245-102

　村況
(神戸新田絵図)　＊｢佐野御陣屋江差上候控｣とあり

　右(神戸)新田庄屋忠右衛門･同断綱蔵→(佐野御陣
屋)

天保12年丑8月 43.5×61.0･1鋪 い794-11

(神戸新田字別面積･石高書上絵図)　＊｢天保十一
年子十月十三日御陣屋江差上申候扣｣と注記

天保11年10月13日 32.0×43.8･1鋪 い1004-25-14

大宝前(神戸)新田/水利･防水/組合村
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　年貢ほか
覚(大宝前新田野方年貢〆金3両余受取書)　福田

新田佐次兵衛
享保18年丑12月18日 横切紙･1通/(貼紙あ

り)
い1244-7

覚(野方御年貢米代3両余受取書)　高橋佐次兵衛
→大宝前新田

延享元年子12月11日 横切継紙･ 1通/ (い
1211-17･18畳込一括)

い1211-17

覚(野方御年貢米38石余割付書)　高橋佐次兵衛→
大宝前新田

延享元年子12月 横切紙･1通/(貼紙あ
り)

い1211-18

覚(大宝前新田野方年貢〆金2分余受取書)　高橋
佐次兵衛

延享3年寅12月16日 切紙･1通/(い1244ｰ
6･7畳込一括)

い1244-6

(大宝前新田田方検見引の地所の見分につき書
付)　御国奉行代加藤庄右衛門･同新野儀右衛門･多
野藤助→右村(海西郡大宝前新田)庄屋

安永5年申5月 横切継紙･1通 い1244-19

覚(辰年御年貢金受取証文)　佐屋陣屋→神戸新田 (安政3年)辰12月 小切紙･1通 い907-6

(1反につき1斗7升定納の証文の通り相違なく仰
せ付けられるよう願の旨､下書)　材木町上畑橋
より南五六軒目犬山屋分左衛門

(近世) 横切継紙･1通 い993-3

(古来の証文に戻り反に1斗7升ずつ定納したき旨
願書指戻につき､下書)　＊貼紙上書｢五月廿九日
ニ郡方御役所ニ御願申上置候､七月三日大御役所よ
り呼ニ被参候処本文之通御国奉行所より被仰渡候由
被仰聞願書戻り申候｣

(近世) 竪紙･1通 い993-4

乍恐奉願上御事(大宝前新田免相の儀につき願書
下書)

(近世) 横切継紙･1通 い1074-3

(新田免合の儀につき願書下書) (近世) 横切継紙･1通 い1074-4

(大宝前新田反取1斗7升定納仰せつけの旨由縁
書)

(近世) 横切継紙･1通 い1074-5

(定免願の儀申談のため召喚状)　磯村藤七郎役所
→犬山屋文左衛門殿

(近世)8月28日 竪紙･1通 い1092

(延享2年より大宝前新田御定免未年まで7ヶ年之
内御免状入袋)

(近世) 袋･1点/(紐付) い1192-12

　諸負担
覚(酉年堤銀先納金7両受取書)　佐屋陣屋→神戸新

田
(嘉永元年)申12月 小切紙･1通/(い907一

綴)
い907-1

(戌年伝馬堤両御役銀割当金7両3分受取書)　佐
屋陣屋→神戸新田

(嘉永2年)酉4月 小切紙･1通 い907-2

(餅米代等4両1分2匁4分2厘受取書)　佐屋陣屋→
神戸新田

(嘉永6年)丑11月 小切紙･1通 い907-3

覚(当年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(神戸新田)庄
屋

(近世)丑12月 横切紙･1通 い816-11

(丑年柳枯草代銀46匁4分余受取書)　佐屋陣屋→
神戸新田

(嘉永6年)丑11月 小切紙･1通 い907-4

(丑年堤銀7両8匁5分受取書)　佐屋陣屋→神戸新田 (嘉永6年)丑12月 小切紙･1通 い907-5

覚(辰年麦代金1両3分受取書)　佐屋陣屋→神戸新
田

(安政3年)辰5月 小切紙･1通 い907-7

(辰年夫銀8両3分10匁6分受取書)　佐屋陣屋→神
戸新田

(安政3年)辰2月 小切紙･1通 い907-8

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/年貢ほか
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　年貢ほか
覚(大宝前新田野方年貢〆金3両余受取書)　福田

新田佐次兵衛
享保18年丑12月18日 横切紙･1通/(貼紙あ

り)
い1244-7

覚(野方御年貢米代3両余受取書)　高橋佐次兵衛
→大宝前新田

延享元年子12月11日 横切継紙･ 1通/ (い
1211-17･18畳込一括)

い1211-17

覚(野方御年貢米38石余割付書)　高橋佐次兵衛→
大宝前新田

延享元年子12月 横切紙･1通/(貼紙あ
り)

い1211-18

覚(大宝前新田野方年貢〆金2分余受取書)　高橋
佐次兵衛

延享3年寅12月16日 切紙･1通/(い1244ｰ
6･7畳込一括)

い1244-6

(大宝前新田田方検見引の地所の見分につき書
付)　御国奉行代加藤庄右衛門･同新野儀右衛門･多
野藤助→右村(海西郡大宝前新田)庄屋

安永5年申5月 横切継紙･1通 い1244-19

覚(辰年御年貢金受取証文)　佐屋陣屋→神戸新田 (安政3年)辰12月 小切紙･1通 い907-6

(1反につき1斗7升定納の証文の通り相違なく仰
せ付けられるよう願の旨､下書)　材木町上畑橋
より南五六軒目犬山屋分左衛門

(近世) 横切継紙･1通 い993-3

(古来の証文に戻り反に1斗7升ずつ定納したき旨
願書指戻につき､下書)　＊貼紙上書｢五月廿九日
ニ郡方御役所ニ御願申上置候､七月三日大御役所よ
り呼ニ被参候処本文之通御国奉行所より被仰渡候由
被仰聞願書戻り申候｣

(近世) 竪紙･1通 い993-4

乍恐奉願上御事(大宝前新田免相の儀につき願書
下書)

(近世) 横切継紙･1通 い1074-3

(新田免合の儀につき願書下書) (近世) 横切継紙･1通 い1074-4

(大宝前新田反取1斗7升定納仰せつけの旨由縁
書)

(近世) 横切継紙･1通 い1074-5

(定免願の儀申談のため召喚状)　磯村藤七郎役所
→犬山屋文左衛門殿

(近世)8月28日 竪紙･1通 い1092

(延享2年より大宝前新田御定免未年まで7ヶ年之
内御免状入袋)

(近世) 袋･1点/(紐付) い1192-12

　諸負担
覚(酉年堤銀先納金7両受取書)　佐屋陣屋→神戸新

田
(嘉永元年)申12月 小切紙･1通/(い907一

綴)
い907-1

(戌年伝馬堤両御役銀割当金7両3分受取書)　佐
屋陣屋→神戸新田

(嘉永2年)酉4月 小切紙･1通 い907-2

(餅米代等4両1分2匁4分2厘受取書)　佐屋陣屋→
神戸新田

(嘉永6年)丑11月 小切紙･1通 い907-3

覚(当年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(神戸新田)庄
屋

(近世)丑12月 横切紙･1通 い816-11

(丑年柳枯草代銀46匁4分余受取書)　佐屋陣屋→
神戸新田

(嘉永6年)丑11月 小切紙･1通 い907-4

(丑年堤銀7両8匁5分受取書)　佐屋陣屋→神戸新田 (嘉永6年)丑12月 小切紙･1通 い907-5

覚(辰年麦代金1両3分受取書)　佐屋陣屋→神戸新
田

(安政3年)辰5月 小切紙･1通 い907-7

(辰年夫銀8両3分10匁6分受取書)　佐屋陣屋→神
戸新田

(安政3年)辰2月 小切紙･1通 い907-8

(巳年麦成代内金1両3分受取書)　佐屋陣屋→神戸
新田

(安政4年)巳閏5月 小切紙･1通 い907-9

(巳年堤銀7両8匁5分受取書)　佐屋陣屋→神戸新田 (安政4年)巳12月 小切紙･1通 い907-10

(巳年柳枯草代銀46匁4分余受取書)　佐屋陣屋→
神戸新田

(安政4年)巳 小切紙･1通 い907-11

(当酉年葭野見取り代受取書)　佐屋陣屋→右村(大
宝前新田)庄屋

(近世)12月10日 竪切紙･1通/(い918-7
貼継一括)

い918-7-1

覚(当酉年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)酉12月 小切紙･1通 い918-7-2

覚(当酉年柳枯草代銀46匁4分受取書)　佐屋陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉12月 小切紙･1通 い918-7-3

覚(当酉年御物成の内餅米金納分など受取書)　
佐屋陣屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉閏11月26日 竪切紙･1通 い918-7-4

覚(当酉年麦代金の内金1両銀8匁2分6厘など受取
書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉6月13日 竪切紙･1通 い918-7-5

(当酉年伝馬銀の内金3両受取書)　佐屋陣屋→右
村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉6月 小切紙･1通 い918-7-6

覚(当酉年納麦代金の内金1両1分受取書)　佐屋陣
屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉5月 小切紙･1通 い918-7-7

覚(去午年分置米の内飛嶋新田･服岡新田杁守給
米明俵代銭46文受取書)　佐屋陣屋→大宝前新田
庄屋

(近世)酉5月 小切紙･1通 い918-7-8

覚(当酉年夫銀金8両1分銀4匁8分受取書)　佐屋陣
屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉2月 小切紙･1通 い918-7-9

(当酉年伝馬銀の内金2両3分銀4匁9分受取書)　
佐屋陣屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉10月 小切紙･1通 い918-7-10

(巳～未年置米代銀4匁6厘受取書)　佐屋陣屋→右
村(大宝前新田)庄屋

(近世)酉10月 竪切紙･1通 い918-7-11

(神戸新田分柳枯草代銀46匁4分余受取書)　佐屋
陣屋

(近世)丑12月 横切紙･1通 い816-3

(神戸新田堤銀早取立分利足銀7匁8分の書付) (近世) 小切紙･1通 い1187-2

(神戸新田柳枯草場絵図)　＊い449-5(神戸家文書
目録その3p126)と関連か

31.8×42.0･1鋪 い790

覚(陣屋休足所冥加金金1分預かり置くにつき)　
大宝庄屋次九郎→神戸新田庄屋衆中様

(近世)11月28日 小切紙･1通 い908-17

覚(船役賃銭1貫200文受取書)　万場宿船年寄→神
戸新田御庄屋中

(近世)酉12月 竪切紙･1通 い906-5

覚(松平大隅守様御下りのため4人乗船3艘代1貫
200文受取書)　万場宿船年寄小出林右衛門→神戸
新田御庄屋中様

(近世)申12月 横切継紙･1通 い895-3

覚(松平大膳太夫様御下り船3艘代1貫200文金銭
書付)　万場宿船年寄小出林右衛門→神戸新田御庄
屋中様

(近世)酉12月 横切継紙･1通 い901-3-12

覚(雇入船賃8匁受取書)　万場川船年寄→神戸新田
御庄屋中

(近世)辰12月27日 竪切紙･1通 い906-1

覚(御役船雇入賃20匁受取書)　万場川船年寄→神
戸新田御庄屋中

(近世)巳12月 竪切紙･1通 い906-2

覚(御用船雇入賃1貫200文受取書)　万場川船年寄
→神戸新田御庄屋中

(近世)申7月 竪切紙･1通 い906-3

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/諸負担
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覚(船役請負賃1貫200文受取書)　万場宿船年寄→
神戸新田御庄屋中

(近世)酉7月 竪切紙･1通 い906-4

覚(鷹司様･御姫君様御下向の節船賃等16匁につ
き)　万場宿船年寄小出林右衛門→神戸新田御庄屋
中様

(近世)巳12月 横切継紙･1通 い912-3-10

覚(船一艘代金400文受取書)　万場宿船年寄小出林
右衛門(尾州万場川)→神戸新田御庄屋中様

(近世)辰7月 切継紙･1通 い1221-2

覚(雇入船賃400文受取書)　万場宿船年寄小出林右
衛門(尾州万場川)→神戸新田御庄屋中

(近世)未7月10日 切紙･1通/(い1245-79
～132紙縒一括)

い1245-79

(神戸新田分船役銀252文受取書)　御船手 (近世)辰11月 小切紙･1通 い908-27

　役所定納入用書付袋
年御役所定納受取入并立合勘定諸小書付あり 文化元年子正月吉日 袋･1点/(い921一綴) い921-0

覚(当子年物成受取書)　佐屋御代官手附三浦又四郎
･田辺伊兵衛→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)(子)12月24日 小切紙･1通 い921-1

覚(堤銀勘定書) (近世) 小切紙･1通 い921-2

覚(当子年堤銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→大宝前
新田庄屋

(近世)(子)12月4日 小切紙･1通 い921-3

覚(当子年柳枯草代銀受取書)　佐屋御代官方陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)(子)12月5日 小切紙･1通 い921-4

覚(当子年柳枯草代銀受取書)　佐屋御代官方陣屋
→右村(文左衛門新田)庄屋

(近世)(子)12月5日 小切紙･1通 い921-5

(当子年伝馬銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

(近世)(子)6月 小切紙･1通 い921-6

覚(当子年麦代金受取書)　太田文左衛門手附三浦
又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

文化元年子5月 小切紙･1通 い921-7

(当子年麦代金受取書)　太田文左衛門手附青山作左
衛門･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)子5月 小切紙･1通 い921-8

覚(当子年夫銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

(近世)子2月 小切紙･1通 い921-9

(当子年伝馬銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

(近世)子10月 小切紙･1通 い921-10

(新田立切作り方手伝日用代受取書)　杁御作事場
→大宝前新田庄屋

(近世)6月10日 小切紙･1通 い921-11

覚(2斗7升3合受取書)　六条新田儀左衛門→大宝前
新田只助

(近世)子12月 小切紙･1通 い921-12

覚(当子年新田水入用受取書)　新田水当番鳥ヶ地
新田松吉直蔵→大宝前新田御庄屋衆中

(近世)子12月13日 横切紙･1通 い921-13

※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

(子春夫銀のうち5匁書付)　→大宝前新田 (近世)丑2月 小切紙･1通 い921-15

覚(井領米受取書)　鳥ヶ地新田庄屋所→大宝前新田
御庄屋衆中

(近世)子12月26日 小切紙･1通 い921-16

覚(井領米受取書)　平嶋新田庄屋所→大宝前新田只
助様

(近世)子12月7日 小切紙･1通 い921-17

覚(子年分内山葭薄払代など勘定書)　只助 (近世)丑3月 横切継紙･1通 い921-18

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/諸負担
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覚(船役請負賃1貫200文受取書)　万場宿船年寄→
神戸新田御庄屋中

(近世)酉7月 竪切紙･1通 い906-4

覚(鷹司様･御姫君様御下向の節船賃等16匁につ
き)　万場宿船年寄小出林右衛門→神戸新田御庄屋
中様

(近世)巳12月 横切継紙･1通 い912-3-10

覚(船一艘代金400文受取書)　万場宿船年寄小出林
右衛門(尾州万場川)→神戸新田御庄屋中様

(近世)辰7月 切継紙･1通 い1221-2

覚(雇入船賃400文受取書)　万場宿船年寄小出林右
衛門(尾州万場川)→神戸新田御庄屋中

(近世)未7月10日 切紙･1通/(い1245-79
～132紙縒一括)

い1245-79

(神戸新田分船役銀252文受取書)　御船手 (近世)辰11月 小切紙･1通 い908-27

　役所定納入用書付袋
年御役所定納受取入并立合勘定諸小書付あり 文化元年子正月吉日 袋･1点/(い921一綴) い921-0

覚(当子年物成受取書)　佐屋御代官手附三浦又四郎
･田辺伊兵衛→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)(子)12月24日 小切紙･1通 い921-1

覚(堤銀勘定書) (近世) 小切紙･1通 い921-2

覚(当子年堤銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→大宝前
新田庄屋

(近世)(子)12月4日 小切紙･1通 い921-3

覚(当子年柳枯草代銀受取書)　佐屋御代官方陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)(子)12月5日 小切紙･1通 い921-4

覚(当子年柳枯草代銀受取書)　佐屋御代官方陣屋
→右村(文左衛門新田)庄屋

(近世)(子)12月5日 小切紙･1通 い921-5

(当子年伝馬銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

(近世)(子)6月 小切紙･1通 い921-6

覚(当子年麦代金受取書)　太田文左衛門手附三浦
又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

文化元年子5月 小切紙･1通 い921-7

(当子年麦代金受取書)　太田文左衛門手附青山作左
衛門･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)子5月 小切紙･1通 い921-8

覚(当子年夫銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

(近世)子2月 小切紙･1通 い921-9

(当子年伝馬銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

(近世)子10月 小切紙･1通 い921-10

(新田立切作り方手伝日用代受取書)　杁御作事場
→大宝前新田庄屋

(近世)6月10日 小切紙･1通 い921-11

覚(2斗7升3合受取書)　六条新田儀左衛門→大宝前
新田只助

(近世)子12月 小切紙･1通 い921-12

覚(当子年新田水入用受取書)　新田水当番鳥ヶ地
新田松吉直蔵→大宝前新田御庄屋衆中

(近世)子12月13日 横切紙･1通 い921-13

※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

(子春夫銀のうち5匁書付)　→大宝前新田 (近世)丑2月 小切紙･1通 い921-15

覚(井領米受取書)　鳥ヶ地新田庄屋所→大宝前新田
御庄屋衆中

(近世)子12月26日 小切紙･1通 い921-16

覚(井領米受取書)　平嶋新田庄屋所→大宝前新田只
助様

(近世)子12月7日 小切紙･1通 い921-17

覚(子年分内山葭薄払代など勘定書)　只助 (近世)丑3月 横切継紙･1通 い921-18

覚(子年分古新田分不足･古台分不足など勘定書)
　＊い921-17の別紙ヵ

(近世) 横切継紙･1通 い921-19

覚(子年分古新田分不足･古台分不足など勘定書)
　＊い921-17の別紙ヵ

(近世)丑3月5日 横切継紙･1通 い921-20

文化元子歳御物成於広井御蔵請取通　太田文左衛
門手附三浦吉助→海西郡大宝前新田

(近世) 折紙･1通 い921-21

文化元子年御物成之内籾納分於深井丸御蔵受取
通　佐屋御代官手附田辺伊兵衛･三浦吉助→海西郡
大宝前新田

(近世)丑2月 折紙･1通 い921-22

(前ヶ地新田へ差出し人足代書付)　→大宝前新田 (近世) 竪切紙･1通 い921-23

(平嶋新田へ差出の人足諸色代書付)　→大宝前新
田

(近世) 竪切紙･1通 い921-24

(当子下用金勘定書)　→飛嶋新田古台分 (近世)(子)12月28日 竪切紙･1通 い921-25

覚(当子年井領米受取書)　六条新田庄屋→大宝前
新田御庄屋衆中

(近世)子12月 竪切紙･1通 い921-26

覚(井領米受取書)　子宝新田庄屋源蔵→大宝前新田
御庄屋衆中

(近世)子12月20日 竪切紙･1通 い921-27

覚(井領米受取書)　鳥ヶ地新田庄屋松吉直蔵→大宝
前新田御庄屋衆中

(近世)子12月26日 竪切紙･1通 い921-28

井領米之事(子年井領米差越願書)　鳥ヶ地新田庄
屋直蔵→大宝前新田庄屋唯助殿

文化元年子12月 竪紙･1通 い921-29

覚(御蔵入までの駄賃勘定書)　御蔵方御用役→右
新田(大宝前新田)庄屋御衆中

(近世)丑正月16日 竪紙･1通 い921-30

丑年御役所上金請取入 文化2年 袋･1点 い922-0

覚(当丑年納麦代金受取書)　三浦又四郎･不破五助
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)(丑)5月12日 小切紙･1通 い922-1

(当丑年伝馬銀6月上納受取書)　佐屋御代官方陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)丑6月 小切紙･1通 い922-2

覚(当丑年納麦代金受取書)　長□助代西村伝左衛
門･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)(丑)5月 小切紙･1通 い922-3

(10月上納伝馬銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前
新田)庄屋

(近世)丑10月 小切紙･1通 い922-4

覚(当丑春夫銀受取書)　佐屋御代官方陣屋→右村
(大宝前新田)庄屋

文化2年丑2月 小切紙･1通 い922-5

(当丑年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)丑12月 小切紙･1通 い922-6

(当丑年柳枯草代銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝
前新田)庄屋

(近世)丑12月 小切紙･1通 い922-7

(当丑年柳枯草代銀受取書)　佐屋陣屋→右村(文左
衛門新田)庄屋

(近世)丑12月 小切紙･1通 い922-8

覚(去丑年分内山葭薄払代他勘定書)　只助 (近世)寅春月 横切継紙･1通 い922-9

覚(当丑年物成受取書)　金森市之進手附田辺伊兵衛
･不破五助･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)丑12月 竪切紙･1通 い922-10

御役より定納金請取書入 文化4年卯正月 袋･1点/(い920巻込一
括)/(い920-1一綴)

い920-1-0

覚(葭野臨時見取米代寅年分受取書)　田辺伊兵衛
･不破五助･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)卯5月22日 小切紙･1通 い920-1-1

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/役所定納入用書付袋
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(当卯年伝馬銀のうち3両受取書)　佐屋陣屋→右
(大宝前新田)庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-2

(不用堤地代金受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-3

覚(当卯年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-4

(柳枯草代銀46匁4分受取書)　佐屋陣屋→右村(大
宝前新田)庄屋

(近世)卯12月 小切紙･1通 い920-1-5

覚(当卯年納麦代金受取書)　金市之進手附田辺伊
兵衛･同不破五助･同三浦又四郎→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-6

(当卯年伝馬銀2両3分2匁9分受取書)　佐屋陣屋→
右(大宝前新田)庄屋

(近世)卯10月 小切紙･1通 い920-1-7

覚(当卯年納麦代金のうち金1両2分受取書)　金
市之進手附田辺伊兵衛･同不破五助･同三浦又四郎→
右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)卯5月8日 小切紙･1通 い920-1-8

一　銀四匁壱分八厘　杁御作事場→大宝前新田庄屋 (近世)6月24日 小切紙･1通 い920-1-9

覚(当卯年夫銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)卯2月 小切紙･1通 い920-1-10

覚(中堤葭薄払代他34両1分と8匁4分4厘につき) (近世)卯12月 横切紙･1通 い920-1-11

(唯助他3名卯年分米銀書付) (近世) 折紙･1通 い920-1-12

(文左衛門新田古堤地代金書付) (近世)卯5月 竪切紙･1通 い920-1-13

(去寅年年貢米のうち米5斗日用代7文受取書)　
金森市之進手附三浦吉助→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)卯4月28日 竪切紙･1通 い920-1-14

覚(当卯年物成受取書)　三浦又四郎→右村(大宝前
新田)庄屋

(近世)卯12月25日 竪切紙･1通 い920-1-15

御役合定納金請取入并諸小書付共入置 文化5年辰正月 袋･1点/(い920-2一
綴)

い920-2-0

覚(当辰年夫銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)辰2月12日 小切紙･1通 い920-2-1

覚(当辰年納麦代金受取書)　金森市之進手附不破
五助･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)辰6月 小切紙･1通 い920-2-2

覚(当卯年伝馬銀のうち金3両受取書)　佐屋陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰6月8日 小切紙･1通 い920-2-3

覚(当辰年麦金のうち金2分受取書)　不破五助･三
浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰5月23日 小切紙･1通 い920-2-4

覚(当辰年納麦代金のうち金1両2分受取書)　金
森市之進手附不破五助･三浦又四郎→右(大宝前新
田)庄屋中

(近世)(辰)4月15日 小切紙･1通 い920-2-5

覚(当辰年葭野別段見取米代受取書)　佐屋陣屋→
右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰12月 小切紙･1通 い920-2-6

覚(当辰年物成受取書)　川合仲右衛門･不破五助･三
浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)辰12月3日 小切紙･1通 い920-2-7

(当辰年柳枯草代銀46匁4分受取書)　佐屋陣屋→
右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰12月 小切紙･1通 い920-2-8

覚(当辰年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)辰12月3日 小切紙･1通 い920-2-9

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/役所定納入用書付袋
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(当卯年伝馬銀のうち3両受取書)　佐屋陣屋→右
(大宝前新田)庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-2

(不用堤地代金受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-3

覚(当卯年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-4

(柳枯草代銀46匁4分受取書)　佐屋陣屋→右村(大
宝前新田)庄屋

(近世)卯12月 小切紙･1通 い920-1-5

覚(当卯年納麦代金受取書)　金市之進手附田辺伊
兵衛･同不破五助･同三浦又四郎→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)卯6月 小切紙･1通 い920-1-6

(当卯年伝馬銀2両3分2匁9分受取書)　佐屋陣屋→
右(大宝前新田)庄屋

(近世)卯10月 小切紙･1通 い920-1-7

覚(当卯年納麦代金のうち金1両2分受取書)　金
市之進手附田辺伊兵衛･同不破五助･同三浦又四郎→
右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)卯5月8日 小切紙･1通 い920-1-8

一　銀四匁壱分八厘　杁御作事場→大宝前新田庄屋 (近世)6月24日 小切紙･1通 い920-1-9

覚(当卯年夫銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)卯2月 小切紙･1通 い920-1-10

覚(中堤葭薄払代他34両1分と8匁4分4厘につき) (近世)卯12月 横切紙･1通 い920-1-11

(唯助他3名卯年分米銀書付) (近世) 折紙･1通 い920-1-12

(文左衛門新田古堤地代金書付) (近世)卯5月 竪切紙･1通 い920-1-13

(去寅年年貢米のうち米5斗日用代7文受取書)　
金森市之進手附三浦吉助→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)卯4月28日 竪切紙･1通 い920-1-14

覚(当卯年物成受取書)　三浦又四郎→右村(大宝前
新田)庄屋

(近世)卯12月25日 竪切紙･1通 い920-1-15

御役合定納金請取入并諸小書付共入置 文化5年辰正月 袋･1点/(い920-2一
綴)

い920-2-0

覚(当辰年夫銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)辰2月12日 小切紙･1通 い920-2-1

覚(当辰年納麦代金受取書)　金森市之進手附不破
五助･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)辰6月 小切紙･1通 い920-2-2

覚(当卯年伝馬銀のうち金3両受取書)　佐屋陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰6月8日 小切紙･1通 い920-2-3

覚(当辰年麦金のうち金2分受取書)　不破五助･三
浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰5月23日 小切紙･1通 い920-2-4

覚(当辰年納麦代金のうち金1両2分受取書)　金
森市之進手附不破五助･三浦又四郎→右(大宝前新
田)庄屋中

(近世)(辰)4月15日 小切紙･1通 い920-2-5

覚(当辰年葭野別段見取米代受取書)　佐屋陣屋→
右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰12月 小切紙･1通 い920-2-6

覚(当辰年物成受取書)　川合仲右衛門･不破五助･三
浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)辰12月3日 小切紙･1通 い920-2-7

(当辰年柳枯草代銀46匁4分受取書)　佐屋陣屋→
右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰12月 小切紙･1通 い920-2-8

覚(当辰年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新
田)庄屋

(近世)辰12月3日 小切紙･1通 い920-2-9

覚(当辰年物成のうち払居米2石受取書)　佐屋陣
屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰11月20日 小切紙･1通 い920-2-10

覚(朝鮮人御用国役金1両受取書)　佐屋陣屋→右
村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰10月 小切紙･1通 い920-2-11

覚(当辰年伝馬銀のうち金2両3分銀4匁9分受取
書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)辰10月 小切紙･1通 い920-2-12

(鳥ヶ地立合用水割賦帳写) (近世) 横切紙･1通 い920-2-13

一　用水　金三両三分拾三匁壱分五厘 (近世)辰12月 小切紙･1通 い920-2-14

覚(御法事の節併村方百姓へ割配の銀24匁受取
書)　庄屋只助

(近世)10月5日 小切紙･1通 い920-2-15

覚(井領米9斗1升6合受取書)　六条新田組頭駒左衛
門→大宝前新田只助様

(近世)辰12月14日 小切紙･1通 い920-2-16

覚(井領米･御払居2石6斗1升5合受取書)　平嶋新
田庄屋所→大宝前新田御庄屋中

(近世)辰12月14日 横切継紙･1通 い920-2-17

覚(長持1棹代他474文余受取書)　亀ヶ地惣四郎→
大宝前新田只助様

(近世)辰12月 横切継紙･1通 い920-2-18

覚(当辰年井領米7石8斗3合受取書)　鳥ヶ地新田
庄屋松吉三右衛門→大宝前新田御庄屋衆中

(近世)(辰)12月23日 横切紙･1通 い920-2-19

覚(中堤葭薄払代他39両1分と11匁9分2厘差上書) (近世)正月 横切紙･1通 い920-2-20

覚(服岡替地入用割合他勘定書) (近世) 横切継紙･1通 い920-2-21

(文化五辰年御物成於広井御蔵受取書)　岡勝右衛
門手附田辺八十治･三浦吉助

文化5年辰 折紙･1通 い920-2-22

(銀11匁6分7厘9毛只助引請書) (近世)辰3月 竪切紙･1通 い920-2-23

覚(井領米1石7斗7勺受取書)　子宝新田庄屋源蔵→
大宝前新田御庄屋衆中

(近世)辰12月10日 竪切紙･1通 い920-2-24

(戌年元神守方調達のうち銀10匁8分6厘5毛只助
引請書)

(近世)卯9月 竪切紙･1通 い920-2-25

井領米之事(当辰年井領米差し越しならるべきに
つき)　鳥ヶ地新田庄屋松吉三右衛門→大宝前新田
庄屋唯助殿

(近世)辰12月 竪紙･1通 い920-2-26

佐屋御陣屋定納物請取入 文化6年巳正月吉日 袋･1点/(い919一綴) い919-0

覚(当巳年麦代金のうち金1両2分受取書)　川合仲
右衛門･不破五助･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄
屋中

(近世)巳5月21日 小切紙･1通 い919-1

覚(当巳年伝馬銀のうち金3両受取書)　佐屋陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)巳6月 小切紙･1通 い919-2

覚(当巳年麦代金のうち金2分受取書)　佐屋陣屋
→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)巳4月 小切紙･1通 い919-3

(当巳年柳枯草代銀46匁4分受取書)　佐屋陣屋→
右村(大宝前新田)庄屋

(近世)巳ノ2月 小切紙･1通 い919-4

覚(当巳年麦代金受取書)　川合仲右衛門･不破五助
･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)巳5月 小切紙･1通 い919-5

(杁繕諸木手伝日用代勘定書)　杁御作事場→大宝
前新田庄屋

(近世)3月20日 小切紙･1通 い919-6

(杁古辻払代金2両2分銀3匁ト銭45文受取書)　杁
御作事場→大宝前新田庄屋

(近世)3月28日 小切紙･1通 い919-7

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/役所定納入用書付袋
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(古木川上ケ日用代銀3匁ト銭32文受取書)　杁御
作事場→大宝前新田庄屋

(近世)4月16日 小切紙･1通 い919-8

(当巳年夫銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)巳2月 小切紙･1通 い919-9

(当巳年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)巳11月 小切紙･1通 い919-10

覚(当巳年伝馬銀のうち金2両3分銀4匁9分受取
書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)巳10月 小切紙･1通 い919-11

覚(莚2束代受取書)　みなとや茂左衛門→小川只助
様

(近世)10月25日 小切紙･1通 い919-12

覚(別段見取米代受取書)　川合仲右衛門･不破五助
･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)巳12月5日 小切紙･1通 い919-13

覚(元杁繕ならびに小杁運賃3両ト7匁2厘受取書)
　飛嶋新田会所→服岡新田御庄屋衆中

(近世)辰7月13日 横切紙･1通 い919-14

覚(当巳年分国役金1両受取書)　佐屋陣屋→大宝前
新田

(近世)巳9月 小切紙･1通 い919-15

(巳年分2両3分銀11匁勘定書)　→犬山屋文左衛門 (近世) 小切紙･1通 い919-16

(4月取立麦金の利銀3分勘定書)　→大宝前新田 (近世) 小切紙･1通 い919-17

覚(当巳年物成受取書)　三浦又四郎→右村(大宝前
新田)庄屋中

(近世)巳12月3日 竪切紙･1通 い919-18

　調達金･拝借金･上納金
覚(御借財片付方に付10ヶ年の献金巳年分14両1
分5匁7分8厘受取書)　佐屋陣屋→神戸新田

(安政4年)巳11月 小切紙･1通 い907-12

覚(未12月調達元金等1両余受取願につき)　新田
忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)6月12日 横切紙･1通 い895-4

覚(献金･11月分入用など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-1

口上(調達口の件は一刻も早く表向お受すべき旨
報告の書状)　七左衛門→文左衛門様

(近世)2月16日 横切継紙･1通 い1137

(神戸新田調達利足〆金3分余の書付) (近世)未12月～申12
月

小切紙･1通/(い1187
巻込一括)

い1187-1

覚(調達金3両受取書)　大宝前新田村太兵衛→小川
綱蔵様

(近世)卯5月8日 切継紙･1通 い1237-2

覚(差上金一件ニ付入用割当り等受取書) (近世)12月9日 横切継紙･1通 い908-15

　救済
享和三亥二月廿六日只助持参請取　割付御救米
書付

享和3年亥2月26日 包紙･1点 い940-4-0

御救米　書付入 (享和3年) 包紙･1点 い940-4-1

(大宝前新田御救金20両につき書付) (享和3年) 切紙･1通 い940-4-2

洩潮痛儀願扣入用　重而彼之方へ追而便可返事 小切紙･1通 い1003

(去丑5月大水防方骨折出精につき､神戸新田人足
17人へ御酒代下賜証)

2月 小切継紙･1通 い1157

(去丑5月大水の節骨折につき､海西郡神戸新田綱
蔵他4名へ金銀下賜証)

(近世)2月 横切継紙･1通 い1158

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/役所定納入用書付袋
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(古木川上ケ日用代銀3匁ト銭32文受取書)　杁御
作事場→大宝前新田庄屋

(近世)4月16日 小切紙･1通 い919-8

(当巳年夫銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)巳2月 小切紙･1通 い919-9

(当巳年堤銀受取書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)
庄屋

(近世)巳11月 小切紙･1通 い919-10

覚(当巳年伝馬銀のうち金2両3分銀4匁9分受取
書)　佐屋陣屋→右村(大宝前新田)庄屋

(近世)巳10月 小切紙･1通 い919-11

覚(莚2束代受取書)　みなとや茂左衛門→小川只助
様

(近世)10月25日 小切紙･1通 い919-12

覚(別段見取米代受取書)　川合仲右衛門･不破五助
･三浦又四郎→右村(大宝前新田)庄屋中

(近世)巳12月5日 小切紙･1通 い919-13

覚(元杁繕ならびに小杁運賃3両ト7匁2厘受取書)
　飛嶋新田会所→服岡新田御庄屋衆中

(近世)辰7月13日 横切紙･1通 い919-14

覚(当巳年分国役金1両受取書)　佐屋陣屋→大宝前
新田

(近世)巳9月 小切紙･1通 い919-15

(巳年分2両3分銀11匁勘定書)　→犬山屋文左衛門 (近世) 小切紙･1通 い919-16

(4月取立麦金の利銀3分勘定書)　→大宝前新田 (近世) 小切紙･1通 い919-17

覚(当巳年物成受取書)　三浦又四郎→右村(大宝前
新田)庄屋中

(近世)巳12月3日 竪切紙･1通 い919-18

　調達金･拝借金･上納金
覚(御借財片付方に付10ヶ年の献金巳年分14両1
分5匁7分8厘受取書)　佐屋陣屋→神戸新田

(安政4年)巳11月 小切紙･1通 い907-12

覚(未12月調達元金等1両余受取願につき)　新田
忠右衛門→御地主様御勘定場

(近世)6月12日 横切紙･1通 い895-4

覚(献金･11月分入用など書付) (近世) 小切紙･1通 い912-3-1

口上(調達口の件は一刻も早く表向お受すべき旨
報告の書状)　七左衛門→文左衛門様

(近世)2月16日 横切継紙･1通 い1137

(神戸新田調達利足〆金3分余の書付) (近世)未12月～申12
月

小切紙･1通/(い1187
巻込一括)

い1187-1

覚(調達金3両受取書)　大宝前新田村太兵衛→小川
綱蔵様

(近世)卯5月8日 切継紙･1通 い1237-2

覚(差上金一件ニ付入用割当り等受取書) (近世)12月9日 横切継紙･1通 い908-15

　救済
享和三亥二月廿六日只助持参請取　割付御救米
書付

享和3年亥2月26日 包紙･1点 い940-4-0

御救米　書付入 (享和3年) 包紙･1点 い940-4-1

(大宝前新田御救金20両につき書付) (享和3年) 切紙･1通 い940-4-2

洩潮痛儀願扣入用　重而彼之方へ追而便可返事 小切紙･1通 い1003

(去丑5月大水防方骨折出精につき､神戸新田人足
17人へ御酒代下賜証)

2月 小切継紙･1通 い1157

(去丑5月大水の節骨折につき､海西郡神戸新田綱
蔵他4名へ金銀下賜証)

(近世)2月 横切継紙･1通 い1158

　その他
(桑名へ御座船御往来瀬違御見分絵図)　＊端裏書

｢天明八年春｣
天明8年 46.0×62.5(彩色)･1

鋪/(貼紙あり)
い794-9

御請(御陣屋直し方の儀等につき書状)　上の町 (近世)11日 横切継紙･ 1通/ (い
1218折畳一括)

い1218-1

(大宝前新田の儀につき明19日役所へ罷り出るべ
き旨達書)　浅野久治→犬山屋文左衛門方

(近世)12月18日 横切継紙･ 1通/ (い
1074紙縒一括)

い1074-1

(神戸新田要四郎･林蔵伜友九郎他14名明19日一
同当陣屋へ罷り出るよう指紙)　佐屋陣屋→神戸
新田庄屋

(近世)11月18日 横切継紙･1通 い1004-9

(昨日願書付藤七郎へ差戻の旨書状)　又左衛門→
奥内様

8月29日 横切継紙･1通 い951

築四郎兵衛様御内衆中　大宝前新田定助→築四郎兵
衛様御内衆中

(近世) 包紙･1点/(い1231-3･4
は2に包込)

い1231-3-0

(御意の趣承知のため参上しお礼申し上げる旨に
つき書状)　大宝前新田定助→築四郎兵衛様御内衆
中

(近世)11月8日 折紙･1通 い1231-3-1

定助様　築四郎兵衛→定助様 包紙･1点 い1231-4-0

(伝十郎取扱にて和睦致すようにとの旨につき書
状)　築四郎兵衛→定助様

11月7日 横切継紙･1通 い1231-4-1

(御普請方役人見分の面付書付) 亥9月20日～10月3日 横切継紙･1通/(い1004
-25-4-2を巻込)

い1004-25-4-1

覚(御用達･神戸新田屋敷代勘定受取書)　名古屋
神戸→忠右衛門殿･綱蔵殿

(近世)12月10日 切継紙･1通 い1004-25-4-2

　県･郡との関係
　開墾
無年季開墾願(神戸新田内新田重田堀潰につき)

　海西郡神戸新田地主神戸分左衛門→愛知県知事勝
間田捻殿

明治19年8月7日 罫紙･1冊/(封筒共) い756

　土地台帳訂正
(神戸新田土地整理にて田辺佑二の日程表) 明治21年 切紙･1通/(い1193紙

縒一括)
い1193-1

請求書(地図編製及び土地台帳訂正費〆金26円72
銭書付ならびに明治21年5月～9月迄の日勤表)
　田辺佑二→神戸分左衛門殿

明治21年9月 一部罫紙･1冊 い1193-2

(田辺佑二9月～12月迄の出勤日程表) (明治21年) 竪紙･1通 い1193-3

請求書(日勤表の通り金28円93銭につき)　田辺佑
二→神戸分左衛門殿

(明治)12月1 罫紙･1通 い1193-4

　褒賞
芝井新田破堤窮民救助ノ賞典･海東西郡役所新築
寄附金賞典

(近代) 札･1点/(い1203紙縒
一括)

い1203-1

(封筒)　愛知県海東･海西郡役所→海西郡大宝新田初
メ戸長役場

(近代) 封筒･1点/(い1203-2
封筒一括)

い1203-2-0

(海東･西郡役所建築費80円寄付殊勝として木盃
下賜につき通知書)　愛知県→神戸分左衛門

明治15年11月20日 横切継紙･1通 い1203-2-1

大宝前(神戸)新田/公儀･領主との関係/その他
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(来る21日午前9時に出頭するようにとのことに
つき召喚状)　海東･西郡役所→神戸新田神戸文左
衛門

明治16年6月16日 切継紙･1通 い1203-2-2

(鍋田川氾濫の際に被災者へ2石余施米殊勝につ
き木盃下賜につき通知書)　愛知県→神戸分左衛
門

明治11年9月3日 横切継紙･1通 い1203-3

(十四年中窮民救助の為金70銭差出褒るとのこと
につき通知書)　愛知県→神戸分左衛門

明治15年11月20日 横切紙･1通 い1203-4

　その他
二□割　一　六拾四匁弐分　神戸 (近世) 札･1通 い895-23

一　銀弐百五拾八匁八分七厘　神戸領助 (近世) 札･1通 い895-24

一　金三両ト九匁弐分三厘　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-25

一　長弐間七歩　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-26

一　金四両九匁八分五厘　神戸新田 (近世) 切紙･1通 い901-3-21

(只助他より8両余金銭受取書) (近世) 折紙･1通 い934-6

おほへ(判違い人名書付) 横切継紙･1通 い1004-25-7

(忠八･新左衛門他人名書付) 小切紙･1通/(破損あ
り)

い1122

記(金210円上納書)　小川綱造→旦那様 (近代)1月20日 小切紙･1通 い1209-2

大宝前(神戸)新田/県･郡との関係/褒賞
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号(来る21日午前9時に出頭するようにとのことに
つき召喚状)　海東･西郡役所→神戸新田神戸文左
衛門

明治16年6月16日 切継紙･1通 い1203-2-2

(鍋田川氾濫の際に被災者へ2石余施米殊勝につ
き木盃下賜につき通知書)　愛知県→神戸分左衛
門

明治11年9月3日 横切継紙･1通 い1203-3

(十四年中窮民救助の為金70銭差出褒るとのこと
につき通知書)　愛知県→神戸分左衛門

明治15年11月20日 横切紙･1通 い1203-4

　その他
二□割　一　六拾四匁弐分　神戸 (近世) 札･1通 い895-23

一　銀弐百五拾八匁八分七厘　神戸領助 (近世) 札･1通 い895-24

一　金三両ト九匁弐分三厘　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-25

一　長弐間七歩　神戸新田 (近世) 札･1通 い895-26

一　金四両九匁八分五厘　神戸新田 (近世) 切紙･1通 い901-3-21

(只助他より8両余金銭受取書) (近世) 折紙･1通 い934-6

おほへ(判違い人名書付) 横切継紙･1通 い1004-25-7

(忠八･新左衛門他人名書付) 小切紙･1通/(破損あ
り)

い1122

記(金210円上納書)　小川綱造→旦那様 (近代)1月20日 小切紙･1通 い1209-2

　全体
御書付之写(新開調達金の利足の件につき書状)

　文左衛門→鎌嶋新田木村忠兵衛方･大宝前新田只
助他1名

(近世)10月15日 横切継紙･1通/(い1244
紙縒一括)

い1244-1

(海西郡四郎兵衛新田田畑町数割合書付) (文化10年酉) 横切継紙･1通 い1244-2

海西郡四郎兵衛新田御見取絵図 (近世) 39.8×28.8(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い792

(尾張国海西郡四郎兵衛新田･服岡新田の反別･地
価書付)　神戸分左衛門

明治12年3月20日 罫紙(一ツ綴)･1冊 い773

　取得
　取得
(四郎兵衛新田譲手形作成のため手形持参につき
書状写)　支配勘定→犬山屋文左衛門殿

10月晦日 横切継紙･1通 い1244-8

(大宝前新田築立の際の替地を誰に渡したか等書
付)

(文化10年酉) 横切紙･1通 い1244-10

　掟米徴収
　納米目録等
(残米差引19石7斗9升5合につき)　四郎兵衛新田

藤二郎→小川綱蔵様
(近世)申正月25日 小切紙･1通 い895-13

　掟米運搬
覚(作徳米を改め御蔵米13石受取べきにつき)　

四郎兵衛新田庄屋→川村九兵衛様
(近世)丑12月24日 小切継紙･1通 い902-1-11

四郎兵衛新田
　この新田は1704(元禄17)年の開墾でその南側に大宝前(神戸)新田が存在する。現在は愛知県弥富市

に属する。平凡社地名辞典に引用されている「尾張徇行記」によれば、同新田の地積は田畑15町1反4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1758(宝暦8)年12月に金融の結果として竹田村広田庄右衛門から同新田御見取所を合計155両で取得

し、絵図・御免定・小作掟帳などを引き継いだ(い285-101,104)。

　本目録収録文書については、ここでも神戸新田同様に、明治期に小作人へ神戸家が多額の金融を

行っていることが知られる借金証文の束がある点が特徴的である。

四郎兵衛新田/全体
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　経営費用
(四郎兵衛新田分､金5両ト1匁4分6厘受取書)　四

郎兵衛新田藤次郎→小川綱蔵様
(近世)酉12月28日 竪切紙･1通 い901-3-22

覚(中堤入用引当金など受取書) (近世) 横切継紙･1通 い908-13

覚(替地御検見地諸入用他〆301匁余につき)　四
郎兵衛庄屋

(天保8年) 切紙･1通/(い965-2～
4巻込一括)

い965-2

　年貢･村入用負担
替地御三役用金覚(323匁余につき)　四郎兵衛新

田庄屋藤治郎→神戸文左衛門様
(近世)辰12月22日 小切紙･1通 い908-9

覚(金1両1分2朱銭247文献金受取書)　シロベ(四
郎兵衛新田庄屋ヵ)藤治郎→早川忠右衛門様

(近世)巳11月19日 小切紙･1通 い911-2

御替地分三役銀覚(金4両2分3朱余受取書)　四郎
兵衛庄屋藤二郎→神戸新田早川忠右衛門様

(近世)巳ノ12月25日 横切継紙･1通 い911-4

覚(飯米･三役下用引当米他〆400石書付につき) (近世) 切継紙･1通 い967-6

覚(三役下用･飯米〆400石他勘定につき) (近世) 切紙･1通 い967-7

覚(四郎兵衛新田免割帳去辰年より引合違いにつ
き惣高他書付)

(近世) 折紙･1通 い990

　公儀との関係
　土地
不納禿地之事(四郎兵衛新田内田方6町5反分海
内につき)　＊貼紙｢卯正月廿二日忠兵衛持参四郎
兵衛新田御証文写｣　濃州郡奉行土岐市右衛門･地方
目付田中九郎右衛門･林又左水伊左代山田杢右衛門
､(裏書)水伊左･林又左

寛延3年庚午11月 竪紙･1通 い1004-22

御役所差上候扣文化十四丑二月御検地之節(絵
図)

文化14年丑2月 55.0×187.0(彩色)･1
鋪

い799-10

乍恐奉内願候御事(潤屋新田堤南側の野跡御改め
を受けたので土地返還につき願書､下書ヵ)

(近世) 横切継紙･1通/(い1244
-3紙縒一括)

い1244-3-1

乍恐奉願上候(土地御改につき帳面作成願書､下
書ヵ)

(近世) 横切継紙･1通 い1244-3-2

乍恐奉内願候御事(支配下新田野跡吟味の件につ
き願書､下書･書き途中ヵ)

(近世) 横切継紙･1通 い1244-3-3

　上納
上納入用割符(四郎兵衛新田分金2分ト11匁3分3
厘につき)

(近世) 札･1点 い816-2

(金2分10匁上納につき)　四郎兵衛新田 (近世)6月27日 竪切紙･1通 い816-7

覚(四郎兵衛新田分麦代など金銭受取書)　右村
(四郎兵衛新田)庄屋→佐屋陣屋

(近世)丑6月 横切紙･1通 い816-8

(藩入用割につき四郎兵衛新田分金2分ト11匁3分
2厘書付)

(近世) 横切紙･1通 い816-15

　小作人借用金
(伊藤利兵衛への賃金24円書付) (明治)10年1月1日 札･1点/(い754-2紙縒

一括)
い754-2-0

四郎兵衛新田/経営費用
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　経営費用
(四郎兵衛新田分､金5両ト1匁4分6厘受取書)　四

郎兵衛新田藤次郎→小川綱蔵様
(近世)酉12月28日 竪切紙･1通 い901-3-22

覚(中堤入用引当金など受取書) (近世) 横切継紙･1通 い908-13

覚(替地御検見地諸入用他〆301匁余につき)　四
郎兵衛庄屋

(天保8年) 切紙･1通/(い965-2～
4巻込一括)

い965-2

　年貢･村入用負担
替地御三役用金覚(323匁余につき)　四郎兵衛新

田庄屋藤治郎→神戸文左衛門様
(近世)辰12月22日 小切紙･1通 い908-9

覚(金1両1分2朱銭247文献金受取書)　シロベ(四
郎兵衛新田庄屋ヵ)藤治郎→早川忠右衛門様

(近世)巳11月19日 小切紙･1通 い911-2

御替地分三役銀覚(金4両2分3朱余受取書)　四郎
兵衛庄屋藤二郎→神戸新田早川忠右衛門様

(近世)巳ノ12月25日 横切継紙･1通 い911-4

覚(飯米･三役下用引当米他〆400石書付につき) (近世) 切継紙･1通 い967-6

覚(三役下用･飯米〆400石他勘定につき) (近世) 切紙･1通 い967-7

覚(四郎兵衛新田免割帳去辰年より引合違いにつ
き惣高他書付)

(近世) 折紙･1通 い990

　公儀との関係
　土地
不納禿地之事(四郎兵衛新田内田方6町5反分海
内につき)　＊貼紙｢卯正月廿二日忠兵衛持参四郎
兵衛新田御証文写｣　濃州郡奉行土岐市右衛門･地方
目付田中九郎右衛門･林又左水伊左代山田杢右衛門
､(裏書)水伊左･林又左

寛延3年庚午11月 竪紙･1通 い1004-22

御役所差上候扣文化十四丑二月御検地之節(絵
図)

文化14年丑2月 55.0×187.0(彩色)･1
鋪

い799-10

乍恐奉内願候御事(潤屋新田堤南側の野跡御改め
を受けたので土地返還につき願書､下書ヵ)

(近世) 横切継紙･1通/(い1244
-3紙縒一括)

い1244-3-1

乍恐奉願上候(土地御改につき帳面作成願書､下
書ヵ)

(近世) 横切継紙･1通 い1244-3-2

乍恐奉内願候御事(支配下新田野跡吟味の件につ
き願書､下書･書き途中ヵ)

(近世) 横切継紙･1通 い1244-3-3

　上納
上納入用割符(四郎兵衛新田分金2分ト11匁3分3
厘につき)

(近世) 札･1点 い816-2

(金2分10匁上納につき)　四郎兵衛新田 (近世)6月27日 竪切紙･1通 い816-7

覚(四郎兵衛新田分麦代など金銭受取書)　右村
(四郎兵衛新田)庄屋→佐屋陣屋

(近世)丑6月 横切紙･1通 い816-8

(藩入用割につき四郎兵衛新田分金2分ト11匁3分
2厘書付)

(近世) 横切紙･1通 い816-15

　小作人借用金
(伊藤利兵衛への賃金24円書付) (明治)10年1月1日 札･1点/(い754-2紙縒

一括)
い754-2-0

記(借用金返納金書付) (明治)卯～巳 折紙･1通 い754-2-1

金子借用証書(24円)　第六大区廿小区海西郡四郎兵
衛新田金借用主伊藤利兵衛･第六大区廿一小区海西
郡神戸新田請人児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治9年子1月1日 竪紙･1通/(印紙2銭貼
付)

い754-2-2-1

借用金延期ニ付添証券(24円)　第六区海西郡四郎
兵衛新田十六番地金借用主伊藤利兵衛･第六区同郡
神戸新田右引請任児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治10年1月1日 竪紙･1通/(い754-2-2
-1と折畳一括)/(剥離
あり)/(印紙2銭貼付)

い754-2-2-2

記(本米14石8斗の代価渡すにつき)　中本長→神
戸様

(明治)8月20日 小切紙･1通 い754-2-3

記(伊藤理兵衛借用金他合計104円受取書)　＊伊
藤利兵衛は亀ヶ地新田と四郎兵衛新田の小作人　金
左衛門→神戸陵三様

(明治)12年1月18 小切紙･1通 い754-2-4

記(山代金差引残り7円余納入書)　支配人→御地
主様御勘定場

(明治)7月22日 小切紙･1通 い754-2-5

記(神戸新田分･御替地分･下之郷分石代金562円
余り受取書)　竹内辰右衛門→神戸旦那様

(明治)9年3月19日 小切紙･1通 い754-2-6

証(150円借用書)　借用主竹内辰右衛門→神戸分左
衛門殿

明治12年5月10日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い754-2-7

(借用金返済延期願いにつき書状)　新田竹内辰右
衛門→神戸綾造様

(明治)12月30日 小切紙(桃色)･1通 い754-2-8

(伊藤利兵衛への賃金25円書付) (明治)10年2月10日 札･1点/(い752紙縒一
括)

い752-0-1

(包紙)　四郎兵衛伊藤利兵衛 (明治10年) 包紙･1点 い752-0-2

金借用証券(25円)　第六区海西郡四郎兵衛新田拾六
番地金借用主伊藤理兵衛･第六区同郡神戸新田右引
請人児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治10年2月10日 竪紙･1通/(印紙2銭貼
付)

い752-1

(伊藤利兵衛への賃金100円書付) (明治)10年3月20日 札･1点/(い753紙縒一
括)

い753-0

金子借用証券(100円)　第六区海西郡四郎兵衛新田
十六番地主金借用主伊藤理兵衛･第六区海西郡神戸
新田請人児玉金左衛門→神戸分左衛門殿

明治10年丑3月20日 竪紙･1通/(印紙10銭
貼付)

い753-1

金子借用証書(50円)　第六区海西郡四郎兵衛新田
十六番地居住金借用主伊藤理兵衛･第六区海西郡神
戸新田右証人児玉金右衛門→神戸分左衛門殿

明治10年6月16日 竪紙･1通/(剥離あり)
/(印紙5銭貼付)

い746

　神戸外新田
　その他
(外新田蒲生御冥加金他勘定書) 横切紙･1通 い816-27

(米値段･四郎兵衛外新田配符帳面の儀につき書
状)　新田忠右衛門→御勘定場御苗橘蔵様

(近世)11月29日 横切継紙･1通 い904-4

四郎兵衛新田/小作人貸金
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

　開発
(神戸新田地先扣主地境絵図)　＊裏書｢宝暦十二年

午年六月六日大野綿屋新田六兵衛殿小屋へ山持中寄
合納得之上相認メ銘々絵図面壱枚ツヽ控居申候｣

宝暦12年午6月6日 68.0×77.0･1鋪 い796

(神戸古台御見分御傍示朱引絵図)　＊裏書｢享和
元辛酉年五月廿一日御見分御傍示朱引通｣

享和元年酉5月28日 42.0×59.0(彩色)･1
鋪

い798

(大宝前新田古台調達金の儀につき申渡書)　→
犬山屋文左衛門

(近世)9月25日 横切継紙･1通 い818

(大宝前新田古台の調達金取扱につき書状) (近世)9月25日 横切継紙･1通 い1244-11

新田古台調達金三千両之覚　地方并町方被仰付
候　酉八月十日地方御勘定所書付之写二通

(近世) 包紙･1点 い1244-9-0

覚(大宝前新開御入用調達金3千両受取書)　地方
御勘定所､(奥書)安吉左(衛門)･進四郎左(衛門)→犬
山屋文左衛門

享和元年酉12月 切継紙･1通 い1244-9-1

誓紙　神文　 包紙･1点 い936-6-0

神文(大宝前新田古台新開につき)　小沢市左衛門
正臣(花押)→神戸文左衛門殿

享和2年戌2月 竪紙･1通 い936-6-1

飛島新田古台分
　既述したように、大宝前新田は1723(享保8)年に大幅縮小した。縮小した堤防の外側で、開発当初

の堤防の内側を「大宝前新田古台」と呼んでいたようである。この「古台」は1801(享和元)年に再開

発されることとなった。1802(享和2)年3月26日に大宝前新田庄屋只助倅周蔵が古台会所守・組頭に、

同組頭平吉と十右衛門が古台組頭兼役に、金七・忠右衛門が古台水廻り兼役にそれぞれ任命されてい

る(あ3417)。さらには1803(享和3)年12月には飛島新田古台分庄屋唯助が確認される(あ3417末尾)の

で、それ以前に大宝前新田と飛島新田古台分の双方の庄屋を小川唯助が兼ねることになったと思われ

る。

　藩との関係では、1805(文化2)年11月25日より飛島新田に検地役人が出張し、12月8日古台分へ移

り、13日に終了した。検地された地積は92町2反9畝24歩であり、これを受けて新田の管理権が藩から

地主に委譲されることになるのだが、92町余のうち80町分については1798(寛政10)年から1802(享和

2)年にかけての調達金・上納金など合計5600両を引当とし、残り12町2反9畝24歩の分については1229

両3歩銀3匁を支払うことによってそれは実現された。そして、それまでの調達金証文と金子受取書は

勘定所に返却されたという(以上い351)。以上の手続きを経て、1806(文化3)年9月に「地渡」が行わ

れることになった。

　以上が現段階で把握している大宝前新田古台の再開発経過であるが、子細な検討を経たものではな

いので誤りを多く含むものと思われる。角川地名辞典によれば、飛島新田は、大宝前新田荒廃地を

「寛政11年藩の許可を得て鳥ヶ地新田庄屋の佐野周平と鎌島新田庄屋の木村徳右衛門が発起人とな

り、6人の援助者を得て再開発に着手。(中略)享和元年完成し(中略)文化3年服岡新田が当地から独

立。」とあり、上記の再開発経緯と異なる内容となっている。これは古台分ではない部分の飛島新田

開発経緯なのであろうか。

　本項目の大部分は、絵図類である。「開発」の中項目に古台の絵図が多くある。これらの絵図によ

り、大宝前(神戸)新田古台分は、飛島新田と次の大項目服岡新田の二つの新田領域からなることが一

目瞭然である。なお、利用の便のため古台分の絵図は、飛島新田の開発と無関係の可能性があるもの

も含めて、全てここに集中させておいた。

飛島新田古台分/開発
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一札　此一札ハ古台割合ノ一札江勘定相済候　
戻シ遣ス

文化3年寅6月5日戻ス 包紙･1点/(中身なし) い936-11

(大宝前新田古台(大宝前新田地先)絵図) (近世) 59.5×63.0(彩色)･1
鋪

い785

(大宝前新田古台絵図) (近世) 41.5×30.5(彩色)･1
鋪

い794-3

(神戸新田古台開発疎絵図) (近世) 39.8×42.2･1鋪 い799-1

(大宝前新田古台絵図) (近世) 30.0×41.5(彩色)･1
鋪

い799-7

(大宝前新田古台絵図) (近世) 29.6×41.0(彩色)･1
鋪

い799-12

(大宝新田･大宝前新田地先寄畑絵図) (近世) 55.5×52.0(彩色)･1
鋪/(川西一ノ割通り
～同七ノ割通りまで
付箋7点貼付)

い799-13

(大宝新田･大宝前新田地先寄畑絵図) (近世) 30.7×42.2(彩色)･1
鋪/(西ノ割壱通～同
六通まで付箋6点貼
付)

い799-15

(大宝前新田古台往古新田堤絵図) (近世) 30.5×42.2(彩色)･1
鋪

い799-17

(大宝前新田古台文左衛門扣地絵図) (近世) 30.8×42.0(彩色)･1
鋪

い799-18

(三人願い奉り候新開場絵図) (近世) 30.9×41.3･1鋪 い799-25

(飛島新田畑新規願のため新の杁につき差上絵
図)　→(佐屋御役所)

(近世)8月 31.3×41.8(彩色)･1
鋪

い799-30

(神戸新田古台絵図) 30.5×42.4･1鋪 い800-3

(古台新開場･往古堤築付場絵図) 30.7×42.0(彩色)･1
鋪

い800-6

(大宝前新田古台･新開場絵図控) (近世) 40.2×55.8(彩色)･1
鋪

い800-10

(大宝前新田古台･新開場費用見積添付絵図控) (近世) 30.8×42.0(彩色)･1
鋪

い800-11

(大宝前新田古台新開場願上根走絵図) (近世) 30.8×42.4(彩色)･1
鋪

い800-15

(大宝前新田古台碁盤割絵図)　＊い800-14-1･2は
同内容､重なって折り込まれていたものについて､東
端の｢新用水｣が他の文字と逆向きのものを1､同じ向
きのものを2とした

(近世) 111.7×49.0(彩色)･1
鋪

い800-17-1

(大宝前新田古台碁盤割絵図) (近世) 111.7×49.0(彩色)･1
鋪

い800-17-2

　掟米徴収
(飛嶋惣郷検見坪籾干上けが二日目位に及んだ件
は飛嶋役義へ問合せる旨書状)　正廣→茂元大人

横切継紙･1通/(い1166
紙縒一括)

い1166-1

(もみ一条役義へ問合せたところ時々により二日
目にもなる旨報告の書状)　川村斎次郎→神戸文
左衛門様

10月25日 横切継紙(青色紙)･1
通

い1166-2

　南飛島開墾
十三年十一月八日　南飛一件書簡　大谷謙造 (明治)13年11月8日 札･1点/(い1208-1～6

は紙縒一括)
い1208-1

(海西連浜引開墾につき書状)　天野佐兵衛→神戸
様

(近代)1月24日 横切継紙･1通 い1208-2

飛島新田古台分/開発
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一札　此一札ハ古台割合ノ一札江勘定相済候　
戻シ遣ス

文化3年寅6月5日戻ス 包紙･1点/(中身なし) い936-11

(大宝前新田古台(大宝前新田地先)絵図) (近世) 59.5×63.0(彩色)･1
鋪

い785

(大宝前新田古台絵図) (近世) 41.5×30.5(彩色)･1
鋪

い794-3

(神戸新田古台開発疎絵図) (近世) 39.8×42.2･1鋪 い799-1

(大宝前新田古台絵図) (近世) 30.0×41.5(彩色)･1
鋪

い799-7

(大宝前新田古台絵図) (近世) 29.6×41.0(彩色)･1
鋪

い799-12

(大宝新田･大宝前新田地先寄畑絵図) (近世) 55.5×52.0(彩色)･1
鋪/(川西一ノ割通り
～同七ノ割通りまで
付箋7点貼付)

い799-13

(大宝新田･大宝前新田地先寄畑絵図) (近世) 30.7×42.2(彩色)･1
鋪/(西ノ割壱通～同
六通まで付箋6点貼
付)

い799-15

(大宝前新田古台往古新田堤絵図) (近世) 30.5×42.2(彩色)･1
鋪

い799-17

(大宝前新田古台文左衛門扣地絵図) (近世) 30.8×42.0(彩色)･1
鋪

い799-18

(三人願い奉り候新開場絵図) (近世) 30.9×41.3･1鋪 い799-25

(飛島新田畑新規願のため新の杁につき差上絵
図)　→(佐屋御役所)

(近世)8月 31.3×41.8(彩色)･1
鋪

い799-30

(神戸新田古台絵図) 30.5×42.4･1鋪 い800-3

(古台新開場･往古堤築付場絵図) 30.7×42.0(彩色)･1
鋪

い800-6

(大宝前新田古台･新開場絵図控) (近世) 40.2×55.8(彩色)･1
鋪

い800-10

(大宝前新田古台･新開場費用見積添付絵図控) (近世) 30.8×42.0(彩色)･1
鋪

い800-11

(大宝前新田古台新開場願上根走絵図) (近世) 30.8×42.4(彩色)･1
鋪

い800-15

(大宝前新田古台碁盤割絵図)　＊い800-14-1･2は
同内容､重なって折り込まれていたものについて､東
端の｢新用水｣が他の文字と逆向きのものを1､同じ向
きのものを2とした

(近世) 111.7×49.0(彩色)･1
鋪

い800-17-1

(大宝前新田古台碁盤割絵図) (近世) 111.7×49.0(彩色)･1
鋪

い800-17-2

　掟米徴収
(飛嶋惣郷検見坪籾干上けが二日目位に及んだ件
は飛嶋役義へ問合せる旨書状)　正廣→茂元大人

横切継紙･1通/(い1166
紙縒一括)

い1166-1

(もみ一条役義へ問合せたところ時々により二日
目にもなる旨報告の書状)　川村斎次郎→神戸文
左衛門様

10月25日 横切継紙(青色紙)･1
通

い1166-2

　南飛島開墾
十三年十一月八日　南飛一件書簡　大谷謙造 (明治)13年11月8日 札･1点/(い1208-1～6

は紙縒一括)
い1208-1

(海西連浜引開墾につき書状)　天野佐兵衛→神戸
様

(近代)1月24日 横切継紙･1通 い1208-2

(南飛島開墾の儀相談致したいとの書状)　大谷謙
造→天野佐兵衛殿･神戸文左衛門殿

(近代)1月8日 横切継紙･1通 い1208-3

海岸堤防新築地所開墾願(海西郡三稲新田他25町
自費にて開墾)　開墾願人大谷謙蔵

(近代) ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い1208-4

(堀切しまや方との相談に関する報告の書状)　
→天野佐兵衛殿･神戸文左衛門殿

(近代) 横切継紙･1通 い1208-5

(郡長･南飛取締衆方へ願書提出に関する報告の
書状)　大谷謙造外連中→神戸文左衛門様

(近代)1月23日 横切継紙･1通 い1208-6

南飛島開墾願書ノ写 (明治13年) 札･1点/(い755～い
758紙縒一括)/(い755
紙縒一括)

い755-1

(南飛島開墾願場所絵図) (明治13年) 33.0×40.0(彩色)･1
鋪

い755-2

開墾願(尾張国海西郡三稲前繰出新田堤前)　海
西郡飛島新田大谷謙造･同(海西)郡政成新田大河内
庄五郎･海東郡神守村猪飼猪三郎･神戸新田神戸分左
衛門他5名

明治13年1月 ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊
/(い755-3-1合冊)

い755-3-1-1

正奥社規則　神戸分左衛門他10名 明治13年1月22日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊 い755-3-1-2

目論見 (近代) ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊 い755-3-2

記(金5円余受取書)　□□□□→早川忠兵衛殿 (近代)2月17日 小切紙･1通 い755-3-3

飛島新田古台分/南飛島開墾
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