
森津新田／庄屋／普請／普請・治水

渡金通　伝九郎・九右衛門引請 横半半折・1冊く4 086アー3
丁＞

栄四郎丁場渡金通 閏4月8日 横半半折・1冊く4 0867－4　1
丁〉

入土坪数井渡金拍 慶応3年従卯ll月 横長半・1冊く12 0869
丁＞

（入土出金関係書類綴）　森津新田 慶応3年卯12月 15点一綴 0870

（礼金頂戴の御礼ならびに日雇代増額伺）　黒木孫兵衛 （幕末）6月29日 巻紙・1通 1442
→服部市兵衛様、野村留兵衛様、武田哲次郎様

御勘定御奉行様御代官様立合御泊り入用帳　飛しま新 慶応4年辰9月4日夜 横長半・1冊く3丁＞ 0891－1
田庄治郎→木村小兵衛様 ／（2冊一綴）

仕出シ覚帳　七兵衛→尾州御衆中様 明治2年巳4月 横長半・1冊く5丁＞ 0891－2

森津新田堤長改帳 （江戸） 横半半折・1冊＜100796
丁＞

（森津新田杁伏替材料帳・御普請吟昧役人賄い方など
綴）

（江戸） 横長半・一綴＜24
丁＞

1332

御普請中諸弁金（書上帳） （江戸） 半・1冊く17丁＞ 0676

（寅年以後勘定） （江戸） 横切紙・1通 て445

（御普請方接待入用など勘定）　松名新田庄や→森津新 寅8月 横長半・1冊く2丁＞ 1315
田御庄屋衆中

所々杁御人足帳森津新田 卯2月 横長半・1冊く10 0474
丁＞

水行二付御代官様井二森田様源六新田江御出張御休泊
　造用記　宿本佐久間多輔

巳3月5日・6日 横長半・1冊＜3丁＞ 0485

（出水輪中村々出人足書上帳下書）　佐久間吉兵衛・武 午4月 半・1冊く6丁＞ 0671
田沢右衛門外3名→御普請方御奉行所

乍恐奉願上候（両輪中悪水除堤など普請場所書上、そ
　の他）　地主惣代黒宮助三郎外3名→佐屋御出張所

（明治4）未5月 半・1冊＜5丁＞ 1528

乍恐奉願上御事（境川通りならびに加稲・冨田新田問
　の川〆切り難渋訴訟につき添状願）　海西郡大野綿
　屋村・稲荷村庄屋彦市、同郡狐地村・稲吉村庄屋太郎兵衛、

申9月 竪継紙・1通 博255

同郡右同断森津村庄屋沢右衛門、同郡鎌嶋村庄屋忠右衛
門、同郡寛延村稲狐村庄屋利兵衛、同郡右同断芝井村庄
屋佐久間善左衛門→尾崎友次郎様、松田六兵衛様、水野
清左衛門様

乍恐奉願上候口上之覚（境川通ならびに加稲新田・冨
　田新田間の川上下築留につき尾州御料九か村より難
　渋の旨願）　尾州御領海西郡大野綿屋村・稲荷村庄屋彦
　市、森津村庄屋沢右衛門、鎌嶋村庄屋忠右衛門、寛延村
　稲狐村庄屋利兵衛、芝井村庄屋佐久間善左衛門

申 竪継紙・1通 1252　・

乍恐奉願妻候御事（渡海船路見分にて普請箇所あれば
　惣代裁許役へ就任願）　森津新田武田沢右衛門→千賀
　志摩様御家衆老中様

酉5月 半・1冊く3丁＞ 1525　一

御救御普請金につき書状） 巻紙・1通 1493

差上申御請証文之事（筏川通前ヶ須前より稲荷新田前
　まで普請地先村々引受につき）　庄屋武田沢右衛門・
　佐野治右衛門・伊藤左兵衛・佐久間善左衛門・善兵衛・
　利兵衛・良助・仙太郎・長八・善六・山田藤左衛門・松

半・1冊く2丁＞ 1363

（
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横長半・ヱ冊＜3丁＞ 04壌1

半・1冊〈10丁＞ 0628

半・1冊＜4丁＞／ 0664－1

（7点一綴）／（青
色罫紙）

辮細／脹／蟹／高反別改

　下三右衛門→佐屋神守御役所

自普請入用帳（下書）

御救金割渡帳（村々普講金など）

治水策建白（下書）

戸長

達

明治5年申9月 半・1冊〈64丁＞／ 0597
（罫紙）

自明治6年2月至同8年 半・1冊＜118丁＞ 0598
12月 ／（罫紙）

国海西郡第六 （明治6～8年） 版本・1冊く264丁＞ 0729

大区廿三小区 （明治6～8年） 版本・1冊＜104丁＞ 0722

（明治7～8年） 版本・1冊く182丁＞ 0732

（明治7年） 版本・4点一括り 0730

一長印あり） （明治8～9年〉 版本・1冊〈ll1丁＞ 0731

　　布

御布令留

御布令留

地方切要御布令（第一号）　（r愛知県尾張
　大区廿三小区森津新田副戸長」の朱印あり）

謹印紙御布告　　（r愛知県尾張国海西郡第六
　森津新田副戸長」の朱印あり）

（明治7～8年布令綴）

（布令）

地方切要御布令（第載号）　（森津新田副戸

　土地
高反別改

高反別御改二付書上一巻 明治5年申5月 7点一綴（袋付） 0845

（森津新田高反別御改につき開発地ごと書上）　　（森 （天保3年）辰4月 半・1冊＜2丁＞ 0845－1

津）新田庄屋武田沢右衛門→近藤甚作様

（森津新田荒地引高反別書上） 半・1冊＜10丁＞／ 0845－2
（虫損）

（森津新田荒地引高反別書上）　　（森津）新田庄屋武田 （明治5年〉壬申5月 半・1冊＜9丁＞ 0845－3
哲次郎、同所組頭伊藤円九郎、同所同断武田茂兵衛→愛
知縣御慮

御届奉申上候（反別改めの際六段帳と検見帳が符合し
　ない旨届）　　（森津）新田庄屋武田哲次郎→愛知縣御廃

（明治5年）壬申 半・1冊〈3丁＞／
（裏表紙に貼紙）

0845－4

（砂入り田畑変地につき現在の田畑石盛書上）　　（森 明治5年壬申2月 半・1冊く4丁＞ 0845－5
津）新田庄屋武田哲次郎、同所組頭伊藤円九郎、同所同
断武田茂兵衛

（流作見取砂畑反別ほか書上）　　（森津）新田庄屋武田 （明治5年）壬申5月 竪紙・1通／（鐙 0845－6
哲次郎 色罫紙）

口

（文久元年～明治3年森津新田年貢米書上）　　（森津） （明治5年）壬申6月 半・1冊く12丁＞ 0845－7
新田庄屋武田哲次郎ゆ愛知縣御廉

尾張国海西郡第六大区廿二小区森津新田検地帳（第壱 明治第6年7月 半・1冊く110丁＞ 0639
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森津新田／戸長／土地／重田願

　号）

尾張国海西郡第六大区廿二小区森津新田検地帳（第弐
　号）

（田地反別書上）

検地帳（第弐 明治第6年7月 半・1冊くllO］

半・1冊く15了

重田願

重田願一巻

掘田潰小前帳　海西郡森津新田副戸長介佐藤円九郎

乍恐奉願上候（水損難渋につき低地重田願下書）

地低所重田江敷禿御高引願　森津新田副戸長武田哲次郎
　→井関権令殿

重田江敷禿願之節伺（下書）

重田江敷潰御高引願（下書）

乍恐奉願上候（水損難渋につき格別低地の場所重田願
　下書）

西重郎右堀田江敷（抽地重田願）

（重田願地書上）

（堀田潰場所重田願図面）　海西郡森津新田副戸長介佐
　藤円九郎

重田願一巻

重田潰小前帳（森津新田分控）．　海西郡森津新田副戸長
　武田茂兵衛、佐藤民輔

重田潰小前帳（与蔵山新田武田家分、図面共）　海西
　郡与蔵山新田副戸長三輪政次郎

重田願（低地の耕地付荒れにつき）　　（森津新田）村
　副戸長武田茂兵衛外1名／（奥書）戸長武田哲次郎→愛知
　縣令鷲尾隆聚殿

重田地直場貢租の儀に付願（重田掘潰分貢租年数引き
　願）　森津新田副戸長佐藤民輔外2名／（奥書）戸長武田
　哲次郎外1名→愛知縣令鷲尾隆聚殿

重田覚（低地重田許可願）　芝井新田副戸佐久問多輔、
　与蔵山辰新田副戸長三輪政次郎、鎌嶋新田副戸長木村半
　之輔吟愛知縣令鷲尾隆聚殿

（重田潰地図面）　海西郡森津新田副戸長佐藤民輔外1名

（重田潰地図面下書）

（重田潰地小割）

（重田潰地小割）

（重田潰地長さ・巾書付〉

（重田潰地長さ・巾書付）

0640

0666

明治4未 袋（9点入） 0814

明治6年8丹 横長半・1冊＜10 08て4－1

丁＞

竪紙・1通 0814－2

（明治5年）壬申10月晦 竪紙・1通 0814－3
日

竪紙・工通 0814－4

竪紙・1通／（黒 0814－5
色罫紙）

半・1冊＜3丁〉 0814－6

半・1冊〈8丁＞ 0814－7

半・1冊（8丁）／ 0814－8
（黒色罫紙）

30。5x43cm・4枚 0814－9

一綴

明治8年 袋（10点入） 0827

明治8年2月 横長半・1冊〈4丁＞ 0827－1

i月治8年11月 半・1冊く3丁＞／ 0827－2
（青色罫紙）

明治8年2月 半・1冊〈3丁＞／ 0827－3
（青色罫紙）

狙治8年3月 半・1冊く2丁＞／ 0827－4
（青色罫紙）

男治8年4月 半・1冊く2丁〉／ 0827－5
（青色罫紙）

32×43．5cm・1枚 0827－6

32×43．5cm・1枚 0827－7

竪紙・1通 0827－8

竪紙・1通 0827－9

横長半・1冊く4丁＞ 0827－10－1

／（2冊一綴）

横半半・1冊＜6丁＞ 0827－10－2
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森津細／戸長／毒撫整渡。地価’地券

譲渡・地価・地券

尾張国海西郡第六大区廿二小区森津新田地価仕出帳
　（二冊之内第弐号）　海西郡第六大区廿二小区森津新田劇
　戸長介佐藤円九郎、同武田耕太郎、戸長武田哲次郎

証券奥印留

地主釦反別収獲地価帳（森津新田）

地券入費割賦帳（第七号）　森津新田副戸長（佐藤民輔）

手続書（日比喜兵衛病死につき地券証書書換下渡願）
　第一区愛知郡和泉町弐丁目三拾七番屋敷屠住相続人日比
　ます、親類日比喜十郎、第六区海西郡森津村用係佐藤民
　輔→愛知縣令安場保和殿

地所譲渡地券証御書換願（日比喜兵衛分）　第六区海
　西郡森津村用係佐藤民輔ゆ愛知縣令安場保和殿

（森津新田御証文引願場絵図）

（森津新田田畑反別図面）

（堤敷地組替開墾に関する願書類綴、図共）

明治6年8月 半・1冊＜152丁＞ 0641

（明治6年～同8年） 半・1冊〈15丁＞ 0631

半・1冊＜13丁＞／ 0688
（青色罫紙）

明治7年7月 半・1冊＜8丁＞／ 0602－3
（8点一綴）

明治11年6月 半・1冊＜2丁＞／ 0667－2

（3冊一綴）／（黒
色罫紙）

明治H年6月 半・1冊〈6丁＞／ 0667－3

（3冊一綴）／（黒
色罫紙）

24×34cm・1枚／ 1355－2
（2点袋天）

（明治14年） 半・1冊＜46丁＞ 0673

半・一綴く45丁＞ 0675

地租改正

地租改正取調中書付

地間杭御通　竹屋佐七→森津新田御村方様

記（地問杭代受取）　中山竹屋佐七→森津御村方様

（人足覚）

（人足覚）

覚（代金2円受取）　→上

（地間杭本数・代金書上）　大工藤＋郎ゆ武田様

記（地間杭本数・使および代金書上）　嘉左衛門（尾
　州森津竹屋嘉十郎）→武田様

地引帳（地租改正につき森津新田地所実地丈量書上）
　森津新田地主惣代飯田保七、副戸長佐藤民輔、戸長武田
　哲次郎

字限地図帳（森津新田・与蔵山新田）　第六大区二＋
　二小区尾張国海西郡森津新田戸長武田哲次郎、副戸長佐
　藤民輔

字毎反別調帳並各名拍反別調

地引帳　第六大区廿一小区尾張国海西郡與蔵山新田→愛知
　縣令安場保和殿

（明治8～同9年） 袋（7点入）／0835
（虫損木）

明治8年亥4月吉日 横半半折・1冊く6 0835－1

丁＞

（明治8年）亥4月10日 小切紙・1通 0835－2

横折紙・1通 0835－3

横折紙・1通 0835－4

3月5日 小切紙・1通 0835－5

（明治9年〉子1月 小切紙・1通 0835－7

（明治9年）子7月 巻紙・1通 0835－6

明治9年5月 半・1冊く73丁＞ 0689

明治9年5月 31×43cm・14枚 0695
一綴

明治9年6月 半・1冊く17丁＞ 0684

明治9年7月 半・1冊＜9丁＞／ 0667－1

（3冊一綴）／（青
色罫紙）／（虫損）
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森津新田／戸長／貢租・租税

再丈量野帳

壼村限田・

地位字毎反別調帳

田畑宅毎等反別取穫地価明細書
　津邨

段差表（森津村分地租改正につき）
　民輔→尾張国地租改正係御中

共有地連名簿

願書留（地租改正など）

海西郡森津）村戸長佐藤民輔

（奉津新思耕宅地地価見込み書上）

　民輔→地租改正係御中

　愛知縣令安場保和殿

連算井書換調直し願（控）
　輔吟地租改正係御中

明治10年6月1日 横半半折・1冊く250800
丁＞

地毎等反別寄牒 第六区海西郡森津新 明治10年7月 半・1冊＜6丁＞／ 0642
鐙評議員武田哲次郎外王0名 （青色罫紙）

森津新田 明治10年7月 半・1冊kl7丁＞／ 0683
（青色罫紙）

穫地価明細書 第六区尾張国海西郡森 明治10年12月 半・1冊＜7丁＞ 0624

地租改正につき） 森津村用係佐藤 明治10年12月 半・1冊（2丁）／ 0663－2

改正係御中 （7冊一綴）／（青
色罫紙）

展国海西郡森津村 明治10年12月 半・1冊＜13丁＞ 0622

など） （明治10年～同11年） 半・王冊く60丁＞／ 0632
（青色罫紙）

割税仕謬書 （森津村分）　　（尾張国 明治12隼8月19日 半・1冊〈3丁＞／ 0643－1

長佐藤民輔 （3点一綴）／（青
色罫紙）

包価見込み書上） 海西郡廿二部落森 明治10年7月 竪紙・1通／（青 0643－2

常九郎、地主惣代飯田保七、用係佐藤 色罫紙）

御中

・畑・宅地反別井に地価など取調） 明治12年8月19日 半・1冊〈2丁＞／ 0643－3

章新田）村地主惣代加藤藤四郎外7名→ （青色罫紙）

殿

願（控） 第六区森津新田用係佐藤民 口9月22日 半・1冊く2丁＞／ 0668－6
中 （6冊一綴）／（青

色罫紙）／（虫損

卜

大）

貢租・租税

貢租入、費金穀割賦　　（森津新田）

地券証印税凡五分金集帳（第弐号） 森津新田副戸長介

石代始納金集帳（第三号）　森津佐藤円九郎

石代二納金集帳（第五号）　森津副戸長介佐藤円九郎

石代皆納金集帳（第六号）　森津副戸長介佐藤円九郎

貢租入費金穀割賦　　（森津新田）

甲戌検見貢租假免状

明治七年分石代金五分上納集帳（第＋壱号）　森津新田
　副戸長（佐藤民輔）

明治七年分石代金　度目上納集書（第拾三号）　森津新
　田副戸長

戌年石代皆金集帳（第拾四号）　森津新田副戸長（佐藤
　民輔）

明治6年 横美半・1冊 0897

明治6年12月 半・1冊く5丁＞／ 0602－8
（8点一綴）

男治7年1月 半・1冊＜4丁＞／ 0602－7
（8点一綴）

羽治7年3月 半・1冊＜4丁＞／ 0602－5
（8点一綴）

明治7年4月 半・1冊〈4丁〉／ 0602－4
（8点一綴）

羽治7年 横美半・1冊 0898

（明治7年ヵ）P甲戌 竪切紙・1通 1353

男治8年1月 半・1冊く3丁〉／ 0603－1
（3点一綴）

男治8年3月 半・1冊＜3丁＞ 0603－2

舅治8年4月 半・1滑く5丁＞ 0603－3
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森津新田／戸長／村費／村費取集

（明治9年） 3通一綴 1349

5月5日 小紙・1通／（3通 1350－1

こより綴）

明治9年3月19日 小紙・1通 1350－2

明治9年1月25日 小紙・1通 1350－3

明治10年9月28日 小紙・1通 1497

明治10年10月20日 小切紙・1通 唾498

明治10年10月16日 半・1冊く3丁＞／ 0644－1

（4冊一綴）／（青
色罫紙）

明治10年9月27日 半・1冊く3丁＞／ 0644－2
（青色罫紙）

明治10年10月16日 半・1冊く2丁＞／ 0644－3
（青色罫紙）

明治10年9月27日 半・1冊〈2丁＞／ 0644－4
（青色罫紙）

（森津新田租税受取状綴）

鐙（森津新田租税9円余受取）　愛知縣廉（租税課）→
　佐藤民輔

讃（森津新田地租407円余受取）　愛知縣史生村井高忠
　→納人武田藤兵衛

護（森津新田地租409円受取）　愛知縣（愛知縣第三課）
　→納人武田藤兵衛

（本年貢租畑宅地仮額確収につき受取）　第六区会所
　（第六区国税係）→（納人森津新田）　　（…部印刷、差出
　印文「第六区国税係」）

（本年貢租畑宅地仮額確収につき受取）　第六区会所
　（第六区国税係）ゆ（納人森津新田）　　（一部印刷、差出
　印文「第六区国税係」）

貢租畑宅地五歩通假割賦集帳　森津新田用係印（佐藤）

森津新田用係貢租畑宅地弐分通仮割集帳

貢租畑宅地五歩通仮割賦集帳　字与蔵山森津新田用係印
　（佐藤）

貢租畑宅地弐歩通仮割集帳　字与蔵山森津新田用係

費村

横長半・1冊〈4丁＞ 0996－3

／（4点一綴）

横美半・1冊 0895

半・1冊＜8丁＞／ 0602－2
（8点一綴）

半・1冊〈4丁＞／ 0602－6
（8点一綴）

横長半・1冊く27 0445
丁＞／（反古紙）

横美半・1冊 0896

半・1冊〈3丁＞／ 0602－1
（8点一綴）

半・1冊〈2丁＞／ 0894－1

（9点一綴）／（青
色罫紙）

25×34cm・一綴 0894－2
く4丁＞

半・1冊〈8丁＞／ 0894－3
（黒色罫紙）

明治6年1月

明治6年

明治7年7月

明治7年2月

明治7年

明治7年

明治8年1月25日

明治8年3月

村費取集

壬申村入費内金集帳　森津新田

明治六年村費（支出書上勘定）　　（森津新田）

明治六年分村費割賦集帳（第八号）　森津新田副戸長
　（佐藤民輔）

明治六年分村費凡金集（第四号）　森津副戸長介佐藤円
　九郎

明治七年村費拍（森津新田）

明治七年村費（支出書上勘定）　　（森津新田）

明治七年分村費凡金集帳（＋弐号）　森津新田副戸長
　（佐藤民輔）

（森津新田堤上下草税ほか納税由来ならびに納税者屈）
　（森津新田）村副戸長佐藤民輔ゆ愛知縣令鷲尾隆聚殿

（堤上下草税場図面・魚漁税場図面・鳥猟税場図面
　蒲税場図面）　海西郡森津新田副戸長佐藤民輔

口地（収納米高勘定）
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森津新田／戸長／村費／品代など受取

明治六年ヨリ改訂村費米 半・1冊く2丁＞／ 0894－4
（青色罫紙）

掘田潰（森津新田潰反別書上） 竪紙・1通／（黒 0894－5

色罫紙）

記（村費〆・会所入費割合） 竪紙・1通／（青 0894－6
色罫紙）

当一ヶ年御定免請之儀二付願　（森津新田）邨副戸長武 明治8年10月22日 竪紙・2通／（青 0894－7

田茂兵衛→愛知縣令権参事生田純貞殿 色罫紙）

公有地取調書（図面付）　　（森津新田）村副戸長佐藤民 明治8年3月 半・1冊〈2丁＞／ 0894・8

輔→愛知縣令鷲尾隆聚殿 （青色罫紙）

（公有地・民有地ほか反別調）　　（森津新田）村副戸長 明治8年4月 半・1冊く2丁＞／ 0894－9
佐藤民輔 （青色罫紙）

明治七年分邨費割賦集帳　森津新田 明治8年6月 半・1柵〈6丁＞／ 0902
（青色罫紙「武田
所用罫紙」名入）

明治八年村費 明治8年 横半半折・1冊く160793
丁＞

公租邨費金穀割賦 明治8年亥 半・1冊〈17丁＞／ 0900
（青色罫紙〉

明治八年分村費集帳（第弐拾号）　森津副戸長 明治9年1月 半・1冊 0899

明治九年村費 明治9年 横半半折・1冊く160794
丁＞

鐙評入費集帳　森津新田 明治⑳年3月 半・1冊く4丁＞／ 090ト1
（3冊一綴）／（青
色罫紙）

明治九年分村費内金集帳　森津用係 明治10年1月 半・1冊く6丁〉／ 0901－2
（青色罫紙）

明治九年分村費内金集帳　森津用係（佐藤） 明治10年1月22日 半・1冊＜8丁＞／ 0901－3
（青色罫紙）

管内割区内割半年分民費（出金願）　森津用係（佐藤） 明治10年11月16日 半・1冊＜4丁＞／ 0601－1
（2冊一綴）

管内割区内割前半年分民費（出金願）　森津邨用係 明治11年1月11日 半・王冊く4丁＞ 0601－2

田方培養法諸費 半・1冊（3丁）／ 0663－1

（7冊一綴）／（虫
損大）

品代など受取

村費書付

覚（代金23銭受取）　升屋半二郎→上

覚（代金5両20匁受取）　灰田屋助三郎→森津新田御村方
　中様

覚（杉丈丸太ほか代金勘定）
　田銃次郎様

覚（作料・表具直し代8匁5分書上）
　田沢右衛門

覚（細口水筆代金15匁受取）　青柳堂ゆ上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一67一・

（明治6～同10年〉 袋（52点入） 0823

6月7日 小切紙・1通 0823・1

森津新田御村方 正月19日 小切紙・1通 0823－2

患八郎→森津武 4月24日 小切紙・1通 0823－3

疑具師佐七→武 （明治6年ヵ）酉7月 小切継紙・1通 0823－4

一
7月28日 小切紙・1通 0823－5



森津新田／戸長／村費／品代など受取

覚（朱硯・筆ほか代金5匁5分受取）　揮雲堂→上 6月26日 小切紙・1通 0823－6

口上状（桧など代金1両1朱請求）　長兵衛→武田様 8月20日 小切紙・1通 0823－7

覚（戸籍入用・守札・申初穂代金勘定） 横折紙・1通 0823－8

覚（山吹ほか代金1分1朱受取）　こま屋一・上 2月17日 小切紙・1通 0823－9

（布告代62銭余差出すべき旨通知）　小区長（伊藤）→ 3月23日 小切紙・1通 0823－10
森津新田

覚（旧戸長取扱い区内入費ほか諸入用書上） 横折紙・1通 0823－11

（森津分戸長月給区内入費ほか差出すべき旨通知） 横折紙・1通 0823－12

覚（代金勘定）　米やゆ竹田銃治郎様 3月6日 巻紙・1通 0823－13

覚（白半切代金18匁受取）　鏡屋正七→上 5月15日 小切紙・1通 0823－14

覚（代金3匁7分受取）　揮雲堂→上 5月19日 小切紙・1通 0823－15

覚（天久半切代金10匁5分ほか書上）　半七→上 11月2日 小切紙・1通 0823－16

覚（半紙ほか代金勘定）、綿屋與三兵衛→竹田鏡治郎様 12月22日 横切紙・1通 0823－17

覚（戸長別月給ほか諸入用差引勘定）　佐野→武田君 5月4日 横折紙・1通 0823－18

覚（生中代金16匁受取）　綿屋与三兵衛→森津久平様 4月28日 横切継紙・1通 0823－19

（囎猜繭欝津新田会所入費正副区長月給1まか村 横切継紙・1通 0823－20

覚（白あさほか代金7匁4分受取）　名吉屋杉之町通御瞬
西工入呉服金物類美濃屋長七→武田沢右衛門

（明治6年ヵ）酉7月 竪紙・1通 0823－21

覚（桧代金受取）　佐七ゆ武田様
1

b月18日 小切紙・1通 0823－22

記（白半切ほか代金68銭余書上）　擁竹田様 18月28日
横切継紙・1通 0823－23

覚（朱墨代金1朱ほか受取）　揮雲堂→上 i
μ月5日 ・・小切紙・1通 0823－24

覚（代金2両書上）　升や清左衛門→森津村方様
i
i

小切紙・1通 0823－25

記（高木水筆ほか代金受取）　揮雲堂→上
F
明13日 小切紙・1通 0823－26

覚（須崎半紙ほか代金受取）　鏡屋正七→上 6月27日 小切紙・1通 10823－27

覚（須崎半紙ほか代金受取）　かかみ屋正七→上 10月4日 小切紙・1通 0823－28

覚（半紙・半切代金受取）　鏡屋正七一唖武田銚次郎様 1月4日 小切紙・1通 0823－29

覚（大所・中所ほか代金76匁余受取）　大工新六→武 （明治9年ヵ）子4月21 横切紙・1通 0823－30
田様 日

記（石油代受取）（後欠）　カネ好擁上 1月7日 巻紙・1通 0823－31

（筆・唐墨代書付）　本町拾一丁目御筆墨所青柳堂清二 袋・1点 0823－32

（区費取替金ほか村費勘定）

　　　　　　　　　　　　、
竪折紙・1通 0823－33

覚（杉丈丸太ほか代金ll3匁余受取）　材木問屋正忠八4月22日 小切紙・1通 0823－34
郎→森津武田銃次郎様

覚（東京黒軸白腰真書3匁受取）　揮雲堂→上 6月4日 小切紙・1通 0823－35　，

覚（石油ほか代金43匁受取）　永楽屋和助→上 4月8日 小切紙・1通 0823－36

おほへ（代金清算）　稲元川→上様 （明治6年ヵ）酉2月21 小切紙・1通 0823－37
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森津新田／戸長／合併／与蔵山新田

記（酒・人足代ほか合計代金受取）　宿屋宗三ゆ佐藤

日
1
0
月 7日 小切紙・1通 0823－38

民輔様外1名

記（宿泊・酒ほか代金45銭受取）　宿屋宗三ゆ佐藤民輔 10月7日 小切紙・1通 0823－39
様

記（戸籍調入費4円余受取）　→武田哲次郎様 6月3日 小切紙・1通 0823－40

（代金書上）　野島屋利助 9月7日 小切紙・1通 0823－41

覚（バレンほか代金39匁受取）　板木師源兵衛峠伊藤孫 3月16日 小切紙・1通 0823－42
十郎様

（割柱1000本代金5両受取）　大工源三郎→森津村御村方 正月22日 小切紙・1通 0823－43
中様

（平島組合会所盆後入費出金願）　戸長→副戸長御中 明治7年12月22日 小切紙・1通 0823－44

謹（県庁新築費森津新田分金3円余受取）　愛知県第六明治10年6月23日 小切紙・1通 0823－45
区會所仲納人佐藤円右衛門

覚（炭1俵代金1分余受取）　市屋嘉右衛門→藤八様 2月19日 小切紙・1通 0823－46

（麻さらし1尺代金3銭余ほか受取）　みの長→田中様 12月30日 小切紙・1通 0823－47

（93銭受取）　秋葉模 小切紙・1通 0823－48

記（輪中水行拝借金年賦上納金2円余受取）　→武田 明治9隼10月 小切紙・1通 0823－49
君

覚（半切ほか代金勘定）　→上 （明治7年）ll月28日 横切紙・1通 0823－50

（日別人足割当白米など書付） 横長半・1冊＜2丁＞ 0823－51

（材木代受取・大工手間代など勘定） 小切紙・4点一綴 0823－52

弾イ合

与蔵山新田

高反別書上帳　与蔵山新田庄屋服部多三郎、同所組頭三輪
　忠兵衛

記場鯉錘押転縢灘縫黙諮論異叢
　部市兵衛→地租改正係御中

届（高反別書上〉　与蔵山新田用懸り三輪政次郎→尾張
　国地租改正掛出張所御中

屈（与蔵山新田高反別書上）　与蔵山新田三輪政次郎→
　地租改正係御中

屈（与蔵山新田高反別書上）　与蔵山新田右邨用係三輪
　政次郎→地租改正係御中

（与蔵山辰新田・堤外新田反別・略図）

地引帳（地租改正宅地丈量報告）　海西郡与蔵山新田地
　主惣代服部市兵衛、副戸長三輪政二郎、戸長宮崎十郎
　二／（奥書）副区長服部章→愛知県令安場保和殿

（本年貢租畑宅地仮額確収につき受取）　第六区会所

狙治5申年5月 半・1冊く5丁＞／ 0842－1

（6点一綴）／（燈
色罫紙）

弱治9年8月 半・1冊〈2丁＞ 0842－2

男治9年ll月ll日 竪紙・1通 0842－3

翼治10年3月 半・1腺3丁＞ 0842－4

羽治10年3月 半・1冊＜2丁＞／ 0842－5
（貼紙あり）

横長半・1冊（2丁） 0842－6

明治9年7月 半・1冊く12丁＞ 』 0847

源治10年10月20日 小切紙・1通 1499
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森津新田／戸長／普請

　（第六区国税係）→（納人与蔵山新田）
　出印文「第六区国税係」）

（本年貢租畑宅地仮額確収につき受取）
　（第六区国税係）→（納人与蔵山新田）
　出印文「第六区国税係」）

（一部印刷、差

　第六区会所
（一部印刷、差

明治10年9月28日 小切紙・1通 1500

並　　曇主
日　　員目

（輪中村々井領米上納ならびに水行御普請関係書類綴）

堤通樹木伐沸一巻

（森津新田堤通樹木伐払入札につき種類別本数・寸法
　書上）　　（森津新田）村庄屋→佐屋出張所

（治水規模改正ならびに実地点検規定写）

笠松表出張之土木司人員書

（大垣藩・名古屋藩・長島藩管轄河川担当書上）

（他藩県入会伊尾川初め諸川濃州分引受担当書上ほか）

（塘竹木伐払方太政官布告通り津嶋元神領内佐屋村16
　か村終了につき表彰）

（堤樹木入札延引につき書状）
　田哲次郎様

（治水見分廻村につき案内人・休泊所など用意すべき
　旨書状）　辛島儀三郎外1名→武田哲次郎様

（堤樹木入札の件につき書状、追啓あり）
　外1名ゆ武田哲次郎様

（堤竹木伐払方尽力奇特につき書状）
　武田哲次郎、野村留兵衛

（堤樹木入札の件につき書状）
　吏鈴木与一郎ゆ武田哲次郎様、野山安兵衛

（入札控）

（入札控）（前後欠）

（入札控）

入札控（森津治助・鎌島栄吉ほか）

覚（堤通自分植の樹木本数改め書上）
　円九郎

（堤伐払木種類別本数書上）

（森津新田堤伐払木種類別本数書上）

（局金・御裏判口返済につき取決）

（用悪水禿地書上類綴）

堤法通根走建物地坪調帳

（武田久兵衛を森津新田杁守へ任命願）
　平）

普請関係書類綴） （明治3年～明治9年） 半・一綴く75丁＞ 1295

明治4未年6月 袋（18点入） 0816

重類別本数・寸法 6月7日 横長半・1冊く3丁＞ 0816－1

張所

写）　太政官 （明治4年）未2月 半・1冊く3丁＞ 0816－2

木司出張所 横折紙・1通 0816－3

担当書上） 横折紙・1通 0816－4

受担当書上ほか） 横折紙・1通 0816－5

蓄神領内佐屋村16 （明治4年）未7月 横切継紙磯通 0816－6

じ庄屋→塘御締役武 6月11日 小切紙・1通 0816－7

斤など用意すべき 6月2日 横切継紙・1通 08唾6－8

次郎様

り）　辛島儀三郎 6月7日 横切紙・2通 0816－9

→真野理兵衛、 （明治4年）未7月 竪紙・1通 0816－10

出張所治水掛元属 6月9日 横切継紙・1通 0816－11
兵衛

横折紙・1通 0816－12

横切継紙・1通 08謹6－13

横切継紙・1通 0816一憧4

横長半・三冊く3丁＞ 0816－15

）　森津新田組頭 （明治4）未年6月 半・1冊＜3丁＞ 0816－16

半・1冊〈4丁＞ 08唾6－17

横長半・1冊く5丁＞ 0816－18

（明治5年）壬申2月 半・1冊〈5丁＞ 1306

明治5壬申6月 6点一綴 ≦083

明治5壬申8月 横長半・1冊く5丁＞ 1082

頭）　→（武田久 （明治5年）壬申9月 横切継紙・1通／ 1410－1

（4点こより括り）
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（伊藤宇平・江崎新三郎を森津新田用悪水杁守へ任命
　願）　→（伊藤宇平・江崎新三郎）

御鰍鱗難薯欝宇平耀韓三懸霧細墨
　知縣御鷹

（森津新田堤通建物地坪御屈）
　郎→愛知縣御臆

問崎より申出之ヶ条（井領米の件なと取決め）

御届書（加稲・
　水通し切明につき）
　新田庄屋冨尾渡一郎、寛延新田問崎新田庄屋代伊藤市三
　郎、芝井新田庄屋佐久間多助、鎌嶋新田庄屋木村平之助
　→愛知縣御臆

（稲元新田字狐地割熱先より稲荷新田堺割反歩・掟
米・残米書上）

（森津新田堤上家居取調絵図）

官費営繕之堤防確証御調二付差出候書付

（筏川通堤御普請所勘定方見分のうえ取掛方達）
　請奉行代福住権右衛門外3名→（森津新田）村庄屋

（中堤御普請所見積ならびに普請掛金ほか書上）
　津新田庄屋

（鍋田川通堤御普請所勘定方見分のうえ取掛方達）
　御普請奉行代山中彦七外3名ゆ（森津新田）村庄屋

（与蔵山堤ほか御普請所勘定方見分のうえ取掛方達）
　御普請奉行代武田傳兵衛外3名→（森津新田）村庄屋

（油除・杭刎御普請所勘定方見分のうえ取掛方達）
　御普請奉行代木村代次郎外2名→（森津新田）

（田面除堤御普請所勘定方見分のうえ取掛方達）
　普請奉行代鹿野半右衛門外4名ゆ（森津新田）村庄屋

御布告写（官費で修繕した堤防杁橋である証拠書類の
　提出達）　愛知縣鷹

（明和2年分ほか堤御普請関係書類写）
　鹿野半右衛門外4名→（森津新田）村庄屋

明治六年ヨリ堤防橋梁自普請ケ所入費調書

堤法箇所取調帳（鍋川通・
　西郡森津新田副戸長佐藤円九郎

堤敷定引高二相成候分　佐藤民輔

堤法樹木調

悪水路事件二付上申書類（普請不履行につき井領米未
　納）

（芝井輪中稲荷新田内杁長さ

（芝井・松名・寛延新田普請堀書上）

新田用悪水杁守へ任命 （明治5年）壬申9月 横切継紙・
B）

（4点こより手

崎新三郎を森津新田用 （明治5年）壬申9月 横切継紙・
葬宇平・江崎新三郎）→愛 （4点こより拒

森津新田庄屋武田哲次 （明治5年）壬申9月 半・i冊く6コ
（7冊一綴）

）件など取決め） 半・1冊＜2’
（3冊一綴）

小前共口所杁脇堤にて （明治5年ヵ）壬申6月 半・1冊＜2丁

斤田庄屋武田哲二郎、松名
問崎新田庄屋代伊藤市三
鎌嶋新田庄屋木村平之助

諮荷新田堺割反歩・掟 明治9年9月 半・1冊＜2コ

主中→武田哲二郎様 （黒色罫紙）

→（県庁土木掛り） （明治5隼） 30×80cm・
（2点袋入）

三出候書付 明治5申年 袋（2綴入）

のうえ取掛方達）　普 明和2年酉9月 横長半・1冊

森津新田）村庄屋 ／（6冊一綴

請掛金ほか書上）　森 午12月 横長半・1冊

見分のうえ取掛方達） 文化元子11月 横長半・1冊

森津新田）村庄屋

一見分のうえ取掛方達） 天保6年未9月 横長半・1冊
（森津新田）村庄屋

見分のうえ取掛方達） 安政5年午3月 横長半・1冊
（森津新田）

のうえ取掛方達）　御 宝暦3酉4月 横長半・1冊

（森津新田）村庄屋

杁橋である証拠書類の （明治5年ヵ）壬申8月 横切紙・1通

点一綴）

書類写）　御普請奉行代 （明治年問写） 横長半・昂
）村庄屋 丁＞

所入費調書 明治6年（～明治10年） 半・6点一綴
丁＞（袋付）

罷・筏川通）　尾張国海 明治7年6月10日 半・王冊＜5丁
（3冊一綴）／
色罫紙）

輔 明治1王年7月 半・1冊＜3丁＞

半・i冊＜261

不履行につき井領米未 （明治7～同8年） 袋（8点入）

力普請積） 横折紙・1通

書上） 小切紙・3通
括り）

1通／

1通／

王枚／

1冊＜3丁＞

1冊〈2丁＞

1冊く4丁＞

1冊〈3丁＞

1冊〈7丁＞

1冊く3丁＞

1通／（2

1冊く21

3通（紐

1440－3

1410－4

0663－4

1294－1

1294－2

1294－3

1355一窪

0832

0832－1－1

0832－1－2

0832－1－3

0832－1－4

0832－1－5

0832－1－6

0832－2－1

0832－2－2

0846

0892－1

0892－2

0892－3

0808

0808－1

0808－2
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0808－3

0808－4

0808－4－2

0808－5

0808－6

0808－7

0808－8

0621

1358

0806

1
　
　
　
　
　
1

8
　
　
　
8

0
　
　
　
0

08刊一2

08胴一3

0811－4

0811－5

1303

29×39cm・1枚

／
青

　
　

丁
／

¢
）

冊
綴
）

1
一
紙

，
点
罫

半
⑫
色

竪紙・1通／（青
色罫紙）

半・1冊＜3丁＞／
（青色罫紙）

美・1冊＜3丁＞

美・1冊＜4丁＞

美・1冊〈3丁＞

半・1冊＜60丁＞／
（罫紙）

半（袋入）・1冊
＜3丁＞

半・一綴＜34丁＞

半・5冊一綴

半・1冊〈4丁＞／
（黒色罫紙）

半・1冊く3丁＞／
（黒色罫紙）

半・1冊く4丁＞／
（青色罫紙）

半・1冊＜2丁＞／
（黒色罫紙）

半・i冊〈2丁＞

半・一綴く14丁＞

明治7年ll月24日

明治7年11月

明治8年ll月

明治2年巳4月

明治2巳年9月

明治2巳年4月

（新規水路図面）

悪水路当分築留願（新水行路築き方願）　　（海西郡松
　名新田・寛延新田・閥崎）新田副戸長伊藤貞次郎→愛知
　県令鷲尾隆聚殿／（奥書）戸長伊藤正　　（「戸長伊藤正」
　の奥印あり）

悪水路築留方差障御尋二付屈（水路築き方難儀につき
　不許可願）　森津新田副戸長佐藤民輔、鎌島新田・島名
　新田翻戸長木邨吉輔→正副区長御中

芝井初メ三ヶ邨反別罵（井路敷引分勘定）　森津・鎌
　島副戸長

乍恐以書付奉願上候（加稲・稲元・森津輪中水害難渋
　につき間川東西築留願）　尾州森津新田庄屋哲次郎、
　芝井新田庄屋右馬之介、鎌嶋新田庄屋小八郎、松名新田
　庄屋渡一郎、寛延新田・間崎新田庄屋権次郎、稲元新
　田・稲荷新田庄屋長三郎、狐地新田・稲吉新田平左衛門、
　三稲新田・稲狐新田庄屋小平、勢州加稲新田・稲荷寄新
　田・同付新田・境新田・富崎新田・同附新田・加稲九郎
　二新田・庄屋清太郎、三好新田庄屋金右衛門、富嶋新
　田・加稲山新田庄屋三郎右衛門、窟嶋村新田庄屋常三郎

乍恐奉願上候（輪中村々水害難渋のため悪水堀付設願）
　尾州芝井新田・松名新田・問崎新田・寛延新田・鎌嶋新
　田・森津新田・三稲新田・稲狐新田・狐地新田・稲吉新
　田・稲元新田・稲荷新田（庄屋・百姓惣代名省略）→笠
　松県御役所

約定為取替…札之事（普請後の維持管理につき村々議
　定）　三好新田・加稲新田・同九郎治新田・稲荷崎新
　田・同付新田・留崎新田・加稲付新田・森津新田・狐地
　新田・稲吉新田・芝井新田・三稲新田・稲狐新田・鎌嶋
　新田・寛延新田・間崎新田・松名新田・稲元新田・稲荷
　新田（庄屋名省略）／奥書取扱人白木金五郎

堤法拝借願　第六大区二十二小区海西郡森津新田→愛知県（明治7年）
　令鷲尾隆聚殿

鍋田川通渡除普請（普請願、普請箇所書上、図面共）明治8年7月
　森津新田村副戸長佐藤民輔→愛傭縣令鷲尾隆聚殿　　（袋
　の年次は明治9年）

明治8年12月

（明7台8～lO年）

明治8年12月5日

明治8年12月20日

明治8年12月20日

明治9年1月9日

明治10年1月31日

（明治8年～10年）

井領米不渡催促之訴答書（明治3年から5か年滞納につ
　き）　　（海西郡鎌島新田・森津新田・芝井新田・松名新
　田・寛延新田・嶋名新田）

（森津新田井領米差出方ならびに水路定約関係綴）

井領米差出方井水路定約可否之伺　第六大区二＋二小区
　海西郡森津新田副戸長武田茂兵衛外1名／（奥書）武田哲
　次郎外1名→愛知県権参事生田純貞殿

井領米差出方井水路定約ノ義二付伺（森津新田初め七
　新田組合）

手続書（間ノ川築留方出願につき）　第六大区二＋二
　小区海西郡森津新田副戸長武田茂兵衛、鎌島・嶋名両新
　田内木村吉輔

井領米留出方井水路定約ノ義再伺　第六大区二＋二小区
　海西郡森津新田副戸長武田茂兵衛、鎌島・嶋名両新田副
　戸長木村吉輔→愛知県令安場保和殿

悪水敷地米ノ義二付指令再願

（井領米請求ならびに悪水路水行訴訟関係書類綴）
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6点一綴 0828

半・1冊＜3丁＞ 0828－1

半・1冊〈2丁＞ 0828－2

半・1冊〈2丁＞ 0828－3

半・1冊く2丁〉 0828－4

半・1冊〈3丁〉 0828－5

竪紙・1通 0828－6

袋（31点入） 1501

0日 横切紙・1通 1501－1

継紙・1通 150謹一2

6日 竪切紙・1通 1501－3

横長半・1冊〈4丁＞ 1561－4

6月 竪紙・！通 1501－5

巻紙・1通（封筒 1501－6－1

入）／（2点こよ
り括り）

巻紙・2通（封筒 1501－6－2
入）

小切紙・1通 1501－7

竪紙・1通／（黒 1501－8

（明治8～13年）

明治8年10月12日

明治8年10月22日

明治9年9月

寅正月

明治13年7月5日

（明治9年）

（明治）9年9月10

（明治）9年9月1

（明治5年）壬申

第12日

明治9年9月4日

1501－9

1501榊10

1501－11

1501－12

1501－13

1501－14

色罫紙）

巻紙・1通

巻紙・1通

横折紙・1通

竪紙・1通

巻紙・1通

竪紙・1通

明治9年11月4日

（明治5年）壬申6月

（明治）9年1月21日

（悪水路関係訴訟綴）

（悪水路の裁判約定錯誤につき加筆願）

御受書（悪水路松名新田外4村地内掘馨潰地分井領米
　差出す旨）　島名・鎌島新田副戸長木村吉輔、森津新田
　副戸長武田茂兵衛→愛知縣令鷲尾隆聚殿

御受書（悪水路松名新田ほか4村地内掘難潰地分井領
　米差出す旨）　鎌島新田副戸長木村吉輔、森津新田副戸
　長武田茂兵衛→愛知縣令生田純貞殿

（稲元新田字狐地割杁先より稲荷新田境までの掟米な
　ど差出方願）　稲元新田地主中→鎌島新田・森津新田御
　中

定（願入用出金割合）　佐久間右馬之助外4名

代人届井保証書失念二付猶予願　尾張国海西郡森津村三
　十二番地佐藤民輔→名古屋区裁判所長

（井領米関係訴願記録）

（井領米事件につき書状）　伊藤正外弐名代理疋田東一
　→木村吉輔殿・武田茂兵衛殿・服部平左衛門殿

控（東京裁判所へ控訴の件愛知裁判所へ届につき書状）
　木邨吉助外2名→北洲舎中疋田東…殿

請取証（書状一通）　北洲入吉→木村吉助殿外弐名

慶応二寅五月廿八日田面水深（森津・松名・寛延・芝
　井・稲元・稲荷・狐地）

御屈（松名新田村高より水行路低所につき入土分差引
　残高）　　（松名）新田庄屋冨尾東一郎→愛知縣御鷹

（上訴につき書状）　東京室町三丁目十六番地名倉屋平兵
　衛方ニテ木村吉輔→愛知縣下名古屋朝日町二丁目七番地
　青木絨殿

（寛延新田伊藤正ほかに係わる井領米控訴などにつき
　書状） 同縣下海西郡鎌島新田木村吉輔→愛知縣下名古
　屋朝日町二丁目七番地（東京室町三丁目名倉屋平兵衛方
　ヨリ）青木絨殿

（9月15日電報控）　東京台マチサシナクラやニテ木邨吉
　輔→名古屋玉屋瞬服部平左衛門

（約定書を紛失したが約束事項に相違ない旨書状）
　武田哲次郎

謹（代書代ほか受取）　保権□→服部平左衛門殿外御一
　人殿

（稲元・稲荷堤問数覚〉

（森津輪中杁巾・長さなど覚）

御願申上候（間川築留につき稲元新田ほか村々より用
　水杁伏込方願）　武田哲次郎外4名→愛知縣御鷹

（五ヶ所水行井領米の儀につき書状）　稲元新田地主中
　→戸長武田様

（書状・旅費がなく帰国難渋につき送金願）　従東京
　木邨吉輔→服部平［コ
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（武田氏同道につき書状）　木村吉輔君帥加藤省 ⑳月5日 巻紙・1通

（稲元・稲荷両新田の井領米一件につき書状） 8月27日 巻紙・1通／
色罫紙）

（控訴入費送金なきにつき書状）　木村吉輔→地主惣代 第19日 竪紙・2通
伊藤治郎右衛門殿、武田哲次郎殿外7名

（控訴につき委任状の件など書状） 竪紙・2通

（水路築留につき奥印の件書状）　区長→森津芝井初正 10月29日 巻紙・1通
副戸長御中

（封筒のみ）　→加藤省様 封筒・1通

（約定書を紛失したが約束事項に相違ない旨書状） 竪切紙・1通

武田哲次郎

（佐屋村加藤省殿への別紙来状拝見につき書状）　鎌 10月1日 巻紙・1通
島平ゆモリス武田君

（事件につき詫び状）　木村吉輔→青木絨殿 第18日 横切紙・1差
（赤色罫紙）

（電報）　キムラキチスケ→ハットリヘイヘモン 明治9年9月16日 竪切紙・1通
筒入）

（直ちに名古屋へ出張依頼の件など書状）　加藤省→服 9月30日 巻紙・1通
部平右衛門殿

芝井境立切（むしろ・縄・人足・船数ほか覚）　武田 竪紙・1通／

哲次郎 色罫紙）

（地主連署終了後に委状を至急廻してほしい旨など書 第27日 巻紙・1通／

状）　木村吉輔→鎌島新田木村春樹殿、森津武田哲治郎 封筒入）／（
殿 罫紙）

（東京からの別紙に回答の件など依頼状）　青木紘・堀 10月2日 巻紙・1通／

部勝一郎→武田哲太郎様御地主中 色罫紙〉

（電報）　キムラヨシスケ→アヲキアキラ 明治9年10月5日 竪切紙・1通
筒入）

（松名筋水行井領米の件にて召喚につき書状）　大谷 8月12日 竪紙・1通／

甚平→武田哲治郎様 包紙入・青食
紙）

（父甚平帰宅遅く訪問不能の件詫び状）　大谷鎌造擁武 8月13日 巻紙・1通（走
田哲二郎殿 入）

（間崎新田間ノ川東〆切り長さ・土砂・人足など覚） 横折紙・1通

（協議のうえ電信願）　省ゆ武田大君 ⑳月10日午前 横切紙・1通

（魑糊騨劉轟騰鶉勢査熱駕腱鷲 明治10年3月 半・1冊（3丁
（7冊・一綴）／

色罫紙）

悪水路公裁中諸費　鎌島森津 明治10年6月調 袋（50点入）

記（代金1円余受取〉　近江屋直吉→上 ！2月ヱ3日 小切紙・1通

記（金25円入りの包受取）　伊藤店ゆ武田哲次郎様 7月12日 小切紙・1通

入金記 横折紙・1通

記（代金受取）　丸竹屋岩吉（東京桜田久保町通善右衛門 9月27日 小切紙・1通

町丸竹屋）→上

1通／

1通（封

1通（封

青色罫

1501－15

1501－16

1501－17

1501－18

1501－19

1501－20

1501－21

1501－22

1501－23

1501－24

1501－25

1501－26

1501－27－1

1501－27－2

1501－28

150て一29－1

1501－29－2

1501－30

1501－31

0663－3

0812

0812－1

0812－2

0812－3

0812－4
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謹（千字文代金受取）　須原屋金花堂佐助（日本橋南） 10月7日 小切紙・1通 0812－5

→上

記（飛脚賃・書留郵便ほか支払代金書上） 横折紙・1通 0812－6

（明治8・9年分支払代金書上） 横折紙・1通 0812－7

東京日々新聞代価確受取之証　日報社→堀部勝四郎様 子8月16日 小紙く版）・1通 0812－8

記（代金受取）　美濃屋佐兵衛弗木村吉助様 8月8日 小切紙・1通 0812－9

記（袴ほか納入）　越後や栄太郎外1名ゆ木村吉助様 9月3日 小切紙・1通 0812－10

記（出金覚） 横折紙・1通 0812－11

（出金覚） 横折紙・1通 0812－12

書留郵便物請取謹（東京室町三丁目十六番地名倉屋平兵 明治9年8月17日 小紙（版）・1通 0812－13
衛方木村吉輔から愛知県名古屋朝日町弐丁目青木宛郵便）

書留郵便物請取鐙（東京室町三丁目拾六番地名倉屋平兵 明治9隼8月24日 小紙（版）・1通 0812－14
衛から愛知県下名古屋朝日町二丁目七番地青木宛郵便）

書留郵便物請取謹（室町三丁目名倉屋平兵衛方木村吉輔 明治9年9月22日 小紙（版〉・1通 0812－15
から尾張名古屋朝日町青木宛郵便）

書留郵便物請取讃（東京室町三丁目名倉屋平兵衛方木村 明治9年9月26日 小紙（版）・1通 0812－16
吉輔から愛知県名古屋朝日町青木宛郵便）

書留郵便物請取讃（室町三丁目名倉屋平兵衛方木村吉輔 明治9年9月22日 小紙（版）・1通 0812－17
から名古屋朝日町二丁目青木宛郵便）

覚（茶わん代金受取）　信松（伊勢町堀川岸信濃屋〉→ 9月4日 小切紙・1通 0812－18
上

（東京木村吉輔より名古屋青木宛音信料金受取証） 明治9年9月29日 竪切紙・1通 08壌2－19
電信局

（東京木村吉輔より名古屋青木宛音信料金受取証） 明治9年10月19日 竪切紙・1通 0812－20
電信局

（東京木村吉輔より名古屋青木アキラ宛音信料金受取
証）　電信局

明治9年9月26日 竪切紙・1通 0812－21

（萄翻村雛鳶り名耀服部平左衛F腕音信料鍍 明治9年9月16日 竪切紙・1通 0812－22

（東京木村吉輔より名古屋青木宛音信料金受取証〉 明治9年9月2日 竪切紙・1通 0812－23
電信局

（東京木村より名古屋青木宛音信料金受取証）　電信 明治9年10月5日 竪切紙・1通 0812－24
局（築地電信局）

（名古屋前払い音信料金受取証）　電信局（築地電信局） 明治9年10月5日 竪切紙・1通 0812－25

（林麟太郎より名古屋青木アキラ宛音信料金受取証） 明治9年8月14日 竪切紙・1通 08壌2－26
電信局（日本橋電信局）

覚（代金受取証）　両国元町市野屋春吉→上 8月15日 竪切紙・1通 0812－27

覚（蒲焼代金受取証）　室町浮世小路（安房屋）→上 8月16日 竪切紙・1通 0812－28

覚（代金受取証）　室三丸金→六ばん御客様 8月22日 竪切紙・1通 0812－29

覚（料理代金受取証）　京橋銀座壱丁目松田吻上 9月9日 竪切紙・1通 0812－30

覚（代金受取証）　深川仲町川溝→上 9月24日 竪切紙・1通 08壌2－31

覚（料理代金受取証）　京橋銀座壱丁目松田→上 10月16日 竪切紙・1通 0812－32
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証（罫紙代価上納）　海西郡森津新田武田茂兵衛

証（罫紙代価上納）　海西郡鎌島新田木村吉輔

証（罫紙代価上納）　海西郡鎌島新田服部平左衛門

記（代金受取）　三島宿相模屋利兵衛→上

覚（代金受取）　はまたや傳六（勢州四日市）ゆ木村様

記（下足袋ほか代金4貫969文受取）　中村屋→木村様

記（荷物艀・人足持出し代金8銭ほか受取）　福井恵
　兵衛→木村様

記（酒・塩焼ほか代金65銭余受取）
　村吉輔様

記（尾州米100俵代金より水上賃など差引金86円余渡
　し）　田島屋与吉→武田様

記（船賃ほか代金勘定）

記（金銭勘定）　伊藤→武田様

（封筒のみ）　森津用係→鎌島用係木邨二朗殿

（水引一件礁つき書状）　金森源三郎→武田哲次郎様

（米手付金の件につき書状）　花井啓九郎→武田哲次郎
　様

（組合議決の件につき書状）　青木絨ゆ森津新田武田哲
　太郎様

（稲荷新田より出願の以樋の件につき廻達）　第六区
　会所→森津新田・鎌島村右村々用係申

（かめ彦にて亥年12月16日夕飯・22日午飯献立覚）

（明治9～10年諸掛り代書上）

井敷米勧解中書類

（明治）9年12月4日

（明治）9年12月4日

（明治）9年12月4日

第8月12日

B月30日

ほ0月

第10月21日

松屋五兵衛→木8月27日

（鍋田川通堤防普請願書類綴）

御普請願（鍋田川通危険箇所検査の上普講許可願）
　（森津新田・芝井新田・寛延新田・松名新田・鎌嶋新田土
　木惣代・用係）→愛知縣令安場保和殿

御普請願、（幹流木曾川の支流鍋田川通堤防危険箇所普
　請願、請書など共）　森津新田土木惣代白木徳太郎、
　用係佐藤民輔

杭出追修繕願（鍋田川堤普請目論見帳など共）　尾張
　国海西郡森津新田帥愛知縣令安場保和殿

杭出追修繕願（鍋田川堤普請目論見帳など共）　　（森
　津新田・芝井新田・寛延新田・松名新田・鎌嶋新田土木
　惣代・用係）ゆ愛知縣令安場保和殿

御休泊之通　内川屋宗三→森津村御用係様

御休泊簿帳　内川屋宗三→森津村御用係様

6月26日

i3月1旧

5月17日

11月17日

（明治）ll年9月6日

明治10年8月

明治10年

明治10年9月

明治9年9月28日

明治10年7月

明治10年8月6日

i明治lo年

ト
明
治 10年丑1月
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竪切紙・1通

竪切紙・1通

竪切紙・1通

小切紙・1通／
（青色罫紙）

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

封筒・1点

小切紙・1通

小切紙・1通

巻紙・1通（封筒
入）

巻紙・1通（封筒
入）

巻紙・1通

横折紙・1通

7点一綴（袋付）
＜14丁＞

半・4冊一綴

半・1冊〈8丁＞

半・i冊＜7丁＞

半・1冊〈5丁〉

半・1冊〈9丁＞

横半半折・1冊く6
丁＞／　（2、点一綴）

横半半折・1冊く12
丁＞

0812－33

08唾2－34

0812－35

08唾2－36

0812－37

0812－38

08で2－39

0812－40

0812－41

0812－42

0812－43

0812－44

0812－45

0812－46

0812－47

0812－48

0812－49

0812－50

0807

0678

0678－1

0678－2

0678－3

06ア8－4

0560－1

0560－2
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証（鍋田川通堤防修繕入費下渡につき受取）　第六区 明治11年1月 竪紙・1通／（7点 0664－6

海西郡森津新田森津新田土木惣代荻子常九郎、（森津）村 一綴）／（青色罫
用係佐藤民輔→愛知縣令安場保和殿 紙）

鍋田川通悪水杁樋伏換目論見帳　第六区海西郡森津始メ 明治11年11月 半・1冊＜9丁＞／ 0849－1

三ヶ村（森津村・芝井新田・鎌島新田） （2冊一綴）（青色
罫紙）

杁樋伏替願（鍋田川通悪水杁樋）　右井組村々森津村大 明治11年ll月22日 半・1冊＜2丁＞ 0849－2

工惣代白木感太郎、鎌島新田大工惣代加藤喜七、芝井新
田大工惣代八木大五郎、森津村用係佐藤民輔、鎌島新田
用係木村二朗、芝井新田用係佐久間代輔→愛知縣令安場
保和殿

悪水路事件二付地方官工申告ノ書類 （明治ll年） 5点一綴（袋付） 08⑩

悪水路之儀二付届　第六区海西郡鎌島新田用係木村二朗 明治ll年5月30日 竪紙・1通／（青 0810－1

外1名→第六区区長御中 色罫紙）

悪水路敷地之儀二付御答 明治11年12月 半・1冊＜4丁＞／ 0810－2
（黒色罫紙）

自首願（悪水路敷地米償却方につき） 半・1冊〈4丁＞／ 0810－3

（青・黒色罫紙）

乍糠護隣）（筏畿羅鵬禦論魏繍禽 （慶応2年）寅正月 半・王冊く3丁＞／
（青色罫紙）

0810．4

屋

乍恐奉願上候御事（当輪中悪水路普請につき願） （慶応2年）寅正月 半・1冊＜2丁＞ 0810－5
松名富尾儀一郎外5名→岡崎新吾様

記（宿泊・酒肴ほか代金6円余受取）　下茶屋町玉屋ゆ寅1月31日 横長美・1冊く3丁＞ 0556－1
か→森津新田用係御衆中様 ／（6点一綴）

記（宿泊・煙草ほか代金4円余受取）　内川屋宗三ゆ森7月 横長半・1冊〈3丁＞ 0556－2
津新田伊藤民輔様 ／（貼紙あり）

記（宿泊・煙草ほか代金6円余受取）　か見屋彦＋郎→明治10年9月5日 横長半・1冊く3丁＞ 0556－3
森津新田武田様、伊藤様

記（宿泊・酒ほか代金16円余受取）　名古屋か見屋彦十 明治11年7月 横長美・1冊く4丁＞ 0556－4
郎→武田様、佐藤様御連中 ／（貼紙あり）

記（宿泊・昼代ほか代金ll円余受取）　玉屋ゆか→森 丑7月 横長半・1冊＜3丁＞ 0556－5
津新田用懸り御衆中様 ／（貼紙あり）

記（宿泊・昼代ほか代金28銭請求）　玉屋ゆか→森津新 丑7月 横折紙・1通 0556－6
田用懸り御衆中様

（5か村入用・諸費書付および同受取書類）　　（伊藤正、 （未12月～酉6月21日） 10点一綴 1450
森津円九郎、森津半三郎、大工藤十郎、森津村与兵衛、
茂三郎、引受茂兵衛など）→（武田様、五ヶ村様、五ヶ
村御役所様、五ヶ村御番屋中様、引受茂兵衛様など）

請書、（森津・芝井・松名・寛延・鎌島新田堤防修繕春
　普請届）　森津新田用係佐藤民輔外3名→第六区区長御
　中

明治10隼 竪紙・1通／（7点
一綴）／（青色罫
紙）

0664－4

御請書（森津新田地内鍋田川通堤本年臨時普請請書）
　土木惣代白木謹太郎、森津邨用係佐藤民輔→愛知縣令安
　場保和殿

明治10年11月10日 竪紙・1通／（7点
一綴）／（青色罫
紙）

0664－5

乍毛達年々拍覚 半・1冊〈26丁〉／ 0664－7
（7点一綴〉
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辮新田／斐談婁鐙欄

地主惣代

並　　曇叢
田　　員肖

井水堤塘江付確証

確証（堤敷地米1斗7升9合森津新田へ引渡相違無き旨）
　第六区鎌島新田用掛木村替輔ゆ森津新田用掛佐藤民輔殿

確証（井領米7升7合森津新田へ引渡相違無き旨）　第
　六区鎌島新田用掛木村替輔→森津新田用掛佐藤民輔殿

確書（堤敷地米1斗7升9合森津新田へ引渡相違無き旨）
　松名新田用掛伊藤柳右衛門→森津新田用掛佐藤民輔殿

確書（堤敷米1斗7升9合森津新田へ引渡相違無き旨）
　寛延新田用掛伊藤権左衛門→森津新田用掛佐藤民輔殿

為取換約定証券（水引立普請につき旧藩より拝借金新
　田別年賦記）　森津新田地主惣代武田哲次郎外5名

（井領米関係綴）

井領米割渡之記　森津新田用係佐藤民輔

保証書（武田哲次郎ほか6名井領米引渡につき）　海
　西郡森津新田地主惣代佐藤円九郎外4名、用係佐藤民輔

井路敷券秩御下渡願（確証共）　第六区森津新田地主惣
　代武田哲次郎、用係佐藤民輔→愛知縣令安場保和殿

（森津新田井路敷につき図面）　第六区海西郡森津新田
　用係佐藤民輔

（悪水路ノ訴訟関係書類綴）

悪水路ノ義二付具申書　第六区海西郡鎌島新田地主惣代
　加藤喜七・木村忠三郎、右村用係木村二朗、森津村地主
　惣代飯田保七・佐藤円九郎、右村用係佐藤民輔→愛知県
　令安場保和殿

悪水路敷地ノ義二付御答　第六区海西郡鎌島新田地主惣
　代海東郡佐屋邨加藤省、右村用係木村二朗、森津新田地
　主惣代名古屋茶屋町伊藤次郎左衛門・武田哲次郎、右村
　用係佐藤民輔→第六区区長御中

悪水路ノ義二付具申書　第六区海西郡鎌島新田地主惣代
　加藤喜七外5名→愛知県令安場保和殿

悪水路敷地之義二付御答　第六区海西郡鎌島新田地主惣
　代海東郡佐屋邨加藤省外4名峠第六区区長御中

（悪水路故障解除訴訟12か村関係書類綴、絵図共）
　（被願入惣代武田誠一〉

袋（5点入） 1287

明治10年7月 竪切紙・1通／1287－1

（赤色罫紙）

明治10年7月 竪切紙・1通／1287－2

（赤色罫紙）

明治10年7月 竪紙・1通／（青 1287－3

色罫紙）

明治10年7月 竪紙・1通／（青 1287－4

色罫紙）

明治8年6月 半・1冊＜4丁＞／ 1287－5

（青色罫紙）

明治10年 4点一綴 0670

明治10年7月 竪紙・1通／（青 0670－1

色罫紙）

明治10年7月 竪紙・1通／（青 0670－2

色罫紙）

明治10年7月 竪紙・4通／（青 0670－3

色罫紙）

（明治IO年） 32．5×43cm・1枚 0670－4

明治ll年 半・4冊一綴 0809

明治ll年8月 半・1冊〈4丁＞／ 0809－1

（青色罫紙）

明治11年3月ll日 半・1冊く4丁＞／ 0809－2
（青色罫紙）

明治11年8月 半・1冊＜4丁＞／ 0809－3
（青色罫紙）

明治11年3月11日 半・i冊く4丁＞／ 0809－4
（青色罫紙）

（明治19～24年） 半・一綴＜30丁＞ 1293

支配人／土地

地割

森津新田鮒浦口地割帳　作主善蔵 宝暦7丑10月 横長半耀冊＜5丁＞0504
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森津新田／支配人／土地／掟地反別

海西郡森津新田津嶋口大ロニ割込差引帳

海西郡森津新田口割附帳

一札之事（当巳春地割につき、津嶋口縮メ園取り等一
　札）　　（森津）新田庄屋沢右衛門・覚左衛門→鳥ヶ地新
　田庄蔵殿

鯛浦口小割覚帳

宮地割覚帳

口地通地割入用帳

地割帳（森津新田口地）

（森津新田地割帳）

掟地反別

（森津新田掟地反別帳）

口地田畑地主拍反別帳（地租改正につき）（第一号）
　（森津新田）

口地屋敷反別地主拍調帳（地租改正につき）（第二号）
　（森津新田）

分高地主拍反別調帳（地租改正につき）一（第三号）
　（森津新田）

村方拓地掟反別人名簿

手作分田畑掟反別帳

森津掟地反別帳（地主伊藤分掟米高年々書上）　伊藤

口地仲問掟反別帳

口地田畑宅反別掟米帳（伊藤・二井・武田など地主毎
　の田畑書付）　海西郡森津

口地壱口歩作掟米反別帳（白木控）

口地仲間掟反別帳

口外反別掟帳　武田

分高反別地価帳（明治20年度調）　森津村（地主会所）

口地反別地価仕出帳（明治20年度調）　森津村（地主
　会所）

口地耕宅地収獲口割賦帳

宝暦11年辛巳正月 横長美・1冊〈6丁＞ 0387

宝暦11年正月 美大・1冊＜17丁＞ 0720

宝暦11年巳3月 竪継紙・1通 ”50

寛政9歳巳2月 横長半・1冊く23 0395
丁＞

文化4年卯正月 横長半・1冊く15 0400
丁＞

文化6年巳正月7日 横長半・1冊く5丁＞ 0399

文化6年巳正月 横長美・1冊く15 0401
丁＞

文化9年申年 横長美・1冊＜16 0402
丁＞

（文化元年2月～） 横半半列・1冊0727
く229丁＞／（虫損）

明治9年 横長半・1冊く26 0460
丁＞

明治9年 横長半・1冊く19 0459
丁＞

明治9年 横長半・1冊く15 0458
丁＞

明治第10年12月 横長半・1冊＜28 0456
丁＞

男治11年12月改正 横長半・1冊く13 0461
丁＞

男治11年（～明治22年） 横半列・1冊く78 0789
丁＞／（虫損）

凋治11年（～明治21 横半列・1冊く230 0791
隼） 丁＞

明治21年12月調 半など・（16点こ 1513
より括り）

月治21年12月調 横長半・1冊く4丁＞ 0470

明治22年12月 横長半・1冊＜26 0462
丁＞

明治22年 横長半・1冊〈5丁＞ 0548－6

／（7点一綴）

明治23年12月訂正 半・1冊く38丁＞ 0686

半・1冊〈12丁＞ 0685

半・1冊＜11丁＞／ 0687－1
（3冊一綴）
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　　　　　　　　土地／耕地絵図
森津新田／支配人／作人
　　　　　　　掟米／掟米高　掟積帳

分高収穫割賦帳

辰新田・与蔵山収穫割賦帳

（森津新田掟地反別帳）

森津新田六人物掟帳

（伊藤次郎左衛門ほか反別差引地価書上）

半・1冊く22丁＞ 0687－2

半・1冊〈6丁＞ 0687－3

横半半列・1冊く790726
丁＞／（虫損）

横長半・1冊〈3丁＞ 0889

半・1冊く8丁＞／ 0668－5

（6冊一綴）／（青
色罫紙）

耕地絵図

口地廿四口割略図（森津新田） 明治29年12月 25×34cm・31枚 0696
一綴

（森津新田耕地部分図） 25×34cm4枚／0697－1
（2点一綴）

（森津新田廿四口割略図） 25×34cm・3枚一 0697－2

綴

（森津新田耕地略図） 25×34cm・17枚 0698
一綴

（森津新田耕地略図） 25×34cm・3枚一 0699
綴

（森津・芝井新田など付近絵図） 44×64cm・1枚／ 0700－1

（2点一綴）

（森津新田周辺絵図下書） 40×85cm・1枚 0700－2

　　　作　人

慶応二年寅口地下作問作壱口通

宅地並宅地付田畑作人帳（埋田3か所）

慶応2年 横長半・1冊＜6丁＞ 0469

明治11年改正 横単半折・1冊＜490798
丁＞

　　　掟　米

掟米高

（森津新田掟米書上） 半・1冊〈4丁＞ 0681

（人別年々取米高書上）（後欠） 横長美・1冊＜19 0565－1

丁＞／　（2冊一
綴）／（虫損大）

（人別取立米勘定）（前欠） （文化14年～） 横長美・1冊〈7丁＞ 0565－2

／（虫損大〉

掟積帳

森津新田屋敷掟積帳

狐地稲吉屋敷米積帳（慶応4年8月13日吉田氏より借覧〉

宝暦ll年辛巳4月 横長美・1冊く16 0388－1

丁＞／（2点一綴）

吉田氏より借覧〉 慶応3卯年（慶応4年写） 横長半・1冊＜7丁＞ 0429
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