
家／家計／金銭支払

記（服茶代金2円63銭書上）　中野茶宝→武田様

記（せん茶代金ほか98銭4厘受取）　水口軒→竹田様

（代金勘定覚）

記（代金6円35銭受取）　大和屋儀平→森津竹田様

記（代金40銭受取）　指物町源兵衛ゆ足立様

記（差引代金50銭受取）　笹屋惣助→荒尾長治郎様

記（小倉男帯ほか代金14銭8厘受取）　袋屋太助→武田
　様

記（黒八丈ほか代金31円余受取）　いとう店彦八、甚助
　→武田沢右衛門様

記（白木綿代金19銭受取）　袋屋太助→武田様

覚（代金17銭余受取）　いとう栄七ゆ武田沢右衛門様

記（地券証36枚証印税1円8銭余受取）　三稲外操出新
　田戸長山田慶輔→武田哲次郎殿

記（肝油ほか代金1円16銭受取）　小島屋忠助→武田様

記（差引代金王円30銭受取）　長江軒薬種→武田様

記（代金2円18銭受取）　十助→武田様

記（謝儀として金30銭受取礼状）　村瀬多→武田様

おほへ（芋ほか代金書上）　さくま→武た殿

記（たぼはさみほか代金20銭受取）　勢き→も印竹田
　様

覚（代金11銭8厘受取）　むら田→武田様

（金506円25銭の件につき）　謹之助→武田様

（利息ほ．か勘定覚）

記（代金2円18銭8厘受取）　宮魚半→武田様

覚（代金25銭受取）　善兵衛→竹田様

おほへ（人足人数・賃金〉　さくま→武た殿

記（びん付ほか代金21銭9厘受取〉　せき　森印武田様

記（謝儀として金1円50銭受取礼状）　村瀬多→武田哲
　二郎様・

記（代金3円44銭余受取）　みや魚半ゆ堀切竹田様

萬御通（豆腐など）　若サ屋精輔ゆ武田様

萬之通（紙屋）　せいほや保兵衛→武田沢右衛門様

拾六年分受取書類

記（晶物代金受取）　甚松→森武田様

6月 小切紙・1通 壕283－8

8月30日 巻紙・1通 1283－9

横折紙・1通 1283－10

巳12月 巻紙・1通 1283一”

巳8月1日 小切紙・1通 1283一で2・

1月ll日 巻紙・1通 1283－13

午3月 巻紙・1通 1283－14

12月 巻紙・1通 壌283－15

午王月 小切紙・1通 1283－16

3月 横切紙・1通 1283－17

明治14年11月22日 竪切紙・1通／ 1283－18
（青色罫紙）

！2月 横切紙・1通／ 1283一≦9－1

（10点こより括り）

巳12月 小切紙・1通 1283－19－2

巳12月 巻紙・1通 1283－19－3

12月 横切紙・1通 1283－19－4

12月 巻紙・1通 1283－19－5

12月 横切紙・1通 1283－19－6

巳12月 巻紙・1通 1283－19－7

12月30日 横切紙・1通 1283－19－8

小切紙・1通 喋283－19－9

巳12月 横長半・1冊く3丁＞ 1283“9－10

巳6月 小切紙・1通／（5 1283－20－1

点こより括り）

6月 横切紙・1通 1283－20－2

6月 巻紙・1通 燦283－20－3

6月30日 横切紙・1通 1283－20－4

巳6月 横長半・1冊く3丁＞ 燦283－20－5

明治16年1月吉日 横半半折・1冊＜8 1277－1

丁＞／（2冊一綴）

明治16年未1月吉日 横半半折・三冊く71277－2
丁＞

（明治16未年） 袋（34点入） 0837

（明治16年）未8月 巻紙・1通 0837－1
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家／家計／金銭支払

記（品物代金受取） かじや源七→竹田様 （明治16年）未7月 小切紙・1通

記（上扮木代金64銭受取） 吹屋佐平→上 8月12日 巻紙・1通

記（晶物代金55銭7厘受取） 桑名鍛冶町萬金物類費捌 8月14日 小切紙・1通

所鍛冶屋治助→上

記（品物代金1円24銭余受取） 魚屋甚四郎→武田様 10月10日 巻紙・1通

記（品物代金1円余受取） 本屋→久三郎 1月25日 巻紙・1通

記（品物代金75銭受取） 油や多三郎→上 旧12月24日 小切紙・王通

記（みそほか代金22銭受取） 若清峠武田様 （明治16年）未旧12月 巻紙・1通
23日

記（人足代2円余受取） 大工善八→武田様 （明治16年）未12月 小切紙・1通

記（呉服代金1円78銭余受取） いとう店甚助→武田沢 12月20日 巻紙・1通
右衛門様

覚（酒代など勘定） 半三郎ゆ武田様 （明治16年）未9月 巻紙・1通

（金銭支払方覚）（前欠） 林三郎ゆ武田様 9月10日 小切紙・1通

記（まんじゅうなど代金勘定） 巻紙・1通

記（麦代金1円余受取） 近江金右衛門→上 10月26日 小切紙・1通

覚（酒代など22銭余受取） 半三郎→武田様 3月21日 巻紙・1通

覚（直し代38銭余受取） 忠五郎→武田様 巻紙・1通

記（石灰ほか代金2円余受取） 田嶋屋八十七→武田様 8月31日 巻紙・1通

記（金2円70銭ほか受納） 村瀬厚美、薬宝→武田様 8月14日 巻紙（版）・

記（石灰など1円80銭受取） 田嶋屋八十七→武田様 8月8日 巻紙・1通

覚（晶物代金11銭受取） 孫吉→竹田殿 （明治16年）未12月 巻紙・1通

記（品物代金55銭余受取） 平島酒清→上 1月26日 巻紙・1通

記（品物代金37銭受取） 名古屋住吉町魚屋作二 ll月□日 小切紙・1通

記（人足代など勘定） 茂三郎→武田様 （明治16年）未12月 巻紙・’1通／
損）

キ（品物代金20銭受取） 菱屋弥兵衛→上 9月24日 巻紙・1通

記（薬代金勘定）　・→武田様 12月17日 巻紙・1通／

点こより一蓋

記（品物代金91銭受取） 魚屋甚四郎→もり武田様 （明治16年）未8月 巻紙・1通

記（人足代50銭受取） むら新吉帥村武田様 （明治16年）未7月 巻紙・1通

記（人足代・桧材など代金鶏円余受取） 竹や嘉左衛 （明治16年）未8月 巻紙・1通
門（愛知森津竹田嘉左衛門） →武田様

記（代金勘定済） 釜屋角八→森津武田様 8月18日 巻紙・1通

記（代金受取） 米屋擁円右衛門様 8月17日 巻紙・1通

記（代金87銭受取） 田嶋や八十七→上 8月18日 巻紙・1通

記（板代金1円余受取） 問蔵→竹田様 7月18日 巻紙・1通

仮送り（白炭2俵受取及び運賃渡し） 万屋貞助（濃州 11月29日 巻紙・1通／

1通

1通／（虫

1通／（25

1通／（貼

0837－2

0837－3

0837－4

0837－5

0837－6

0837－7

0837－8

0837－9

0837－10

083アー11

0837－12

0837－13

0837－14

0837－15

0837－16

0837－17

0837－18

0837－19

0837－20

0837－21

0837－22

0837－23

0837－24

0837－25－1

0837－25－2

0837－25－3

083アー25－4

0837－25－5

0837－25－6

0837－25－7

0837－25－8

0837－25－9
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家／家計／金銭支払

　沢田）→尾州森津村武田様

覚（品物代金2円余受取）　美代→森津村武田様

記（代金円受取）　大新→森津竹田様

記（あづきほか代金14銭）　金右衛門→上

記（麦3俵代金1円余済）　宇八ゆ武田様

記（代金勘定）　→円右衛門殿

覚（米3俵代金受取）　宇八

記（代金勘定）　小島宿安太郎峠中野隆助様

記（品物代金24銭余受取）　一・上様

記（呉服代金25円15銭受取）
　屋京町通）ゆ武田様

記（やかん直し代ほか75銭受取）

記（蝋燭代金1円84銭余受取）
　屋傳馬町六丁目）→武田沢右衛門様

記（品物代金12銭2厘受取）　袋屋太助→竹田様

諸仕払ノ証綴　狐地荒尾長二郎外→武田様

記（代金勘定）　米屋擁武田殿

覚（代金14銭4厘受取）　福山屋喜七→上

覚（酒代金勘定）　半三郎→武田様

記（手桶ほか代金ll銭余受取）　桶米→武田様

記（卯年分桶代金92銭余受取）

記（海老代金6銭5厘受取）　赤甚松→森武田様

記（桑名舟乗代ほか45銭五厘受取）
　田様

記（平くわほか代金26銭余受取）

記（品物代金16銭受取）　魚屋甚四郎→もり武田様

覚（たまごほか代金50銭受取）

記（木挽人足代ほか4円余受取）
　森津）→武田様

記（人足人数・代金書上）　藤十郎→武田様

（森津武田分金85銭余受取）　万屋貞助→円右衛門様

いとう音十良（尾州名古

　長江軒薬種→竹田様

井筒屋善左衛門（名古

桶屋浅右衛門→武田様

大工才次郎→武i

かじや源七→竹田様

角屋幸助ゆ森津武田様

　竹屋嘉左衛門（愛知

覚（備後表ほか代金5円受取）　田利→武田様

記（地券書換証印税90銭4厘受取）　佐藤（海西郡森津‘

　村役場印）→武田様

（米・茶・酒代など領収書綴）

廿二年度支沸書付

万之通（紙屋）　海東郡津島稲垣保兵衛（津島製保屋）→

未12月14日

12月17日

7月4日

5月

5月17日

3月19日

5月9日

4月30日

5月5日

未5月5日

2月

（明治16年，ほか）

7月12日

i未ll月27日

ll月29日

1未極丹

12月

未12月

未王2月

未12月

未12月

未12月

未旧12月

未旧12月

辰旧12月

i5月22日

（明治）17年4月1日

切
庫
年

∩
∠
　
　
　
2

ム
ロ
　
　
2

、
γ
　
　
ム
ロ

明
　
マ

（
　
明

明治22年2月～明治23

紙あり）

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

横切継紙・1通

巻紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

巻紙・8通一綴

小切紙・1通

小切紙・1通、

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

小切紙・・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通

巻紙・1通／（4点
こより括り）

巻紙・1通

竪切紙（青色罫
紙）・1通

小紙・23通一綴

袋（5点・4綴入）

横半半折・1冊＜10

0837－25－10

0837－25－1壌

0837－25－12

0837－25－13

0837－25－14

0837－25－15

0837－25－16

0837－25－17

0837－2548

0837－25－19

0837－25－20

0837－25－21

0837－25－22

0837－25－23

0837－25－24

0837－25－25

0837－26　　・

0837－27

0837－28

0837－29

0837－30

0837－31

0837－32

0837－33

0837－34

1281－1

1281－2

1281－3

1281－4

0836

0836－1－1
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家／家計／金銭支払

　武田沢右衛門様

肴御通　魚屋甚四郎→武田様

染物通　竹屋嘉左衛門→武田様

（諸品代金等受取証）　→（武田様）

キ（代金受取〉　藤清石油店（名古屋木挽町傳馬橋南）→
　守随様

記（諸品代金受取）　前ヶ須騨加藤清兵衛ゆ森津新田武
　田様

証（扶桑代受取）　蟹江町文照堂→武田様

記（諸品代金受取）　前ヶ須駅加藤溝兵衛・→森津新田武
　田様

記（2月分ほか金受取）　前ヶ須騨加藤清兵衛→森津新田
　武田様

記（諸晶代金受取）　前ヶ須騨加藤清兵衛→森津新田武
　田様

記（諸桶代金受取）　桶屋米次→武田様

（武田家宛領収証綴）

記（晶代金受取〉　竹屋→武田様

記（晶代金受取）　→森津村武田誠一様

記（新聞代金受取）　前ヶ須駅加藤清兵衛→森津新田武
　田様

記（新聞代金受取）』前ヶ須駅加藤清兵衛ゆ森津新田武

　田様

記（米代受取）　宇八ゆ武田様

記（大豆代受取）　米屋万兵衛噛上様

口上（品代受取）　久右衛門

記（戸井竹ほか代受取）　竹や嘉左衛門→武田様

記（平くわ先代受取）　かドや源七ゆ竹田様

記（かつを・ぶりほか代受取）
　田様

覚（晶代金書上）　ロ臼□七→上様

記（手をけほか代金受取）　桶米→武田様

記（金銭書上）　善川一噸武田様

証（寄付金5円受取）　稲元新田説教場掛員→森津新田武
　田様、狐地新田荒尾様　　（差出印は受取印と同印、印文
　「海西郡稲元新田真宗東大谷派説教場」）

記（米代金ほか書上）　→武田殿

年1月 丁＞／（4点一綴）

明治22年2月1日～明治 横半半折弓冊＜8 0836－1－2
23年1月 丁＞

明治22年2月 横半半折・1冊く4 0836－1－3
丁＞

小切紙・13点一綴 0836－1－4

’傳馬橋南）→ 1月21日 小切紙・1通 0836－2

ゆ森津新田武 （明治）23年3月28日 竪切紙・1通／0836－3
（青色罫紙）

6月11日 小紙・1通 0836－4

・→森津新田武 1月28日 竪切紙・1通／0836－5
（青色罫紙）

L衛→森津新田（明治）23年2月27日 竪切紙・1通／0836－6
（青色罫紙）

→森津新田武 明治22年1月26日 藁半紙・1通／（7 0836－7－1

点一綴）／（青色
罫紙）

丑7月 巻紙・1通 0836－7－2

r

（明治21年） 巻紙・12通一綴 0836－7－3

丑旧7月 小切紙・1通 0836－7－4

丑旧7月 小切紙・1通 0836－7－5

→森津新田武 5月28日 竪切紙・1通／0836－7－6
（青色罫紙）

ゆ森津新田武 7月29日 竪切紙・1通／0836－7－7
（青色罫紙）

4月17日 巻紙・王通／（40 0836－8－1

点こより一括り）

巻紙弓通／（紫 0836－8－2
色紙）

巻紙・1通 0836－8－3

武田様 申旧12月30日 巻紙・1通 0836－8－4

兼 申12月 小切紙・1通 0836－8－5

甚四郎→森武 申12月 小切紙・1通 0836－8－6
／

9月18日 小切紙・1通 0836－8－7

串12月 小切紙・1通 0836－8－8

申12月 小切紙・1通 0836－8－9

→森津新田武 明治19年1月8日 竪紙・1通 0836－8－10

と同印、印文

9月24日 小切紙・1通 0836－8－11

一164・一



家／家誹／金銭支払

記（銀時計代受取）　後藤万造→守随様

証（米代勘定済）　米藤→久四郎様

記（皿付ほか代金受取）　角屋幸助峠森津武田様

記（清酒1本代19銭受取）　平島新田酒造屋→森津武田
　様

記（板代書上）　久助→武田様

記（朝鮮事変戦死者法会金10銭受納）
　者ゆ森津新田武田銑治郎殿

記（杉皮ほか代受取）　三之丸小出材木屋→森津村久四
　郎殿　　（差出印は受取印と同印、印文「桑名三之丸小出
　兵治郎材木課之印」）

記（紬代・寸法直し代書上）
　衛門様

記（半額金差送りにつき）

記（つな・はしなど代金受取）　孫吉→武田様

記（大豆代受取）　近江や久左衛門→上

記（17年分金4円受取）　伊藤茂兵衛→武田誠一様
　取印「名護屋茶屋町尾州伊藤」）

記（米代勘定済）　→武田様

記（金銭受取）　鎌倉太郎→上

証（人数金銭書上）　モリス新蔵→村武田様

口上（つななど品代受取）　→久太郎様

証（品代受取）　米屋→武田殿

証（炭代受取）　薪屋ゆ上

（品代受取）　→久兵衛様

（品代受取）　→久太郎様

（品代受取）　→久太郎様

（竹代受取書）　ひしや溝助→上様

（品代書上）　→久太郎様

証（麦代受取）　米屋久左衛門→久太郎様

記（米代勘定済〉　米屋帥武田様

記（水見舞志として塩漬魚収納）
　森津村武田清市殿

記（なわ代書上）　角屋幸助仲森津武田様

記（根竹花〆代受取）　指物屋源兵衛→竹田清七様

開運（恵比寿画）

（諸品代金書上・受取書類綴）

明治19年8月17日 小紙・1通

8月27日 小切紙・1通

武田様 明治19年戌1月 小切紙・1通

屋→森津武田 戌1月 小切紙・1通

ll月日 小切紙・1通

海東西郡発起 （明治）18年10月20日 小切紙・1通

→森津村久四 （明治）18年9月24日 小切紙・1通

名三之丸小出

助→武田沢右 3月 小切紙・1通

2月11日 小切紙・1通

田様 未12月 小切紙・1通

3月2日 小切紙・1通

誠一様　（受 （明治）18年2月22日 小切紙・1通

6月17日 小切紙・1通

10月27日 小切紙・1通

兼 申10月 小切紙・1通

小切紙・1通

8月15日 巻紙・1通

3月3日 巻紙・1通／
色紙）

6月27日 巻紙・1通

6月22日 巻紙・1通

6月22日 巻紙・1通

巻紙・1通／
色紙〉

6月19日 巻紙・1通

10月27日 巻紙・1通

7月15日 巻紙・1通

［コ台所→尾州 酉7月14日 小切紙・1通

酉2月 小切紙・1通

1溝七様 丑11月20日 小切紙・1通

竪切紙（版）

通

（明治22年）丑7月～ 巻紙・33通一

・1

0836－8－12

0836－8－13

0836－8－14

0836－8－15

0836－8－16

0836－8－17

0836－8一誰8

0836－8－19

0836－8－20

0836－8－21

0836－8－22

0836－8－23

0836－8－24

0836－8－25

0836－8－26

0836－8－27

0836－8－28

0836－8－29

0836－8－30

0836－8－31

0836－8－32

0836－8－33

0836－8－34

0836－8－35

0836－8－36

0836－8－37

0836－8－38

0836－8－39

0836－8－40

0836－9
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家／家計／家蔵普請

受領証（金1円余）　芝大門紀伊國屋酒店一う、ヒ様

（たばこ他諸買物書上帳）　忠五郎→武田様

記（人力車代・宿払など金銭書付）

（ふとんほか諸品代書上）（前欠）

家蔵普請

亥年人足帳（家普請）

米藏普請一巻

米藏新築入費

記（五目板・丸瓦ほか米蔵新築入用代金受取）
　平三郎（尾州六条）→森津村大工藤重郎様

記（銅針金代金44銭受取）
　上

記（二寸釘ほか代金2円余受取）

覚（そで2枚代金4銭余受取）　宗右衛門一・上様

記（四尺あみ戸2本代金9銭6厘受取）
　木屋権四郎→森津村嘉左衛門殿上り、武田様行

覚（紙布代金受取）　紙屋（紙善）→九蔵様

覚（物品覚）　宗右衛門→武田様

記（檜丈丸太ほか代金2円余受取）
　問屋）→森津村嘉平様

記（丸瓦ほか代金勘定）　瓦麗平三郎（尾州六条）→森
　津村竹田様

記（材木代金14円余受取）
　重郎様

送り状之事（くみ石1船送りにつき）
　（尾州森津）→武田様

覚（晶代書上）

記（八分板2枚ほか代金1円余受取）

覚（材木代金勘定）　芝井円蔵→森津竹田様

覚（大ぬきほか代3円余受取）　円蔵→竹田様

覚（材木代金2円余より内金手附受取）
　津竹田様

覚（なみ100枚代金65匁ほか書上）

記（京土1斗ほか代金80銭受取）
　傳馬跡）→竹田様

記（あみき1本代金2円内金受取）

記（戸・鉄車ほか代金2円余受取）
　様

（明治）23年4月1日

う上様 明治年月日 小紙（版）

様 （辰）たつのとし 横長半・珊

横折紙・1通

巻紙・1通

　・1通

1冊く6丁＞

天保10年正月吉日 横長半・1
丁＞

（明治12年） 袋（29点入）

明治12年 横長半・1冊

≧受取）　瓦屋 （明治）12年9月7日 横切継紙・1

名古屋本町）→ 11月19日 小切紙・1通

蟄助→上 9月22日 横切紙・1通

・上様 10月9日 巻紙・1通

ナコヤ六日町古
様行

巻紙』1通

様 12月7日 竪切紙・1通

12月14日 巻紙・1通

四郎（桑名材木 （明治）12年12月28日
巻紙・1通

罷州六条）→森 11月15日 巻紙・1通

φもりず大工藤 （明治12年）卯7月ll日 巻紙・1通

升や加右衛門 巻紙・1通

巻紙・1通

蔵→竹田様 巻紙・1通

様 12月 巻紙・1通

田様 ll月25日 巻紙・1通

芝井円蔵→森 旧11月26日 巻紙・1通

巻紙・1通

青兵衛（名古屋 （明治12年）卯12月15 小切紙・1通
日

ま与七→竹田様 ll月24日 竪切紙・1通

誘屋与七→竹田 12月29日 小切紙・1通

1冊＜10

1冊＜6丁＞

1通

1348

0480

1469

1492

0245

0821

0821－1

0821－2

082葉一3

0821－4

0821－5

0821－6

0821－7

0821－8

0821－9

0821－10

0821－11

082ト12

0821－13

0821－14

082葉一葉5

0821一惟6

0821－17

0821－18

0821－19

0821－20

082ト21
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家／土地／資産　地租改正　譲渡

12月23日 小切紙・1通 0821－22

12月15日 小切継紙・1通 0821－23

10月15日 巻紙・1通 0821－24

10月7日 巻紙・1通 0821－25

（明治13年）辰1月4日 巻紙・1通 0821－26

1月10日 巻紙・1通 0821－27

（明治12年）卯12月7日 小切紙・1通 0821－28

・12月25日 小切紙・1通 0821－29

記（金物代金残金受取）　笹屋惣助（名古屋本町）→竹
　田様

記（鉄3分半目金銅代金内金50銭書上）　ささや惣助
　（名古屋本町）→竹田様

記（銅針金代金60銭受取）　白木屋庄左衛門→上

覚（油4升代1円ほか代金勘定）　宗右衛門仲上様

記（両角2枚ほか代金17銭余受取）　　（瓦屋）平三郎→
　もり津村竹田様

記（晶代金80銭受取）　→上

記（代金受取）　丸井屋与兵衛外1名→上

記（鉄七分物ほか代金内金差引受取）　笹屋惣助→竹
　田鐡治郎様

土地

寛政4年子暮（12月ヵ） 横長半・1冊く4丁＞ 0861

寛政12年申5月 竪紙・1通（包紙 1105
付）

明治13年辰12月吉日 横長半・1冊〈5丁＞ 0403

明治22年第1月 横長半・1冊く11 0417
丁＞

明治22年1月 横長半・1冊く17 0418
丁＞

明治22年工月 横長半・1冊く17 0419
丁＞

横折紙・1通／（2 0398－1

点一綴）

半・1冊〈10丁＞／ 0721
（罫紙）

資産

寛政四子暮惣勘定棚おろし覚帳（土地）　武田沢右衛
　門如

一札（森津南川添屋敷の者立合い屋敷地面借用取決め）
　屋敷借主甚三郎→武田沢右衛門殿　　（「甚三郎屋敷地面貸
　渡し証文」と記す紙を包紙とす）

武田口地覚帳　佐藤半輔

口地仲間地旧字毎反別取調帳（写）　森津村

森津村分高所有者旧字毎反別取調帳（写）

本口仲間地分高旧字総計寄帳　森津村

武田口合

（地価控帳）

1288

1288－1

1288－2

0404

袋（2点入）

竪紙・1通／（青
色罫紙）

39×27．5cm・1枚

横長半・1冊＜4丁＞

明治10年

明治10年8月

地租改正

明治十年八月地租改正二付武田哲次郎如宅地堤塘無之
　事□届井堤外竹木伐払之節土木司江差出候図面入

堤塘無之事故届　第六区海西郡森津新田右村用係佐藤民輔
　→愛知縣令安場保和殿

（明治4年土木司堤外竹木伐払廻村の節提出図面）

字毎収獲地価仕出帳　尾張国海西郡森津邨

渡譲

1148竪紙・1通永代相渡シ申田地之事（森津新田津嶋口壱口の内）1宝暦8年寅2月
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家／土地／譲渡

森津新田田地売主泉新田彦兵衛、同所庄屋角左衛門ゆ森
津新田沢右衛門殿

永代相渡申田地証文之事（森津新田山路口八口の内）
　森津新田地渡主忠八郎、同所証人久四郎ゆ沢右衛門殿

返言登文之事（田地請返証文、勢州御料所見入外新開の
　内田4反3畝歩、草切鍬代30両）
　右衛門、謹人庄太夫ゆ長嶋松ヶ嶋村源右衛門殿
　吉殿

返謡繕囎舗驚両酬御撒鎌ケ地細の
　衛門、言登人庄太夫→松嶋新田治右衛門殿・

質流相渡申□場証文之事（桑名郡富田子新田外新所山
　走り三分の一ほか）　勢州桑名郡和泉新田葭場渡王冨
　田才兵衛、同所証人冨田彦兵衛、同所新所山走り地仲満
　冨田豊八郎、同所庄屋喜右衛門／（奥書同）→尾州海西
　郡森津新田武田沢右衛門殿　御取次

永代相渡シ申証文之事（堤長28間半代金2両2分受取）
　右堤渡し主おべん、証人繁八・惣四郎・
　津新田）庄屋武田沢右衛門殿
　新兵衛屋敷買証文」とある）

永代相渡申田地証文之事（狐地・稲吉市江分拾口割壱
　口通局残らず）　　（海西郡狐地稲吉市江分）渡し王伊
　藤権七、証人地仲満伊藤権兵衛→狐地新田御庄屋武田沢
　右衛門殿　　（端裏上で懸紙を貼付、懸紙に「上
　稲吉市江分壱口武田沢右衛門へ譲古証文」「佐藤権七」と
　ある）

永代相渡シ申田地之事（森津新田弐拾四口の内ほか）
　勢州桑名郡外平喜新田田地渡王丹木金右衛門、尾州森津
　新田証人繁七→森津新田庄屋武田沢右衛門殿

質流二相渡シ申田地証文之事（桑名郡横満蔵新田の内）
　勢州桑名郡東封満地新田田地渡主又左衛門、同州証人九
　郎右衛門、同州西封満地新田仲満証人清太夫、同郡横満
　蔵新田庄や平八→沢右衛門殿御取次

櫨灘報猷箋瞥鷺縣額縣羨預り代

譲渡申田地証文之事（森津新田のうち字90間外ならび
　に畔嶋掟丸池渕3か所1反歩）
　沢右衛門、同所証人善右衛門、同所組頭久右衛門→万屋
　利助殿

譲渡堤証文迄事（与蔵山新田文助屋敷附堤）
　新田堤譲王平吉、同所同断善蔵、同所親類証人円助、同
　所証人定蔵、同所同断藤七、森津新田証人善右衛門→武
　田沢右衛門殿

譲渡申地所証文之事（与蔵山新田のうち堤外野方壱口
　分）　与蔵山新田地所譲主平吉、同所同断善蔵、同所親
　類証人円介、同所証人定蔵、森津新田同断善右衛門／
　（奥書）興蔵山新田庄屋服部市兵衛→武田沢右衛門殿

質磐灘懇無墾翻評新田懸地五口および沢
　主駒屋源兵衛、平島新田親類証人源助、同所証人野村留
　兵衛→武田沢右衛門殿

売渡申下作証文之事（堤添元孫右衛門屋鋪下作）
　津新田下作売渡主嘉平、同所親類証人甚九郎・平六、同
　所与頭善八→武田沢右衛門殿

詮角左衛門ゆ森

口八口の内） 明和4年亥12月 竪紙・1通 1154
｛右衛門殿

見入外新開の 安永5申年3月 竪紙・1通 1343
蒙津新田武田沢
丁門殿・同村清

鎌ヶ地新田の 安永5申年3月 竪紙・1通 1344
巨新田武田沢右
司村新七郎殿

新田外新所山 安永6年酉12月 竪継紙・1通 1155
斤田葭場渡主冨
山走り地仲満
）→尾州海西

2両2分受取） 安永6年酉12月 竪紙・1通 1157
左衛門→（森
「買手形　堤

r分拾口割壱 安永9年子6月 竪紙・1通（包紙 1159
分）渡し主伊 付）

御庄屋武田沢
「上　狐地・

「佐藤権七」と

口の内ほか） 天明元年丑12月 竪紙・1通 1162
門、尾州森津
と

蔵新田の内） 天明4年辰12月 竪紙・1通／（貼 1163
、同州証人九 紙あり）

夫、同郡横満

刀証文預り代 寛政12年申12月 竪紙・1通 1345
衛門殿

0間外ならび 天保5年午12月 竪紙・i通 1179
地所譲主武田
右衛門→万屋

堤）　与蔵山 天保5年午12月 竪紙・1通 1180
証人円助、同
善右衛門→武

是外野方壱口 天保5年午12月 竪継紙・1通 1181
善蔵、同所親
断善右衛門／
右衛門殿

丘口および沢 天保13年寅ll月 竪継紙・1通（包 1壌90
田）田地譲り 紙付）

所証人野村留

旨下作）　森 弘化3年午11月 竪紙・1通（包紙 1191
祁・平六、同 付）
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家／土地／譲渡

質流相渡申田地証文之事（森津新田口地3口にて代金
　300両）　森津新田質流渡主武田哲次郎、同村加判証人
　円九郎・惣右衛門／（奥書）地所預り主円九郎、惣右衛
　門→黒宮織之助殿御取次

覚（森津新田の内質流れ田畑買い戻しにつき金子受取）
　伊藤次郎左衛門・助十郎・弥三郎→森津新田武田哲治郎

質流譲渡申田地証文之事（狐地新田森津分口地壱口・
　代金200両）　質流譲渡主熊谷庄蔵、親類証人熊谷猪三
　郎／（奥書）右地所庄屋代組頭円九郎→武田哲次郎殿

添証文之事（狐地新田森津分口地代金200両および手
　切金150両受取につき）　熊谷庄蔵→武田哲次郎殿

乍鞭雲翻酷傑懸度轡黎蝶鵠鵠矯諮
　熊谷庄蔵／（奥書）地主庄屋代組頭円九郎ゆ安井喜一様
　御邑宰所

地代金受取証（三好新田九分沢新田地内・金370円）
　海西郡子宝新田吉田平左衛門→服部信成殿

地所売渡及代金請取証券（芝井新田2町1反7畝21歩・
　代金734円63銭7厘1　愛知県下名古屋区六句町九十六

　番屋敷神谷為吉／（奥書）（芝井）新田戸長佐久間代輔→
　武田哲次郎殿

（地所売買地券書換願綴）

地所費買地券御書換願（売主芝井新田伊藤為助、買主
　武田哲次郎）　　（芝井新田）村戸長佐久問代輔擁愛知
　縣令安場保和殿

（森津新田地券証書受取りにつき請書）
　武田哲次郎外6名→愛知縣令鷲尾隆聚殿

地券証御書換願（売主二井利左衛門、買主武田哲次郎）
　森津新田村用係佐藤民輔→愛知縣令安場保和殿

地券証御書換願（売主二井利左衛門、買主武田哲次郎）
　森津新田村用係佐藤民輔ゆ愛知縣令安場保和殿

地券証御書換願（売主二井与吉、買主武田哲次郎）
　森津新田村用係佐藤民輔→愛知縣令安場保和殿

地券証御書換願（売主二井与吉、買主佐藤円九郎）
　森津新田村用係佐藤民輔→愛知縣令安場保和殿

（地引帳名前御書換願綴）

地引帳名前御書換願（田地売買につき〉
　郡桑名今一色売主二井利左衛門、愛知郡熱田木ノ芽町買
　主小貝謹三郎、森津新田買主武田哲次郎外1名→愛知縣令
　安場保和殿

地引帳名前御書換願　伊勢国桑名郡桑名今一色売王二井
　利左衛門、森津村買主武田哲次郎、同村買王佐藤円九郎
　外1名ゆ愛知縣令安場保和殿

地引帳名前御書換願　伊勢国桑名郡桑名今一色売王二井
　利左衛門、森津村買主武田哲次郎外1名ゆ愛知縣令安場保
　和殿

委任状（稲吉新田所有地売渡につき登記委任）
　郡熱田木ノ芽町買主小貝謹三郎

地引帳名前御書換願　伊勢国桑名郡桑名今一色売王二井
　利左衛門、愛知郡熱田木ノ芽町買主小貝謹三郎、森津村

3口にて代金 慶応元年丑12月 竪継紙・1通

同村加判証人 紙付）

九郎、惣右衛

き金子受取） 慶応2年寅3月 横切紙・1通

ヨ武田哲治郎

分口地壱口・ 明治3年午3月 竪継紙・1通

頁証人熊谷猪三 通一折）

ヨ哲次郎殿

O両および手 明治3年午3月 竪紙・1通
翼哲次郎殿

分口地一口質 （明治3年ヵ）午8月 堅紙・1通
面書換え願）

βゆ安井喜一様

勺・金370円） 明治12年卯2月5日 竪紙・1通／
色罫紙）

反7畝21歩・ 明治12年2月24日 竪紙・1通
ζ六句町九十六
藁佐久間代輔→

半・6冊一綴

藤為助、買主 明治12年5月 半・1冊く19丁
㌧問代輔擁愛知

森津新田戸長 明治6年10月 半・1冊＜3丁

一武田哲次郎） 半・1冊＜2丁
ロ殿

一武田哲次郎） 明治10年8月 半・1冊＜4丁
ロ殿

武田哲次郎） 明治10年3月 半・1冊くllT
日殿

佐藤円九郎） 明治10年8月 半・1冊くll1
ロ殿

（明治11～21年） 半・5冊一綴

伊勢国桑名 明治ll年 半・1冊く4〕

田木ノ芽町買 （青色罫紙）

1名→愛知縣令

翼一色売主二井 明治11年 半・1冊＜10〕

主佐藤円九郎

一色売主二井 明治ll年 半・1冊く3丁＞

肇知縣令安場保

委任）　愛知 明治21年5月 半・1冊＜2丁
（青色罫紙）

㌧一色売主二井 明治11年 半・！冊＜4丁＞

三郎、森津村

1通（包

1通／（2

1通／（朱

1203

1330

1228－1

1228－2

1418

1236

1237

0679

06ア9－1

0679－2

0679－3－1

0679－3－2

0679－3－3

0679－3－4

0677

0677－1

0677－2

0677－3

0677－4

0677－5
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家／土地／譲渡

買主武田哲次郎外1名→愛知縣令安場保和殿

地所費渡指定証　伊勢国三重郡塩濱村伊藤吉左衛門、同良
　吉→足立太郎曽殿、小貝謹三郎殿、武田哲次郎殿

地所費渡証書　伊勢国三重郡塩濱村売主伊藤吉左衛門、証
　人伊藤吉左衛門→森津村武田哲次郎殿

地所費渡証書　伊勢国三重郡塩濱村伊藤岩太郎、保証人伊
　藤吉左衛門→名古屋栄町足立太郎曽殿

地所賞渡証書　伊勢国三重郡塩濱村酒井幸兵衛、同村伊藤
　岩太郎、保証人伊藤吉左衛門→熱田駅木挽町小貝謹三郎
　殿

（地所分裂二付地券書換願綴）

地所売渡証券（加稲九郎治新田1反8畝21歩
　海西郡六条新田地所売渡人加藤直四郎、同新田保証人加
　藤治右衛門／（奥書）右村戸長黒宮三郎右衛門→同郡森
　津新田武田銑次郎殿　　（端に朱筆「第五拾号」とあり）

地所売渡証券（三好新田9反1畝19歩・
　海西郡六条新田地所売渡人加藤治右衛門、同新田保証人
　加藤直四郎→同郡森津新田武田銃次郎殿
　「第四拾九号」とあり）

地所売渡二付約定証（森津村田畑・代金113円うち33
　円受取）　森津村地所売主飯田半左衛門、保証人佐藤伊
　三郎・佐藤民輔→武田銑次郎殿

地所永代売渡証券（森津村計2反3畝15歩・代金ll3円）
　海西郡森津村廿壱番屋敷地所売主飯田さミ、同村廿九番
　屋敷佐藤伊三郎ゆ森津村武田銑次郎殿

地所売渡証券（森津村字與蔵山荒地3畝20歩・代価金1
　円83銭）　愛知郡森津村売渡人武田誠一、同郡同村同服
　部次郎、同郡同村同服部円助、同郡中山新田同野村元七
　→武田誠一殿　　（宛先直前に朱筆「森津村地所登記第拾
　弐号」とあり）

地所売渡証券（加稲九郎治新田宅地田畑計4筆
　25円）　右売地王海西郡加稲九郎治新田弐番戸佐藤宗五
　郎、同郡六条新田八十弐番戸加藤直四郎、同郡加稲新田
・十八番戸佐藤孫右衛門、伊勢国桑名郡又木村廿番戸佐藤
　金三郎→海西郡森津新田武田誠一殿
　「加稲九郎治新田地所登記第八号」とあり）

地所売渡証券（稲吉新田田畑八筆・代金145円）
　張国愛知郡熱田木ノ免町地所売渡人小貝謹三郎→海西郡
　森津村武田誠一殿　　（差出記載直後に朱筆「稲吉新田地
　所登記第五号」とあり）

地所売渡証（三好新田田2畝28歩・代金12円余）
　ヶ地新田八拾四番戸売渡人大野米作、右後見人同村四拾
　番戸宮崎十郎二、狐地新田廿壱番戸保証人荒尾光太郎、
　同村四拾弐番戸大野米作親戚佐野俵八、同村四拾三番戸
　同上折吉俊二→尾張国海西郡森津村五拾三番戸武田誠一
　郎殿

地所売買二付登記済証御下附願（登記済印あり）
　国海西郡森津村五十三番戸武田誠一→桿場登記所御中

桑名町北魚町地所建物買受書類

記（酒代金ほか勘定）　橘屋→武田誠一様

（明治24年度地方税地租割追加金14銭9厘領収）

左衛門、同良
て郎殿

明治12年12月 ￥・1冊〈11丁＞ 0690，

吉左衛門、証 明治12年12月20日 美・1冊く4丁＞ 0691

郎、保証人伊 明治13年1月 美・1冊く6丁＞ 0692

衛、同村伊藤 明治13年1月 美・1冊く8丁＞ 0693
町小貝謹三郎

明治14年6月 半・1綴く42丁＞ 0680

代金90円〉 明治16年ll月12日／ 竪紙・王通’ 1238
新田保証人加 （奥書同）

漸門→同郡森
」とあり）

代金410円） 明治16年11月12日 竪紙・1通 1239
司新田保証人

（端に朱筆

13円うち33 明治20年3月3日 竪紙・1通 4241
保証人佐藤伊

代金ll3円） 明治20年 竪継紙・1通／1240
同村廿九番 （懸紙付）

歩・代価金1 明治21年5月23日 竪紙・1通 1242
司郡同村同服
H同野村元七
出所登記第拾

計4筆・代金 明治21年7月5日 竪継紙・1通 1244
番戸佐藤宗五
同郡加稲新田
寸廿番戸佐藤
杢出上に朱筆

45円）　尾 明治21年9月15日 半・1冊く2丁＞／ 1243
三郎→海西郡 （小豆色罫紙）

「稲吉新田地

円余）　鳥 明治22年9月5日 竪継紙・1通 1245
見人同村四拾
荒尾光太郎、
す四拾三番戸
番戸武田誠一

あり）　尾張 明治21年10月13日 半・1冊〈3丁＞／ 0663－5
1己所御中 （7冊一綴）／（青

色罫紙）

明治24年9月28日 袋（8点入） 噂290

4月6日 巻紙・1通 1290－1

夏収）　桑名 明治25年1月14日 小切紙・1通／（4 1290－2－1
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家／土地／譲渡

　町収入役小川鉾→武田誠一殿
　役場へ納者受取書在中」とあるが、内容違いもあり）

（明治24年度後半年分宅地租附加町費3円70銭9厘領収）
　桑名町収入役小川鐸→武田誠一殿

（明治24年度後期地方税地租割追加金32銭4厘領収）
　桑名町収入役小川鐸→伊藤栄次郎殿

（明治25年度前半年分地租地租3円77銭9厘領収）
　桑名町収入役小川鐸→武田誠一殿

口述（帰り次第返事する旨書状）
　佐藤様

（父留守により返事遅滞の旨書状）
　八より→武田様、佐藤様

（帰り次第参殿する旨書状）　白木宗八、伊藤ますより
　→武田様、佐藤様

（先方へ掛合につき返事次第の旨書状）
　木宗八ゆ武田誠一様、佐藤民助様

（栄次郎家内死亡取込につき片付次第返答の旨書状）
　白木宗八→武田誠一様、佐藤民輔様

（先方留守につき帰宅次第面談の旨書状）
　武田誠一様

（山分村上君留守につき書状）
　藤村大字森須村武田誠一様

（地所売却方種々奔走の件葉書）
　宗八より→愛知縣海西大藤村大字森津村武田誠一様

（地所売却方お尋ねにつき近日中売却の旨書状）
　木宗八、伊藤ますより→武田誠一様

（惣坪数ほか覚）

（明地67坪余代金などより元金・利子差引覚ほか）

証（桑名町伊藤栄次郎屋敷借用につき返却取り決め）

記（障子・押入戸ほか本数・代金書上）

（地所売買証券写しほか）

記（宿料・酒ほか代金受取）　橘屋→武田様

キ（天井二問・かすかいほか代金受取）
　武田様

仮記（地所家屋売買につき町内規約による分一金6円
　受納）　大字北魚町総代野間角蔵→武田誠一殿

（桑名町大字北魚町地所・宅地売渡一件書類綴）
　（売渡人伊勢県桑名郡北魚町伊藤栄次郎）→（森津武田誠
　一殿）

差入申一札（鎌島新田本田の内請作証文控）
　田請作人惣代彦助・新右衛門・清兵衛・周吉
　加藤五左衛門殿

武田誠一殿分 点封筒入）

もあり）

）銭9厘領収） 明治25年1月21日 小切紙・1通 1290－2－2

銭4厘領収） 明治24年10月1日 小切紙・1通 1290－2－3

領収） 明治25年7月22日、 小切紙・王通 1290－2－4

捧八→武田様、 8月12日 小切紙・ま通／（91290－3－1

点封筒入）

ます、白木宗 8月14日 巻紙・1通 1290－3－2

昇藤ますより 8月13日 巻紙・1通 1290－3－3

昇藤ます、白 9月15日 小切紙・1通 1290－3－4

峯の旨書状） 8月12日 巻紙・1通 1290－3－5

白木宗八→ 4月4日 巻紙・1通 1290－3－6

ヨ木宗八→大 4月13日 横切紙・1通 1290－3－7

奇通、白木屋 （明治24年）5月31日 葉書・1通 1290－3－8

誠一様

書状）　白 明治24年6月6日 横切紙・2通（封 1290－3－9－1

筒入）／（4点こ
より括り）

竪紙・1通 1290－3－9－2

覚ほか） 巻紙・1通 1290－3－9－3

取り決め） 明治24年 竪紙・1通／（青 葉290－3－9－4

色罫紙）

横折紙・1通 1290－4

巻紙・1通 1290－5

乗・佐藤様 巻紙・1通 1290－6

大工佐吉→ 2月19日 横切紙・1通 1290－7

る分一金6円 明治25年4月6日 小切紙・1通 1290－8
・殿

件書類綴） 明治24年 半・一綴く22丁＞ 1291
（森津武田誠

空）　鎌島新 12月 竪紙・1通 1417
吉・小兵衛→

一171一



家／地主／丸山葭野新開　稲荷外新開　新田経営

地　主

丸山葭野新開

辰年丸山二付江戸衆御吟味付入用井葭野代取立割符帳
　（控）

（勢州加路戸川地先丸山葭野新開一件書類）

（勢州和泉新田彦兵衛ら出願の丸山葭野新開許可をめ
　ぐる吟味記録控〉　服部市兵衛、武田沢右衛門

丸山一件拍（丸山新開取立につき）

質流相渡し申葭論証文之事（丸山5反歩質物にて借用
　金150両請返不可能につき）　勢州桑名郡和泉新田葭
　輪渡主留田才兵衛外2名→武田沢右衛門御取次

（勢州和泉新田彦兵衛ら出願の丸山葭野新開記録）
　尾州海西郡平嶋村市兵衛、尾州海西郡森津村武田沢右衛
　門

覚（丸山葭御年貢代金書上）
　武田沢右衛門殿、服部市兵衛殿

和泉新田庄屋喜左衛門→

天明4年12月 横長半・1冊く6丁＞ 0479

半・4冊一綴 0669

天明4年 半・1冊〈40丁＞ 0669－1

半・i冊＜4丁〉 0669－2

安永6年酉12月 半・1冊〈5丁＞ 0669－3

辰4月 半・1冊〈6丁＞ 0669－4

辰極月 横折紙・1通／（4 0995－1

通一綴）

稲荷外新開

御請一札之事（勢州老松新田外猿尾の儀新開差障なき
　につき）　尾州海西郡森津輪中惣代森津新田長平→御見
　分御役人中

乍恐奉願上候御事（稲荷外野新開願、絵図面共）
　田沢右衛門ゆ岡勝右衛門

乍恐往々奉願上候（稲荷外野新開願）
　沢右衛門→岡勝右衛門様御陣屋

（稲荷外野新開地につき願、図共）

乍恐御内願申上候御事（稲吉と寛延新田の間川新開願）
　海西郡稲吉新田地王頭森津新田武田沢右衛門／（奥書）
　右地所控主芝井新田佐久間善兵衛外4名

乍恐往々奉願上候（稲荷新田外新開願）
　田沢右衛門

乍恐再奉願上候御事（稲荷新田堤外野新開願）
　新田武田沢右衛門、稲荷新田庄屋利兵衛・
　衛門様御陣屋

乍恐御内願奉申上候御事（稲荷新田堤外野新開願）
　森津新田武田沢右衛門

（稲荷新田堤外野新開願書）

乍恐願上候御事（稲荷新田堤外野新開願）
　武田沢右衛門→岡勝右衛門殿

新開差障なき 天保5午年5月 竪紙・1通／（10 0626－1

新田長平→御見 点一綴）

図面共）　武 （文化6年）巳3月 半・1冊〈4丁＞ 0626－2

森津新田武田 文化9年申9月 半・1冊＜2丁＞ 0626－3

半・1冊く2丁＞ 0626－4

う間川新開願） 12月 半・1冊〈2丁＞ 0626－5
衛門／（奥書）

森津新田武 文化9年申9月 半・1冊〈2丁＞ 0626－6

開願）　森津 （文化6年）巳6月 半・1冊く4丁＞ 0626－7
善之→岡勝右

外野新開願） 申9月 半・1冊＜2丁＞ 0626－8

竪紙・1通 0626－9

）　森津新田 （文化6年）巳3月 半・1冊（2丁） 0626－10

新田経営

謹文之事（新田取立許可につき取決め証文）　林又左 寛延3午年4月 竪継紙・1通
衛門・水野伴左衛門代山田杢右衛門・小林佐左衛門、地
方目付河野猪左衛門・薗田利左衛門、山方野方奉行鬼頭
伝太夫、濃州郡奉行土岐市右衛門、杁奉行鳥居覚右衛門、

1342
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家／地主／取米　小作争議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営／金銭出納（全体）

　大代官浅井茂左衛門→海東郡福田新田西川甚兵衛殿

亥年寛延新田御年貢取立帳　持主沢右衛門

免定（海西郡稲元新田分写）　住少属

免定（海西郡稲荷新田分写）
　田）庄屋・組頭・惣百姓

（新開下用金・普請金取集帳）
　田哲次郎殿外9名

川原閾芝井両村取立帳

他邨掟地反別帳（第弐号鎌嶋分）

川原闘芝井鎌島三箇村取立帳

川原芝井鎌島三個村取立帳

川原欠芝井鎌島三箇村取立帳

覚（芝井新田分草11貫目上納）
　間右馬之助→御惣代衆中様

取米

武田反掟三口通改帳

本郷通作徳米納方

取米覚（各人出分毎米石高勘定書）（前欠〉　武左衛門
　→沢右衛門殿

小作争議

森津永小作権被告叢米請求原舗訟賃計嗣明治32年7月より同33横長半1冊，9丁＞1336

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年7月

　　経　営

金銭出納（全体）

≡兵衛殿

宝暦5年霜月 横長半・1冊〈3丁＞ 048葉

明治4年未H月 竪切継紙・1通 1092

（海西郡稲荷新 明治4年未11月 竪切継紙・1通 1093

副戸長介ゆ武 明治7年4月15日 半・1冊＜5丁＞／ 0663－7

（7冊一綴）／（黒
色罫紙）

明治12年 横長半・1冊＜9丁＞ 0446

明治13年 横半列・1冊く55 0790
丁＞

明治13年 横長半・！冊く10 0447
丁＞

明治14年 横長半・1冊く10 0448
丁＞

明治16年 横長半・1冊＜13 0449
丁＞

新田庄屋佐久 丑5月 竪紙・1通 1100

文化3年寅12月 横長半・1冊〈7丁＞ 0396

文化4年卯12月 横長半・1冊く3丁＞ 0398－2

／（2点一綴）

極月25日 横切継紙・1通 1447

り同33 横長半・1冊く9丁＞ 1336

入費年々金額表

別途金年々出納表

当座借貸及諸取替覚帳　武田勘定場

諸地方・米償・金子借貸工付出納帳（控）　武田

大福帳（明治17～19年度米価・入金・返済金など）
　武田銃次郎信近

明治元年～15年

明治4年～20年

明治16年7月（～明治
26年）

明治16年7月第1日ヨリ
（明治17年）

明治17年6月吉辰（～
明薯台19年）

半・1冊〈22丁＞

半・1冊〈34丁＞／
（武田所用罫紙）

横半列・1冊〈79
丁＞

横半半折・1冊＜34
丁〉

横半列・1冊＜ll8
丁＞

0600

0599

0788

0802

0792
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（江戸） 横長半・一綴く18
丁〉

1331

家／経営／金銭貸借

（地所請戻金・道具類売立勘定世話関係書類綴）

金銭貸借

入主金主幸助、 明和7年寅12月／（奥 竪継紙・1通 1158
主屋沢右衛門 書）安永6年酉4月差出
穀

吻に書入、金 安永6年酉6月 竪継紙・1通 1416
彦兵衛外4名一・

門手代渡辺忠 安永6年酉8月 竪紙・1通 1137
種六郎右衛門

芽入〉　金借 天明4年辰11月 竪紙・i通 1164
衛→森津新田

古屋本町駒屋 享和2年戌3月 竪紙・1通（包紙 1”5
彰門殿 付）

十口割の内） 享和2年戌4月 竪紙・1通 1166
司所証人円蔵、

満証人西河甚

分の壱書入） 文化5年辰12月 竪紙・1通 1167
七郎、河原欠
→武田沢右衛

森津新田金 文化13年子2月 竪紙・1通（包紙 1168
左衛門殿　御 付）

書入）　弥三 天保元年寅12月 竪紙・1通／（2通 1173－2

殺 一折）

弄田金借り主七 嘉永5子年9月 竪紙・1通 1118
三郎→武田沢

1借主勘七、謹 嘉永6年丑12月 竪紙・1通（包紙 1117
付）

蹴難僅 安政4年巳2月 竪紙・1通（包紙
付）

1197

己衛門・久五郎

にて金456両 安政6年未正月 竪継紙・1通 1198
龍吉／（奥書）

台郎右衛門殿

嘉兵衛壱口） 文久元年酉12月 竪紙・1通（包紙 1199
右衛門、同所 付）

く郎殿御取次

伊藤孫左衛門、 文久2年戌正月 竪紙・1通（包紙 1119
付）

E丹七、謹人栄文久2年戌正月 竪紙・1通（包紙 鋼21
付）

日伊藤庄右衛門，文久2年戌7月 竪紙・1通 1122

以質物借用申金子事（金2両）　屋敷書入1
　証人宇平治・忠蔵・藤左衛門→森津新田庄
　殿／（奥書）森津新田村庄屋武田沢右衛門殿

覚（勢州桑名郡長地附新田田畑1町歩質物
　54両借用証文）　和泉新田田地渡主冨田彦
　尾州森津竹田沢右衛門様

借用申金之事（金IOO両）　千種六郎右衛
　三郎、竹中重五郎、加藤三治／（奥書）千
　→武田沢右衛門殿

借用申金子之事（稲荷新田下作地質物に需
　り主大野新田友八、稲荷新田庄屋請人溝兵
　武田沢右衛門殿

請取申謹文金子一札之事（金30両）　名i
　源兵衛、謹人内田了甫→森津新田武田沢右衛

質地相渡申田地証文之事（狐地新田森津分
　海西郡森津新田田地渡主武田沢右衛門、同
　同断服部市兵衛、同断佐野治右衛門、地仲1
　助・佐野才兵衛仲佐野新蔵殿

借用申金子之事（下作森津新田口地四1
　河原欠新田金借り主傳三郎森津新田同断丹
　新田証人長左衛門、森津新田組頭久左衛門
　門殿

借用申金子之事（狐地新田森津分質物）
　借主武田沢右衛門、狐地新田庄屋善六→長
　引受

借用申金子之事（家諸道具居屋敷残らず1
　七、九吉、武田沢右衛門ゆ田嶋屋利左衛門屍

借用申金子讃文之事（金45両）　川原欠新
　郎治、竹田新田謹人彦助、右村庄屋倉田祐
　右衛門殿御取次

狐地新旺借用申金子言登文之事（金20両）
　人孫七→武田沢右衛門殿

一札之事（円右衛門下作地を質物に鮒浦村
　門より借金するも円右衛門入用につき質
　札）　右金借主新三郎・半六・平六・与左奪
　ゆ武田沢右衛門殿

借用申金子証来之事（質物森津新田口地
　余）　金借王武田沢右衛門、親類証人樋口
　右（森津新田）地所庄屋武田哲次郎→伊藤塾

借用申金子証文之事（質物森津新田字嘉、
　金借主森津新田清七、証人同断円九郎・惣右
　庄屋武田沢右衛門ゆ大塚與六郎殿、武田哲次良1

借用仕金子之事（金83両2分）　留田一宮李
　伊藤孫十郎→武田哲次郎殿

借用申謹文一札之事（米4石2斗）　米借主
　五郎・清四郎・植九郎→武田殿

借用申金子讃文之事（金35両）　稲元新田

唾74一



家／経営／金銭貸借

→武田哲次郎殿御取次

一札之事（年貢米未進ならびに借用金12両返済方法に
　つき〉　金借主栄三郎、引請人新助・治兵衛→武田哲次

文久3年亥12月 竪紙・1通（包紙
付）

1123

郎殿

乍恐奉願上候御事（上野村重助金子返済遅滞につき） 巳6月 半・1冊＜3丁＞ 1524
尾州御領分海西郡森津村武田沢右衛門→桑名御役所様

請取覚（森津新田の内貴殿拍二十四口の内五口分ほか） 横半半折・1冊く6 1，289

伊藤→武田沢右衛門殿 丁＞

謹書（二分判150両借用）　小貝謹三郎→武田哲次郎様 明治3年午2月 竪紙・1通 1131

借用申金子証文之事（質物居宅家道具・金30円）　金 明治7年7月1日 竪紙・1通 1232
借主伊藤惣七、証人伊藤嘉左衛門／（奥書）副戸長佐藤
民輔→武田哲次郎殿

借用証書（船78石積・74石積各一艘居宅家具質物にて
　金316円）　森津新田借用主伊藤嘉左衛門、同村証人伊

明治8年6月 竪継紙・1通 1233

藤惣七・佐藤治平／（奥書）右邨謝戸長佐藤民輔→武田
哲次郎殿

借用金証券（金30円）　金借り主山田簿左衛門→武田哲 明治9年6月27日 竪紙・1通 1234
次郎殿

地所書入借用金証券（金1500両狐地新田所有地担保）
　愛知郡熱田木之芽町右金借用人小貝誰三郎、森津新田金

明治13年辰1月16日 美大・1冊〈3丁＞／
（8点一綴）

0850－1

借人武田哲次郎、保証人佐藤民輔→海西郡神戸新田神戸
分左衛門殿

地券書入借用金証券　海西郡森津村五十三番邸金借用主 明治13年12月19日 美・1冊く2丁＞ 0850－2
武田哲次郎、熱田木之芽町保証人小貝謹三郎／（奥書）
愛知県海西郡森津村戸長佐藤民輔ゆ加藤仙之助殿

地所書入借用金証券　愛知県海西郡森津村五＋三番屋敷萌治13年3月11日
　金借主武田哲次郎、愛知郡木之免町保証人小貝謹三郎／
　（奥書）愛傭県海西郡森津村戸長佐藤民輔→名古屋区杉ノ

美・1冊＜2丁＞／
（赤色罫紙）

0850－3

町金森弥三郎殿

地所書入借用金証券　海西郡森津村五拾三番地金借主武 明治13年4月1日 美・1冊く2丁＞／ 0850－4
田哲次郎、狐地新田荒尾長治郎／（奥書）海西郡狐地新 （赤色罫紙）

田戸長荒尾長兵衛→海西郡鰍浦村服部信成殿

地所書入借用金証券　海西郡森津新田右借周本人→海西
　郡神戸新田村神戸分左衛門殿

明治13年1月 半・1冊＜3丁＞ 0850－5

地券仕出帳（書損じにつき地券の控）　右地主 半・1冊く7丁＞ 0850－6

地券仕出帳　右地主武田哲次郎、同断小貝謹三郎、戸長荒
　尾長兵衛

明治13年1月16日 半・1冊＜6丁＞／
（青色罫紙）

0850－7

地券書入借用金証券　海西郡森津村五十三番邸金借用主
　武田哲次郎、愛知郡熱田木ノ芽町百三十五番邸保証人小
　貝謳三郎ゆ加藤仙之助殿

明治13年12月19日 半・1冊く2丁＞ 0850－8

記（金195円受取）　加藤省→武田哲次郎殿 明治15年巳6月28日 竪紙・1通 1132

仮受取証（金1円余）　海西郡森津村神部田助→森津武田
　誠一殿

明治21年4月16日 竪紙・！通／（青
色罫紙）

1138

（金子出入の件につき書状）　太郎兵衛→沢右衛門様 11月20日 横切紙・1通 1407

（借用金返済に関する書状）　→武田沢右衛門様 2月5日 横切継紙・1通 1406

他村米金貸渡証書 袋（10通入） 0831

預金証券（金10円）　海西郡稲元新田三拾番戸金預主宮
　田勇治郎→海西郡森津村武田誠一殿

年3月5日 横切紙・1通 Q831－1
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竪紙・三通（包紙 0831－2
入）

5日 竪紙・1通 0831－3

竪紙・1通（勉紙 0831－4
入）

28日 竪紙・1通 083歪一5

竪紙・王通（包紙 0831－6
入）

竪紙・1通（包紙 0831－7
入）

竪紙・1通（包紙 0831－8
入）

竪紙・1通 083葉一9

半・1冊＜2丁＞ 0831－10

明治10年丑2月

明治18年酉5月15

慶応2年寅4月

明治13年辰12月2

安政6年未2月

文久3年戌正月

明治6年12月22日

明治21年5月31日

明治19年4月12日

家／経営／金銭貸借（足立）

地所書入借用証文之事（金15円）　第六大区廿二区海西
　郡芝井新田金借主村瀬延十郎、証人1名→武田哲治郎殿

肥料借用証券（金9円余）　海西郡狐地新田作人借り主
　伊藤安三郎外証人2名→森津新田武田銚治郎殿支配人加藤
　留八殿

借用申金子証文之事（金15両）　借用主稲吉新田与左衛
　門、狐地新田甚蔵、当村与六・孫七→森津新田円九郎殿

年賦金証券（金15円）　狐地新田弁償人横井孫三郎→武
　田哲治郎殿

借用申金子証文之事（金3両）　狐地新田金借主治右衛
　門外1名→森津新田武田沢右衛門様

借用申金子証文之事（金7両3分余）　狐地新田金借主
　安三郎、親類証人佐五郎、市江分支配人証人留八→武田
　沢右衛門殿御取次

金子借証券（金50円）　狐地新田借用主伊藤安三郎・荒
　尾甚蔵、親類証人伊藤佐五郎→佐藤円九郎殿／（奥書）
　戸長武田哲次郎

金借用証（金5円）　狐地新田金借用主加藤留八→武田誠
　一殿

肥金借用金添証（元金40両）　狐地新田森津分村方惣代
　加藤留八外3名→武田銃治郎殿

金銭貸借（足立）

引書類 （明治16～19年〉 袋（31点入） 1378

巻紙・1通 1378－1

守随□之助 8月29日 巻紙・1通（釣筒 1378－2
入）

ど覚） （明治4～5年〉 竪切紙・1通／1378－3

（青色罫紙）

小切紙・1通 1378－4

（明治）18年6月23日 横継紙・1通 1378－5

（明治）19年7月 横切紙・1通 1378－6

巻紙・1通 1378－7

巻紙・1通 1378－8

巻紙・1通 1378－9

（明治）16年5月5日 小切紙・1通 1378－10

巻紙・1通 1378－11

横折紙・1通 1378－12

武田銑次郎→ 明治16年10月16日 竪紙・1通 1378－13

巻紙・1通 1378－14

小切紙・1通 1378－15

明治十六年已降足立借用金受取書井諸差弓

（元金・利金返済の覚）

（金80円返却につき記帳した旨など書状）
　→武田誠一様

（守随が東京では足立と名乗っている旨な

森津取替金利子延滞

記（元金・利子皆済勘定）　足立→武田様

記（元金・利子金受取）　足立→武田様

記（帯代など書上）　→武田様

（森津へ取替分勘定）

（送金・運賃・集代など覚）

記（元金・利子金受取）　足立→武田様

（武田へ取替分金銭覚）

（森津へ取替分代金勘定）

金子借用証券（金115円）　海西郡森津村
　足立太郎曽殿　　（裏面使用）

（利子勘定）

（利子勘定）
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家／経営／金融講

記（元金・利子金受取）　足立ゆ武田様

記（元金・利子金受取）　足立→武田様

請取証（取替金あ内金50円受取）　足立→武田様

記（米五俵車力・下駄代など88銭書上）

記（元金・利金勘定）　足立→武田様

（村方借金利子金受取につき書状）
　誠一様

記（利子金勘定および受取）　足立→武田様

請取之証（貸金の内金80円受取）　足立ゆ武田様

記（5・6月分銀行利子11円受取）　足立→武田様

足立差引

記（呉服物代金勘定および受取）
　武田沢右衛門様

記（かんてん代など代金勘定）　足立→武田様

（操出地代など勘定）

記（蝋燭代など代金勘定につき書状）

記（借金書上）

受取之証（貸金の内金200円受取）

森津江取替（代金合計）

記（元傘・利金勘定）　足立→武田様

記（元金・利金勘定および利子金受取）
　様

金融講

御融通講月掛之通　御掛所元方ゆ森津新田武田沢右衛門

（諸講中文書）（袋書には管刹肝煎講用とある）

肝煎講中入費帳

（別院講金15円受取につき書状）　二井与吉→武田誠一
　様

御再建（金2朱）　森津村北組女人講中

積金講仕方書　別院輪番足田秀舎）同肝煎中、同世話方中
　→武田誠一様

（綿入料など受取）　下間大蔵・井上要人ゆ武田沢右衛門一

（御本山金100疋ほか金銭書上）

（明治）16年5月20日 小切紙・1通 葉378－16

（明治）16年5月9日 小切紙・1通 1378－17

武田様 （明治）17年2月29日 巻紙・1通／（青 1378－18
色罫紙）

足立 3月6日 小切紙・1通／1378一葉9
（青色罫紙）

（明治）18年2月 横切継紙・1通 1378－20

太郎曽→武田 12月26日 横切継紙・1通 1378－21

策 4月4日 横切継紙・1通 1378－22

武田様 （明治）17年2月3日 小切紙・1通 1378－23

武田様 （明治）16年6月23日 小切紙・1通 1378－24

横切紙・1通／（4 1378－25－1

点こより括り）

甚助、宗七→ （明治）16年3月30日 横折紙・i通 1378－25－2

ヨ様 （明治）16年8月2日 横切継紙・1通 1378－25－3

小切紙・1通 1378－25－4

．立→武田様 （明治）17年4月i7日 横切継紙・1通1378－26
（封筒入）／（青
色罫紙）

横切継紙・1通 1378－27

→武田殿 （明治）17年2月12日 竪切紙・1通 1378－28

横折紙・1通 1378－29

（明治）17年3月1日 横切継紙・1通 1378－30

足立→武田 （明治）17年5月27日 横切継紙・1通 1378－31

横長美・1冊＜35 0553
丁＞

月治ll年 袋（8点入） 0824

明治11年ヨリ（～M年） 横長半・1冊〈5丁＞ 0824－1

10月1日 横切継紙・1通 0824－2

小切紙・1通 0824－3

10月1日 横切継紙（版）1 0824－4

通

ヂ3月ll日 横切紙・1通 0824－5

小切紙・1通 0824－7
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家／諸務

（伊勢国支局設立につき世話係依頼）　真利寳會→武田
　哲治郎殿

堪忍講勘定帳　与蔵山勘右衛門

金主方江金子割符請取帳　武田沢右衛門

記（御本山月調達足利5円収納）　桑名別院嘉所ゆ尾州
　森津新田武田哲次郎殿

覚（地主方収納年貢米35石貴殿へ送付の旨）　稲元新
　田百姓惣代新三郎・新右衛門／（奥書）庄屋山口長三郎
　→武田哲次郎殿

明治15年1月5日 小切紙・1通 0824－8

文化5年辰12月9日 横長半・1冊く11 0486
丁＞

享和2年戌4月 横長美・1冊〈7丁＞ 0851

卯2月27日 小切紙・1通 0824－6

文久2年戌7月 竪紙・1通 1120

　　　諸務（庄屋・支配人関係文書を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一御上納物御請取書付入

覚（酒代金書上）　銭屋惣兵衛→武田沢右衛門様

（15日に出馬の際には御供したい旨書状）　鎌治郎→武
　哲治郎様

おぼへ（米2斗1升3合受取）　熊野屋源助印（桑名・熊源）
　→武田沢右衛門様

口上（かけ物5匁を宇佐美へ遣わすにつき）　善八一φ
　武田様

（大宮御神前大々御神楽執行につき知らせ）　熱田権
　宮司馬場家執事役→庄屋御衆中

（諸金銭覚）

覚（品代銀1匁7分受取）　浅右衛門→武田様

覚（たい・酒ほか代金書上）

覚（黒紬など呉服代金舜取）　糸屋弥兵衛→武田沢右衛
　門様

覚（代銀3匁余書上）　か見屋半助→武田沢右衛門様

舎則（寄宿舎の規則）　大阪英語學校

覚（絹糸など代銀書上）　かみや幸七→武田沢右衛門様

（白米政九郎取替高覚）（前欠）　利左衛門→武沢右衛門
　様

（相撲勝敗覚）

（今日中に元利支払または手附流れの撰択返答願）
　宇佐美孫左衛門→武田哲次郎様

（砂子方道具に関する書状）　西川忠兵衛→随行寺様

（作徳米積送り受取につき書状）　いとう太兵衛、十平
　ゆ武田沢右衛門様

覚（金銭勘定）　万や善八→武田様

（井伊大老などより大地震難渋者御救小屋設置につき
　仰渡）

弘化元辰年ヨリ 袋（35点入） 1503

午正月15日 巻紙・1通 1503－1

7月13日 巻紙・1通 1503－2

正月13日 竪切紙・1通 1503－3

7月13日 巻紙・1通 1503－4

丑3月 横切紙（版）／ ≦503－5
1通

（明治） 巻紙・1通 1503－6

辰7月 巻紙・1通 1503－7

巻紙・1通 蓬503－8

辰7月18日 巻紙・1通 1503－9

寅7月 小切紙・1通 1503－10

明治10年1月刊行 版本・1冊く5丁＞ 1503－11

（寅）とら7月 巻紙・1通 1503－12

午正月 巻紙・1通 1503－13

横切紙（版）　1 1503－14
通

7月10日 横切継紙・1通 1503－15

3月10日 竪継紙・i通 1503－16

11月26日 竪継紙・1通 1503－17

午12月 横長半・1冊〈5丁＞ 1503－18

巻紙・1通 1503－19
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家／親族

狐地明治十六年分村費

（金子別紙の通り受取につき書状）　伊藤弥三郎→武田
　哲次郎様

東京旅行日記（守随宅訪問）

中山新田初四箇村悪水成功式録（武田家準備担当）

（武田家雑記綴）

（隠居様病気養生かなわず逝去につきお悔やみ書状〉 6月11日 巻紙・1通 1503－20
與兵衛→武田沢右衛門様、同哲次郎様

（狐地米など入手につき書状）　二井→武田様 3月1日 巻紙・1通 1503－211

覚（いかなど代金書上）　魚屋甚四郎ゆ武田沢右衛門様 丑3月 巻紙・1通 1503－22

（三稲普請近々片付につき出張する旨など書状）　吉 7月29日 巻紙・1通 1503－23
田平左衛門→武田哲次郎様

（人名・合計人数・米高） 横長半・1冊＜2丁＞ 葉503－24

（田嶋屋利左衛門米差引勘定受取など） 巻紙・4通（紐結 1503－25
び）

（柚井村源蔵の意向につき書状）　桑名黙堂→武田大御 3月21日 巻紙・1通 1503－26
隠居沢右衛門様

覚（油など代金書上）　水口屋傳吉、代小八→武田沢右 丑7月9日 横長美・1冊〈2丁＞ 1503－27
衛門様

（作徳米・加地子米の受取に関する書状）　田嶋や利左 9月26日 巻紙・1通 1503－28
衛門（勢州桑名田嶋屋）→武田沢右衛門様

覚（御城米より船積分など差引勘定）　勘七→武田沢 酉12月 巻紙・1通 1503－29
右衛門様

覚（金銭書上）　井桁屋久助→竹田沢右衛門様 寅7月27日 小切紙・1通 1503－30

（米船積み廻送依頼の旨など書状）　田1鳴や利左衛門玉2月25日 巻紙・1通 1503－31
（勢州桑名田嶋屋）→武田沢右衛門様

覚（納米1石受取）　佐野治右衛門（松名）ゆ武田沢右衛 午12月23日 巻紙・1通 1503－32
門殿

覚（直し物共糸代など受取）　治助ゆ武田沢右衛門様 午極月 小切紙・1通 1503－33

覚（代金書上）　板屋久八→武田様 午12月23日 巻紙・1通 1503－34

覚（金銭勘定）　九吉→武田様 午12月 巻紙・1通 1503－35

（森津新田武田沢右衛門天明2寅年分・丑年分納金勘定
書付）

丑3月 竪紙・1通／（虫
損）

1463

（森津新田公租・諸懸勘定綴） （明治初年～明治32年） 横長半・一綴＜55 1333
丁＞

狐伽日月シム十点査外＊寺曹 田’ム1久孝F 描具平　　　皿　　’T’ （00／1明治16年

正月23日

明治32年10月9日
16日）

明治19年5月12日

（～

横長半・

横切紙・

横半半折
丁＞

横長半・

横長半・
丁＞

1冊＜8丁＞p884

1通　　，1400

・1冊〈IO　1309

1冊く5丁＞　1335

1冊く490564

親　族

扶持米小使金受　“「（　～明醜年）騨一
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家／信仰

（金子早速遣わしてもらい礼状）　山田傳左衛門→武田 6月30日 横切継紙・1通 1405
様

渡証雑書翰類 袋（5点入） 1286

（金10円50銭受取につき書状）　熱田小貝誰三郎→尾張 8月3日 巻紙・王通（封筒 1286－1

海西郡大藤村大字森津武田誠一様 入）

（昨11日書状拝見につき返書）　諸戸清六ゆ森津武田誠 4月12日 小切紙・1通／（3 1286－2－1

一様 点封筒入）

（依頼状）　金子五郎治→武田様 4月12日 巻紙・1通 1286－2－2

（別紙手紙承知および依頼の書状）　金子→武田様 4月14日 小切紙・1通 1286－2－3

（妊娠帯祝いの件につき書状）　小貝謹三郎→武田誠一 6月30日 横切紙・1通 1286－3

様

（綿入・帯送付の旨依頼状）　龍池清道→武田誠一様 3月12日 横切紙窪通 1286－4

（眼病療治費用などにつき書状）　熱田小貝謳三郎→尾 3月26日 巻紙・1通 1286－5

張海西郡大藤村字森津武田誠一様

信仰

（本山再建につき普請費用借金の件書状）　遠坂渉、大 5月朔日 横切継紙・1通 1075－1

石悠次、藤井中書、長井半弥ゆ木村忠右衛門様、武田沢 （包紙入）

右衛門様

（桑名御坊肝煎役依頼状）　池尾伊織・下問大蔵郷→武 8月13日 横折紙・1通 1075－2

田沢右衛門殿

（武田沢右衛門・木村忠右衛門両人へ桑名御坊在方肝
　入役依頼状）　桑名御坊三ヶ寺→森津新田武田沢右衛門

12月14日 横切継紙・1通 1075－3

様
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