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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

　掟米徴収
　検見
下ノ郷之事(犬山屋文左衛門御帳面2冊取調有無
につき書付)　笹ノ郷岡助･周助→下ノ郷辰右衛門
様

(近世)10日 竪切紙･1通 い1004-12

旦那様　下之郷庄屋辰右衛門　下之郷庄屋辰右衛
門→旦那様

(近世) 包紙･1点/(反故紙) い1004-13-0

(下ノ郷検見帳2ヶ年分紛失の件書状) (近世)8月10日 横切継紙･1通 い1004-13-1

　掟米計算
おほへ(凡下ノ郷高35石･替地凡高36石にて年貢
他引残石高書付)

(近世) 切継紙･1通 い967-2

　掟米運搬･販売
送り米之覚(残266石3斗余より下之郷道敷地分な
ど引き9石3斗余の書付)　只助→永田考蔵様

(近世)4月7日 竪切紙･1通 い1103

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

乍恐御達申上候(服岡新田の内下ノ郷地主共売米
につき銘々居村にて取計の旨)　下ノ郷庄屋辰右
衛門→三村平六様

(近世)丑10月 竪紙･1通 い967-9

覚(寅納米と運賃米差引勘定〆2斗余書付)　下ノ
郷辰右衛門

(近世)卯3月18日 切紙･1通 い994-2

送り書之事(米70石5斗積送りにつき)　庄屋代忠
兵衛→御地主様御勘定場

(近世)卯正月27日 竪切紙･1通/(い1004-
19-6-2を巻込)

い1004-19-6-1

覚(下ノ郷作徳米として御蔵米44石積送りにつ
き)　辰右衛門→神戸様御勘定場

(近世)卯正月 竪切紙･1通 い1004-19-6-2

服岡新田下之郷
　「覚(服岡新田名請人書上)」(い355-7)によれば、1801（享和元）年開発、1805(文化2)年12月検地

と明記されている。この検地における服岡新田全体の名請人のうち半分近くは同新田の岡谷惣七が名

請人であるが、神戸家以外の名古屋の商人2名分も岡谷惣七と同じくらいの田畑を名請けしている。

　服岡新田には和泉之郷・笹之郷・古台郷の三郷があり、郷ごとに庄屋役が置かれていた(あ3440-3

末尾)。このうちの古台郷が服岡新田下之郷であり、先述の四郎兵衛新田替え地分6町5反歩のことで

ある(あ2515、あ3440-1,2)。6町5反歩の高は65石8斗8升3合であった。この時点の名請人のなかにも

神戸新田の小作人の名前が見え、両新田の密接な関係が窺われる。さらに服岡新田下之郷庄屋辰右衛

門は神戸新田組頭でもあり(い355-1)、総じて地主の地域的な支配が、単に支配人を通じた小作人把

握だけで成り立っているのではなく、村役人・名請人などといった領主支配と複合的連関構造を成し

ていたらしいことが窺われる。

　今回収録分の点数も64点と少なく、天保期や明治期の土地購入関係文書がやや量的に目立つ程度で

ある。

服岡新田下之郷/掟米徴収/検見
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　経営費用
下之郷入用金請取通(元利金と普請町場金差引勘
定〆金1両余書付写)

天保13年寅2月吉日～
卯3月20日ニ写

折紙･1通/(い994-2を
巻込)

い994-1

下之郷入用金請取通　神戸新田周蔵､神戸御勘定場
→神戸御勘定場

安政2年卯正月吉日 横半半(下げ綴)･1冊 い912-1

覚(村方御手当麦ならびに六拾四番圦一件入用勘
定二口写)　唯助→辰右衛門様

(近世)6月28日 横切継紙･1通/(い1004
- 2 5紙縒一括)/ (い
1004-25-1-2を巻込)

い1004-25-1-1

覚(神戸･船入･鍋蓋･金七の反別･銀高書付) (近世) 小切紙･1通 い1004-25-1-2

下ノ郷地仲間割(神戸･船入･鍋蓋･金七の面積他
書付)

(近世) 切紙･1通/(い1004-25
-3-2を巻込)

い1004-25-3-1

覚(魚難入用･汐垣入用･新圦入用他〆270両勘定
書付写)

(近世)5月29日写之 横切継紙･1通 い1004-25-3-2

(永田様昨夜御出府のところ頼みあり書状)　＊｢
天保十二丑五月廿九日辰右衛門へ此方出分相渡｣と
注記あり　大島屋清助→神戸文左衛門様

8月20日 切紙･1通/(い1004-27
巻込一括)

い1004-27-1

(1ヶ年帳面御下げ願の旨他日記) 8月15日～17日 切紙･1通 い1004-27-2

(服岡惣百姓貸金割当り･64番卓圦汐垣入用につ
き書付)

7月12日 切紙･1通 い1004-27-3

覚(四月下用不足引当金･下之郷分杁繕引当金な
ど書付)　下之郷庄屋代周蔵→御勘定場

(近世)亥5月8日 横切継紙･1通/(い1138
紙縒一括)

い1138-1

覚(惣郷下用懸り銀84匁の書付)　惣郷庄屋中→下
之郷御庄屋衆中

(近世)丑7月9日 切継紙･1通/(い1167
紙縒一括)

い1167-1

　土地
※新田重右衛門扣下之処地所書入かし金連印証
文一通　天保五年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､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

下ノ郷地直シ図壱枚､同所乗土寄畑見分帳､下ノ
郷壱弐之割再地直寄畑仕用見分帳､右図･諸帳
面入

天保9～10年 袋･1点/(い794入) い794-0

(服岡新田内地割絵図､｢会所｣･｢御宮｣･人名記載) 30.3×42.3･1鋪 い794-4

(服岡新田杭間距離書付絵図) 24.0×34.3･1鋪 い794-5

(飛島新田･服岡新田地番･人名絵図) 53.0×58.0(彩色)･1
鋪

い799-19

服岡下ノ郷南ノ方大谷ヨリ買請ノ節ノ書付 札･1点/(い1146紙縒
一括)

い1146-1

(宅地･田地代書付) (近代) 折紙･1通 い1146-2-1

記(金･掟米書付につき) (近代) 小切紙･1通 い1146-2-2

(明日名古屋へ出座の処延引につき書状)　犬飼卯
助→早川忠兵衛殿

(近代)10月17日 横切継紙･1通 い1146-3

服岡新田下之郷/経営費用
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　経営費用
下之郷入用金請取通(元利金と普請町場金差引勘
定〆金1両余書付写)

天保13年寅2月吉日～
卯3月20日ニ写

折紙･1通/(い994-2を
巻込)

い994-1

下之郷入用金請取通　神戸新田周蔵､神戸御勘定場
→神戸御勘定場

安政2年卯正月吉日 横半半(下げ綴)･1冊 い912-1

覚(村方御手当麦ならびに六拾四番圦一件入用勘
定二口写)　唯助→辰右衛門様

(近世)6月28日 横切継紙･1通/(い1004
- 2 5紙縒一括)/ (い
1004-25-1-2を巻込)

い1004-25-1-1

覚(神戸･船入･鍋蓋･金七の反別･銀高書付) (近世) 小切紙･1通 い1004-25-1-2

下ノ郷地仲間割(神戸･船入･鍋蓋･金七の面積他
書付)

(近世) 切紙･1通/(い1004-25
-3-2を巻込)

い1004-25-3-1

覚(魚難入用･汐垣入用･新圦入用他〆270両勘定
書付写)

(近世)5月29日写之 横切継紙･1通 い1004-25-3-2

(永田様昨夜御出府のところ頼みあり書状)　＊｢
天保十二丑五月廿九日辰右衛門へ此方出分相渡｣と
注記あり　大島屋清助→神戸文左衛門様

8月20日 切紙･1通/(い1004-27
巻込一括)

い1004-27-1

(1ヶ年帳面御下げ願の旨他日記) 8月15日～17日 切紙･1通 い1004-27-2

(服岡惣百姓貸金割当り･64番卓圦汐垣入用につ
き書付)

7月12日 切紙･1通 い1004-27-3

覚(四月下用不足引当金･下之郷分杁繕引当金な
ど書付)　下之郷庄屋代周蔵→御勘定場

(近世)亥5月8日 横切継紙･1通/(い1138
紙縒一括)

い1138-1

覚(惣郷下用懸り銀84匁の書付)　惣郷庄屋中→下
之郷御庄屋衆中

(近世)丑7月9日 切継紙･1通/(い1167
紙縒一括)

い1167-1

　土地
※新田重右衛門扣下之処地所書入かし金連印証
文一通　天保五年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､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

下ノ郷地直シ図壱枚､同所乗土寄畑見分帳､下ノ
郷壱弐之割再地直寄畑仕用見分帳､右図･諸帳
面入

天保9～10年 袋･1点/(い794入) い794-0

(服岡新田内地割絵図､｢会所｣･｢御宮｣･人名記載) 30.3×42.3･1鋪 い794-4

(服岡新田杭間距離書付絵図) 24.0×34.3･1鋪 い794-5

(飛島新田･服岡新田地番･人名絵図) 53.0×58.0(彩色)･1
鋪

い799-19

服岡下ノ郷南ノ方大谷ヨリ買請ノ節ノ書付 札･1点/(い1146紙縒
一括)

い1146-1

(宅地･田地代書付) (近代) 折紙･1通 い1146-2-1

記(金･掟米書付につき) (近代) 小切紙･1通 い1146-2-2

(明日名古屋へ出座の処延引につき書状)　犬飼卯
助→早川忠兵衛殿

(近代)10月17日 横切継紙･1通 い1146-3

(犬飼の手紙の如く請渡の御都合につき書状)　
新田忠兵衛→御通所御在宿御旦那様

(近代)10月17日 横切継紙･1通 い1146-4

記(石代内金16円受取書)　服岡新田用係犬飼卯輔
→神戸分左衛門殿

明治10年3月27日 小切紙･1通 い1146-5

記(大谷氏より買請たる地所の地租延納年賦金書
付)　犬飼卯輔→神戸様代早川忠兵衛殿

(近代)12月27日 横切継紙･1通 い1146-6

(田畑･宅地の地価書付) (近代) 横切継紙･1通 い1146-7

(袋)　大谷謙造→神戸分左衛門様 (明治) 袋･1点 い1146-8-0

※(御買上の土地の年賦金､三稲外開墾費用負担
につき書状)　大谷謙造→神戸分左衛門様

(明治)16年1月12日 横切継紙･1通 い1146-8-1

(16年分掟米差引勘定書差上につき書状)　忠兵衛
→御勘定場御中(三輪宅次郎様･□澤甚七様)

(明治)5月2日 横切継紙･1通 い1146-9

※(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

　用水
(下之郷引越百姓の件で辰右衛門へ種々相談につ
き御繰合願いの書状)　唯助→旦那様

(近世)4月4日 横切継紙･1通/(い1183
紙縒一括)

い1183-1

(服岡新田･飛嶋新田用水新杁願いにつき図面写)
　→佐屋御陣屋

天保14年卯3月18日 27.7×39.1(彩色)･1
鋪

い1183-2

乍恐奉願上候御事(海西郡服岡新田堤内大用水を
飛嶋新田引離し分水にしたき旨､控)　服岡新田
庄屋吉助･唯助他2名→三村平六様御陣屋

(天保)卯3月18日 竪半(一ツ綴)･1冊 い1183-3

(服岡新田下之郷用水図)　＊三ノ切～六ノ切まで 24.0×67.0(彩色)･1
鋪

い794-13

(服岡新田用水一件につき鳥ヶ地にて集会の旨書
状)　唯助→旦那様

5月18日 横切継紙･1通 い1130

　公儀との関係
　年貢･村入用負担
(六十四番杁繕いのため下郷分代金割方につき) (近世)未6月 横切継紙･1通 い895-27

(服岡新田下之郷諸入用書付)　下之郷庄屋辰右衛
門→吉田助次郎様御陣屋

(近世)申12月 竪半(一ツ綴)･1通 い900-1

(服岡新田下之郷諸入用書上写)　＊い900-1の写　
下之郷庄屋辰右衛門→吉田助次郎様御陣屋

(近世)申12月 竪半(一ツ綴)･1通 い900-2

覚(当盆後下之郷へ惣郷下用割懸りならびに佐屋
飯米代121匁5分2厘につき)　三郷庄屋中→下之
郷御庄屋衆中

(近世)辰12月 小切紙･1通 い908-4

覚(納45石7斗余より御年貢米下用共･積送米引き
69升余りの勘定書付)

切紙･1通/(い1104巻
込一括)

い1104-1

(酉年端米の下ノ郷より受取米は2石6斗余の旨書
付)

戌3月10日 小切紙･1通 い1104-2

覚(下之郷酉年分納45石7斗余より御年貢米下用
共〆高･積送米など引き24升余の勘定書付)　
庄屋両人･条助立合

(近世)5月26日 切継紙･1通 い1105

覚(巳年納米高39石7斗余より御年貢米下用･積送
米など引き9斗余の勘定書付)

(近世) 切継紙･1通 い1114

服岡新田下之郷/土地
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　庄屋進退一件
※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

乍恐御達申上候事(服岡新田下ノ郷庄屋重右衛門
跡役に神戸新田辰右衛門申渡の旨､下書)　下
ノ郷地主惣代犬山屋文左衛門→佐屋御陣屋

(近世)丑3月 小切継紙･1通 い1181

　取立金･調達金
(献金仰せ付けられにつき高･家数引分ケ割賦元
帳写)　服岡新田

(安政3年10月21日) 竪半(下げ一ツ目綴)･
1冊

い903

　その他
覚(服岡新田分寅年御用捨米受取分積送りにつ
き)　周蔵､(端裏書)｢新田辰右衛門｣→御地主様御勘
定場､(端裏書)｢御苗吉蔵様｣

(近世)辰4月13日 横切継紙･1通 い908-11

(配符帳3冊･案内帳4冊を天保12年7月23日辰右衛
門より受取の旨書付､｢下之郷諸帳｣)

(天保12年) 札･1点/(い1004-17紙
縒一括)/(紙縒付)

い1004-17-1

乍恐覚(服岡新田下ノ郷内犬山屋文左衛門扣の検
見帳8冊･配符帳につき)　＊｢天保十二丑七月廿
三日出ス　庄屋辰右衛門　引取｣と注記　下ノ郷庄
屋辰右衛門→三村平六様御陣屋

(天保12年)丑7月 竪紙･1通 い1004-17-3

(天保2年～11年の服岡新田収納帳を佐屋陣屋へ
差出すよう取り計らうべき旨､写)　服岡新田岡
谷惣七･長者町和泉屋権右衛門･茶屋町伊藤治郎左衛
門･元材木町犬山屋文左衛門･蟹江本町村甚平→服岡
新田庄屋

(近世)7月21日 横切継紙･1通 い1004-25-5

　小作人
(下之郷善十郎への賃金100円書付) (明治10年)5月9日 札･1点/(い751紙縒一

括)
い751-0

金借用証書(100円)　第六大区廿一小区海西郡服岡
新田下之郷八十九番地金借用主犬飼善十郎･第六大
区廿一小区海西郡神戸新田十六番地右証人児玉金左
衛門→神戸分左衛門殿

明治10年5月9日 竪紙･1通/(印紙10銭
貼付)

い751-1

服岡新田下之郷/公儀との関係/庄屋進退一件
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号
　庄屋進退一件
※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

乍恐御達申上候事(服岡新田下ノ郷庄屋重右衛門
跡役に神戸新田辰右衛門申渡の旨､下書)　下
ノ郷地主惣代犬山屋文左衛門→佐屋御陣屋

(近世)丑3月 小切継紙･1通 い1181

　取立金･調達金
(献金仰せ付けられにつき高･家数引分ケ割賦元
帳写)　服岡新田

(安政3年10月21日) 竪半(下げ一ツ目綴)･
1冊

い903

　その他
覚(服岡新田分寅年御用捨米受取分積送りにつ
き)　周蔵､(端裏書)｢新田辰右衛門｣→御地主様御勘
定場､(端裏書)｢御苗吉蔵様｣

(近世)辰4月13日 横切継紙･1通 い908-11

(配符帳3冊･案内帳4冊を天保12年7月23日辰右衛
門より受取の旨書付､｢下之郷諸帳｣)

(天保12年) 札･1点/(い1004-17紙
縒一括)/(紙縒付)

い1004-17-1

乍恐覚(服岡新田下ノ郷内犬山屋文左衛門扣の検
見帳8冊･配符帳につき)　＊｢天保十二丑七月廿
三日出ス　庄屋辰右衛門　引取｣と注記　下ノ郷庄
屋辰右衛門→三村平六様御陣屋

(天保12年)丑7月 竪紙･1通 い1004-17-3

(天保2年～11年の服岡新田収納帳を佐屋陣屋へ
差出すよう取り計らうべき旨､写)　服岡新田岡
谷惣七･長者町和泉屋権右衛門･茶屋町伊藤治郎左衛
門･元材木町犬山屋文左衛門･蟹江本町村甚平→服岡
新田庄屋

(近世)7月21日 横切継紙･1通 い1004-25-5

　小作人
(下之郷善十郎への賃金100円書付) (明治10年)5月9日 札･1点/(い751紙縒一

括)
い751-0

金借用証書(100円)　第六大区廿一小区海西郡服岡
新田下之郷八十九番地金借用主犬飼善十郎･第六大
区廿一小区海西郡神戸新田十六番地右証人児玉金左
衛門→神戸分左衛門殿

明治10年5月9日 竪紙･1通/(印紙10銭
貼付)

い751-1

　鍋蓋新田
　諸帳簿
乍恐覚(小前掟配府帳7冊･収納帳1冊差上につき､
下書)　右新田(鍋蓋前新田)庄屋重助→三村平六様
御陣屋

(天保12年)丑7月 竪継紙･1通 い1004-17-2

　願書･一件留
乍恐奉願上候御事(海西郡竹田東市江走不納所泥
原に自分金を以て御新田に仕りたきにつき)　
市右衛門･弥兵衛･藤右衛門→野方御奉行所

元文4年未10月 竪継紙･1通 い800-19

(竹田新田東此度願い奉る新田場絵図) (近世) 58.0×63.0(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い800-20

(断簡｢鍋蓋絵図｣) 寛保2年戌8月16日 竪切紙･1通/(い800-25
に巻込)

い800-26

なへふた前々願有之新田図(包紙) 包紙･1点 い800-18-0

｢新塩よけ百五十間ニ六間…｣(絵図)　＊貼紙に朱
書にて堤を書入

30.0×42.2(彩色)･1
鋪

い800-18-1

(宗門一札差上の件につき書状)　小右衛門→永田
様

3月2日 横切継紙･1通 い902-3

乍恐御請書奉差上候(検見につき御支配御手代様
方へ音信贈物等一切禁止につき)　海東郡鍋蓋
新田同外新田庄屋重助→三村平六様御陣屋

(近世)丑9月 竪紙･1通 い1004-10

覚(鍋蓋新田与市へ享保12年8月仰渡の儀につき
書付)

(近世)丑9月 竪継紙･1通 い1074-7

(前新田･鍋蓋新田吟味相済､国方へ書付到着につ
き書状)

12月20日 横切紙･1通 い1074-17

海部郡の新田
　本大項目は全く便宜的なものでしかない。大宝前(神戸)新田にいる神戸家の支配人は海部郡の諸新

田の経営にも関与していたように見受けられるが、そのうちの点数の少ない三つの新田の史料をここ

にまとめた。

①鍋蓋新田

　この新田は大宝前(神戸)新田の北方にあり、村高370石余、反別25町余、戸数7、人口53という小規

模の新田である〔角川地名辞典〕。収録史料からすると、享保期から神戸家はこの新田に土地を持っ

ていたらしい。そしてそれは小川唯助を通してのものであったらしいことが納米の請取通帳(あ1683)

から知られる。また、地主は少なくとも神戸家のほかに伊藤次郎左衛門がいたこともわかる。

　この新田経営に関する史料は、(その2)では30点(1727(享保12)～1775(安永4)年)、(その3)では58

点であった。今回は様々な書付類17点である。

②三稲外繰出(さんとそとくりだし)新田

　神戸新田南方約3キロメートルに位置する。1884（明治17）年に神戸新田「積米掛」小川綱蔵が神

戸新田小玉金七ほか2名から三稲外繰出新田の地所を購入している。(その3)では、地所共有約定証書

謄本などが8点あった1884～1899（明治17～32)年。今回は、1883（明治16）年の開墾費用負担に関す

る書状1点のみであるが、136～137頁の南飛鳥開墾一件史料も、関係する。

海部郡の新田/鍋蓋新田/諸帳簿
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　経営収支
覚(丑年分鍋蓋新田諸入用受取書)　兼山屋与市→

犬山屋分左衛門殿
寅2月19日 竪切紙･1通 い923-16

覚(入用出分など差引勘定〆金23両3分余につき)
　鍋蓋新田武兵衛→神戸文左衛門様

(近世)辰7月25日 横切紙･1通 い1191-5

　掟米運搬
(竹田私徳米を積遣わすので受取べき旨書状)　

武兵衛→川合加兵衛様
極月23日 切継紙･1通 い1172

　掟米販売
乍恐御達申上候(鍋蓋新田地主元材木町永田屋多
起売払米20石の心当につき)　鍋蓋新田庄屋重助
→三村平六様

(近世)丑10月 竪紙･1通 い967-10

　土地･用水･年貢
(鍋蓋新田用水･杁場絵図) 27.9×39.5(彩色)･1

鋪
い800-9

(海東郡鍋蓋新田田畑屋敷など石高面積書付) 折紙･1通/(い1244ｰ
13･14畳込一括)

い1244-13

(延享2年より明和4年迄の御定免率書付) (近世) 折紙･1通 い1244-14

　三稲外繰出新田
(袋)　大谷謙造→神戸分左衛門様 袋･1点 い1146-8-0

※(御買上の土地の年賦金､三稲外開墾費用負担
につき書状)　大谷謙造→神戸分左衛門様

(明治)16年1月12日 横切継紙･1通 い1146-8-1

海部郡の新田/鍋蓋新田/経営収支
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号
　経営収支
覚(丑年分鍋蓋新田諸入用受取書)　兼山屋与市→

犬山屋分左衛門殿
寅2月19日 竪切紙･1通 い923-16

覚(入用出分など差引勘定〆金23両3分余につき)
　鍋蓋新田武兵衛→神戸文左衛門様

(近世)辰7月25日 横切紙･1通 い1191-5

　掟米運搬
(竹田私徳米を積遣わすので受取べき旨書状)　

武兵衛→川合加兵衛様
極月23日 切継紙･1通 い1172

　掟米販売
乍恐御達申上候(鍋蓋新田地主元材木町永田屋多
起売払米20石の心当につき)　鍋蓋新田庄屋重助
→三村平六様

(近世)丑10月 竪紙･1通 い967-10

　土地･用水･年貢
(鍋蓋新田用水･杁場絵図) 27.9×39.5(彩色)･1

鋪
い800-9

(海東郡鍋蓋新田田畑屋敷など石高面積書付) 折紙･1通/(い1244ｰ
13･14畳込一括)

い1244-13

(延享2年より明和4年迄の御定免率書付) (近世) 折紙･1通 い1244-14

　三稲外繰出新田
(袋)　大谷謙造→神戸分左衛門様 袋･1点 い1146-8-0

※(御買上の土地の年賦金､三稲外開墾費用負担
につき書状)　大谷謙造→神戸分左衛門様

(明治)16年1月12日 横切継紙･1通 い1146-8-1

愛知郡の新田
　この大項目も前項同様全く便宜的であり、後述の大高源兵衛新田を除く愛知郡の五つの新田・村を

ここに一括したというだけである。ただ地図1に示したように、これらの新田・村は熱田神宮の東南

方で大高源兵衛新田よりも北に位置し、一定の地域的なまとまりは存在したようである。

①化物新田

　加福新田の俗称で、明治期は愛知郡前浜村に属していた〔角川地名辞典〕。神戸家は1882（明治

15）年にこの新田に地所を買得し地主経営を行った。(その2)では地券と「小作掟米取立帳」が主で

あり、(その3)にはこの買得に関する「永代地所売渡証券」を含む史料(い568-7)のほか、1883～1902

（明治16～35）年の共有地関係の文書が26点、1881～1890（明治14～23）年の堤防関係の文書が11点

あった。今回は掟米取立に関する文書2点のみである。

②紀左衛門新田(豊田村・呼続村)

　1878（明治11）年に愛知郡豊田村に属し、1889（明治22）年に呼続村に属した〔平凡社地名辞

典〕。(その2)収録分はもっぱら地券と小作証書であったため、この新田と神戸家の関係が不明確で

あったが、(その3)収録文書からは、1880（明治13）年に春日井郡土器野村天野佐兵衛らとともに地

所を購入したこと(い561)、地所を賃貸していること、堤防の整備や災害への対処が判明し、この新

田に対する神戸家の具体的な関与の様相がわかる。今回は、もう一人の地主である天野佐兵衛から受

け取った書状や金銭受取書がやや目立つ。

③道徳前新田

　現名古屋市の北西部にあたり、1821（文政4）年に開発が完了した新田である。江戸時代のうちか

ら神戸家がこの新田に関与していたかどうかは不明である。1878年に豊田村の一部となる。

　神戸あての差出人にある「徳川家従」(い768-2-2)とは、尾州徳川侯爵家の庶務を担う者を指す。

徳川林政史研究所のホームページに掲載されている「尾張徳川家文書　(尾八)　仮目録」を参照する

と、旧家臣団からの願書の宛先表現として「徳川御家従殿」「徳川御家従御中」といった表現が見ら

れる。また、橋本善述(い768-2-3)・辰巳守(い768-4-1, い768-5-1)は、同仮目録によれば家従であ

るようだ。とすれば、尾州徳川家が道徳前新田に地所を持ち、その管理人として神戸家がいた可能性

があることとなるが、関係史料があまりにも断片的にすぎて現段階ではよくわからない。閲覧者の調

査に期待したい。なお、同仮目録によれば、川南新田(現愛知県東海市大田町)に侯爵家が土地を持っ

ていたことは確実である。

④豊田村域のその他の新田

　この中項目は、近代の豊田村域に存在する神戸家地所に関する史料のうち、前項の紀左衛門新田と

道徳前新田を除く文書を収録した。内容は、堤敷地拝借関係と旧伝馬新田・巾着新田の絵図、合計8

点である。

⑤八左衛門新田(星崎村)

　1878年に愛知郡星崎村に属した〔角川地名辞典〕。神戸家は1878年にこの新田に田畑宅地6町7反余

を前出の紀左衛門新田でも登場した天野佐兵衛とともに購入した。また、星崎村立松善兵衛が川筋

の土地を開墾したが、それが神戸家を含めた他の地主所有地に影響するということで問題となった事

件もあった(以上(その3)収録文書)。今回は、この開墾事件に関連すると思われる書状など14点であ

る。

愛知郡の新田
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　化物新田
明治十七年度掟米記(化物新田宅地･畑〆米3石6
升9合の書付)　支配人佐野伊兵衛→神戸分左衛門
様

明治17年 竪半(一ツ綴)･1冊 い1190-9

十六年化物新田取立(壱ノ切7斗5升､弐ノ切8斗な
ど書付)

(明治16年)1月19日 罫紙･1通 い1190-10

　紀左衛門新田（豊田村・呼続村）
　諸帳簿･書状･受取書等
小見山御貸金ニ付天野年造 札･1点/(い1149紙縒

一括)
い1149-1-1

覚(26円余渡証)　天野→神戸様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-2

覚(3560円余受取証)　天野→小見山様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-3

覚(508円余渡証)　天野→神戸様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-4

荒麦之記(71石余勘定相済につき)　天野→神戸様 (近代)12月21日 小切紙･1通/(い1149-
2巻込一括)

い1149-2-1

荒麦之惣録 (近代) 小切紙･1通 い1149-2-2

荒麦之記(天野分5円余受取相済につき) (近代) 小切紙･1通 い1149-2-3

天野ニテ計算書十六年 (明治)16年 札･1点/(い1149-3紙
縒一括)

い1149-3-1

名古屋木挽町神戸分左衛門様　つ□□天野佐兵衛
→名古屋木挽町神戸分左衛門様

(明治)16年5月30日 封筒･1点 い1149-3-2-0

覚(金銭書付)　天野→神戸様 明治16年5月29日 小切紙･1通 い1149-3-2-1

記(金610円余納証) (明治)16年6月日 小切紙･1通 い1149-3-2-2

(例之自分勘定につき書状)　天野→神戸様 (明治)5月30日 小切紙･1通 い1149-3-2-3

覚(金銭書付)　天野→神戸様 明治16年5月30日 小切継紙･1通 い1149-3-2-4

仮請取証　天野→神戸様 (明治)16年3月12日～
6月4日

罫紙･1通 い1149-3-2-5

覚(金銭受取書)　天野→神戸様 明治16年6月12日 小切継紙･1通 い1149-3-3

覚(金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1149-3-4

天野ヨリ紀左衛門掟麦代勘定書十五年　＊あ
3471-1の関連文書

(明治)15年 札･1点/(い1149-4紙
縒一括)

い1149-4-1

覚(天野荒麦分書付) (明治)15年10月21日 小切継紙･1通/(い1149
-4-2巻込一括)

い1149-4-2-1

覚(荒麦分金銭納証)　天野→神戸様 明治15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-2-2

覚(荒麦分金銭書付)　天野→キヨス菱屋兵助様 (明治)15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-3

覚(荒麦分金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1149-4-4

覚(金銭借上げにつき書状)　天野→神戸様 (明治)15年12月11日 小切継紙･1通 い1149-4-5

愛知郡の新田/化物新田
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　化物新田
明治十七年度掟米記(化物新田宅地･畑〆米3石6
升9合の書付)　支配人佐野伊兵衛→神戸分左衛門
様

明治17年 竪半(一ツ綴)･1冊 い1190-9

十六年化物新田取立(壱ノ切7斗5升､弐ノ切8斗な
ど書付)

(明治16年)1月19日 罫紙･1通 い1190-10

　紀左衛門新田（豊田村・呼続村）
　諸帳簿･書状･受取書等
小見山御貸金ニ付天野年造 札･1点/(い1149紙縒

一括)
い1149-1-1

覚(26円余渡証)　天野→神戸様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-2

覚(3560円余受取証)　天野→小見山様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-3

覚(508円余渡証)　天野→神戸様 (明治)16年7月9日 小切紙･1通 い1149-1-4

荒麦之記(71石余勘定相済につき)　天野→神戸様 (近代)12月21日 小切紙･1通/(い1149-
2巻込一括)

い1149-2-1

荒麦之惣録 (近代) 小切紙･1通 い1149-2-2

荒麦之記(天野分5円余受取相済につき) (近代) 小切紙･1通 い1149-2-3

天野ニテ計算書十六年 (明治)16年 札･1点/(い1149-3紙
縒一括)

い1149-3-1

名古屋木挽町神戸分左衛門様　つ□□天野佐兵衛
→名古屋木挽町神戸分左衛門様

(明治)16年5月30日 封筒･1点 い1149-3-2-0

覚(金銭書付)　天野→神戸様 明治16年5月29日 小切紙･1通 い1149-3-2-1

記(金610円余納証) (明治)16年6月日 小切紙･1通 い1149-3-2-2

(例之自分勘定につき書状)　天野→神戸様 (明治)5月30日 小切紙･1通 い1149-3-2-3

覚(金銭書付)　天野→神戸様 明治16年5月30日 小切継紙･1通 い1149-3-2-4

仮請取証　天野→神戸様 (明治)16年3月12日～
6月4日

罫紙･1通 い1149-3-2-5

覚(金銭受取書)　天野→神戸様 明治16年6月12日 小切継紙･1通 い1149-3-3

覚(金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1149-3-4

天野ヨリ紀左衛門掟麦代勘定書十五年　＊あ
3471-1の関連文書

(明治)15年 札･1点/(い1149-4紙
縒一括)

い1149-4-1

覚(天野荒麦分書付) (明治)15年10月21日 小切継紙･1通/(い1149
-4-2巻込一括)

い1149-4-2-1

覚(荒麦分金銭納証)　天野→神戸様 明治15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-2-2

覚(荒麦分金銭書付)　天野→キヨス菱屋兵助様 (明治)15年10月21日 小切継紙･1通 い1149-4-3

覚(荒麦分金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1149-4-4

覚(金銭借上げにつき書状)　天野→神戸様 (明治)15年12月11日 小切継紙･1通 い1149-4-5

天野差引書十四年 (明治)14年 札･1点/(い1149-5紙
縒一括)

い1149-5-1

(八左衛門新田買入などにつき書状) 5月25日 横切継紙･1通 い1149-5-2

(三ツ井雇人のこと等につき書状)　天野→神戸様 6月9日 横切継紙･1通 い1149-5-3

(拝借銭不足につき書状)　天野佐兵衛→神戸様 3月9日 横切継紙･1通 い1149-5-4

紀左衛門出金分(精算三ツ井を以て相済につき) 横切継紙･1通 い1149-5-5

覚(金1500円内訳書付)　天野→神戸様 (明治)14年2月5日 横切継紙･1通 い1149-5-6

神戸様　紀左衛門新田三十年度掟麦売払代天埜
氏分送金ノ節領収書　愛知縣西春日井郡新川町天
埜佐兵衛→神戸様

(明治30年)9月18日 封筒･1点 い1245-10-0

(別紙の通り金銭を受け取ったこと等につき書
状)　天埜佐兵衛→神戸様

(明治30年)9月18日 横切継紙･1通 い1245-10-1

紀左衛門新田三十年度掟麦売払ニ付天埜氏分金
百七拾四円拾銭六厘送金ニ付同氏受取証

(明治)30年9月18日 封筒･1点/(反故紙使
用)

い1245-10-2-0

記(新田麦代金169円余受取書)　(尾州新川)天埜佐
兵衛→神戸様

明治30年9月18日 切紙･1通 い1245-10-2-1

記(紀左衛門新田38年分麦売払い代金5円受取書)
　天野→神戸様

(明治)38年8月28日 横切紙･1通/(い1202
紙縒一括)/(い1202-1
･2巻込一括)

い1202-1

記(紀左衛門新田の麦売払い代金180円受取書)　
天野(佐兵衛)→神戸様

(明治)38年9月4日 横切紙･1通 い1202-2

(封筒)　農工分天野佐兵衛→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1202-3-0

(割普請につき書状)　(農工分)天野佐兵衛→神戸様 (近代)10月1日 横切継紙･1通 い1202-3-1

覚(水筒前半期代2円受取書)　天野(佐兵衛)→神戸
様

(明治)38年7月4日 切紙･1通 い1202-4

(封筒)　天野(佐兵衛)→神戸様 (近代) 封筒･1点 い1202-5-0

(小作証2通等受取書)　天野(佐兵衛)→神戸様 (近代)12月9日 横切継紙･1通 い1202-5-1

(封筒)　新川天野(佐兵衛)→木挽町神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い1202-6-0

(柴山文事代弁所チラシ)　名古屋市西魚町四十二
番戸柴山文事代弁所柴山清兵衛･柴山寿太郎→木挽
町神戸分左衛門

(近代) 横切紙･1通/(貼付史
料あり)

い1202-6-1

記(金800円渡すようにとのことにつき書状)　天
野(尾州新川天野佐兵衛)→神戸様

(近代)12月30日 切紙･1通 い1202-7

記(紀カ)左衛門九年延納金ノ事瀧□手紙 (近代) 札･1点/(い1198紙縒
一括)

い1198-1

(本日中に証書3通を出すことにつき書状)　滝→
神戸様

(近代)9月9日 横切継紙･1通 い1198-2

(3通の証書を戸長らにそれぞれ渡すべき事につ
き書状)

(近代) 横切継紙･1通 い1198-3

(封筒)　天野佐兵衛→神戸文左衛門様 (近代) 封筒･1点 い1198-4-0

(金70円受取ならびにその後の取扱につき書状)
　＊後日必要のため大切に仕舞うようにとの貼紙あ
り　天野新兵衛→神戸様

(近代)9月9日 横切継紙･1通 い1198-4-1

愛知郡の新田/紀左衛門新田/諸帳簿･書状･受取書等
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西春日井郡新川町天埜三郎殿　愛知郡呼続町大字
豊田佐野銀次郎→西春日井郡新川町天埜三郎殿

(大正)元年12月10日 封筒･1点 い1245-40

　堤敷地･葭生地交換
愛知郡豊田村交換地へ付金拾円　大谷謙造 (明治)19年7月31日 封筒･1点 い1247-0

記(宮前交換地の口入御礼として金10円受取書)
　大谷謙造→天野様･神戸様

明治19年7月31日 切紙･1通 い1247-1

　堤防
熱田前石枠ノ義ニ付天埜より書簡 明治12年5月30日 包紙･1点/(い1252紙

縒一括)/(い1252-1包
紙一括)

い1252-1-0

(枠内願い立ての件一名にて取り計らうべきにつ
き書状)　天野佐兵衛→神戸分左衛門様

(明治)6月8日 横切継紙･1通 い1252-1-1

(出願の地所危険等につき書状)　天野佐兵衛→神
戸分左衛門様

(明治)6月7日 横切継紙･1通 い1252-1-2

(本月見合の段伊兵衛殿へ申入れ等につき書状)
　天野佐兵衛→神戸分左衛門様

(明治)5月21日 横切継紙･1通 い1252-1-3

(別紙願書の旨許可の件につき書状)　矢田→神戸
様

(明治)8月21日 切紙･1通 い1252-2

(新地を明治新田より喜(紀ヵ)左衛門新田へ移転
する事につき書状)

(明治) 切継紙･1通 い1252-3

　破堤
紀左衛門堤仕用帳一　土坪払下ヶ預指金(仝堤外
土坪払下ヶ願却下)

紙縒り付札･1点/(い
771紙縒一括)

い771-0

土坪御下ヶ渡願(去る9月11日暴風雨にて紀左衛
門新田破堤修築につき)　＊付札｢願面ノ如キ川
敷ハ無之又図面モ不完全ニ付一先却下ス　明治廿二
年十月五日｣　愛知県呼継村大字豊田地主代四拾弐
番戸安井由右衛門､(奧印)愛知郡千竈村豊田村戸長
成田新蔵代理･□役佐野伊兵衛→愛知県愛知郡長高
木延世→愛知県知事勝間田稔殿

明治22年10月2日 罫紙(ひねり綴･一ツ
綴)･1通/(い771-1一
綴)

い771-1-1

(紀左衛門新田破堤箇所図面) (明治) 24.5×32.5･1鋪 い771-1-2

愛知県指令庶四第一六二〇号(泥土払下の件許可
につき)　愛知県知事勝間田稔→愛知県呼続村大字
豊田四拾二番戸紀左衛門新田地主惣代安井由右衛門

明治22年10月14日 ｢愛知県｣用箋･1通 い771-2

(愛知県呼続村堤防築立につき入用書付) (明治) ｢愛知県｣用箋(一ツ
綴)･1冊

い771-3

　道徳前新田(豊田村)
道徳前新田不用堤ニ属スル手紙 (明治) 札･1点/(い768紙縒一

括)
い768-1

神戸分左衛門殿　徳川邸 (明治)未6月22日 封筒･1点 い768-2-0

委任状(橋本善述をもって部理代人と定め元道徳
前新田北堤･西堤を下付の上売渡につき)　＊
売渡先を｢徳川家｣と訂正　西春日井郡土器野新田天
野佐兵衛･海西郡神戸新田神戸分左衛門

明治17年6月23日 罫紙･1通/(差出人捺
印切除)

い768-2-1

(堤売券につき過日橋本へ照会の趣取り調べるよ
う書状)　徳川家従→神戸分左衛門様

(明治)6月22日 横切紙･1通 い768-2-2

愛知郡の新田/紀左衛門新田/諸帳簿･書状･受取書等
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西春日井郡新川町天埜三郎殿　愛知郡呼続町大字
豊田佐野銀次郎→西春日井郡新川町天埜三郎殿

(大正)元年12月10日 封筒･1点 い1245-40

　堤敷地･葭生地交換
愛知郡豊田村交換地へ付金拾円　大谷謙造 (明治)19年7月31日 封筒･1点 い1247-0

記(宮前交換地の口入御礼として金10円受取書)
　大谷謙造→天野様･神戸様

明治19年7月31日 切紙･1通 い1247-1

　堤防
熱田前石枠ノ義ニ付天埜より書簡 明治12年5月30日 包紙･1点/(い1252紙

縒一括)/(い1252-1包
紙一括)

い1252-1-0

(枠内願い立ての件一名にて取り計らうべきにつ
き書状)　天野佐兵衛→神戸分左衛門様

(明治)6月8日 横切継紙･1通 い1252-1-1

(出願の地所危険等につき書状)　天野佐兵衛→神
戸分左衛門様

(明治)6月7日 横切継紙･1通 い1252-1-2

(本月見合の段伊兵衛殿へ申入れ等につき書状)
　天野佐兵衛→神戸分左衛門様

(明治)5月21日 横切継紙･1通 い1252-1-3

(別紙願書の旨許可の件につき書状)　矢田→神戸
様

(明治)8月21日 切紙･1通 い1252-2

(新地を明治新田より喜(紀ヵ)左衛門新田へ移転
する事につき書状)

(明治) 切継紙･1通 い1252-3

　破堤
紀左衛門堤仕用帳一　土坪払下ヶ預指金(仝堤外
土坪払下ヶ願却下)

紙縒り付札･1点/(い
771紙縒一括)

い771-0

土坪御下ヶ渡願(去る9月11日暴風雨にて紀左衛
門新田破堤修築につき)　＊付札｢願面ノ如キ川
敷ハ無之又図面モ不完全ニ付一先却下ス　明治廿二
年十月五日｣　愛知県呼継村大字豊田地主代四拾弐
番戸安井由右衛門､(奧印)愛知郡千竈村豊田村戸長
成田新蔵代理･□役佐野伊兵衛→愛知県愛知郡長高
木延世→愛知県知事勝間田稔殿

明治22年10月2日 罫紙(ひねり綴･一ツ
綴)･1通/(い771-1一
綴)

い771-1-1

(紀左衛門新田破堤箇所図面) (明治) 24.5×32.5･1鋪 い771-1-2

愛知県指令庶四第一六二〇号(泥土払下の件許可
につき)　愛知県知事勝間田稔→愛知県呼続村大字
豊田四拾二番戸紀左衛門新田地主惣代安井由右衛門

明治22年10月14日 ｢愛知県｣用箋･1通 い771-2

(愛知県呼続村堤防築立につき入用書付) (明治) ｢愛知県｣用箋(一ツ
綴)･1冊

い771-3

　道徳前新田(豊田村)
道徳前新田不用堤ニ属スル手紙 (明治) 札･1点/(い768紙縒一

括)
い768-1

神戸分左衛門殿　徳川邸 (明治)未6月22日 封筒･1点 い768-2-0

委任状(橋本善述をもって部理代人と定め元道徳
前新田北堤･西堤を下付の上売渡につき)　＊
売渡先を｢徳川家｣と訂正　西春日井郡土器野新田天
野佐兵衛･海西郡神戸新田神戸分左衛門

明治17年6月23日 罫紙･1通/(差出人捺
印切除)

い768-2-1

(堤売券につき過日橋本へ照会の趣取り調べるよ
う書状)　徳川家従→神戸分左衛門様

(明治)6月22日 横切紙･1通 い768-2-2

(道徳堤防受取方より納帳迄の入費につき委任状
照会の旨書状)　平松繁･橋本善述→天野佐兵衛殿

(明治)18年7月 ｢徳川｣用箋(一ツ綴)
･1冊

い768-2-3

記(買請代･御礼他金銭書付) (近代) ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い768-3-1

記(たつ･はし他4名計金404円金銭書付) (近代) 小切紙･1通/(い768-3
-1で巻込)

い768-3-2

神戸分左衛門殿　辰巳守 (近代) 封筒･1点 い768-4-0

(堤敷につき過日道路調の節上伸にて確実の旨書
状)　辰巳守→神戸様

(近代)3月29日 横切継紙(黄色)･1通 い768-4-1

記(豊田村内字道徳前新田北堤･同字古道徳西堤
の坪数書付)

(近代) ｢徳川｣用箋･1通 い768-4-2

神戸分左衛門様　辰巳守 (近代) 封筒･1点 い768-5-0

(証券取調不行届は拝借人都合なので当月中に頷
承するよう書状)　辰巳守→神戸分左衛門様

(近代)3月25日 横切紙･1通/(封筒共) い768-5-1

　豊田村域のその他の新田
委任証(豊田村の内旧称長三郎新田古堤下附につ
き西春日井郡土器野新田神戸分左衛門をもっ
て代人とする旨他)　花井金之介他13名

明治17年7月29日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通
/(い7 5 8 ｢明治十七
年開墾一件書類｣一
綴)/(印紙5厘貼付)

い758-1

委任証(豊田村字札之割大手堤拝借地出願につき
西春日井郡土器野新田神戸分左衛門をもって
代人とする旨他)　愛知郡豊田村九拾四番地　花
井金之助他14名

明治18年12月 罫紙･1通/(印紙5厘貼
付)

い758-2

愛知郡豊田村字札之割大手堤拝借地願　愛知郡豊
田村花井金之助他17名

明治18年5月23日 罫紙･1通 い758-3

愛知郡豊田村字札之割大手堤拝借地絵図 (明治) 25.0×31･1鋪 い758-4

(字札之割大手堤の内反別･名義人書付) (明治) 竪半(一ツ綴)･1冊 い758-5

熱田伝馬新田ノ内字蒲田図面并書附 (明治) 札･1点 い757-0

(元熱田伝馬新田･巾着新田図面) (明治) 30.0×40.0(彩色)･3
鋪/(い757紙縒一括)/
(い757-1一綴)

い757-1

記(愛知郡豊田村字蒲田･巾着の反別･納米麦高書
付)

(明治) 竪半(一ツ綴)･1冊 い757-2

　八左衛門新田(星崎村)
　開墾事件
証(愛知郡星崎村地内大江川通り新田開墾につき
金600両受取書)

(近世) 小切紙･1通 い763-2

(本日10日迄に御返事の件御猶予なし下されたき
旨書状)　熱田前新田鈴木兵四郎→名古屋区木挽町
神戸文左衛門様

(近代)2月9日 葉書･1通 い763-3

記(八左衛門新田悪水他修繕に金600円で事済と
する旨)

(近代) 竪紙･1通 い763-4

八左衛門新田汐除川量地(坪数の計測図) (近代) 竪紙･1通 い763-5

神戸分左衛門様　岩本賞寿　南久屋町三丁目三番
地岩本賞寿→名古屋区木挽町一丁目神戸分左衛門様

(近代) 封筒･1点 い763-6-0

(大江新田一件につき至急御片付なさるべき旨書
状)　岩本賞寿→神戸分左衛門様

(近代)2月26日 横切継紙･1通 い763-6-1

愛知郡の新田/道徳前新田(豊田村)



－150－－150－

神戸分左衛門殿　愛知県愛知郡第二十一組戸長役場
ニテ鈴木兵四郎→名古屋区木挽町神戸分左衛門殿

(近代) 封筒･1点 い763-7-0

(今27日御照会の件につき書状､兵四郎より武山
へ来る手紙の写)

(近代) 小切紙･1点/(い763-7
-1～2巻込一括)

い763-7-1

(今27日天野氏へ御供すべき筈の御照会は用出来
28日にする旨侘につき書状)　鈴木兵四郎→神戸
文左衛門殿

(近代)2月27日 横切継紙･1通 い763-7-2

(鳴尾村･星嵜村･本星嵜村内の各新田絵図) (近代) 31.2×42.0･2鋪 い763-8

神戸文左衛門様　従熱田前新田鈴木兵四郎→神戸文
左衛門様

(近代) 封筒･1点 い763-9-0

(御草案につき主意に反対はないが相談ありたく
強く願う旨書状)　鈴木兵四郎→神戸様

(近代)3月3日 横切継紙･1通 い763-9-1

天野佐兵衛殿･神戸文左衛門殿　鈴木兵四郎→天野
佐兵衛殿･神戸文左衛門殿

(近代)2月28日 封筒･1点 い763-10-0

(申上置の旨翌3日には必ず参堂するよう書状)　
鈴木兵四郎→天野佐兵衛殿

(近代)2月28日 横切継紙･1通 い763-10-1

　その他
覚(3月30日より4月4日迄6日間分など金円渡し
証)　天埜佐兵衛→神戸分左衛門様

(明治)25年5月4日 横切紙･1通 い1155

愛知郡の新田/八左衛門新田(星崎村)/開墾事件
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号神戸分左衛門殿　愛知県愛知郡第二十一組戸長役場
ニテ鈴木兵四郎→名古屋区木挽町神戸分左衛門殿

(近代) 封筒･1点 い763-7-0

(今27日御照会の件につき書状､兵四郎より武山
へ来る手紙の写)

(近代) 小切紙･1点/(い763-7
-1～2巻込一括)

い763-7-1

(今27日天野氏へ御供すべき筈の御照会は用出来
28日にする旨侘につき書状)　鈴木兵四郎→神戸
文左衛門殿

(近代)2月27日 横切継紙･1通 い763-7-2

(鳴尾村･星嵜村･本星嵜村内の各新田絵図) (近代) 31.2×42.0･2鋪 い763-8

神戸文左衛門様　従熱田前新田鈴木兵四郎→神戸文
左衛門様

(近代) 封筒･1点 い763-9-0

(御草案につき主意に反対はないが相談ありたく
強く願う旨書状)　鈴木兵四郎→神戸様

(近代)3月3日 横切継紙･1通 い763-9-1

天野佐兵衛殿･神戸文左衛門殿　鈴木兵四郎→天野
佐兵衛殿･神戸文左衛門殿

(近代)2月28日 封筒･1点 い763-10-0

(申上置の旨翌3日には必ず参堂するよう書状)　
鈴木兵四郎→天野佐兵衛殿

(近代)2月28日 横切継紙･1通 い763-10-1

　その他
覚(3月30日より4月4日迄6日間分など金円渡し
証)　天埜佐兵衛→神戸分左衛門様

(明治)25年5月4日 横切紙･1通 い1155 　経営費用
　その他
神戸文左衛門様 包紙･1点 い936-5-0

(御入土調達の件御役所より指示に対しての請書
受取などにつき書状)

(近世)3月21日 竪継紙･1通/(後欠) い936-5-1

覚(源兵衛新田御置土御手伝い金受取書)　源兵衛
新田庄屋徳兵衛･立会儀兵衛→神戸文左衛門様

(近世)卯3月21日 竪紙･1通 い936-5-2

覚(熱田地方役所へ調達の御普請金20両受取書)
　地主源重･庄屋徳兵衛→神戸文左衛門殿

(近世)卯2月 横切継紙･1通 い936-5-3

　作徳米計算
　納米入用割賦
覚(武兵衛･伊右衛門･文左衛門分新田出金差引勘
定)　半右衛門

(近世)12月28日 横切紙･1通 い1201

　その他
覚(〆42石2石5斗1升6合の指引代金1両1分余受渡
書)　大高山口源兵衛→河合嘉兵衛様

(近世)申壬極月 折紙･1通 い995

覚(駄賃･手玉･印判代他〆1両2分余差引勘定書
付)　形部八右衛門→河合嘉兵衛様

(近世)申4月12日卯年
～申3月

横切継紙･1通 い997

(来る15日に新田割賦勘定等を致したいとの旨に
つき書状)　大高鈴木四郎右衛門･山口源兵衛→奥
田兵治郎様

12月13日 横切継紙･1通 い1245-75

　公儀との関係
覚(御配借金3両受取書)　源兵衛新田儀兵衛→加藤

治蔵様
(近世)子7月4日 小切紙･1通 い936-2

覚(調達金4両受取書)　源兵衛新田儀兵衛→神戸文
左衛門様

(近世)子2月27日 横切継紙･1通 い936-3

大高源兵衛新田
　この新田は、1706(宝永3)年大高村の山口源兵衛が開発し、地積は田畑38町8反余である。1878（明

治11）年には愛知郡鳴尾村に属した〔以上角川地名辞典〕。神戸家との関わりは開発当初からと思わ

れるが、1706年の史料を欠くために不明である。この新田には神戸家のほかにも地主がおり、3ない

し2人の地主グループを「名古屋方」と呼んでいた。

　この新田における神戸家の経営組織は現段階ではあまりよくわからない。但し、中嶋半右衛門が名

古屋方の支配人の役割を果たしていることは確実である。中嶋半右衛門は、もしも彼が後述の大項目

にある中島屋半右衛門と同一人物であるとすれば、名古屋御薗町の商人であり、神戸家とは商業面で

も経営提携を行っていた家である。つまり、大高源兵衛新田名古屋方の支配人は名古屋に居住してい

る。これに対して現地の新田小屋で直接地主経営に従事していると見られる人物が惣助ないし惣兵衛

である。惣助には地主グループから給分が支払われていた。

　もっとも、本目録収録分はわずかに10点で、経営費用・作徳米計算にかかわる計算書・受取書・書

状などである。

大高源兵衛新田/経営費用/その他
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

　名和前新田
　諸事留帳ほか
覚(堤起方地代金5両2分余受取書)　鳴海陣屋→右

村(知多郡名和前新田)庄屋
(近世)卯6月29日 横切継紙･1通 い998

神戸修造名和前新田売却通報手紙 (近代) 札･1点/(い1254紙縒
一括)

い1254-1

神戸分左衛門様　同(神戸)修造→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い1254-2-0

(借金に困り土地売却につき書状)　修造→分左衛
門様

(近代)6月3日 横切継紙･1通 い1254-2-1

　地主引継文書
御願申上ル御新田之事(名和村前成瀬隼人正様御
植山近年地高のため新田取立願書写)　鳴海村
之内前之庵太左衛門､(奥書)服部重郎兵→服部重郎
兵衛様

元禄7年戌7月･(奥書)
元禄8亥年20日

竪継紙･1通 い801

　譲渡証文
質流相渡ス田地証文之事(名和前新田の内〆2町
分他永々譲渡代正金300両受取につき)　柴田新
田譲主治郎助･同断正七･押萩村請人弾右衛門･名和
前新田同断勘十郎､(奥書)金借主治郎助･庄七･請人
弾十郎､(奥書)名和前新田庄屋茂左衛門→込高新田
源助殿

天保13年寅4月 竪紙･1通/(虫損甚大) い963

　絵図
名和前新田当用入　大絵図入　但小絵図之分ハ
外小袋ニ有

文政11年子 袋･1点 い779-0

(名和前新田面積人名書付絵図) 119.7×168.0(彩色)･1
鋪

い779-1

知多郡の新田
①名和前新田

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

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

典〕。

　(その3)までの史料では、この新田に対する神戸文左衛門家の関与は明確ではなく、むしろ本家の

鵜飼屋神戸弥左衛門の方が地主としては明確に出てくる(い479)。のちの大宝前新田支配人小川唯助

の名前が同史料には出てきており、このことが神戸文左衛門家の関与を示すものなのか、それとも小

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

　今回収録分は絵図が多い。絵図だけで28点もある。

②武豊町

　知多半島東海岸のほぼ中央部にある港湾都市である〔以上角川地名辞典〕。今回は書状を中心とし

て8点のみであり、累計でも9点のみである。

知多郡の新田/名和前新田/諸事留帳ほか
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(名和前新田御定納田畑面積･不納所絵図)　＊裏
面｢此絵図支配御代官方より一統指出シ候様被仰付
有之此通御代官指出し申候町数之義ハ相違有之新田
内論見合ニ相成不申候是ハ表向之絵図ニ而御座候勿
論ケ様成物ハ他見無キ様可致事後日御尋も有之候
ハヽ如此認メ出し可申候　寛政二戌五月御代官所へ
上ル｣と注記あり

寛政2年戌5月 89.6×86.2(彩色)･1
鋪

い779-2

新田小絵図入 袋･1点 い778-0

(名和前新田の用水絵図) 86.4×61.1(彩色)･1
鋪

い778-1

(新田石高書入絵図) 33.5×60.5･1鋪 い778-2

名和前新田大池之図 文政12年己丑10月朔
日訂

27.4×77.8(彩色)･1
鋪

い778-3

小池之図 27.3×39.5(彩色)･1
鋪

い778-4

小池之図 27.2×44.5(彩色)･1
鋪

い778-5

(名和前新田と柴田新田の間の堤切り起こし願い
図写)　→(横須賀御陣屋)

天保11年子9月26日 31.5×43.9(彩色)･1
鋪

い778-6

(名和前新田と柴田新田の間の堤切り起こし願い
図写)　＊｢天保十年戌六月堤切起願ニ付横須賀御
陣屋へ出ス図面写｣と注記あり　→(横須賀御陣屋)

天保10年戌(ﾏﾏ)6月 28.2×39.3(彩色)･1
鋪

い778-7

名和前新田大池図 42.9×61.9(彩色)･1
鋪

い778-8

五反物下新々田(面積人名書入図面)　＊｢丸印分
文政九年戌五月廿五日改｣と注記

寛政12年申4月15日改 27.5×40.0(彩色)･1
鋪

い778-9

(鳴海伝馬新田･大高新田･大高村込高新田･名和
村三日月新田絵図)

73.1×89.1(彩色)･1
鋪

い778-10

知多郡名和前新田絵図　＊｢天保十弐丑五月御領分
中御改ニ付御陣屋江差上ル｣と注記

天保12年丑5月 61.5×84.0(彩色)･1
鋪

い778-11

(名和前新田一～五番割書入図面) 28.0×39.2･1鋪/(升
目書込の小切紙共)

い778-12

(縁側･障子他屋敷内絵図) 23.8×31.5･1鋪 い778-13

(名和前新田芦山境絵図) 41.6×60.1･1鋪 い778-14

堤引概間数覚 竪紙･1通 い778-15

覚(大池奧に新起出来のため文政11年暮より年貢
上納につき田地･畑地書付)　犬山神戸新田支配
方→名和前新田庄屋中

(近世)子9月 横切継紙･1通/(い778-
16一綴)

い778-16-1

(年貢上納田畑面積石高書入図面)　＊｢大池奧ニ
此此(ママ)新起田畑致出来依之文政十一戌子三月竿
入改ル｣と注記

28.0×40.0･1鋪 い778-16-2

(三番割悪水堤に入土新田出来他年貢上納箇所図
面)

寅 24.1×33.9･1鋪 い778-17

(堀北大手･堤西大手周囲の畑地面積人名書入図
面)

(Ｌ字形図面〈最大71.2
×52.3､幅15.8〉)･1鋪

い778-18

名和前新田小池之図 27.5×40.0(彩色)･1
鋪

い778-19

新屋敷竿入改之絵図 文政9年戌3月 27.7×80.0･1鋪 い778-20

(氏神様尻抱下よりの長さ惣〆40間書付) 切紙･1通 い778-21

(三日月新田本田屋敷図面) 14.7×60.0･1鋪 い778-22

知多郡の新田/名和前新田/絵図
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(名和前新田御定納田畑面積･不納所絵図)　＊裏
面｢此絵図支配御代官方より一統指出シ候様被仰付
有之此通御代官指出し申候町数之義ハ相違有之新田
内論見合ニ相成不申候是ハ表向之絵図ニ而御座候勿
論ケ様成物ハ他見無キ様可致事後日御尋も有之候
ハヽ如此認メ出し可申候　寛政二戌五月御代官所へ
上ル｣と注記あり

寛政2年戌5月 89.6×86.2(彩色)･1
鋪

い779-2

新田小絵図入 袋･1点 い778-0

(名和前新田の用水絵図) 86.4×61.1(彩色)･1
鋪

い778-1

(新田石高書入絵図) 33.5×60.5･1鋪 い778-2

名和前新田大池之図 文政12年己丑10月朔
日訂

27.4×77.8(彩色)･1
鋪

い778-3

小池之図 27.3×39.5(彩色)･1
鋪

い778-4

小池之図 27.2×44.5(彩色)･1
鋪

い778-5

(名和前新田と柴田新田の間の堤切り起こし願い
図写)　→(横須賀御陣屋)

天保11年子9月26日 31.5×43.9(彩色)･1
鋪

い778-6

(名和前新田と柴田新田の間の堤切り起こし願い
図写)　＊｢天保十年戌六月堤切起願ニ付横須賀御
陣屋へ出ス図面写｣と注記あり　→(横須賀御陣屋)

天保10年戌(ﾏﾏ)6月 28.2×39.3(彩色)･1
鋪

い778-7

名和前新田大池図 42.9×61.9(彩色)･1
鋪

い778-8

五反物下新々田(面積人名書入図面)　＊｢丸印分
文政九年戌五月廿五日改｣と注記

寛政12年申4月15日改 27.5×40.0(彩色)･1
鋪

い778-9

(鳴海伝馬新田･大高新田･大高村込高新田･名和
村三日月新田絵図)

73.1×89.1(彩色)･1
鋪

い778-10

知多郡名和前新田絵図　＊｢天保十弐丑五月御領分
中御改ニ付御陣屋江差上ル｣と注記

天保12年丑5月 61.5×84.0(彩色)･1
鋪

い778-11

(名和前新田一～五番割書入図面) 28.0×39.2･1鋪/(升
目書込の小切紙共)

い778-12

(縁側･障子他屋敷内絵図) 23.8×31.5･1鋪 い778-13

(名和前新田芦山境絵図) 41.6×60.1･1鋪 い778-14

堤引概間数覚 竪紙･1通 い778-15

覚(大池奧に新起出来のため文政11年暮より年貢
上納につき田地･畑地書付)　犬山神戸新田支配
方→名和前新田庄屋中

(近世)子9月 横切継紙･1通/(い778-
16一綴)

い778-16-1

(年貢上納田畑面積石高書入図面)　＊｢大池奧ニ
此此(ママ)新起田畑致出来依之文政十一戌子三月竿
入改ル｣と注記

28.0×40.0･1鋪 い778-16-2

(三番割悪水堤に入土新田出来他年貢上納箇所図
面)

寅 24.1×33.9･1鋪 い778-17

(堀北大手･堤西大手周囲の畑地面積人名書入図
面)

(Ｌ字形図面〈最大71.2
×52.3､幅15.8〉)･1鋪

い778-18

名和前新田小池之図 27.5×40.0(彩色)･1
鋪

い778-19

新屋敷竿入改之絵図 文政9年戌3月 27.7×80.0･1鋪 い778-20

(氏神様尻抱下よりの長さ惣〆40間書付) 切紙･1通 い778-21

(三日月新田本田屋敷図面) 14.7×60.0･1鋪 い778-22

(新屋敷･会所･天王地他書入図面)　＊い778-20と
対象が同一

(Ｌ字形図面〈最大
97.9×55.5､58.0×
28.4の切抜〉)･1鋪

い778-23

(池用水井道切上ヶ浚惣長496間巾1間につき書付
図面)

天保12年丑4月 31.9×24.5･1鋪 い778-24

(柴田新田堤に悪水落し圦新設反対願絵図扣)　
犬山

弘化2年巳6月 29.5×41.0･1鋪 い797

小池タガイ普請ニ付図　＊名和池用水･名和犬山池
用水を描写

弘化4年未2月12日 24.6×33.8･1鋪 い800-4

名和前新田図面(割図) 46.5×52.0(彩色)･1
鋪

い795

(新宝御新田堤今度御取払可相成歟之場所絵図)
　＊名和前新田脇に｢此堤上通り天保年中御願済之
上畑方ニ起返し申候｣とあり

(天保以降) 24.0×34.3(彩色)･1
鋪

い799-14

(名和前新田堤通天保年中御願済の上畑方に起返
絵図)　＊貼紙にて浅山新田の地形を修正

(近世) 27.8×39.8(彩色)･1
鋪

い800-13

(伝馬堤通筋西側地割絵図)　＊伝馬新田西隣､愛知
郡源兵衛新田北隣

30.0×42.0･1鋪/(い
800-14-1～4巻込一
括)

い800-14-1

(伝馬新田悪水筋江北･中割･屋敷割絵図)　＊い
800-14-2･3はほぼ同内容

23.3×34.3･1鋪 い800-14-2

(伝馬新田悪水筋江北･中割･屋敷割絵図) 24.0×34.3･1鋪 い800-14-3

(中割合拾壱町八反九畝壱歩内訳書付) 24.0×27.0･1鋪 い800-14-4

(名和村大池周辺絵図) 28.0×76.5(彩色)･1
鋪

い799-5

　武豊町
名古屋市木挽町神戸分左衛門様　知多郡山海村内

藤さい→名古屋市木挽町神戸分左衛門様
(明治)36年7月1日 封筒･1点 い1245-24-0

(武豊共有地の納米売り払いに関する書状)　さ
い→神戸分左衛門様

(明治36年)7月1日 横切継紙･1通 い1245-24-1

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　知多郡山海村内
藤さい→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(明治)36年7月5日 封筒･1点 い1245-25-0

(地所売買に関する清算書を近日差上げるとの書
状)　さい→神戸分左衛門様

(明治36年)7月5日 横切継紙･1通/(い1245
-25畳込一括)

い1245-25-1

共有地畑(畑地の現在相場取調書) (明治) 折紙･1通 い1245-25-2

(地代金など金394円余書付) (明治) 切紙･1通 い1245-25-3

(武豊町絵図) (明治) 30.0×40.0(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い794-6

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　知多郡山海村内
藤さい→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(近代)11月14日 封筒･1点 い1245-26-0

(武豊の土地の売買代金に関する書状)　さい→神
戸分左衛門様

(近代)11月14日 横切継紙･1通 い1245-26-1

名古屋市神戸分左衛門様　山海村内藤さい→名古
屋市神戸分左衛門様

(近代)11月6日 封筒･1点 い1245-27-0

(共有地の清算を致すのでその土地を御購入いた
だきたいとの書状)　さい→神戸分左衛門様

(近代)11月6日 横切継紙･1通 い1245-27-1

神戸分左衛門様　山海村内藤さい→神戸分左衛門様 (近代)12月11日 封筒･1点 い1245-28-0

(武豊の地所代金差出しにつき書状)　さい→神戸
分左衛門様

(近代)12月11日 横切継紙･1通 い1245-28-1

知多郡の新田/名和前新田/絵図
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名古屋市木挽町神戸分左衛門様　知多郡山海村内
藤さい→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(近代)10月10日 封筒･1点 い1245-29-0

(地所など口入人武豊町出口弥左衛門紹介につき
書状)　さい→神戸分左衛門様

(近代)10月10日 横切継紙･1通 い1245-29-1

知多郡の新田/武豊町
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号名古屋市木挽町神戸分左衛門様　知多郡山海村内
藤さい→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(近代)10月10日 封筒･1点 い1245-29-0

(地所など口入人武豊町出口弥左衛門紹介につき
書状)　さい→神戸分左衛門様

(近代)10月10日 横切継紙･1通 い1245-29-1

　吉塩崎永岡新田
新田方卯免状之事　杉山長兵衛･棚勢庄八郎､(裏書)

鈴弥太夫･平九兵衛→(三河国吉塩崎)永岡新田本〆
中

元禄12年己卯11月吉
日

竪紙･1通 い802

新田方辰免状之事　杉山長兵衛･棚勢庄八郎､(裏書)
鈴弥太夫･平九兵衛→(三河国吉塩崎)永岡新田本〆
中

元禄13年庚辰11月吉
日

竪紙･1通 い803

三河国の新田
①吉塩崎永岡新田

　地名辞典の限りでは所在不明である。この新田の文書は、(その2)では検地帳1冊と入用帳2冊で

あった。(その3)にはなく、今回は免状2通のみである。累計5点しかなく神戸家の関与の仕方は全く

不明である。

三河国の新田/吉塩崎永岡新田
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

　和泉新田
記(上和泉新田十七年度地価割返の際の賃銭金73
銭など書付)

(近代) 横切継紙･1通 い1199-3-13

　中和泉新田
中和泉新田書附 (近代) 札･1点/(い1217紙縒

一括)
い1217-1

記(西村･鈴木両人への礼金引当出金等〆26円余
勘定書付)

(近代)10月 切紙･1通/(い1217-2
紙縒一括)

い1217-2-1

(和泉新田内地訳の日程等につき書状)　方直→為
年大人

(近代)5月29日 横切継紙･1通 い1217-2-2

(中和泉事件周旋御礼につき書状)　方直→為年大
人

(近代)6月9日 横切継紙･1通 い1217-2-3

(堤防入用2円余出金願書)　中和泉新田用掛三輪栄
八→神戸新田神戸分左衛門様

(近代)6月9日 切継紙･1通 い1217-2-4

記(金510両差上書)　佐野→神戸様 (近世)11月 切継紙･1通 い1217-2-5

記(助郷など諸入用4円出金願ならびに受取書)　
中和泉新田用掛三輪栄八→神戸分左衛門様

明治11年11月26日 切継紙･1通 い1217-2-6

(中和泉事件に関する打合延引につき、ならびに
印紙焼失御詫につき書状)　方直→為とし大人

(近代)7月16日 横切継紙･1通 い1217-2-7

(のし物入用拝借金願書ならびに返済につき勘返
状)　神戸分左衛門→宮崎十郎二様

(近代)7月16日 切紙･1通 い1217-2-8

(東京行きの費用概算したい等につき書状)　佐
野屋常八→神戸分左衛門様

(近代)5月13日 竪紙･1通 い1217-2-9

(米12カ月必要分配分書付) (近代) 切紙･1通 い1217-2-10

(検見法にて承諾につき仮約定受取の旨など書
状)　伊勢国四日市南町桑名屋平四郎方止宿早川忠
兵衛･黒宮保則→愛知縣尾張国名古屋木挽町2丁目神
戸分左衛門様

(近代)3月20日 葉書･1通 い1217-2-11

(中和泉抵当米売り払い等につき書状)　(佐野)方
直→(神戸)為年大人

(近代)3月21日 横切継紙･1通 い1217-2-12

(中和泉清算一件につき書状)　佐野治朗→宮崎十
郎二様

(近代)3月19日 横切継紙･1通 い1217-2-13

三重県の新田
①和泉新田

　桑名郡にあり近世以来1889（明治22）年までこの村名である。木曽川河口の乱流域にある〔角川地

名辞典〕(地図1参照)。(その2)では地券のみ、(その3)では1877～1881（明治10～14）年の「永代売

渡地所証券」など6点あった。今回は1884（明治17）年度の地価割替費用の書上1点のみである。

②中和泉新田

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

1877年に桑名郡見入新田黒宮嘉左衛門から買い取り(あ3657)、1900（明治33）年に早川忠蔵に売り渡

している(あ3596,3597)。(その3)では1878（明治11）年の土地購入の証書など3点あった。今回は、

書状・領収書・勘定書付などの束がひとつあり、41点である。

三重県の新田/和泉新田
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記(畑宅地引当等32円余内借書付)　忠兵衛→御地
主様御勘定場

(近代)11年3月5日 切継紙･1通 い1217-2-14

地所売買地券御書替願(神戸分左衛門より佐野治
郎への売渡地所名義変更願)　愛知縣下尾張国海
西郡神戸新田売渡人神戸分左衛門･同(愛知)縣下同
国同郡松名新田買受人佐野治郎→桑名郡徳井礼一殿

明治16年9月7日 罫紙(一ツ綴)･1冊 い1217-3

中和泉不事入費(人力費･茶代など勘定書付)　竹
内辰右衛門

(近代)11年12月 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1217-4-1～3は巻
込一括)

い1217-4-1

記(日当3円余受取書)　森川和英→神戸分左衛門様 (近代)8月24日 切紙･1通 い1217-4-2

記(人力代等〆53銭余勘定書付)　森川和英→神戸
様

(近代)11年7月 ｢晴虎蔵｣用箋･1通 い1217-4-3

記(金2円余受取書)　森川留主方 (近代)11月1日 罫紙･1通/(い1217-4-4
～7巻込一括)

い1217-4-4

記(早川忠兵衛より出金分等〆70円余勘定書付) (近代) 切紙･1通 い1217-4-5

記(金2円受取書)　森川和英→神戸様 (近代)11年9月2日 切紙･1通 い1217-4-6

記(人力代等〆4円余勘定書付)　森川和英→神戸様 (近代)8月30日 横切紙･1通 い1217-4-7

(谷口氏出立に際する金子借用につき書状)　宮
崎十郎二･竹内辰右衛門･黒宮保則→木挽町弐丁目神
戸分左衛門様

(近代)9月23日 罫紙･1通 い1217-4-8

記(人力代等〆5円余差引勘定書)　森川和英→神
戸分左衛門様

(近代)9月23日 切紙･1通 い1217-4-9

記(人力代等〆5円余差引勘定書)　森川和英→神
戸様

(近代)10月31日 切紙･1通 い1217-4-10

記(献上桶代1円受取書)　阿巳重房→天野佐兵衛殿 明治10年4月28日 切継紙･1通 い1217-4-11

記(手当金30円余下したことにつき内用書)　中
和泉新田用掛三輪栄八→神戸新田早川忠兵衛様

(近代)10月11日 切紙･1通 い1217-4-12

受取證(小作地引揚不服のため出京の日当謝金の
内25円受取書)　谷口高忠→神戸分左衛門殿

明治11年9月24日 切紙･1通 い1217-4-13

記(金25円谷口高忠へ渡す等諸入用書付) (近代) 切継紙･1通/(継目剥
離)

い1217-4-14

記(中和泉事件中の旅費6円余など請求書)　忠兵
衛→宮崎様

(近代)4月5日 切継紙･1通 い1217-4-15

記(金15円受取書)　黒宮玄助→森川様 明治11年8月29日 切継紙･1通 い1217-4-16

記(中和泉入用金10円受取書)　宮崎十郎二→竹内
辰右衛門殿

(明治)11年7月13日 切紙･1通/(い1217-4-
17一綴)

い1217-4-17-1

證(金10円受取書)　黒宮嘉右衛門 (近代)11月9日 印刷用紙･1通 い1217-4-17-2

(東京よりの谷口書状の対応につき書状)　宮崎十
郎二→早川忠兵衛殿

(近代)6日 横切紙･1通 い1217-4-17-3

記(中和泉入費4円余受取書)　黒宮嘉右衛門→神戸
御氏代理和田茂十郎殿

明治11年10月3日 竪紙･1通 い1217-4-17-4

三重県の新田/中和泉新田
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号記(畑宅地引当等32円余内借書付)　忠兵衛→御地
主様御勘定場

(近代)11年3月5日 切継紙･1通 い1217-2-14

地所売買地券御書替願(神戸分左衛門より佐野治
郎への売渡地所名義変更願)　愛知縣下尾張国海
西郡神戸新田売渡人神戸分左衛門･同(愛知)縣下同
国同郡松名新田買受人佐野治郎→桑名郡徳井礼一殿

明治16年9月7日 罫紙(一ツ綴)･1冊 い1217-3

中和泉不事入費(人力費･茶代など勘定書付)　竹
内辰右衛門

(近代)11年12月 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1217-4-1～3は巻
込一括)

い1217-4-1

記(日当3円余受取書)　森川和英→神戸分左衛門様 (近代)8月24日 切紙･1通 い1217-4-2

記(人力代等〆53銭余勘定書付)　森川和英→神戸
様

(近代)11年7月 ｢晴虎蔵｣用箋･1通 い1217-4-3

記(金2円余受取書)　森川留主方 (近代)11月1日 罫紙･1通/(い1217-4-4
～7巻込一括)

い1217-4-4

記(早川忠兵衛より出金分等〆70円余勘定書付) (近代) 切紙･1通 い1217-4-5

記(金2円受取書)　森川和英→神戸様 (近代)11年9月2日 切紙･1通 い1217-4-6

記(人力代等〆4円余勘定書付)　森川和英→神戸様 (近代)8月30日 横切紙･1通 い1217-4-7

(谷口氏出立に際する金子借用につき書状)　宮
崎十郎二･竹内辰右衛門･黒宮保則→木挽町弐丁目神
戸分左衛門様

(近代)9月23日 罫紙･1通 い1217-4-8

記(人力代等〆5円余差引勘定書)　森川和英→神
戸分左衛門様

(近代)9月23日 切紙･1通 い1217-4-9

記(人力代等〆5円余差引勘定書)　森川和英→神
戸様

(近代)10月31日 切紙･1通 い1217-4-10

記(献上桶代1円受取書)　阿巳重房→天野佐兵衛殿 明治10年4月28日 切継紙･1通 い1217-4-11

記(手当金30円余下したことにつき内用書)　中
和泉新田用掛三輪栄八→神戸新田早川忠兵衛様

(近代)10月11日 切紙･1通 い1217-4-12

受取證(小作地引揚不服のため出京の日当謝金の
内25円受取書)　谷口高忠→神戸分左衛門殿

明治11年9月24日 切紙･1通 い1217-4-13

記(金25円谷口高忠へ渡す等諸入用書付) (近代) 切継紙･1通/(継目剥
離)

い1217-4-14

記(中和泉事件中の旅費6円余など請求書)　忠兵
衛→宮崎様

(近代)4月5日 切継紙･1通 い1217-4-15

記(金15円受取書)　黒宮玄助→森川様 明治11年8月29日 切継紙･1通 い1217-4-16

記(中和泉入用金10円受取書)　宮崎十郎二→竹内
辰右衛門殿

(明治)11年7月13日 切紙･1通/(い1217-4-
17一綴)

い1217-4-17-1

證(金10円受取書)　黒宮嘉右衛門 (近代)11月9日 印刷用紙･1通 い1217-4-17-2

(東京よりの谷口書状の対応につき書状)　宮崎十
郎二→早川忠兵衛殿

(近代)6日 横切紙･1通 い1217-4-17-3

記(中和泉入費4円余受取書)　黒宮嘉右衛門→神戸
御氏代理和田茂十郎殿

明治11年10月3日 竪紙･1通 い1217-4-17-4

　全体
覚(御借財金高海東･海西両郡引分ケ方取計のた
め参会すべきにつき)　＊文中に｢明廿六日｣とあ
り

(近世) 横切継紙･1通 い908-14

(鬮当調達金拠出の請書を奉行所へ提出の旨指令
につき通知状下書)　犬山屋文左衛門･吉島屋九兵
衛

(近世)4月13日 横切継紙･1通 い930-3

(犬山屋文左衛門へ御用達退役申付の書付)　→
犬山屋文左衛門

(近世)11月8日 切継紙･1通 い1116

(犬山屋文左衛門へ御用達退役申付の書付写)　
→犬山屋文左衛門

(近世)11月9日 切継紙･1通 い1117

(御用金一件御大家御衆中ご決心につき取計い願
いの書状)　船入甚平→名古屋下材木町神戸様内後
藤粂助様

(近世)12月17日 横切継紙･1通 い1125

　借上金御用
覚(元禄11年よりの御用金指上金高書付)　犬山屋

分左衛門
享保9年辰11月 竪継紙･1通 い805

塩屋利平･天満屋九兵衛より持参り候御利足割符
配符ニて印形取置

(天明7年) 包紙･1点 い940-2-0

(元金700両利金49両の割符印形取置の旨書付)　
塩屋利平･天満屋九兵衛他8名

(天明7年)未極月26日 竪切紙･1通 い940-2-1

口上(町々より調達金15両私へ御借上につき)　
花井→神戸様

(近世)11日 小切紙･2通 い1144

　廿人役
(私方廿人御仲間御退役勘弁いたしてくれるよう
にとの願につき書状)　忍々→自耕様

9月22日 横切継紙･1通 い1245-96

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

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

用を、1849(嘉永2)年には町役金引当調達金御用向を、1855(安政2)年には講取締役をそれぞれ勤めて

いる。これらの活動に対応して、1725(享保10)年に年頭御目見得を許され、以後代々家督相続の際に

は継目御目見得を行っているから、神戸家は尾張藩の御用商人としての性格も持っていると言えよ

う。

　今回収録分の文書も断片的なものが多く、まとまったものは少ない。

領主御用/全体
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

　町入用

覚(下船町名主遣など金銀書付) (近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い915-4

　書状
(彦七様御方預りの下船丁屋敷店賃勘定につき書
状)　＊｢江戸文助様追而書ひかへ｣と注記　中嶋半
右衛門→堤文助様

正月11日 横切継紙･1通 い975-2

　絵図･文書雛形
(江戸小舟町一丁目神戸家屋敷水道絵図) 宝永3年戌 46.2×156.0(彩色)･1

鋪
い799-9

江戸下船町屋敷絵図　＊｢享保廿年卯三月次兵衛下
り節改絵図家賃寄帳共入｣と注記

享保16年亥改 袋･1点 い777-0

(小船町屋敷地代書入絵図)　＊朱書｢宝暦十一年巳
三月来家太七被罷登面談之上此絵図面相認ル｣

宝暦11年巳3月 41.0×92.0･1鋪 い777-1

(小船町屋敷地代書入絵図)　＊｢新規借付之所朱引
ニ仕候｣と注記

(近世) 33.5×101.4･1鋪/(添
紙 ｢江戸屋敷図面｣
〈赤鉛筆〉あり)

い777-2

(小船町屋敷地代書入絵図) (近世) 47.7×89.2･1鋪 い777-3

(小船町西側屋敷地代書入絵図) (近世) 28.3×48.0･1鋪 い777-4

(小船町屋敷地代書入絵図)　＊朱書｢宝暦十一年巳
三月来家太七被罷登面談之上此絵図面相認ル｣

宝暦11年巳3月 43.3×90.8･1鋪 い777-5

(小船町川村八兵衛殿借地地代書入絵図) (近世) 20.9×36.0･1鋪 い777-6

(屋敷蔵主･店主･地代書入絵図) 48.5×156.0･1鋪 い780-5

(長屋指図) 41.0×77.7･1鋪/(貼
紙7点あり)

い799-3

(江戸小舟町長屋指図) (近世) 32.5×78.5･1鋪/(付
箋多数貼付)

い799-27

(江戸小舟町長屋指図) (近世) 32.8×47.0･1鋪 い800-1

江戸町屋敷経営(神戸彦七･家守来家太七)
　神戸家は1695(元禄8)年に江戸下船町一丁目において町屋敷経営を買得し、それ以降町屋敷経営を

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

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

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

せる。

　この項目に関する主要帳簿はすでに目録(その1)に収録されているので、(その3)に引き続き今回も

全て書付型史料である。それ以外には絵図類が目立つ。絵図の袋もあるが、「享保廿年卯三月次兵衛

下り節改絵図家賃寄帳共入」と注記があるので、その中身は享保期からは完全に入れ替わっているよ

うである。地代・店賃・借屋名などを細かく記入した屋敷図、また上下水道を色分けして示した水道

絵図(口絵写真参照)など見るべき絵図も多い。

江戸町屋敷経営(神戸彦七･家守来家太七)/町入用
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(江戸小船町一丁目屋敷蔵主･店主地代書入絵図)
　＊(い800-25と同様だが朱筆で｢一番｣から｢十八番
｣まで店の番号が示されている

(近世) 155.0×46.0(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い800-16

(江戸下船町屋敷蔵敷および地借の店賃など貼紙
絵図)

(近世) 46.5×152.0(彩色)･1
鋪/(貼紙多数)

い800-25

　その他
覚(上木場分･下木場分諸入用など受取書)　木場

屋敷彦七･太助→文左衛門様
(近世)寅11月29日 竪継紙･1通 い923-20

覚(針金代など受取書)　(日本橋釘店)大和や伊兵衛
→文助殿

(近世)11月23日 横切継紙･1通 い925-25-1

覚(舟板代など受取書)　ミかわや庄兵衛→大工太兵
衛殿

(近世)卯12月27日 横切継紙･1通 い925-25-2

覚(網戸代など受取書)　遠州や与兵衛→神戸文助殿 (近世)極月23日 小切紙･1通 い925-25-3

覚(蔵引手代など受取書)　(日本橋釘店)大和や伊
兵衛→文助殿

(近世)9月7日 横切紙･1通 い925-25-4

覚(戸前･寸戸･裏白代勘定書)　遠州や与兵衛→神
戸や文助様

(近世)8月9日 横切紙･1通 い925-25-5

覚(銅間とふた代受取書)　(大門通通油町伊勢屋)
いせや十兵衛→文助殿

(近世)8月27日 横切紙･1通 い925-25-6

覚(丸太舟賃など勘定書)　亀屋伝吉→神戸文助様 (近世)卯9月7日 横切紙･1通 い925-25-7

覚(大工衆への祝儀代など勘定書)　来家太七→堤
久助様

(近世)卯10月3日 横切継紙･1通 い925-25-8

覚(杉丸太代など受取書)　亀屋伝吉→神戸彦七殿 (近世)卯12月 小切紙･1通 い925-25-9

覚(松板･釘代など受取書)　来家太七→堤久助様 (近世)辰2月2日 折紙･1通 い925-25-10

覚(杉丸太代など勘定書)　かめ屋伝吉→神戸文助
殿

(近世)卯8月29日 横切継紙･1通 い925-25-11

覚(手伝舟賃など勘定書)　亀屋伝吉→神戸文助様 (近世)卯8月3日 折紙･1通 い925-25-12

覚(煙通シ代勘定書)　石屋八右衛門 (近世)卯8月21日 切継紙･1通 い925-25-13

覚(平瓦代など受取書)　瓦屋権兵衛→堤久助殿 (近世)卯10月8日 横切継紙･1通 い925-25-14

覚(丸石代受取書)　のま(野間)屋六右衛門→久助殿 (近世)8月14日 小切紙･1通 い925-25-15

江戸町屋敷経営(神戸彦七･家守来家太七)/絵図･文書雛形
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号(江戸小船町一丁目屋敷蔵主･店主地代書入絵図)
　＊(い800-25と同様だが朱筆で｢一番｣から｢十八番
｣まで店の番号が示されている

(近世) 155.0×46.0(彩色)･1
鋪/(貼紙あり)

い800-16

(江戸下船町屋敷蔵敷および地借の店賃など貼紙
絵図)

(近世) 46.5×152.0(彩色)･1
鋪/(貼紙多数)

い800-25

　その他
覚(上木場分･下木場分諸入用など受取書)　木場

屋敷彦七･太助→文左衛門様
(近世)寅11月29日 竪継紙･1通 い923-20

覚(針金代など受取書)　(日本橋釘店)大和や伊兵衛
→文助殿

(近世)11月23日 横切継紙･1通 い925-25-1

覚(舟板代など受取書)　ミかわや庄兵衛→大工太兵
衛殿

(近世)卯12月27日 横切継紙･1通 い925-25-2

覚(網戸代など受取書)　遠州や与兵衛→神戸文助殿 (近世)極月23日 小切紙･1通 い925-25-3

覚(蔵引手代など受取書)　(日本橋釘店)大和や伊
兵衛→文助殿

(近世)9月7日 横切紙･1通 い925-25-4

覚(戸前･寸戸･裏白代勘定書)　遠州や与兵衛→神
戸や文助様

(近世)8月9日 横切紙･1通 い925-25-5

覚(銅間とふた代受取書)　(大門通通油町伊勢屋)
いせや十兵衛→文助殿

(近世)8月27日 横切紙･1通 い925-25-6

覚(丸太舟賃など勘定書)　亀屋伝吉→神戸文助様 (近世)卯9月7日 横切紙･1通 い925-25-7

覚(大工衆への祝儀代など勘定書)　来家太七→堤
久助様

(近世)卯10月3日 横切継紙･1通 い925-25-8

覚(杉丸太代など受取書)　亀屋伝吉→神戸彦七殿 (近世)卯12月 小切紙･1通 い925-25-9

覚(松板･釘代など受取書)　来家太七→堤久助様 (近世)辰2月2日 折紙･1通 い925-25-10

覚(杉丸太代など勘定書)　かめ屋伝吉→神戸文助
殿

(近世)卯8月29日 横切継紙･1通 い925-25-11

覚(手伝舟賃など勘定書)　亀屋伝吉→神戸文助様 (近世)卯8月3日 折紙･1通 い925-25-12

覚(煙通シ代勘定書)　石屋八右衛門 (近世)卯8月21日 切継紙･1通 い925-25-13

覚(平瓦代など受取書)　瓦屋権兵衛→堤久助殿 (近世)卯10月8日 横切継紙･1通 い925-25-14

覚(丸石代受取書)　のま(野間)屋六右衛門→久助殿 (近世)8月14日 小切紙･1通 い925-25-15

　その他
寛保亥年諸書付類 寛保2年 紙縒付札･1点 い1004-6-0

実綿仕切状　帯屋長右衛門→中嶋半右衛門様 寛保2年戌11月8日 竪継紙･1通/(い1004-
6紙縒一括)/(い1004-
6-1･2でい1004-6-3～
20を巻込)

い1004-6-1

覚(帯屋買仕切他〆金40両2分につき)　京口屋
九八郎→中嶋半右衛門殿

(近世)戌12月26日 竪継紙･1通 い1004-6-2

(尾州わたに直し他代銀書付) (近世) 切継紙･1通 い1004-6-3

覚(和州綿15本代金25両引合につき)　京口屋九八
郎→中嶋半右衛門様

(近世)亥5月4日 切継紙･1通 い1004-6-4

覚(和州綿他代金50両引合につき)　京口屋九八郎
→中嶋半右衛門様

(近世)亥4月晦日 横切継紙･1通 い1004-6-5

覚(木綿代金46両2分受取書)　近藤忠蔵→神戸惣助
殿

(近世)4月4日 切紙･1通 い1004-6-6

覚(和州実綿30本･白30本代金〆98両2分余につ
き)　京口屋九八郎→中嶋半右衛門殿

(近世)戌11月17日 竪継紙･1通 い1004-6-7

(新助･甚右衛門他2名〆58両余書付)　六兵衛→京
口屋九八郎様

(近世)酉10月6日 横長半(一ツ綴)･1冊
/(い1004-6-8でい1004
-6-9～19を巻込)

い1004-6-8

覚(東綿他代金〆1両3分余･49両2分余受取書)　
京口屋九八郎→中嶋半右衛門殿

(近世)戌10月 竪継紙･1通 い1004-6-9

覚(和州実綿他代金〆46両3分余につき)　京口屋
九八郎→中嶋半右衛門様

(近世)戌2月18日 横切継紙･1通 い1004-6-10

覚(地綿･和州綿他代金〆158両余につき) (近世)11月19日 横切継紙･1通 い1004-6-11

(源三･清八〆14両2分余書付)　六兵衛→京口屋
九八郎様

(近世)10月28日 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-6-12

御園町中嶋屋半右衛門･永田善次郎
　目録(その1)では、彼らの作成した商業経営帳簿など38冊を末尾に収録し、彼らの経営体は神戸家

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

2)以降の課題としておいた。

　永田善次郎(元礼)が神戸家三代目当主文左衛門大翼の実子であり、永田清三郎家の名跡を継いだこ
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(その1)収録の帳簿を点検してみると、この1753（宝暦3）年の前も後も永田善次郎の名前で作成され

た経営帳簿が神戸家文書のなかにある。また、元材木町に居住しつづけたという条件も加味して、財
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御園町中嶋屋半右衛門･永田善次郎/その他
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(円助･六右衛門･佐七〆41両3分書付)　六兵衛→
後藤利右衛門様

(近世)9月25日 横長半(一ツ綴)･1冊 い1004-6-13

名古屋上御園町中嶋半右衛門様　信濃屋弥左衛
門

(近世) 包紙･1点/(｢仕切入｣
とあり)

い1004-6-14-0

仕切状之事(備中綿他代合銀678匁2分京口屋九八
郎殿差引に入れ出入済につき)　信濃屋弥左衛門
→中嶋半右衛門殿

寛保2年戌11月22日 竪継紙･1通/(い1004-
6-14-1でい1004-6-14-
2を巻込)

い1004-6-14-1

覚(〆681匁余金銭書付)　わくや嘉兵衛→信の屋弥
左衛門殿･中嶋半右衛門殿

(近世)戌10月13日 横切継紙･1通 い1004-6-14-2

積口(七本備中実綿積渡につき)　信濃屋弥左衛門
→中嶋半右衛門様

(近世)戌10月17日 横切紙･1通 い1004-6-15

覚(京口屋殿綿金17両余の内訳につき) (近世)戌6月4日 切紙･1通/(い1004-6-
16巻込一括)

い1004-6-16-1

覚(京口屋綿売代金30両の内訳につき) (近世)戌3月30日 切紙･1通 い1004-6-16-2

覚(京口屋綿売代金20両の内訳につき) (近世)戌4月晦日 切紙･1通 い1004-6-16-3

覚(京口屋実綿53両他の内訳につき) (近世)戌6月4日 切継紙･1通 い1004-6-16-4

覚(正月晦日･二月晦日･三月晦日〆93両につき) (近世)亥4月 横切継紙･ 1通/ (い
1004-6-17巻込一括)

い1004-6-17-1

覚(和州綿他代金25両引合につき)　京口屋九八郎
→中嶋半右衛門様

(近世)亥3月29日 横切継紙･1通 い1004-6-17-2

覚(綿代金引合につき)　京口屋九八郎→中嶋半右衛
門様

(近世)亥正月19日 横切継紙･1通 い1004-6-17-3

覚(和州綿他代金50両引合につき)　京口屋九八郎
→中嶋半右衛門様

(近世)亥2月28日 横切継紙･1通 い1004-6-17-4

覚(すねき実綿･白買付につき)　鳥居屋九兵衛→中
嶋半右衛門様

(近世)10月20日 竪継紙･1通 い1004-6-18

覚(上方綿代金45両につき)　神戸惣助→近藤忠蔵
殿

(近世)戌3月21日 竪継紙･1通 い1004-6-19

実綿買口覚　(市之町大道)帯屋長右衛門→中嶋半右
衛門殿･京口屋九八郎殿

(近世)戌10月18日 切紙･1通 い1004-6-20

(先日御願の旨当分は取扱難く御見合の方然るべ
きにつき書状)　椙山奥内→永田善次郎様

9月6日 横切継紙･1通 い952

永田善次郎様　用事　椙山奥内 包紙･1点 い958-0

(昨暁方御台所町より先日の返報参につき首尾能
済ます旨書状)

5月11日 切紙･1通 い958-1

覚(金8両3分余受取書)　京口や九八郎･平七→中嶋
半右衛門殿

(近世)亥11月8日 横切継紙･1通 い1078

覚(生蛾金代金受取書を作成の旨依頼状)　河内屋
七郎兵衛→神戸惣助様･半右衛門様

(近世)5月21日 横切継紙･1通 い930-2

(金子50両の返済の件を本手形にも書き加えると
のことにつき書状)　中嶋佐五右衛門･清水丈左衛
門･杉浦善太夫他1名→永田屋善次郎様

(近世)3月18日 横切紙･1通 い1192-10-16

(引き合わせの件相談致したいとの書状)　清水丈
左衛門･杉浦善太夫→永田屋善次郎様

11月23日 切継紙･1通 い1245-71
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未開封文書
御普請方(虫損につき未開封) 万延元年 切継紙･1通/(虫損の

ため一部のみ開封)
い1244-22

反故紙･白紙
(明樽受取等につき書付) 折紙･6点/(帳外れ)/(裏

面反故紙として使用)
い1192-13

(白紙) 小切紙･1通 い959

(白紙) 小切紙･1通 い961

覚(柱書のみ) 断簡･1通/(い925一
綴)/(後欠)
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未開封文書
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