
森津新田／庄屋／年貢／麦代目録　諸役銀など受取

日掛銭（取集帳）　武田沢右衛門 弘化2年巳12月 横長半・1冊〈3丁＞ 0956－2

御役銀諸入用取集帳　武田沢右衛門 嘉永3年戌12月 横長半・1冊く5丁＞ 0957

御役銀諸入用取集帳　武田沢右衛門 嘉永4年亥12月 横長半・1冊く4丁＞ 0958

御役銀諸入用取集帳　武田沢右衛門 嘉永6年丑12月 横長美・1冊＜5丁＞ 0959

御役銀諸入用取集帳　森津新田庄屋 安政3年辰12月 横長半・1冊＜5丁＞ 0960

御役銀諸入用取集帳　森津新田庄屋 安政5年午12月 横長半・1滞く5丁＞ 0961

御役銀諸入用取集帳　森津新田庄屋 安政6年未12月 横長半・1冊＜5丁＞ 0962

御役銀諸入用取集帳　森津新田庄屋 万延元年申12月 横長美・i冊〈5丁＞ 0963

御役銀諸入用取集帳　森津新田庄屋所 文久2年戌12月 横長美・1冊〈5丁＞ 0964

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋所 元治元年子12月 横長半・1冊＜5丁＞ 0965

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋所 慶応元年丑12月 横長半・1冊〈5丁＞ 0966

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋所 慶応2年寅12月 横長半・1冊＜5丁＞ 0967

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋所 慶応3年卯12月 横長半・1冊＜5丁＞ 0968

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋場 明治元年辰12月 横長美・1冊＜5丁＞ 0969

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋所 明治2年巳12月 横長半・1冊く7丁＞ 0970

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋所 明治3年午12月 横長半・1冊＜6丁＞ 0971

御役銀諸入用集帳　森津新田庄屋場 明治4辛未12月 横長半・1冊〈6丁＞ 0972

諸役銀下用米井下用共割合高 半・1冊く10丁＞ 0942

麦代目録

麦代目録（佐屋陣屋受取共）

麦代目録（佐屋陣屋受取共）

麦代目録（佐屋陣屋受取共）

麦代目録（佐屋陣屋受取共）

麦代目録（佐屋陣崖受取共）

麦代目録（佐屋陣屋受取共）

麦代目録

麦代目録

諸役銀など受取

元治元年子12月 半・1冊く3丁
（貼紙あり）

慶応元年丑12月 半・1冊く3丁
（貼紙あり）

慶応2年寅12月 半・1冊く3丁
（貼紙あり）

慶応3年卯12月 半・1冊く2丁
（貼紙あり）

慶応4年辰 半・1冊＜3丁
（貼紙あり）

明治2巳年 半・1冊く2〕
（貼紙あり）

明治3午年 半・1冊〈2丁＞

明治4辛未 半・1冊＜2丁＞

4
　
4
　
4
　
4
　
4
　
4
　
4
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森津新田／庄屋／年貢／年貢舟積差引

　佐屋陣屋→森津新田

（森津新田卯年分佐崖陣屋納代など書上）　→森津新田

（森津新田麦代・伝馬銀受取綴）　佐屋陣屋→森津新田
　村庄屋

（森津新田当巳年伝馬銀受取）　佐屋陣屋一・森津新田

（森津新田当巳年伝馬銀の内受取）　佐屋陣屋→森津新
　田

（森津新田当巳年堤銀受取）　佐屋陣屋楴森津新田

（森津新田当巳年麦代の内受取）　佐屋陣屋→（森津新
　田）庄屋

（森津新田当巳年麦代受取）　佐屋陣屋→（森津新田）
　庄屋

（森津新田当巳年夫銀受取）　佐屋陣屋→森津新田

（森津新田餅米・大豆代など受取）　佐屋出張所→森津
　新田

（森津新田餅米代・大豆代など受取）　→森津

（森津新田米俵数・賃銭内金など受取覚）　→森津新田

（森津新田御払居米など覚）　→森津新田

（森津新田・芝井新田切米書上）（断簡）　森津新田・寛
　延新田

（芝井新田納代など覚）

（稲元・森津新田ほか新田別石高書上）

（森津新田金銭戻り受取）　　（御蔵・日雇頭取締方請取）1

　ゆ森津新田

年貢舟積差引

御年貢舟積差引帳　　（森津新田）

亥歳御年貢船積帳

戌歳御年貢船積帳

酉年御年貢船積帳

戌年御年貢船積帳

亥年御年貢船積帳

子年御年貢船積帳

丑年御年貢船積帳

卯10月

（辰6月ほか）

巳10月

巳6月

巳12月

巳5月

巳6月

「巳2月

午11月

未12月

正月19日

小切紙・1通

小切紙・5点一綴

小切紙
通一綴）

小切紙

・1通／（6

・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

巻紙・1通

小切紙・1通

竪切紙・1通

小切紙・1通

竪切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

天明8年申12月12日 横長美・1冊
丁＞

天保10年12月 横長美大・1冊
丁＞／（2冊一ボ

天保9年12月 横長美大・1器
丁＞

嘉永2年12月 横長半・1冊
丁＞

嘉永3年12月 横長半・1冊
丁＞

嘉永4年12月 横長半・1冊
丁＞

嘉永5年12月 横長半・1冊
丁＞

嘉永6年12月 横長半・1冊
丁＞

1冊く17

1冊く34

1器く32

1冊く38

1冊＜34

1冊く38

1冊＜35

1冊＜36

0985

0978

0992－1

0992－2

0992－3

0992－4

0992－5

0992－6

0986

0984

0991

0988

0994

0987

0993

0990

0374

0043－1

OO43－2

0023

0024

0025

0026

0027
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森津新田／庄屋／諸役／役銀

寅年御年貢船積帳 嘉永7年12月 横長半・1冊く34 0028
丁〉

卯歳御年貢船積帳 安政2年12月 横長半・1冊く34 0029
丁＞

辰歳御年貢船積帳 安政3年12月 横長半・1冊＜35 0030
丁＞

巳年御年貢船積帳 安政4年12月 横長半・1冊く32 0031
丁＞

午歳御年貢船積帳 安政5年12月 横長半・1掃く33 0032
丁＞

未年御年貢船積帳 安政6年12月 横長半・1冊＜32 0033
丁〉

申歳御年貢船積帳 万延元年12月 横長半・1冊く32 0034
丁＞

酉年御年貢舟積帳 文久元年12月 横長半・1冊く32 0035
丁＞

子歳御年貢舟積帳 元治元年12月 横長半・1冊く33 0036
丁＞

寅年御年貢舟積帳 慶応2年12月 横長半・1冊く33 0037－1

丁＞／（2冊一綴）

寅年未進米取立帳 慶応3年卯12月 横長半・1冊＜6丁＞ 0037－2

卯年御年貢船積帳 慶応3年12月 横長半・1冊く33 0038
丁＞

巳年御年貢舟積帳 明治2年12月 横長半・1冊く33 0039
丁＞

午年御年貢舟積帳 明治3年12月 横長半・1冊く30 0040
丁＞

辛未御年貢船積帳 明治4年12月 横長半・1冊く30 0041
丁＞

壬申貢米舟積帳 明治5年12月 横長半・1冊く29 0042
丁＞

役諸

　
銀

　
役
○柳枯草銀

（森津新田分当寅年柳枯草場所改極銀上納割）　上田 享保7年寅11月 横折紙・1通／（4 0995－3
伴右代薗田利左衛門、箕影善左代鈴木武左衛門→（森津） 通一綴）

新田庄屋組頭中

堤柳枯草銀割符 宝暦5年12月 横長美・1冊く9丁〉 0551一摩

／（4点一綴）

堤柳枯草銀割符 宝暦12年午12月 横長美・1冊〈9丁＞ 0551－2

御上納割附（堤柳枯草銀） 天明7年H月24日 横長美・1冊く9丁〉 0551－3

枯草銀割付 横長美・1冊＜4丁＞ 0551－4
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森津新田／庄屋／諸役

巳年枯草集帳

未より年々柳枯草取集帳　森津新田

申より年々柳枯草採集帳　森津新田

子より年々柳枯草取集帳　森津新田

寅より年々柳枯草取集帳　森津新田

柳枯草銀御上納堤問数改拍帳　森津新田庄屋武田沢右衛
　門・同哲次郎、組頭善八、惣代円蔵・兵蔵外3名

○船役銀

御役銀附船数之覚（控）　森津新田庄屋武田猪八、同所
　組頭久左衛門

御役銀不相勤船数之覚（控）　森津新田庄屋武田猪八、
　同所組頭久左衛門

御役銀不相勤船数覚（控）　海西郡森津新田庄屋武田沢
　右衛門、同所与頭善八

海西郡森津新田之内御役銀付船数覚（控）　森津新田
　庄や武田沢右衛門、同所与頭善八

○池川運上

乍恐奉願上候御事（森津新田池川運上金継年季願）
　森津新田庄屋武田沢右衛門、芝井新田庄屋佐久間右馬之
　助、鎌島新田庄屋小八郎→山田貫一郎様御陣屋

乍恐再奉願上候（森津新田池川魚殺生村方請負運上金
　継年季願）　森津新田庄屋武田沢右衛門、芝井新田庄屋
　佐久間右馬之助、鎌島新田庄屋小八郎

乍恐奉願上候（森津新田池川運上金増方受入れにつき
　願）　森津新田庄屋武田沢右衛門、芝井新田庄屋佐久間
　右馬之助、鎌島新田庄屋小八郎→山田貫一郎様御陣屋

乍恐奉願上候御事（森津新田池川運上金従来通り村請
　願）　森津新田庄屋武田哲治郎、芝井新田庄屋佐久間右
　馬之助、鎌島新田庄屋木村小八郎→須加井重五郎様御陣
　屋

○綿布銀

高持人数木綿役書上帳　海西郡森津新田→橘田長七郎様

高持人数木綿役書上帳　海西郡森津新田→橘田長七郎様

○伝馬銀

当伝馬銀取集帳（控）

堤伝馬両役銀御年賦御通（森津新田分）　佐屋陣屋

（森津新田当戌年伝馬銀の内受取）　佐屋陣屋→森津新
　田

Oその他

（森津新田諸上納金銀受取）　橋長七郎代堀田文兵衛・
　同永田喜四郎

天明5年12月 横長半・1冊＜10丁＞ 0356

文政6年11月 横長半・1冊く10 0359－1

丁＞／（2点一綴）

文化9年ll月 横長半・1冊く9丁＞ 0359－2

文政ll年11月 横長美・1冊く14 036葉
丁＞

天保13年ll月 横長半・1冊＜15 0357
丁＞

血一

∫ 安政5年午8月 横長美・1冊＜16 0360
丁＞

舜 文化14年丑ll月 半・1冊＜2丁〉／ 1297－1

（2冊一綴）

、 文化14年丑ll月 半・1冊く3丁＞、 1297－2

尺 安政3年辰ll月 半・1冊く3丁＞／ 1512－1

（2冊…綴）

i嘉永5年子4月 半・1冊〈4丁＞ 1512－2

（安政3年）辰3月 半・1冊〈2丁＞／ 1520－1
ン
｝

（4冊一綴）

壱（安政3年ヵ）辰4月 半・1冊〈2丁＞ 1520－2
識
蓋

男

（安政3年）辰5月 半・1冊く4丁＞ 1520－3

虹
弓 （安政6年）未3月 半・1冊〈2丁＞ 1520－4

一
葦

寛政5年丑8月 半・1冊〈4丁＞ 1510

寛政6年寅8月 半・1冊〈3丁＞ 1511

宝暦7年6月18日 横長半・1冊＜4丁＞ 0405

子6月（朱筆「十一月 横切紙・1通（封 1441
＋五日上納」） 筒入）

戌6月 小切紙・1通 0989

寛政8辰2月 横長半・1冊＜2丁＞ 1313
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辮新田／庄屋／雫彫雫鯖勘定

目懸銭上納請取通（一銭講）

佐屋御支配下両郡村々夫銀高帳　武田

金札御引換上納金割賦集帳（森津新田）
　田）

夫役

夫賃銀一巻

覚（人足賃金の内3両余受取）
　衆中

（森津組代官引受・夫賃金受取）　握屋陣屋

京都夫人足（村々人足数・賃金ほか書付）

（明日上納につき新田別割賦夫賃金割当納入通知）
　当番

（佐屋代官支配分大代官役所引受夫賃金差引金171両余
　上納すべき旨通知）

（海東・森津ほか組別高・田畑・銀書付）

　へ
（森川組御守衛夫入用取替金ほか差引勘定書付）

覚（森津新田当戌年分夫銀受取）
　庄屋

ゆ森津新田’ （弘化2巳年7月5日ん午 横折紙・1通（封 1455
12月19日） 筒入）／（虫損）

慶応3年卯10月 半・1冊〈10丁＞ 0604

庄屋場（武 明治2年巳6月 横長半・1冊〈3丁＞ 0441

隙能年巳9月ヨリ 袋（5点入）

ヨ彦七ゆ御庄屋 （明治2年）巳9月朔日 小切紙・1通

屋 （明治2年）巳9月 小切紙・1通

） 横長半，・1冊

当納入通知） （明治2年）巳9月20日 横長半・1冊

／（3点一綴

豊引金171両余（明治2年）巳9月 竪紙吸通

横長半・1冊

芭書付） （午6月26日） 横長半・1冊

矩屋→森津新田 戌2月 小切紙・・1通

1冊く2丁〉

1冊＜2丁＞

1冊＜2丁＞

1冊〈2丁＞

0826

0826－1

0826－2

0826－3

0826－4－1

0826－4－3

，0826－4－3

0826－5

0979

　　　下　用

下用勘定

卯年免割入用目録帳（下用勘定）　森津新田 明和8年12月 横長半・1認く

巳年御免割目録帳（下用勘定）　海西郡森津新田庄屋武
　田猪八、高持立会内田源兵衛・佐野治右衛門・木村忠右

文政4年12月 横長半・1冊く

衛門・佐野才兵衛　　（明治6隼の書き込みあり）

高懸り物当座覚 天保3辰年 横長半・珊く

／（3冊一綴）

（辰ll月21日会合の諸入用書上）
横長半・1冊く

宗門寄当番諸入用覚帳　　（懸り御役人小川又蔵様、永田
　市蔵様）

天保3辰3月24日下改 横長半・1冊く

下用米（庄屋給・組頭給ほか勘定）
横折紙・1通／
点一綴）

○

寅年村下用帳　森津新田 文化15年正月吉日 横美半折・1欄
丁＞

辰年村下用帳　森津新田 文政3年正月吉日 横美半折・珊
丁＞

未年村下用帳　森津新田 文政3年正月吉日 横美半折・珊
丁＞

1認く5丁＞

1冊〈4丁＞

1冊く5丁＞

1冊く5丁＞

1冊く5丁＞

1通／（4

1冊く48

1冊＜28

1冊く24

2
4
0
4
5
4
0
0
0478－1

0478－2

0478－3

0996－4

0742

0744

0745
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森津新田／庄屋／下用／下用勘定

御年貢御三役銀之外村下用之覚（写）
　田猪八、組頭久左衛門、組百姓円蔵
　郎・伊右衛門→石川小兵衛様御陣屋

巳年村下用帳　森津新田

午歳村下用帳　森津新田

亥年村下用帳　森津新田

卯年村下用帳　森津新田

巳年村下用帳　森津新田

亥年村下用帳　森津新田

辰年村下用帳　森津新田

午年村下用帳　森津新田

未年村下用帳森津新田

申年村下用帳　森津新田
ノ

戌年村下用帳　森津新田

子年村下用帳　（森津新田）

丑年賛下用帳「（森津新田）

寅歳村下用帳　（森津新田）

卯年村下用帳　　（森津新田〉

辰年村下用帳　　（森津新田）

巳年村下用帳　　（森津新田）

午年村下用帳　（森津新田）

未年村下用帳　（森津新田）

申年村下用帳　森津新田

○

村下用時々取集帳　森津新田庄屋所

（写）　森津新田庄屋武 （文政3年）辰正月 半・1冊＜5丁＞ 0674
円蔵・兵蔵、小百姓甚三
蓑屋

文政4年正月吉日 横美半折・1冊＜200743
丁＞

天保5年正月吉日 横美半折・1冊＜300746
丁＞

天保10年正月吉日 横美半折・1冊＜26 0747
丁〉

天保13年正月吉日 横美半折・1冊＜260748
丁＞

弘化2年正月吉日 横美半折・1冊く290749
丁＞

嘉永4年正月吉日 横美半折・1冊＜300750
丁＞

安政3年正月 横美半折・1冊く26 075歪
丁＞

安政5年正月 横美半折・1冊＜260752
丁＞

安政6年正月 横美半折・1冊＜260753
丁＞

安政7年正月 横美半折・1冊く260754
丁＞

文久2年正月吉日 横美半折・1冊く260755
丁＞

文久4年正月吉日 横美半折・珊＜24 0756
丁〉

元治2年正月吉日 横美半折・1冊＜240757
丁＞

慶応2年正月吉日 横美半折・1冊く240758
丁＞

慶応3年正月吉日 横美半折・1冊＜20 0759
丁＞

慶応4年正月吉日 横美半折・1冊＜240760
丁〉

明治2年正月吉日 横美半折・1冊＜240761
丁＞

明治3年正月 横美半折・1冊く240762
丁＞

明治4年正月 横美半折・1冊く260763
丁＞

明治5年正月 横美半折・1冊く240764
丁＞

屋所 文政3年辰正月吉日 横美半折・i冊＜100765
丁＞
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森津新田／庄屋／下用／下用勘定

村下用時々取集帳　森津新田庄屋所 文政4年巳正月吉日 横美半折・1冊く6 0766
丁＞

村下用時々取集帳　森津新田庄屋所 文政6年未正月吉日 横美半折・1冊く6 0767
丁＞

村下用時々取集帳　森津新田庄屋所 文政11年子正月吉日 横美半折・1冊く6 0768
丁＞

村下用時々取集帳　森津新田庄屋所 天保5年午正月吉日 横美半折・1冊く6 0769
丁＞

村下用時々取集帳　森津新田庄屋所 天保9年戌正月吉日 横美半折・1冊＜6 0770
丁〉

村下用時々取集帳　森津新田庄屋 天保10年亥年正月 横美半折・1冊く4 0771
丁＞

時々出金取集帳　庄屋所 天保14年卯正月 横美半折・1冊＜6 0772
丁＞

時々出金取集帳　森津庄屋所 弘化2年巳正月 横美半折・1冊く6 0773
丁＞

時々出金取集帳　森津新田庄屋所 嘉永4年亥正月 横美半折・1冊く6 0774
丁＞

時々出金取集帳　森津新田庄屋所 嘉永6年丑正月 横美半折・1冊く6 0775
丁＞

時々出金取集帳　森津新田庄屋所 安政3年辰正月 横美半折・1冊＜6 0776
丁＞

時々出金集帳　森津新田庄屋 安政6年未正月 横美半折・1冊＜6 0777
丁＞

時々出金集帳　森津新田庄屋 安政7年申正月 横美半折・1冊＜6 0778
丁＞

時々出金集帳　森津新田庄屋所 文久2年戌正月 横美半折・1冊＜6 0779
丁＞

時々出金集帳　森津新田庄屋所 文久3年亥正月 横美半折・1冊＜6 0780
丁＞

時々出金集帳　森津新田庄屋所 文久4年子正月 横美半折・1冊＜4 0781
丁〉

時々出金集帳　森津新田庄屋所 元治2年丑正月 横美半折・1冊く4 0782
丁＞

時々出金集帳　森津新田庄屋所 慶応3年卯正月 横美半折・1冊＜4 0783
丁〉

時々出金集帳　森津新田庄屋所 慶応元年寅正月 横美半折・1冊く4 0784
丁〉

時々出金集帳　森津新田庄屋所 慶応4年辰正月 横美半折・1冊く4 0785
丁＞

時々出金集帳　森津新田 明治2年巳正月 横美半折・1冊く4 0786
丁＞

時々出金集帳　森津新田 明治3年午正月 横美半折・1冊＜4 0787
丁＞
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森津新田／庄屋／村政／議定・出入　田畑譲渡役印

村政

議定・出入

極申一札之事（稲番役人設置、稲盗取締につき村中連
　判）　茂七後家外61名吟角左衛門殿、沢右衛門殿

森津新田七右衛門鳥ケ地新田庄蔵口上之覚（田地出入
　控）　森津新田沢右衛門

当午年平嶋新田より連判金割符帳
　善三郎外5名→当村庄屋沢右衛門殿外1名

乍稀輪駿翻矯蝉田灘講輪秘重錨
　沢右衛門／（奥書）（森津新田）組頭久左衛門→太田文左
　衛門様

与兵衛道具せりうり帳

一札（飛鳥新田への出作人同村庄屋へ書付差出しにつ
　き一札）　飛嶋新田作人定蔵・喜代蔵・
　→森津新田御庄屋武田沢右衛門殿

一札（飛鳥新田への出作人同村庄屋へ書付差出しにつ
　き一札）　飛島新田出作人森津新田伊兵衛外7名→森津
　新田御庄屋武田沢右衛門殿

一札（飛鳥新田への出作人同村庄屋へ書付差出しにつ
　き一札）　飛島新田出作人森津新田嘉兵衛、同断仙蔵外
　6名→森津新田御庄屋武田沢右衛門殿

一札（前ケ須新田百姓所持材木盗賊一件無実につき一
　札）　藤堂和泉守様御領地勢州川野郡肥田村平八、平八
　親類森津新田友右衛門外1名→鳥ヶ地新田庄屋松吉
　衛門、森津新田庄屋武田猪八殿

差出申御請書之事（新田作小屋へ出作者受入れ方につ
　き一札）　・武田沢右衛門外1名

堀抜井戸手当金集帳（金8両）　森津新田庄屋

一札之事（麦5斗と金1両取替え出入り武田哲次郎伸介
　解決につき一札）　小三郎、謹人留八→惣吉殿

和泉山入札年貢平嶋と差引勘定物（立合勘定ならびに
　年貢金等勘定覚）　平嶋九兵衛ゆ武田沢右衛門殿

吉
屋

田
田辮檎公四奉

州
方
勢

中太
）
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市
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日
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個
去
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逃
右

上
助
儀

口

乍恐以口上書奉申上候御事（請作百姓との争論書上）
　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門唖田宮仙右衛門様

につき村中連 宝暦8年寅9月 竪継紙・1通 1257
衛門殿

覚（田地出入 宝暦12午年5月 半・1冊く7丁＞ 0617

連判惣代金借主 天明6年12月26日 竪紙・1通 0536

請残金につき
牽新田庄屋武田

（寛政ll年！未9月 半・1冊〈12丁＞ 1522

衛門→太田文左

寛政12年申4月25日 横長半・1冊く10 0451
丁＞

付差出しにつ 享和3年亥7月 竪紙・1通 1423
又右衛門外6名

付差出しにつ 享和3年亥7月 竪紙・1通 1422
衛外7名→森津

付差出しにつ 享和3年亥7月 竪紙・1通 1421
衛、同断仙蔵外

無実につき一 文政元年寅11月 半・1冊（3丁）／
）
0
6
6 2－3

ヨ村平八、平八 （7点一綴）

墜屋松吉・三右

受入れ方につ 天保13年寅5月 竪紙・1通／（7点 0662－6
一綴）

庄屋 元治元年子4月 横長半・1冊く3丁＞ 0975

田哲次郎伸介 慶応2年寅4月 横切継紙・3通／ 1111、
惣吉殿 （懸紙あり）

勤定ならびに 子7月8日 横長美・1冊＜4丁〉 1453
右衛門殿

人森津新田吉 酉3月 半・1冊く5丁＞／ 0662－5

ヨ市南町安田屋 （7点一綴）

の争論書上） 亥正月 半・1冊く5丁＞ 1521
右衛門様

田畑譲渡役印

謹文役印如（借用金証文など役人奥印控帳）

役印拍帳（借用金・田畑売買など付込）

末々まて相渡申田地証文之事（森津新田津嶋口壱口分
　の内八分の一売却）　森津新田うり主甚左衛門、同所

隈） 従文久元酉年6月 半・1冊〈14丁＞ 0627

文久4甲子正月ヨリ横半列・1冊＜94 0805
（～明治7年） 丁＞

津嶋口壱口分 元文元年辰12月 竪紙・1通 1140
壁左衛門、同所
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森津新田／庄屋／村政／田畑譲渡役印

し
ζ
内
惣
中
分
請
林 延享2年丑3月 竪紙・1通 1141
津新田屋敷渡
門→勢州長嶋

勾）　名古屋 宝暦2年申8月 竪紙・1通 1142
左衛門、同所

一衛門、同新田 宝暦7年丑12月 竪紙・1通 1謹43
蔵殿　　（宛先

内）　森津新 宝暦9年卯正月 竪紙・1通 ”45
沢右衛門→名

青屋敷御前田 宝暦9年卯12月 竪継紙・1通 1147
衛門、同所証
衛門・沢右衛
、合」とある）

一代金受取） 宝暦10年辰12月 竪紙・1通 1149
森津新田）庄

愛捨地など） 宝暦ll年巳ll月 竪紙・1通 1151
所庄屋角左衛
「是ハ年々見

1の内四分の 宝暦12年午2月 竪紙・1通 1152
忠八郎、同所

の内四分の 宝暦12年午2月 竪紙・1通 1153
度主此右衛門、

5畝歩）　勢 安永6年酉H月 竪継紙・1通 1156
請人庄太夫、
昔主幸助、田
殿／（奥書）

勾）　勢州小 天明元年丑7月 竪継紙・1通 ”60
正人勘右衛門、

比り主新四郎、

勺）　勢州小 天明元年丑7月 竪継紙・1通 1161
人勘右衛門、
土り主新四郎、

奮外）　平嶋 文政9年戌11月 竪紙・1通（包紙 1169
（奥書）森津 付）

新田屋敷亮主 天保2年卯2月 竪紙・1通 1177
右衛門→田嶋

隻助、同所親 天保7年申正月 竪紙・1通（包紙 1184
司所庄屋武田 付）
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森津新田／庄屋／村政／下作譲渡役印　金銭貸借役印

質流相渡シ申田地証文之事（狐地新田拍田地口地の内i
　半口分）　勢州桑名傳馬町田地渡主谷古作左衛門、同郡
　外平喜新田親類証人泉精九郎、森津新田右地所庄屋武田
　沢右衛門／（奥書）桑名傳馬町借主谷古作左衛門、長嶋
　外平喜新田証人泉精九郎、森津新田右地所庄屋武田沢右
　衛門→桑名今一色町新居利左衛門殿／（奥書同）

譲渡屋敷証文之事（森津新田のうち堤添4か所）　海
　西郡森津新田屋敷譲主作右衛門・丹七・利助・冨八、同
　所証人忠蔵・清四郎・伊兵衛・久左衛門／（奥書）（森津）
　新田庄屋武田沢右衛門→伊藤次郎左衛門殿・喜兵衛殿

譲り渡屋敷証文之事（森津新田中堤添、作人屋敷3か
　所）　森津新田屋敷譲主丹七・冨八・利助、同所証人清
　四郎・伊兵衛・忠蔵・久左衛門／（奥書）（森津）新田庄
　屋武田沢右衛門→伊藤次郎左衛門殿・喜兵衛殿

譲渡屋敷証文之事（森津新田筏川通堤添、作人屋敷）
　森津新田屋敷譲主周平、同所証人源六・久左衛門／（奥
　書）（森津〉新田庄屋武田沢右衛門→伊藤次郎左衛門殿・
　喜兵衛殿

譲渡申屋敷証文之事（森津新田久蔵居屋敷・中堤添屋
　敷堤とも）　森津新田屋敷譲主久平、同所証人茂七・三
　九郎／（奥書）（森津）新田庄屋武田沢右衛門→藤倉屋・
　太兵衛殿

質流譲渡申田地証文之事（森津新田のうち字北寅一円、
　160両）　名古屋杉之町地所譲主萬屋理助、森津新田親
　類証人善右衛門／（奥書）（森津）新田庄屋武田沢右衛門
　→伊藤治郎左衛門殿　　（庄屋所諸帳面名前変更の旨奥書
　あり、本状端上の懸紙に「証文　森津新田北寅一円、嘉
　永元申五月十八日調へ」とある）

売渡申証文之事（源蔵居屋敷〉　売渡主林三郎、証人源
　六→興助殿

天保7申年5月

天保10年亥7月

天保10年亥11月

天保10年亥ll月

天保12年丑12月

嘉永元年申5月

嘉永4年亥2月

竪紙・1通（包紙
付）

竪紙・1通（包紙
付）

竪継紙・1通

竪継紙・1通

竪継紙・ま通

竪継紙・1通（包
紙付）

竪紙・1通（包紙
付）

判85

1186

1187

1188

1189

1192

1193

下作譲渡役印

鍬先下作譲渡証文之事（森津新田口地下作四分の壱）i文政9年戌12月
　森津新田下作譲主忠蔵、同所親類証人幸助、同所証人九i

吉／（奥書）（森津）細庄屋武田沢右衛門一田嶋屋細

衛門殿（端裏下「六番忠蔵殿昆ある）　　　1

売渡シ申下作誕茎事（森津新田口地・六人物四分の壱）1文政10年亥12月

簾簗懸橘謡畿舗辮稗識繍瑳纂鴨殿同1

売渡シ申証文之事（下作半口）　森津新田下作うり主弥床保元年寅12月
　三七、同所証人九吉、同所庄屋武田沢右衛門→田嶋屋利i
　左衛門殿

竪紙・1通

竪紙・1通（包紙
付）

竪紙・1通（包紙
付）／（2通一折）

1170

1171

1173－1

金銭貸借役印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

以購騰諦庄魏総羅縣灘纐宝暦襯’2月
　（宛先下「釦」とある）　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
以質物借用申金子事（金3両）　森津新田金借主此右衛i宝暦8年寅12月

門・同所庄屋角左衛門’沢右衛門略古屋本重町円蔵馴

借用申金子之事（金7両）　森津新田金借主喜左衛門外4朋和3年
　名→同所平蔵殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
借用申金子之事（金3両）　海西郡与蔵山新田金借主文天明7年未12月日
　助、同郡同所親類請合円七郎、同郡森津新田請合兵右衛
　門→森津新田円蔵殿　　（本状端に懸紙貼付）

竪紙・王通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通
付）
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森津新田／庄屋／戸口／宗門改

用申金子之事（質物与蔵山新田）　与蔵山新田金子 天保2年卯3月 竪紙・1通（包紙 1176
昔主勘右衛門、証人定蔵、（与蔵山）新田庄屋服部市兵衛 付）

→森津新田九吉殿

用申金子之事（質物家屋敷書入）　森津新田金かり 天保2年卯11月 竪紙・1通（包紙 1175
王平兵衛、同所親類証人清蔵、同断隣証人久助、同断証 付）

入円蔵、同所庄屋武田沢右衛門ゆ桑名今一色二井利左衛
弓殿

正文之事（質物居屋敷・本家・長屋共書入につき〉 天保2年卯12月 竪紙・1通（包紙 1174
森津新田書入主平兵衛、同断親類清蔵、同所組頭久助→ 付）

金御取次佐藤円蔵殿

明申金子証文之事（質物森津新田口地弐拾四口のう
ち下作4歩）　森津新田金借主清七、同所証人勘三郎、

天保6年未12月 竪紙・1通 ｛182

司所証人善右衛門、同所庄屋武田沢右衛門→名古や萬屋
り助殿

津新田のうち辰下作2反歩質物に3両借用の証文） 天保6年未12月 竪紙・1通 1183
課津新田金借主平左衛門、同所証人周助、同所庄屋武田
尺右衛門→ナコヤ萬屋利助殿　　（前欠）

用申金子証文之事（質物森津新田のうち字南寅） 嘉永6年丑12月 竪紙・1通（包紙 “95
諜津新田金借主文平、同所証人林三郎・茂七、同所庄屋 付）

弐田沢右衛門→桑名今一色二井利左衛門殿

明申金子証文之事（質物森津新田のうち字南寅ほか） 嘉永6年丑12月 竪紙・1通（包紙 1194
課津新田金借主九平、同所証人清四郎・友四郎、同所庄 付）

峯武田沢右衛門→桑名今一色二井利左衛門殿

明申金子証文之事（質物森津新田のうち松名嘉兵衛
一ド作壱口）　森津新田金借主溝蔵、同所証人孫吉、同所

嘉永7年寅正月 竪紙・1通（包紙
付）

斜96

主屋武田沢右衛門ゆ桑名今一色二井利左衛門殿

惑奉願上候御事（桑名郡東対地新田兵八へ金子貸与
わところ加地子米不払いにつき）　鳥ヶ地新田願主

寅6月 半・1冊く2丁＞ 1523

公吉三右衛門、森津新田庄屋金子口入武田沢右衛門帥久
置甚右衛門様

用
借
↓

借

用
主
人
門

借

証
森
金

添

用
ち
同
利

借

森
森
沢

（

用
森
武

借

用
森
屋

借

用
下
庄

借

恐
の
松
世

乍

0579

0581

0585

1507

0582

1508

0583

1509

王冊〈73丁＞

1冊く64丁＞

1’蹄｝く78丁＞

1冊く91丁＞

1冊く92丁＞

半
　
　
半
　
　
半
　
　
半
　
　
半

半・1冊く78丁＞／
（虫損大）

1冊く84丁＞

1冊＜83丁＞

帯
　
　
半

寛政6年寅3月

享和2年戌3月

文化6年巳3月

天保5年午3月

天保7年申3月

天保8年酉3月

天保ll年子3月

天保15年辰3月

　　　戸　口

宗門改

海西郡森津新田宗門御改帳　海西郡森津新田庄や武田沢
　右衛門外1名、絹頭久左衛門

海西郡森津新田宗門御改帳（下書）　海西郡森津新田伊
　兵衛外72名→太田文左衛門殿

海西郡森津新田宗門御改帳　森津新田庄屋武田沢右衛
　門、組頭久左衛門ゆ岡勝右衛門様

海西郡森津新田宗門御改帳（当番松名）　（森津新田庄
　屋武田沢右衛門、同所組頭久左衛門）→矢野藤九郎様

海西郡森津新田宗門御改帳（当番平嶋）　武田沢右衛門、
　久左衛門→矢野藤九郎様

海西郡森津新田宗門御改帳（当番前ヶ須）　（森津新田
　庄屋武田沢右衛門、同所組頭久左衛門）→矢野藤九郎様

海西郡森津新田宗門御改帳（当番三稲）　森津新田庄屋
　武田沢右衛門、組頭吉八→小山清次郎様

海西郡森津新田宗門御改帳（当番寛延）　（森津新田庄
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森津新田／庄屋／戸1コ／人数書上

屋武田沢右衛門）→児玉貞一郎殿

人別御改帳（森津新田）
　ゆ児玉貞一郎様御陣屋

人別御改増減帳
　様御陣屋

海西郡森津新田庄屋沢右衛門

森津新田庄屋武田沢右衛門→児玉貞一郎

人別御改帳（狐地新田森津分人別御改帳、奉公人改帳
　共）　海西郡森津新田→吉田助次郎様御陣屋

人別御改帳（狐地新田森津分人別御改帳、奉公人改帳
　共）　海西郡森津新田

（温泉寺檀家書上）

弘化3年午正月 半・1冊＜69丁＞／1504－1

（2冊一綴）

弘化3年午正月 横長半・1冊〈4丁＞ 1504－2

嘉永3年戌2月 半・1冊く68丁＞ 1505

嘉永7年寅2月 半・1冊＜69丁〉 1506

横長美・1冊く3丁＞ 0584

人数書上

人数書上帳（森津新田分）　　（森津）新田庄屋武田沢右
　衛門、同所組頭久左衛門→田宮仙右衛門様

海西郡森津新田高田畑家数人数奉公人井牛馬書上帳
　（森津）新田庄や武田沢右衛門、同所与頭久左衛門ゆ飯沼
　定右衛門様

村融蓼濯陛（雛鵜鐙飴瀦纏監嚢差…
　衛門ゆ橘田長七郎様

村中人数書上帳（森津新田）
　組頭久左衛門→橘田長七郎様

右新田庄屋武田沢右衛門、1

村中人数書上帳（森津新田分奉公人・百姓家数馬書上
　帳共）、（下書）　森津新田庄屋武田沢右衛門、同所組頭
　久左衛門→橘田長七郎様

増人数覚（下書）　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門、組
　頭久左衛門→太田文左衛門殿

村中人数書上帳（森津新田分百姓家数牛馬数書上帳ほ
　か共）　海西郡森津新田武田沢右衛門、同所組頭久左衛
　門

村中人数書上帳（森津新田分百姓家数牛馬数書上帳ほ、
　か共）（下書）　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門、同i
　所組頭久左衛門

村中人数書上帳（森津新田分百姓家数牛馬数書上帳ほ1
　か共）　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門、同所組頭久i
　左衛門→三沢喜右衛門様御陣屋

村欝書轟蕪羅繋礁鞭犠轟聚…
　左衛門

村欝書轟蕪灘難灘騰轟讐i
　八→小山清次郎様御陣屋

村中人数書上帳（森津新田分百姓家数牛馬数書上帳ほ
　か共）　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門、同所組頭善1
　八→児玉貞一郎様御陣屋

人数書上帳（森津新田分百姓家数牛馬数書上帳ほか共）
　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門、同所与頭善八→山田
　貫一郎様御陣屋

海西郡森津新田人別御改増減帳　森津新田庄屋武田沢右

琳8年亥9月・ 半・1冊くIOTジ 0645

天明6年午3月 半・1冊＜14丁＞ 0646

寛政4年子3月 半・1冊〈6丁＞ 0648

寛政4年子3月 半・1冊＜6丁＞ 0578

寛政10年午 半・1冊＜7丁＞ 0649

草和簿戌3月
半・1冊く10丁＞ 0580

文化7年午2月 半・1冊＜8丁＞ 0650

文化13年子2月 半・1冊く8丁＞ 0651

文政ll年子2月 半・1冊＜8丁＞ 0653

天保5年午2月 半・1冊〈17丁＞ 0654

天保11年子2月 半・1冊く9丁＞ 0655

弘化3年午2月 半・1冊く9丁〉 0656

嘉永5年子2月 半・1冊く9丁＞ 0657

嘉永7年寅2月（奥付に 横長半・1冊く4丁＞ 0881
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森津新田／庄屋／墓影命裂送り

　衛門、同所与頭善八仲山田貫一郎様御陣屋

村中人数書上帳（森津新田分百姓家数牛馬数書上帳ほ
　か共）　海西郡森津新田武田猪八、同所組頭久左衛門→
　石川小兵衛様御陣屋

村験弊書轟難鋸聡辮鰭鞭鷺講審
　八ゆ山田貫…郎様御陣屋

（森津新田村中人数・家数・牛馬数ほか書上）
　郡森津新田庄屋武田哲次郎、与頭善八→金森五郎兵衛様
　御陣屋

は丑2月とあり）

馬数書上帳ほ 安政5年午閏正月 半・1冊〈8丁＞ 0652
阻頭久左衛門→

馬数書上帳ほ 安政5年午2月 半・1冊く9丁＞ 0658
弓、同所組頭善

書上）　海西
釜森五郎兵衛様

（元治元年）子2月 半●1冊＜5丁＞， 0647

人別送り

奉願上候御事（森津新田沢右衛門桑名郡加路戸新田し
　づと縁組につき）　　（森津）新田庄屋角左衛門、同所
　与頭沢右衛門→冨田八郎兵衛様

一札（森津新田村清七懸人直右衛門送り状写）
　海西郡森津新田庄屋武田沢右衛門→桑名入江町大円寺殿

加路戸新田し 宝暦轟子3月『 竪紙睡 1270
勾左衛門、同所

状写）　尾州 天保13年寅5月 竪紙・1通／（7点 0662－7
r町大円寺殿 一綴），

交　通

助郷

定（無用添人馬ならびに道中人馬荷物取締り触）

（和宮下向につき人足賃銀など割戻帳ほか綴）1

助郷二付御伝馬所入用一巻入

仕法覚書（御一新宿制改革につき）　佐屋宿附属村々

（午正月より3月迄宿駅入用内金森津新田分受取）
　（佐屋宿），→（森津新田）

（巳正月より午3月迄宿駅御用振出し入用森津新田分取i
　立）　→（森津新田）

（巳5・6月分諸入用森津新田分差引勘定）　　（佐屋宿）
　→（森津新田）

（森津新田御還幸人足賃銀割）

（辰7月よりll月迄森津新田分往還人足数・代金書上）i
　→（森津新田）

（森津新田辰年出人足代ほか書、の　　（森津新田）

（辰12月より巳12月迄宿入用割符森津新田分差引勘定）
　（佐屋宿〉→（森津新田）

覚（森津新田運人足代金勘定）

立田輪中目安銭覚（宿入用・買上物諸色分ほか）

（宿駅入用規則整備まで村々へ割当の旨触）

乍恐奉願上候御事（佐屋宿伝馬所へ人馬触当につき願）
　海東村連印

乍恐奉願上候御事（佐屋宿伝馬所へ人馬触当につき願）

延享4卯年3月 竪継紙・1通 1347

8点一綴（袋付） 0888

明治2年巳正月以来 袋（王2点入） 0820

（明治2年）巳6月 横切継紙・1通 0820．1

4月5日 竪切紙・1通 0820－2

（明治3年）午7月6日 竪切紙・1通 0820－3

竪切紙・1通 0820－4

竪切紙・1通 0820－5

竪切紙・1通 0820－6

小切紙・1通 0820－7

竪切紙・1通 0820－8

竪切紙・1通 0820－9

横長半・1冊く5丁＞ 0820－10

（明治3年）午6月 竪紙・1通／（3通 0820－11一環
一綴）

（明治2年）巳ll月 竪紙・1通 0820－11－2

（明治2年）巳11月 竪紙・1通 0820、肩．き
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森津新田／庄屋／普請／三郷

　市江村連印ゆ当滝江様御陣屋

（諸入用差引不足金ほか書上） 巻紙・1通 0820－12

並　　…駐
繭　　　肖目

郷三

三郷立合杁諸勘定帳森津新田 文政6年未3月晦日 横長半・1冊く

三郷立合九尺杁伏替諸入用帳（森津・芝井・鎌嶋） 天保15年辰正月7日～ 横長半・1冊く
17日 ／（2冊一綴）

立合杁御伏替諸入用覚牒（森津・芝井・鎌嶋） 天保蟄年卯12月 横長半・1冊く

三郷立合九尺杁御伏替諸入用帳（森津・芝井・鎌嶋） 天保15年辰正月7日～ 横長半・1冊く
17日

三郷杁御繕一巻入井木送入 安政3年辰11月 袋（6点入）

三郷立合杁御繕二付取替物拍 安政3年辰10月 横長半・1冊／

（森津新田地内鍋田川通悪水路普請資材引渡）　杁方 安政3年辰10月 横折紙・1通

役所→（森津・芝井・鎌嶋新田）庄屋

覚（古木代差引覚） 横折紙・1通

（杁古木代ほか請求）　杁方役所→森津新田・鎌島新田・ 12月23日 巻紙・1通
芝井新田庄屋

三郷立合杁御繕入用集帳森津新田庄屋所 安政3年辰11月 横長半・1冊く

三郷立合九尺杁御繕入用帳 安政3年辰11月 横長半・1冊く

三郷築流自普請入用帳 安政6年未2月 横長半・1冊く

三郷築流杭刎自普請入用割賦 安政6年未8月 横長半・1冊く

三郷立合乗込杁御伏替諸入用帳 （万延元年申10月19日 横長半・1冊く
～ll月朔日）

三郷立合乗込杁御伏替諸入用取集帳　森津新田庄屋 万延元年申11月 横長美・1冊＜

三郷立合乗込杁御伏替諸入用帳 万延元年申10月 横長半・1冊＜

乗込杁御伏替二付御手伝銀諸入用集帳　森津新田庄屋 文久3年亥11月 横長半・1冊く
武田哲次郎

三郷立合乗込杁弐間御伏替諸入用帳 元治2年丑2月19日 横長半・1冊く

三郷立合杁御伏替諸入用割当り取集帳　森津新田庄屋 丑3月 横長美・1冊く
武田哲次郎

立合江通境杭一巻入 元治元年 袋（7点入）

芝居三郷杁先湊築流先継配符（間尺受取の旨奥書あり） 安永8年亥12月 横長美・1冊く
沢藤左衛門／（奥書）古瀬友右衛門→村々庄屋

立合杁江通井立合杁所より下堤通分間野帳 元治元年子2月王7日・3横半半折・姻

月3日 丁＞

森津・鎌島・芝井三郷立合杁外江通分間図 44．5×122cπ
枚

（済口証文へ添え提出した森津・鎌島・芝井三郷立合
杁外江通分間図面控）

元治元年子3月晦日 32×45．5cm・

1冊〈4丁＞

1冊く7丁＞

1冊〈8丁＞

1冊〈6丁＞

1冊〈7丁＞

1冊く4丁＞

1冊く6丁＞

1冊く3丁＞

1冊く2丁＞

1冊く6丁＞

1冊＜5丁＞

1冊＜6丁＞

1冊く3丁＞

1冊く5丁＞

1冊く4丁＞

1冊く2丁＞

1冊く11

1枚

0997
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0
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森津新田／庄屋／普請／三郷

為取替申約定鐙文之事（森津・鎌島・芝井三郷立合悪 元治元年子3月 竪継紙・1通 1031－5

水落杁外江通訴訟取計の件）　森津新田庄屋武田哲次
郎、鎌島新田庄屋木村小八郎、芝井新田庄屋佐久間右馬
之助、立入人服部市兵衛・野村留兵衛

乍恐奉願上候御事（三郷悪水落杁差支えにつき願書控） （文久3年）亥6月 半・1冊＜3丁＞ 1031－6

鎌島新田庄や木村小八郎、森津新田庄屋武田哲次郎→金
森五郎兵衛様御陣屋

差上申済口謹文之事（森津・鎌島・芝井三郷立合悪水
　落杁訴訟1　訴訟人鎌嶋新田庄屋木村小八郎、森津新田 元治元年子3月晦日 半・1冊〈3丁＞／

（2冊一綴）

1031－7－1

庄屋武田哲次郎、相手方芝井新田庄屋佐久間右馬之助、
立入人野村留兵衛・服部市兵衛→金森五郎兵衛様御陣屋

為取替申約定謹文之事（森津・鎌島・芝井三郷立合悪 元治元年子3月 半・1冊く3丁＞ 1031－7－2

水落杁外江通湊方取計の件）　芝井新田庄屋佐久間右
馬之助、森津新田庄屋武田哲次郎、鎌島新田庄屋木村小
八郎、立入人服部市兵衛・野村留兵衛

三郷池川地境杭出入一巻 従慶応元年丑4月至同2 袋（12点入） 0829
年寅3月

乍恐奉願上候御事（芝井新田と境争論につき森津・鎌 （慶応元年）丑8月 半・1冊〈3丁＞／ 0829－1

嶋・芝井三郷悪水落地川内へ境杭再建願下書）　森 （貼紙あり）

津新田庄屋武田哲次郎ゆ岡崎新吾様御陣屋　　（書出しに
「い印八月十三日出願」とある）

乍恐再応奉願上候御事（三郷悪水落地川内へ再度地境 （慶応元年）丑9月 半・1冊く3丁＞ 0829－2

杭打建願下書）　森津新田庄屋武田哲次郎ゆ岡崎新吾
様御陣屋　　（書出しに「ろ印九月廿一日出願」とある）

ろ印再願二相添出候図面（上記願書添図面） 27．5×39cm・1枚 0829－3

乍恐御請書奉差上候（双方呼び出し三郷池川地境杭先 （慶応元年）丑12月 竪紙・1通 0829－4

規通り申渡につき）　芝井新田多助、同所組頭円吉
（書出しに「は印十二月廿日御請書」とある）

差上申済口証文之事（三郷池川地境杭建て先規通りた
　る旨）　森津新田庄屋武田哲次郎、芝井新田庄屋佐久閥

（慶応2年）寅2月21日 半・1冊く4丁＞ 0829－5

右馬之助、同村組頭円吉、同所百姓惣代多助外！名唖岡崎
新吾様御陣屋　　（書出しに「に印九月廿一日出願」とあ
る〉

三郷立合池川之内森津新田地内池川境杭打立方二付芝
　井新田与出入一件（覚書）

半・1冊く5丁＞ 0829－6

（三郷池川地境杭出入内済につき杭立図）

朱印芝井新田より榜示相建候ケ所（図面）

覚（丸太ほか代金3両余受取）　桑名西町五兵衛→森津
　円九郎様

森津鎌島芝井立合川相定為取替一札之事（川殺生規定
　など）　木村忠兵衛・佐久間善左衛門・武田沢右衛門

（地改めにつき芝井・鎌島新田の定引高ほか書上）

（境出入一件につき書状）　村井定八→武田哲次郎様

三郷築流堤御繕普請一巻

乍恐奉再願上候御事（三郷悪水落杁先築流堤普請願下
　書）　森津新田庄屋武田哲次郎、鎌嶋新田庄屋木村小八
　郎、芝井新田庄屋佐久問右馬之助ゆ岡崎新吾様御陣屋

乍恐奉願上候御事（大地震にて悪水落方差支につき三

文化14年丑9月26日　　30．5x38．5cm・

　　　　　　　　　枚

　　　　　　　　　％5×16cm・1枚

寅2月25日　　　　　　横切継紙・1通

天明4辰年正月

3月27日

慶応2年

（慶応2年）寅8月

（慶応2年）寅3月

竪継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

3点一綴（袋付）

竪紙・1通

10829－7

0829－8

0829－9

0829－10

0829－11

0829－12

1034

1034－1

半・1冊（2丁）　　1034－2
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郷悪水落杁先築流堤普請願）　鎌嶋新田庄屋木村小八
郎、芝井新田庄屋佐久問右馬之助、森津新田庄屋武田哲
次郎ゆ岡崎新吾様御陣屋

乍恐奉願上候御事（大地震にて悪水落方差支につき三
　郷悪水落杁先築流堤普請願〉　木村小八郎・佐久間右

（慶応2年）寅8月 半・1冊（3丁） 1034－3

馬之助・武田哲次郎→岡崎新吾様御陣屋

御樫馨署弁平螺縣罐骸鷲認製寿灘 （明治5）壬申8月 竪紙・1通／（4点
こより括り）

1410－2

武田哲次郎→愛知縣御鷹

普請・治水

（鷲鞭鴇撫窪欝轄鶏灘ン（纏壽1麟髪…

　治代高橋佐兵衛、同種田貞四郎、矢野藤兵衛、加藤与左i
　衛門→（海西郡森津新田）村庄屋

（御普請所出来注進すべき旨御用状）　御国奉行代河野
　猪左衛門、同代後藤弾助、天野沢之右衛門／（奥裏書）
　天野沢之右代佐合喜傳治・同断伊東林吉・河野猪左衛門・、
　後藤弾助峠海西郡森津新田庄屋

（御普請所出来注進すべき旨御用状）　御国奉行代矢野
　藤兵衛、加藤仁左衛門、浅野久治／（奥裏書）浅野久治
　代高橋佐兵衛、種田貞四郎、矢野藤兵衛、加藤仁左衛門
　→（海西郡森津新田）村庄屋

寛延新田堤築方見分帳

海西郡森津新田万入用帳（控）　庄屋角左衛門・沢右衛門

寛保3年亥3月／（奥裏
書）亥6月6日

1延享元年子3月／（奥
セ裏書）子5月28日

寛保3年亥6月／（奥裏
書）亥6月13日

…寛延4年未10月

乍恐御達申上候事（油嶋〆切り御尋ねにつき川下村々
　支障なき旨）　海西郡狐地・稲吉新田庄屋多郎兵衛、大』
　野綿屋・稲荷新田庄屋彦市、F森津新田庄屋沢右衛門、鎌
　嶋新田庄屋忠右衛門、芝井新田庄屋佐久間善左衛門→土i
　岐市右衛門様・海野猪左衛門様・尾崎友次郎様

尾州勢州御境川通上下〆切願書井口上書共（控）

（森津新田など普請出来受渡帳綴）

（森津新田など普請出来受渡帳綴）

森津南ヶ輪入土改帳

森津田面之内所々江通埋田見分帳　立合沢右衛門外3名

御川凌壱巻留覚（鍋田川川成り直し免除願）　寛延新
　田・芝井新田庄屋佐久間善左衛門、森津新田庄屋沢右衛門、
　与蔵山新田庄屋服部市兵衛、中山新田庄屋留兵衛→御普
　請方御役所

丑年所々杁人足佐屋［］

大須海用御普請切渡し仕様拍

（輪中立合悪水落杁出精にて囲留につき褒状）
　→武田沢右衛門

普請願書留

宝暦12年午8月

唱
（
明
和
元
年 ヵ）申7月

i明和元申9月

（明和元～文久元年）

（明和3～天保4年）

明和4年亥3月14日改

亥［］

明和4年亥10月より

明和6年正月吉日

明和9年辰10月2日

安永4年未9月8日

（天明2年～弘化元年）

（奥裏 横切継紙・1通／ 1482－1

（3通一折）／（虫
損大）

／（奥 横切継紙・1通／ 1482－2
（虫損大）

（奥裏 横切継紙・1通／ 1482－3

（虫損大、末尾開
披不能）

横長半・1冊く15 0475
丁＞

横長半・1冊く10 0489
丁＞

昨月 竪紙・1通 1419

半・1冊〈14丁＞ 0613

ロ年） 横長半・16冊一綴 13葉0
＜45丁＞

） 横長半・15冊一綴 1311
＜47丁＞

日改 横長半・珊＜5丁＞ 0513－1

／（2点一綴）

横長半・1冊＜6丁＞ 0513－2

り 半・1冊く14丁＞ 0616

横長半・1滞＜9丁＞ 0483

日 横長半・1冊く5丁＞ 0488

横切紙・1通 1071

元年） 半・5冊一綴 1275
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乍恐御達申上候（渡海路目論見御普請支障御尋ねにつ
　き差止願）　森津新田庄屋武田沢右衛門外8名ゆ矢野藤
　九郎様御陣屋

覚（筏川通普請仕立方覚綴）
　名→太田文左衛門様

乍恐御達奉申上候（森津新田高・
　詳細不明の旨）　森津新田庄屋武田沢右衛門→児玉貞
　一郎様御陣屋

乍恐奉願上候御事（凶作につき困窮者へ夫食支給願）
　森津新田庄屋武田沢右衛門→小笠原九郎右衛門様

乍恐奉願上候御事（公儀川々水行直し地元村請願）
　森津新田庄屋沢右衛門外7名

覚（大川通堤普請敷地禿の分御国方吟味役見分覚ほか）
　橘長七郎印→海西郡与蔵山午新田庄屋

覚（筏川通り川巾ほか書上）

平岩右膳重野長左衛門廻村先々申渡請書帳（濃州尾州
　勢州川々水行直御普請につき）
　海西郡鎌嶋新田村忠兵衛外10ヶ村

差上申御証文之事（熱田桑名渡海路普請6人へ依頼に
　つき〉　尾州領尾州海西郡鎌嶋新田忠兵衛、鳥ヶ地新田
　周平・才兵衛、福原新田多郎治、鳥ヶ地前新田藤左衛門、
　大宝新田新右衛門→御普請御懸り御役人中様

御法度連判帳（御普請場人足取締につき）

（森津新田水門・杁所場所替願ほか）

乍恐御内達申上候御事（津藤堂伊織家中奉公人森津新
　田藤蔵女子のふ一件）　森津新田庄屋武田沢右衛門、
　同所組頭久左衛門→岡勝右衛門様御陣屋

乍恐奉窺上候御事（森津新田悪水路水門場所替伺）
　森津新田地仲満駒屋源兵衛代平嶋新田服部市兵衛、右仲
　満惣代松名新田佐野治右衛門、右同断鳥ヶ地新田佐野才
　兵衛、右同断鎌島新田庄屋佐久間善兵衛、森津新田庄屋
　武田沢右衛門ゆ太田文左衛門様

乍恐書付を以奉申上候御事（森津新田水門杁場所替願）
　森津新田庄屋武田沢右衛門→太田文左衛門様

乍蟻講騰慮肝難纏幽購暴糖
　御役所様

乍恐奉願上候（森津新田地内鍋田川通森津三郷悪水落
　杁伏替願）　芝井・鎌嶋・森津三郷庄屋惣代森津新田新
　田庄屋武田沢右衛門→…色庄左衛門様御陣屋

乍恐奉願上候御事（来5日に杁潮伏替願）
　新田庄屋武田沢右衛門、同所組頭久左衛門→杁御奉行所

乍恐奉願上候御事（悪水落杁伏替願）
　→杁御奉行所

乍恐奉願上候御事（森津三郷組合悪水落杁伏替願）
　芝井新田庄屋佐久間善兵衛、森津新田庄屋武田沢右衛門、
　鎌嶋新田庄屋木村忠兵衛→杁方御役所

乍恐御達奉申上候御事（森津新田悪水落水門杁筏川通

章御尋ねにつ （天保4年）巳11月 半・1冊く3丁＞ 1275－1

外8名ゆ矢野藤

木村忠兵衛外5（享和元年）酉2月 半弓冊＜4丁＞ 1275－2

七の年暦など （弘化元年）辰9月 半・1冊＜3丁＞ 1275－3

輸衛門→児玉貞

夫食支給願） （天明2年）寅12月 半・1冊く3丁＞ 1275－4

菊門様

地元村請願） 酉2月 半・1冊＜6丁＞ 1275－5

と見分覚ほか） 寛政2戌8月 半・1冊く5丁＞／
066α4

（4点一綴）／（青
色罫紙）

寛政10午11月23日 半・1冊＜7丁＞／ 0662－1
（7点一綴）

帳（濃州尾州 寛政12隼申12月 半・1冊＜8丁＞ 0612
頁海辺惣代尾州

6人へ依頼に
r、鳥ヶ地新田

寛政13酉年2月 撫1霧13丁＞／0662－4

新田藤左衛門、
蒙

享和元年酉3月 半・1冊〈16丁＞ 0614

（享和3～万延元年） 9点一綴 1086

奉公人森津新 （文化6年）巳6月 半・1冊＜5丁〉 1086－1

武田沢右衛門、

門場所替伺） （文化元年）子2月 半・1冊〈4丁＞ 1086－2

市兵衛、右仲
地新田佐野才
森津新田庄屋

杁場所替願） （文化元年）子2月 半・1冊く2丁＞ 1086－3
装

蔚変化につき 卯10月 竪紙・1通 1086－4

哲次郎→杁方

よ三郷悪水落 （万延元年）申6月 半・1冊く2丁＞ 1086－5

代森津新田新
謹

海西郡森津 巳6月 半・1冊〈2丁＞ 1086－6
ウ杁御奉行所

武田沢右衛門 巳6月 半・1冊（2丁） 1086－7

落杁伏替願） （享和3年）亥正月 半・1冊く2丁＞ 1086－8
弐田沢右衛門、

k門杁筏川通 （享和3年）刻0月 竪紙’・1通
1086－9
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りへ場所替願）　鎌嶋新田庄屋木村忠兵衛、森津新田
庄屋武田沢右衛門、芝井新田庄屋佐久間善兵衛→太田文
左衛門様

間ノ川見分帳　武田沢右衛門 文化元年子12月朔日 半・1冊〈4丁＞ 0618

筏川通川巾改帳 文化6年巳5月13日 横長半・1冊＜5丁＞ 0431

杁橋水門御伏替井御繕御願事之拍　武田沢右衛門 文化9年申7月ヨリ（～ 半・1冊＜20丁＞ 1084
弘化4年）

（森津新田用水懸杁伏替物請渡書綴）　杁方役所ゆ森津 （文化10～慶応3年） 横長半・24点一綴 1312
新田庄屋

立合杁御伏替諸入用帳 文政6年未2月22日 横長半・1冊＜9丁＞ 0998

用水杁御伏替諸入用覚帳森津新田 文政7年申12月 横長半・1冊＜2丁＞ 0999－1

／（2冊一綴）

用水杁御伏替諸入用之帳　森津新田 文政8年酉正月～21日 横長半・1冊く8丁＞ 0999－2

用水入御伏替諸書付入袋 文政8年酉正月 袋（17通入） 1502

（森津新田水門・橋・作方手伝銀受取）　杁御作事場→ 酉5月 小切紙・1通 1502－1

（森津新田）庄屋

（急御用につき村継遅滞なく達すべき旨）　杁御作事場 正月晦日 小切紙・1通 1502－2

→古渡・岩塚外7村右問屋庄屋

（新田水門作方手伝御用代受取）　杁御作事場→（森津 酉6月 小切紙・1通 1502－3

新田）庄屋

（杁古木引上用代受取）　杁御作事場→（森津新田）庄屋 小切紙・1通 1502－4

（杁杭古木払代の内差出すよう書付〉　杁御作事場→ 2月3日 小切紙・1通 1502－5

（森津新田）庄屋

（杁杭古木払代の内差出すよう書付）　杁御作事場→ 7月王8日 小切紙・1通 1502－6

（森津新田）庄屋

辰年御勘定目録（森津新田分年貢納入勘定目録） 竪紙・1通 1502－7

（村方杁諸木屈代請求願）　杁方御用頭善右衛門→森津 4月朔日 竪切紙・1通 1502－8

御庄屋御衆中様

（包紙） 包紙・2通 葉502－9

（杁諸木積船運賃代など船人へ渡しにつき覚）　舩御 4月 小切紙・1通 1502－10

番所→（森津新田）庄屋

（村杁作方手伝日雇代受取）　杁方役所→（森津新田） 3月 小切紙・1通 1502－11

庄屋

覚（杁諸木積船運賃船頭へ渡しにつき）　舩御番所→ 未2月24日 継紙・1通 1502－12
森津新田・鎌嶋新田・芝居新田右庄屋

（村杁古木払代受取）　杁御作事場→（森津新田鎌嶋新 2月3日 小切紙・i通 1502－13
田・芝井新田〉庄屋

（残枚数・本数など覚） 小切紙・1通 1502－14

覚（人足代など） 横切紙・1通 1502－15

（五寸釘本数内訳覚） 小切紙・1通 1502－16

（岩津新田杁巾など覚〉（後欠） 小切紙・1通 1502調7

利平腰乗込杁御伏替諸事覚帳森津新田 文政12年丑正月 横長半・1冊く10 1000
丁＞
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申歳高懸諸事覚帳（用水杁御繕雑入用など）

乗込杁御伏替諸入用帳　　（森津新田）

覚（わらじ・酒代ほか諸入用〉

用悪水杁御伏替諸入用帳（森津新田）

御普請所丁張帳（持溜土）

筏川通堤外流作畑御普請所江土取場諸歩改帳

鍋田川通・堤外野方御普請土取場跡歩改帳

芝井中堤重上土坪積帳　武田沢右衛門

（持溜土御普請入用帳綴）

持溜土御普請入用帳　森津新田

持溜土御普請入用取集帳　森津新田

御普請内入用集帳　森津新田→（寛延・
　庄屋衆）

持溜土御普請内金集帳　森津新田庄屋武田沢右衛門

持溜土御普請諸入用勘定帳　森津新田

堤御普請諸入用勘定帳　森津新田

中堤丁張

島名ほか村々御

乍警讐声申講籍繍難躍．り騰灘鱒臨
　武田沢右衛門→吉田助次郎様御陣屋

乍恐再応奉願上候御事（森津新田中堤普請願〉　森津
　新田庄屋武田沢右衛門→吉田助次郎様御陣屋

嘉鵜鱗馨壽商皇鍵丹森羅灘亦羅

（普請持ち場書上）

（残金渡覚）

乍恐御願奉申上候（森津新田中堤自普請願）　森津新
　田庄屋武田沢右衛門外4名→吉田助次郎様御陣屋

杁橋水門御伏替井御繕願書留　森津新田庄崖所

乗込杁御伏替諸入用覚帳
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天保7年正月吉日

天保10年亥2月5日ヨリ

天保ll年子11月3日

天保13年寅正月26日手
始

天保13年寅8月14日改

i天保13年寅8月14日改

天保13年寅4月26日

天保13・14年

天保13年寅正月吉日

天保13年寅10月

天保14年卯正月

天保王3年寅2月

天保13隼寅正月吉日

天保13年

嘉永元年申6月15日

（嘉永元年ヵ）申8月

（嘉永元年）申8月

（嘉永元年9月～嘉永3
年2月）

（嘉永2年）酉5月

嘉永2年酉6月（～明治
3年）

嘉永3年戌2月9日（9月

横長半・1冊＜14
丁＞

横長半・1冊く12
丁〉／（2点一綴）

横折紙・1通

横長半・1冊く12
丁＞

横半半折・1冊く14
丁＞／（4冊一綴）

横半半折・1冊く6
丁＞

横半半折・1冊＜10
丁＞

横半半折・1冊＜14
丁＞

5冊一綴

横長半・1冊〈20
丁＞

横長半・1冊＜3丁＞

横長半・1偲く3丁〉

横長美・1冊〈8丁＞

横長半・1冊く11
丁＞

横長半・1冊〈8丁＞

／（虫損大）

横半半折・1冊く24
丁＞

竪紙・1通

半・1冊＜3丁＞／
（虫損大）

横半半折・2冊一
綴（袋付）

横半半折・1冊＜9
丁＞

横半半折・1冊＜6
丁＞

半・1冊く2丁＞

半・1冊〈21丁＞

横長半・1冊〈7丁＞
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19日昼まで）

杁御伏替井御普請諸入用割賦取集帳 武田沢右衛門→ 嘉永3年戌3月 横長半・1冊く5丁＞ 1007
高持御衆中

乗込杁御伏替諸入用覚帳 嘉永3年戌12月・正月 横長半・1冊く7丁＞ 謹005－1

／（3冊一綴）

覚（乗込杁御伏替諸入用） 横長半・1冊＜4丁＞ 1005－2

覚（乗込杁御伏替諸入用） 横長半・1冊く8丁＞ 1005－3

三ヶ村立合弐間杁御伏替諸入用帳 嘉永6丑2月6日手始メ 横長半・91冊く7丁＞ 1009
同17日出来

用水杁御繕諸入用覚帳 嘉永6年丑3月21日ヨリ 横長半・1冊く6丁〉 1010
28日マテ

用水杁御繕諸入用帳 嘉永6年丑3月 横長半・1冊＜5丁＞ 1011

用水杁御繕諸入用割賦取集帳
　中

武田沢右衛門→高持御衆 嘉永6年丑4月 横長半・1冊＜4丁＞ 1008

稲狐堤急水留入用割当井起堤防入用取集帳、
　衛門

武田沢右 安政2年卯12月 横長美・1冊〈2丁＞ 0856

用悪水杁御伏替一巻入井木送り入 1安政3年辰12月 袋（9点入） 躍032

（杁作り方手伝日雇代受取） 杁方役所→森津新田 19月 小切紙・1通 1032－1

（杁古木御払代請求） 杁方役所ゆ森津新田庄屋 i正月17日 巻紙・1通 1032－2

（杁古木代外請求） 杁方役所→森津新田庄屋 i
［
il2月23日 巻紙・1通 1032－3

（杁出来につき手伝銀請求） 杁方役所噛森津新田庄屋
巨2月5日

t 巻紙・1通 1032－4

（杁伏方に来月参上の旨書状〉 大塚仁右衛門、林平→lll月29日 巻紙・1通 1032－5
森津新田庄屋中 ヨ

（森津・芝井・鎌島分埴土覚） 1 巻紙・1通 1032－6、

森津新田杁伏替御普請中仕人足
　郎・志村定治

文田鎌太郎・鈴木小七i戌2月 横折紙・1通 1032－7

用悪水杁御伏替二付入用覚 安政3年辰11月 横長半・1冊く7丁＞ 唾032－8

覚（用悪水杁御伏替入用覚）
i
…

1安政3年辰11月 横長静珊〈4丁＞ 1032－9

東起嶋上普請丁張拍
…

1安政6年未6月12日 横長半・1冊く3丁＞ Q487

筏川通乗込杁御伏替入用帳
「

文久3年刻o月 横長半・1冊〈6丁＞ 歪019

水行割賦（森津新田） ヨ
… 横長半・1冊＜2丁＞ 0976－1

／（5冊一綴）

水行目論見二付諸入用集帳 森津庄屋所 慶応2年寅12月 横長半・1冊＜4丁＞ 0976－2

水行御普請二付雑用金集帳 森津庄屋所 明治3年午2月 横長半・1冊〈4丁＞ 0976－3

水行御償御普請金集帳 森津庄屋所 明治3年午2月 横長半・1滑〈4丁＞ 0976－4

水行調金へ御引当米割当・入出場年救下米割渡・水行
　二付借用米返済割賦　森津庄屋所

明治3年午12月 横長半・1冊＜7丁＞ 0976－5、

入土持溜野帳 慶応3年卯8月 横半半折・1冊く20 0867－1

l
丁＞／（4冊一綴）

丁場金渡帳 i
l
i

横半半折・1冊く12 0867－2
卜
1

丁＞
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