
○

壱口通積り帳（津嶋口）

午年積り帳（津嶋口）

壱口通積り帳（山路口）

申年積り帳（山路口）

積り覚帳

亥年積り帳（山路口・森津壱口通）

子年積り帳（山路口）

丑年口地積り帳（津嶋口）

寅年積り帳（津嶋口）

卯年積り帳（津嶋口）

午年積り帳（津嶋口）

未年積り帳（山路口）

申年積り帳（鯛浦口）

戌年積帳（山路口）

亥年積り帳（森津新田）

子年積り帳（森津新田）

丑年積帳（森津新田）

寅年積帳

卯年積り帳

辰年積り帳（森津新田）

巳年積り帳

午年積り帳（鮒浦口）

未年積帳（鰍浦口）

申年口地積り帳（森津新田）

文化6巳年12月

文化7年12月

文化8未年

文化9年

文化11年戌12月

文化12年一

文化13年12月15日

文化14年12月

文政元年

文政2年12月

文政5年12月

一
文
政 6年12月

文政7年12月

文政9年12月

文政10年

文政11年

文政12年12月

文政13年

天保2年

天保3年

天保4年

天保5年

、天保6年

天保7年

一81一

森津新田／支配人／掟米／掟積帳

横長半・1冊く8丁＞ 0044

横長半・1冊＜9丁＞ 0045

横長半・1冊＜8丁＞ 0046

横長半・1冊く11 0047
丁＞

横長美・1冊＜8丁＞ 0048

横長半・1冊く12 0049
丁〉

日 横長半・1冊＜12 0050
丁＞

横長半・1冊＜8丁＞ 0051

横長半・1冊＜12丁 0052
〉

横長半・1冊＜12 0053
丁＞

横長半・1冊く11 0054
丁＞

横長半・1冊く8丁＞ 0055

横長半・1柵く12 0056
丁＞

横長半・1冊＜12 0057
丁＞

横長半・1冊く11 0058
丁＞

横長半・1冊く12 0059
丁＞

横長半・1冊く11 0060
丁＞

横長半・1冊＜12 0061
丁＞

横長半・1冊く12 0062
丁＞

横長半・1冊く12 0063
丁＞

横長半・1冊く12 0064
丁＞

横長半・1冊＜13 0065
丁＞

横長半・1冊く12 0066
丁＞

横長半・1冊＜11 0067
丁＞



森津薪田／支配人／掟米／掟積帳

酉年積り帳

口地壱口通積帳（森津新田）

子年積り帳

丑年積り帳

寅年壱口通積り帳

卯年つもり帳

辰年壱口通積り帳

巳年積り帳

午年壱口通積帳

弘化四未年積帳

田畑口地下作つもり米拍帳

嘉永七年樟帳

嘉永五稔子積帳

嘉永四亥年積帳

戌年積帳

嘉永二酉年壱口通積帳

嘉永元申年積ゆ帳

壱口通掟米積帳

午歳壱口通掟米積

未年壱口通掟積帳

酉年壱口掟米積帳

文久二年戌積り帳

元治元子年壱口掟積帳

慶応元年葦壱口通積帳

明治二巳年積帳

明治三午年積帳

明治四辛未壱口通積帳

天保8年 横長半・1冊く12 0069
丁＞

天保9年戌12月 横長半・1冊＜13 0068
丁＞

天保ll年 横長半・1冊＜11 0070
丁＞

天保12年 横長半・1冊く12 0071
丁＞

天保13年 横長半・i冊＜9丁＞ 0072

天保14年 横長半・、1冊く11 0074
丁＞

天保15年 横長半・1冊く10 0073
丁＞

弘化2年 横長半・1冊＜11 0075
丁＞

弘化3年12月 横長半・1冊くll 0076
丁＞

弘化4未年 横長半・1冊＜10 0077
丁＞

万延元年申12月 横長半・1冊く5丁＞ 0416－1

／（7点一綴）

嘉永7年 横長半・1冊く10 0416－2
丁＞

嘉永5年 横長半・1冊く8丁＞ 0416－3

嘉永4亥年 横長半・1冊く12 0416－4
丁＞

嘉永3年 横長半・1冊＜12 0416－5
丁＞

嘉永2酉年 横長半・1冊くll 0416－6
丁〉

嘉永元申年 横長半・1冊＜8丁〉 0416－7

安政2年卯12月 横長半・1冊く10 0081
丁＞

安政5年 横長半・1冊＜7丁＞ 0079

安政6年 横長半・1冊く7丁＞ 0080

文久元年 横長半・1冊く10 0082
丁＞

文久2年 横長半・1冊〈8丁＞ 0083

元治元子年 横長半・1冊＜8丁＞ 0084

慶応元年 横長半・1冊＜8丁＞ 0085

明治2巳年 横長半・1冊＜7丁＞ 0465

明治3午年 横長半・1冊〈6丁〉 0086

明治4未年 横長半・1冊＜7丁＞ 0087

一82一



森津新田／支配人／掟米／検見　村方掟米取立・仕出

明治五壬申壱口積

明治六年壱口積帳

明治七年壱口問作米

明治八年壱口積帳

九年壱口通積帳

十年壱口通積帳

明治十一年口地一口積帳

壱口通掟米

（萱口通積帳）

検見

森津大口三口小作寄帳

鯛浦口卯積り帳

巳年積米積り一口分

未年検見醸

森津検見坪附覚帳（津嶋口）

森津検見坪付覚帳（山崎口）

覚（地主衆中御検見諸入用書上）

東堤起検見帳

口地井埋田南寅北寅毛見帳

内見帳（田方検見書上、図面）　森津新田新田百姓代武
　田哲次郎、副戸長佐藤民輔・武田茂兵衛→愛知県令鷲尾
　隆聚殿

伏田毛見米帳

口地立毛検見覚帳（森津新田）

森津田方一枚毎検見畝引米積出帳

村方掟米取立・仕出

去辰年村方取立米帳

O
村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一83一

明治5申年 横長半・1冊＜7丁＞ 0088

明治6年 横長半吸冊〈5丁＞0089

明治7年 横長半・1冊＜6丁＞ 0090

明治8年 横長半・1冊〈7丁＞ 0091

（明治）9年 横長半・1冊く7丁＞ 0093

（明治）10年 横長半・1冊〈5丁＞ 0092

明治11年 横長半・1冊く4丁＞ 0094

巳年 横長半・1冊＜8丁＞ 0078

横長半・3点一綴 0550
く27丁＞

安永2年未3月 横長半・1冊＜14 05葉2－1

丁＞／（4点一綴）

横長半・1冊く4丁＞ 0512－2

横長半・1冊＜6丁＞ 0512－3

横長半・1冊〈5丁＞ 05」2－4

天明3年卯10月28日 半・1冊＜13丁＞ 0559

天明4年辰10月5日 横半半折・1冊＜12 0561
丁＞

文政3辰年 横長半・1冊＜3丁＞ 0996－1

／（4点一綴）

安政3年辰10月 横半半折・1冊く4 0890
丁＞

万延元申年10月 横長半・1冊＜10 0535
丁〉

武 明治7年10月 横長美・1冊＜29 0511
尾 丁＞

明治11年11月18日 横長半・1冊＜7丁＞ 0453

明治14隼巳旧10月 横長半・1冊く49 0457
丁＞

明治18年乙酉旧暦嘉平 横長半・1冊く25 0503
月調 丁＞

明治2年巳10月調 横長半・1冊＜9丁＞ 0466

文久2年戌12月 横長半・1冊く20 0108
丁＞

文久3年亥12月 横長半・1冊く18 0109



森津新田／支配人／掟米／掟米取立（伊藤）

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳

村方掟米取立帳（外川原欠）

村方掟米仕出帳

村方掟米仕出帳

村方掟米仕出帳

掟米取立（伊藤）

丁＞

元治元年子12月 横長半・1冊＜16 0110
丁＞

慶応元年丑12月 横長半・1冊く18 01判
丁＞

慶応2年寅12月 横長半・i冊＜20 O”2
丁＞

慶応3年卯12月 横長半・1冊く20 0113
丁＞

明治2年巳12月 横長半・1冊く20 0114
丁〉

明治3年午12月 横長半・1冊＜20 0115
丁＞

明治9年 横長半・1冊＜22 0116
丁〉

明治11年 横長半・1冊く25 0”7
丁＞

明治12稔 横長半・1冊ζ20 0118
丁＞

明治22年 横長半・1冊く15 0119
丁＞

明治23年 横長半・1冊＜15 0120
丁＞

森津新田掟米取立帳（伊藤）

森津新田掟米取立帳（伊藤）

l
i

明治4年未12月

1
朗治10年

横長半・1冊く15
丁＞

横長半・1冊く14

0205

0206
1 丁＞

森津村掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治11年

l
i

横長半・1冊〈16
丁＞

0123

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控）
！
朋
治 12年
1

横長半・1冊＜10
丁＞

0124

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治13年 横長半・1冊＜10 0125
丁＞

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治14年 横長半・1冊＜9丁＞ 0126－1

／（2冊一綴）

六人者取立米帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治14年12月 横長半・1冊〈5丁＞ 0126－2

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 嗣治15年 横長半・1冊＜8丁＞ 0127

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治16年 横長半・1冊く10 0128
丁＞

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治17年 横長半・1冊く11 0129
丁＞／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 、明治18年 横長半・1冊＜11 0130

i
卜

丁＞／（虫損）

一84一一



森津新田／支配人／掟米／惣釦地掟米取立（伊藤）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治19年 横長半・1冊く11 0131
丁＞／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治20年 横長半・1冊＜IO 0132
丁＞／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治21年 横長半・王冊＜9丁＞ 0133
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治22年 横長半・1冊＜9丁＞ 0134
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治23年 横長半・1冊＜9丁＞ 0135
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治24年 横長半・1冊〈9丁＞ 0136
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控〉 明治26年 横長半・1冊く8丁＞ 0て37
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治27年 横長半・1冊〈8丁＞ 0138
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治28年 横長半・1冊＜7丁〉 0139
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治29年 横長半・1冊く6丁＞ 0141
／（虫損）

森津掟米取立帳（伊藤治郎左衛門分控） 明治30年 横長半・工冊＜8丁＞ 0140
／（虫損）

惣拍地掟米取立（伊藤）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤口〉　武田沢右衛門
　→伊藤治郎左衛門殿・太兵衛殿・安兵衛殿

（半左衛門他掟米取立帳）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤口）　武田沢右衛門
　→伊藤治郎左衛門殿・太兵衛殿・安兵衛殿

伊藤米計

伊藤船積覚

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤口）　武田沢右衛門…
　→伊藤治郎左衛門殿・太兵衛殿・安兵衛殿

辰年小計伊藤分（掟米差引勘定・渡米書上）

武田米（差引勘定）　善八→武田様

森蝋麟鱗灘騰遭魏殿“i
巳年伊藤分（掟米取立控）

取米覚（掟米差引勘定）

（作人毎掟米勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤控）　武田沢右衛門i弘化3年午12月
　→伊藤治郎左衛門殿・太兵衛殿・安兵衛殿　　　　　　　1
森津細惣撒掟米取立帳（伊藤）武田沢右衛門一1弘化4年未12月

　伊藤治郎左衛門殿・安兵衛殿・弥九郎殿

天保13年寅12月 横長半・1冊＜15 0142一摩

丁＞／（2点一綴）

横長半・1冊＜4丁＞ 0142－2

天保14年卯12月 横長半・1冊く16 0143－1

丁＞／（3点一綴）

天保14年12月23日 横長半・1冊＜3丁＞ 0143－2

横長半・1冊＜2丁＞ 0143－3

天保14年辰12月 横長半・1冊＜21 0144－1

丁＞／（3点一綴）

12月22日小計 横長半・珊く4丁＞ 0144－2

巳年2月24日 横長半・1冊＜2丁＞ 0144－3

弘化2年巳12月 横長半・1冊＜17 0145－1

丁＞／（4点一綴）

巳年 横長半・1冊く7丁＞ 0145－2

横長半・1冊く3丁＞ 0145－3

横長半・1冊〈2丁＞ 0145－4

弘化3年午12月 横長半・1冊く17 0146
丁＞

弘化4年未12月 横長半・1冊く17 0147－1

丁＞／（4点一綴）
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森津新田／支配人／掟米／惣掴地掟米取立（伊藤）

未年（伊藤分掟米勘定）

（村方米・掟米など差引勘定）

未伊藤積（作人毎掟米書出など）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤控）
　→伊藤治郎左衛門殿・安兵衛殿・弥九郎殿

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤控）
　→伊藤治郎左衛門殿・安兵衛殿・弥三郎殿

（掟米差引勘定）

（作人毎掟米勘定、村方積武田積各船積石高書上状）

森津新田惣釦地掟米取立帳（伊藤控）
　→伊藤治郎左衛門殿・安兵衛殿・弥三郎殿

（掟米差引勘定）

（作人毎掟米勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤控）
　→伊藤治郎左衛門殿・弥三郎殿・重平殿

（掟米差引勘定）

（作人毎掟米勘定）

森津新田惣掬地掟米取立帳（伊藤）
　伊藤治郎左衛門殿・弥三郎殿・重平殿

子年伊藤（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤）
　伊藤治郎左衛門殿・弥三郎殿・重平殿

（作人毎掟米勘定および差引勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤）
　伊藤治郎左衛門殿・弥三郎殿・重平殿

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳
　衛門殿・弥三郎殿・重平殿

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定および取渡書上）

森津新田惣拍地掟米取立帳
　衛門殿・弥三郎殿・重平殿

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定および取渡書上）

（弘化4年）未 横長半・1冊く2丁＞ 0147－2

（申正月16日船積皆済） 横長半・1冊＜3丁〉 0147－3

（申正月17日藤次郎船 横長半・1冊く2丁＞ 0147－4
積）

武田沢右衛門 嘉永元年申12月 横長半・1冊＜19 0148－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊＜2丁＞ 0148－2

横長半・1冊く2丁＞ 0148－3

武田沢右衛門 嘉永2年酉12月 横長半・1冊く20 0149－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊〈2丁＞ 0149－2

高書上状） 横長半・1冊く2丁 0149－3

＞、横切紙・2通

武田沢右衛門 嘉永3年戌12月 横長半・王冊く20 0150－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊〈3丁＞ 0150－2

横長半・1冊〈3丁＞ 0150－3

武田沢右衛門 嘉永4年亥12月 横長半・ユ冊く20 0151－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊〈3丁＞ 0151－2

横長半・1冊く3丁＞ 0151－3

田沢右衛門→ 嘉永5年子12月 横長半・1冊く20 0152－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊〈4丁＞ 0152－2

横長半・1冊〈3丁＞ 0152－3

田沢右衛門→ 嘉永6年丑12月 横長半・1冊＜20 0燦53－1

丁＞／（2点一綴）

横長半・1冊く5丁＞ 0153－2

田沢右衛門→ 嘉永7歳寅12月 横長半・1冊く20 0154－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊＜2丁＞ 0154－2

横長半・1冊＜3丁〉 0154－3

→伊藤治郎左 安政2年卯12月 横長半・1冊く20 0155－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊〈3丁＞ 0155－2

横長半・1冊く4丁＞ 0155－3

→伊藤治郎左 安政3年辰！2月 横長半・1冊く20 0156－1

丁＞／（3点…綴）

横長半・1冊く3丁＞ 0156－2

横長半・1冊く4丁＞ 0156－3
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森津新田／支配人／掟米／惣招地掟米取立（伊藤）

森津新田惣手口地掟米取立帳
　衛門殿・弥三郎殿・重平殿

森津新田惣拍地掟米取立帳
　衛門殿・弥三郎殿・重平殿

（作人毎掟米勘定・差引勘定・取渡書上）

森津新田惣拍地掟米取立帳
　衛門殿・弥三郎殿・重平殿

安政六年未十二月小計（作人毎掟米勘定・差引勘定
　取渡書上）

森津新田惣如地掟米取立帳
　衛門殿・弥三郎殿・重平殿・茂兵衛殿

（作人毎掟米勘定）

森津新田惣抽地掟米取立帳（伊藤控）

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定）

森津新田惣釦地掟米取立帳（伊藤）

戌年伊藤分（掟米勘定）

（掟米差引勘定）

戌とし伊藤小計（掟米勘定）

森津新田惣抽地掟米取立帳（伊藤）

（作人毎掟米勘定）

武田渡米（勘定ならびに掟米差引勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤）

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定および武田渡米勘定）

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤）
　藤治郎左衛門殿・勘六殿

（作人毎掟米勘定）

（掟米差引勘定）

伊藤分（取渡勘定）

森津新田惣招地掟米取立帳（伊藤）

森津新田抽地掟米取立帳（伊藤）

森津新田抽地掟米取立帳（伊藤控）

森津新田拍地掟米取立帳

衛門→伊藤治郎左 安政4年巳12月 横長半・1冊く4丁＞ 0157

衛門一・伊藤治郎左 安政5年午12月 横長半・1冊く20 0158－4

丁＞／（2点一綴）

ヒ）
横長半・1冊く8丁＞ 0158－2

衛門→伊藤治郎左 安政6年未12月 横長半・1冊＜20 0159－1

丁＞／（2点一綴）

定・差引勘定・ 横長半・1冊く8丁＞ 0159－2

衛門ゆ伊藤治郎左 万延元年申12月 横長半・1冊く10 0160－1

丁＞／（2点一綴）

横長半・1冊〈5丁＞ 0160－2

文久元年酉12月 横長半・1冊＜20 0161－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊く2丁＞ 0161－2

横長半・1冊く3丁＞ 0161－3

文久2年戌12月 横長半・1冊くi8 0162－1

丁＞／（4点一綴）

横長半・1冊＜3丁＞ 0162－2

横長半・1冊く3丁＞ 0162－3

横長半・1冊＜3丁〉 0162－4

文久3年亥12月 横長半・1冊く17 0163－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊く3丁＞ 0響63－2

） 横長半・1冊＜3丁＞ 0163－3

元治元年子12月 横長半・1冊く17 0164－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊〈3丁＞ 0164－2

横長半・1冊＜3丁＞ 0164－3

武田哲次郎ゆ伊 慶応元年丑12月 横長半・1冊く15 0165－1

丁＞／（4点一綴）

横長半・1冊＜2丁＞ 0165－2

横長半・1冊〈2丁＞ 0165－3

横折紙・1通 0165－4

慶応2年寅12月 横長半・1冊く15 0166
丁＞

慶応3年卯12月 横長半・1冊く15 0189
丁＞

明治2年巳12月 横長半・1冊く15 0198
丁＞／（虫損）

明治3年午12月 横長半・1冊＜15 0199－1
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森津新田／支配人／掟米／掟米取立

（伊右衛門他掟米取立勘定）

森津新田抽地掟米取立帳（伊藤控）

森津新田拍地掟米取立帳（伊藤）

森津新田拍地掟米取立帳（伊藤〉

（与左衛門他掟米取立勘定）

森津新田抽地掟米取立帳（伊藤）

（茂平他掟米取立勘定）

森津新田拍地掟米取立帳（伊藤）

（伊藤分掟米取立帳）

（伊藤出米書上）

掟米取立

森津新田惣拍地掟米取立帳（伊藤口・田嶋屋口・鈴木
　口・万利口）

森津新田長地掟米取立帳　鳥ケ地新田松吉他保七、三右
　衛門

辰新田井仲満嘉兵掟米取立帳　木下拍

（辰新田ならびに仲満嘉兵掟米取立覚）

（辰新田ならびに仲満嘉兵掟米取立覚）

口地田方米取立帳

村方米取立帳

去辰惣取立米〆出シ帳

去辰年口地屋敷井畑米取立帳

村方惣取立米仕出帳

掟米取立帳武田

（明治22年分覚右衛門他取立米書上）

（明治23年年正取立分書上）

丁＞／（2点一綴）

横長半・1冊〈2丁〉 0199－2

明治5申年 横長半・1冊く14 0200
丁＞／（虫損）

明治6年 横長半・1冊く11 0201
丁＞

明治7年 横長半・1冊く10 0202－1

丁＞／（2点一綴）

横長半・1冊く2丁＞ 0202－2

／（虫損・欠損）

明治8年 横長半・1冊く10 0203－1

丁＞／（2点一綴）

横長半・1冊く2丁＞ 0203－2

明治9年 横長半・1冊く14 0204
丁＞

横長半・1冊く3丁＞ 0227

横長半・1冊〈3丁＞ 0228

天保2年卯12月 横長半・1冊＜17 0223
丁＞

天保3年辰11月吉日 横長美・1冊く11 0853
丁＞

嘉永2年酉2月 横長半・1冊く3丁＞ 0855－1

／（3冊一綴）

嘉永5子年 横長半・1冊＜2丁＞ 0855－2

嘉永4亥年 横長半・1甜＜2丁＞ 0855－3

万延元年申12月 横長半・王冊く21 0471
丁＞

文久元年酉12月 横長半・王冊く19 0467
丁＞

明治2年巳10月 横長半・1撮＜23 0121
丁〉

明治2年巳10月調 横長半・1冊＜13 0472
丁＞

明治8年 横長半・1冊く31 0122
丁＞

明治22年 横長半・1冊〈4丁＞ 0548－7

／（7点一綴）

（明治22年） 竪紙・1通／（7点 0548－4

一綴）／（罫紙）

（明治23年） 横長半・1冊く3丁〉 0548－5

／（7点一綴〉
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森津新田／支配人／掟米／年貢掟高差引勘定　掟米差引勘定など

年貢掟高差引勘定

寅季御年貢割賦除外掟・くね掟・三前北掟高持中米指 文政元年12月 横長美・1冊＜40 0329
引帳 丁＞

卯歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三前北掟高持中米差 文政2年12月 横長美・1冊＜34 0330
引帳 丁＞

辰歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三前北掟高持中米指 文政3年12月 横長美・1冊＜35 033葉
引帳 丁＞

巳歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三前北掟高持中米指 文政4年12月 横長美・1冊く35 0332
引帳 丁＞

午歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三昧前北掟高持中米 文政5年12月 横長美・1冊く34 0333
差引帳 丁＞

未歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三味前北掟高持中米 文政6年12月 横長美・1冊＜35 0334
指引帳 丁＞

申年御年貢割賦除外掟・くね掟・三昧前北掟高持中米 文政7年12月 横長美・1冊』＜350335
指引帳 丁＞

酉年御年貢割賦除外掟・くね掟・三味前北掟高持中米 文政8年12月 横長美・1鼎＜35 0336
指引帳 丁＞

子歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三昧前北掟高持中米
　差引帳

文政ll年12月 横長美・1冊〈37
丁＞

0337

丑歳御年貢割賦除外掟・くね掟・北埋掟高持中米差引 文政12年12月 横長美・1冊く37 0338
帳 丁＞

寅歳御年貢割賦除外掟・くね掟・三昧北掟高持中米差 文政13年12月 横長美・1冊く37 0339
引帳 丁＞

卯歳御年貢割賦除外掟・畦掟・三味北掟高持中米差引
　帳

天保2年12月 横長美・1冊〈37
丁＞

0340

御年貢割賦井埋田掟高持中米指引帳 慶応2年寅12月 横長美・1冊＜27 0015
丁＞

御年貢割賦井埋田掟高持中米指引帳 慶応3年卯12月 横長美・1冊く27 0016
丁＞

御年貢割賦井埋田掟高持中米取立帳 明治2年12月 横長美・1冊＜28 0012
丁＞

御年貢割賦井埋田掟高持中米取立帳 明治3年午12月 横長美・1冊く29 0013
丁＞

御年貢割賦井埋田掟高持中米取立帳 明治4年未12月 横長美・1冊＜30 0014
丁＞

御年貢割賦井埋田掟高持中米差引帳 明治5年申12月 横長美・1冊く30 0017
丁〉

掟米差引勘定など

諸取立米指引勘定帳

貢租始諸差引帳

貢租始諸差引帳

明治元年辰12月 横長半・1偲く24 0450
丁＞

明治6年 横長半・1冊く30 0221
丁＞

明治7年 横長半・1冊く28 0222
丁＞
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森津新田／支配人／諸懸り

邨方米差引計算帳 明治8年 横長半・1冊く29 0464
丁＞

貢租割賦井地主諸差引帳（森津新田） 明治6年 横長半・1冊く30 0454
丁＞

貢租割賦並地主諸差引帳（森津新田） 明治7年 横長半・1冊＜28 0455
丁＞

（文化6年分口地壱口分年貢作徳米・諸入用書上） 横長美・1冊く3丁＞ 0547－1

／（2点一綴）

（文化6年より口地壱口分年貢作徳米・埋田米ほか書 横長半・1冊〈6丁＞ 0547－2
上）

小斗米出納記（森津新田） （明治12年） 横長半・1冊く5丁＞ 0548－1

／（7点一緯）

十三年端米納払（森津新田） 明治13年 横長半・1冊く4丁＞ 0548－2

／（7点一綴）

（森津新田掟米小斗記など） （明治14年～同19年） 横長半・17点一綴 0549
＜57丁＞

（新除道敷地ならびに掘禿場所米村方へ渡方覚ほか綴） 横長半・一綴く4 0996－2

丁＞／（4点一綴）

旧掟・新掟比較 半・1冊く39丁＞／ 0682
（反故紙）

諸懸り

為取替申謹文之事（森津新田地主仲間永々検見取
　入用負担などにつき取決証文控）
　兵衛、対海地新田地主金右衛門、鳥ヶ地新田地王重郎治、
　同所地主甚助・庄蔵→松名新田治右衛門殿・森津新田沢
　右衛門殿

寅年取立帳

丑年所々金銀取立帳

丑年同寅勘定残書出帳

諸事勘定帳

勘定帳

時々出金集通　森津新田

堀抜井戸諸入費帳　森津村方

（調達金返済につき証文取調返却の件につき書状）
　木村忠右衛門→武（田）哲治郎様

覚（〆高より利息返済など勘定）

出用覚（地主出金覚）

冒永々検見取・諸 宝暦ll年巳正月 竪継紙・1通

鎌嶋新田地主忠
鞄新田地主重郎治、

門殿・森津新田沢

天明2年11月 横長美・畑
丁＞／（2点一

天明元年11月 横長美・1冊
丁＞

天保12 横長半・珊く

嘉永元年申12月 横長半・1冊
丁＞

嘉永2年酉12月 横長半・1冊
丁＞

明治4年未正月 横半半折・1
丁＞

明治14年旧2月10日 横長半・1冊く

件につき書状） 正月21日 横切継紙・礎

巻紙・1通

横長半・1冊＜

1冊く38

1冊く36

1箭く9丁＞

1冊く26

1冊く20

1冊＜4

1冊〈4丁＞

1通

1冊＜3丁＞

1354

0538－1

0538－2

0468

0264

0265

0797

0302

1403

1325

1318
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森津新田／支配人／地主作徳／米金受取　配賦

　　　地主作徳

米金受取

三ヶ所埋田未地主中割賦元帳

御預米代割賦帳　森津新田庄屋

去辰分取立米銘々江割渡帳

覚（金75両受取）　伊藤店勘六（尾州名護屋茶屋町伊藤）
　→武田哲次郎殿

覚（金100両受取）　伊藤弥三郎、＋平（名古屋茶屋町尾・
　州伊藤）→武田沢右衛門様

覚（米札12両受取）　万屋利助→武田沢右衛門様

覚（加地子差引残米代金受取）　白木金太夫（西村海地’
　新田白木氏）ゆ武田沢右衛門殿

覚（先年取替金の半方18両3分受取）　佐野治右衛門賊
　武田沢右衛門殿

覚（武田沢右衛門別米半分代銀25匁余受取）　佐野平
　蔵ゆ松吉三右衛門様

覚（加地子米勘定）　松吉三右衛門→武田沢右衛門殿

覚（金25両受取）　白木金太夫（西村海地新田白木氏）
　→武田沢右衛門殿

（加地子米代受取ほかにつき書状）　木村忠右衛門→武1

　田哲治郎様

覚（金575両米切手受取）　駒屋源兵衛ゆ善八殿

覚（金575両書上）　伊藤太兵衛→森津新田善八様

（証文戻し・取次金受取に関する書状）　木村忠右衛門
　ゆ武（田）哲治郎殿

覚（吾代ほか米金書上）

配賦

配賦（米2斗6升6合）　武田→徳太郎殿

配賦（口地・六人者米7石2斗7合）　伊藤

配賦（米2斗6升6合ほか）　武田→徳太郎殿

配賦（口地・六人者米7石4斗3升6合）　伊藤→徳太郎
　殿

配符（除外埋田二口米2斗5升7合）　地主中→感太郎殿

配賦（除外埋田二口米3斗9升5合）　地主→恵太郎殿

配符（米4斗ほか）　武田→徳太郎殿

白木徳太郎差引書（金銭勘定調書付・請求書ほか）
　（第壱号）　　（白木恵太郎）ゆ（武田様）

文久3亥年 横長美・1冊＜4丁＞ 0852

（慶応3年）卯4月 横長半・1冊く6丁＞ 0868

明治2年巳10月調 横長半・1冊くIO 0473
丁＞

寅2月19日 小切紙・1通 1326

未正月23日 横切継紙・1通 1401

申正月8日 小切紙・1通 1324

亥3月 巻紙・1通 1323

亥12月20日 小切紙・1通 13葉9

亥12月27日 巻紙・1通 1321

亥12月27日 巻紙・1通 1322

亥12月 小切紙・1通 1320

4月2日 巻紙・1通 1402

11月26日 小切紙・1通 1327

ll月26日 小切紙・1通 1328

ろう月21日 横切継紙・i通 1409

小切紙・1通 壌329

（明治）12年12月 横切継紙・1通 1386

（明治）12年1月 横切継紙・1通 1387

（明治）12年1月 小切紙・1通 1388

（明治）12年12月 小切紙・1通 1390

（明治）12年1月 小切紙・1通 1392

（明治）12年1月 横切継紙・王通 1393

（明治）13年12月 小切紙・1通 1397

（明治）14年9月1日～ 1冊・15通（袋入） 1465
16年5月17日
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配符（口地・六人者米6石2斗8升5合）
　殿

配符（除外埋田二口米3斗2升8合）

配符（米4斗ほか）　武田→徳太郎殿

配符（六人宿除・口地米5石8斗2升4合）
　郎殿

配符（米4斗ほか）　武田→恵太郎殿

十八年配賦（米穀など受渡関係書類）
　衛、武田など）→（徳太郎殿、治太郎殿、学務委員御中
　など）

十九年分配賦

記（東積米内訳ほか）

仮証（明治19年分絹川氏納米借有地分受取）
　理服部平左衛門→佐藤民輔殿

配符（米4斗ほか）　武田→徳太郎殿

配符（口地米ほか7石4斗8合）

配符（除外埋田3斗5升ほか）

配符（米王斗9升1合ほか）　武田→学務要員御中

配符（米2斗2升2合）　佐藤→悠太郎殿

配符（流作米ほか1斗9升2合）

（割合米の内10俵受取につき）

（明治19年分川原欠米割合ほか）

（白木分絹川米1俵受取）　　（服部）ゆ白木

配符（口地米など61石7斗6升4合）

配符（米4斗）　武田→恵太郎殿

（白木感太郎配符米1石4斗2升）　絹川忠衛

配符（米1斗9升1合）　武田→学校

（明治21年村費・学校米など勘定残分書付）

配符（米5升8合〆代金及び鉛筆消ゴム代共2銭7厘）（明治）21年12月
　飯田保七擁白木恵太郎殿

配符（口地米など6石5斗7升8合）

（明治22年掟米1俵受取）

（明治22年掟米1俵受取）

（明治22年掟米3俵受取）

記（米20俵渡し願）
　徳太郎殿

配符（米4升4合）　飯田保七→白木恵太郎殿

武田→徳太郎 （明治）15年 小切紙・1通 1385

武田→徳太郎殿 （明治）15年 小切紙・1通 1389

（明治）15年 小切紙・1通 1391

合）　伊藤→感太 （明治）16年 横切継紙・1通 1394

（明治）16年 小切紙・1通 1396

（保七、伊兵 （明治）18年12月 小切紙・8点（封 1439
殿、学務委員御中 筒入）

封筒（11通入） 1408

横折紙・i通 1408－1

分受取）　絹川代 （明治）20年4月16日 横切継紙・1通 1408－2

（明治）19年 横切継紙・1通 1408－3

・徳太郎殿 （明治）19年 小切紙・1通 1408－4

徳太郎殿 （明治）19年 横切継紙・1通 1408－5

簿要員御中 （明治）19年 小切紙・1通 1408－6

（明治）19年 小切紙・1通 1408－7

ゆ白木徳太郎殿 12月 小切紙・1通 14’08－8

→白木様 8月16日 横切継紙・1通 1408－9

横切紙・1通 1408－10

白木 小切紙・1通 1408－11

舞藤ゆ徳太郎殿 （明治）13年12月 小切紙・1通 1381

（明治〉21年 横切継紙・1通／ 1382－1

（6点一括り）

忠衛 （明治）21年冬 横切継紙・1通 1382－2

（明治）21年 横切継紙・1通 1382－3

書付）　　　　 （明治21年） 小切紙・1通 1382－4

’ム代共2銭7厘） （明治）21年12月 横切継紙・1通 1382－5

藤ゆ徳太郎殿 （明治）21年 小切紙・1通 1382－6

弓→白木恵太郎殿 5月9日 小切紙・1通／（9 1395一璽

通一綴）

弓ゆ清水伝吉殿 5月20日 小切紙・1通 1395－2

弓→佐藤民輔殿 、5月9日 小切紙・1通 葉395－3

吉→大字森津白木 （明治）23年3月7日 小切紙・1通 1395－4

く郎殿 （明治）22年 小切紙・1通 1395－5
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配符（米1斗9升1合ほか）　武田ゆ徳太郎殿引受学校

配符（除外埋田米ほか6石2斗5升1合）　武田→恵太郎
　殿

配符（米4斗8升）　絹川支配所服部平左衛門→白木恵太
　郎殿

（人別宅地・畑書上）

廿三年配符

配符（米1斗9升1合）　武田→学校御中

配符（米8石3斗6升7合）　武田→恵太郎殿

配符（米1斗2升2合）　惣代佐藤→白木恵太郎殿

配符（米2石6斗8升8合）　佐藤→白木恵太郎殿

配符（米1斗5升3合3勺）　清水傳吉　白木悪太郎殿

配符（米1斗2合）　保七印（飯田）→徳太郎殿

（明治23年度納米受取札綴）　　（海西郡鎌嶋新田服部氏
　印）

酉明治三拾年配賦

（白木持役所水廻り米など覚）

明治三十年分米差引　佐藤→白木殿

（人名・米量覚ほか綴）

（明治30年度納米の内434俵売却金受取につき書状）
　塚本金兵衛→白木葱太郎様

配賦（米8石6斗3升）　武田→感太郎殿

記（米2俵受取）　前ヶ須米屋助蔵→森津白木様

記（米2俵売却につき引渡方願）　鯛浦神田佐吉→森津
　佐藤民輔様

（米5斗4升3合受取）　絹川支配人服部京平助（鎌嶋新田）
　→白木、恵太郎

（明治30年芝井分米小計覚）

（明治31年4月11日伊藤米船積覚）

（恵太郎米量覚）（断簡）

明治廿四年配符

配符（米1斗2升2合）　惣代佐藤→白木恵太郎殿

明治廿四年分（3人分・共有地米〉

配符（米5石8斗5升5合）　佐藤→白木恵太郎殿

配符（除外埋田米ほか8石5斗2合）　武田→感太郎殿

配賦（米5升8合）　　（飯田）保七→感太郎殿

配符（米1斗9升1合ほか）　武田→学校御中

（明治）22年 小切紙・1通 1395－6

郎 （明治）22年 横切継紙・1通 1395－7

太 （明治）22年冬 横切継紙・1通 1395－8

横切紙・1通 1395－9

袋（7点入） 1284

明治23年 小切紙・1通 1284－1

明治23年 巻紙・1通 1284－2

明治23年 巻紙・1通 1284－3

明治23年 巻紙・1通 1284－4

（明治）24年12月 小切紙・1通 1284－5

（明治）23年12月 小切紙・1通 1284－6

氏 （明治）24年6月5日 3通一綴 1284－7

袋（11点入〉 1285

小切紙・1通 1285－1

明治31年5月 横折紙・1通 1285－2

小切紙・3点一綴 1285－3

） 4月4日 横切紙・工通（封 望285－4
筒入）

明治31年12月 巻紙・1通 1285－5

（明治）31年4月4日 小切紙・1通 1285－6

章（明治）31年3月27日 小切紙・1通 4285－7

（明治）30年12月 小切紙・1通 1285－8

横折紙・1通／1285－9
（罫紙）

横折紙・1通 1285－10

小切紙・1通 1285一で1

袋（9通入） 1411

明治24年 小切紙・1通 1411－1

小切紙・1通 14”一2

明治24年 横切継紙・1通 1411－3

（明治）24年 小切紙・1通 1411－4

（明治）24年12月 小切紙・1通 壕41燦一5

（明治）24年 横切継紙・1通 1411－6
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記（絹川米3俵受取）

（明治24年度納米受取）

売渡証（米3俵渡願）

記（明治22・3年差引過米ほか計算書上）
　殿

（別紙当年分米差引書改め依頼の件ほかにつき書状）
　佐藤→白木様

（川原欠米村方より納米の件なと通知書）
　様

（明治23・4年納米差引勘定綴）

（米5斗4升3合受取）

　恵太郎

記（明治18～24年差引過米勘定）

諸事差引書、明治廿五年配賦（白木控）

請取書（鮒浦木下分吾納米14俵）
　白木徳次郎殿

（明治25年度絹川納米2俵受取書〉

　郎殿

（明治25年度絹川納米1俵受取書）

　郎殿

記（間崎新田明治25年度掟米の内渡方済証差出）
　藤代白木→加藤省殿

配符（武田米）　武田→学校

記（間崎新田納米売払いにつき）
　輔殿

記（間崎新田明治25年度掟米納めにつき）

請取謹（鯛浦神田佐吉より米12俵）
　ゆ白木徳三郎殿

記（川原欠新田納米12俵積送り依頼）
　藤民輔殿

　　　　　　　　　　　イヒ請取記（佐屋村加藤省より申受米の内24俵）
　伊藤藤四郎→白木徳三郎殿

配符（仲満納米・伊藤米・武田米ほか）
　郎殿

（白木恵太郎作米改め）

配符（米5升8合）　飯田→白木恵太郎殿

記（明治25年米差引ほかに関する書状）
　郎君

（明治25年分俵米納および渡米催促状）
　太郎様

（25年分絹川渡米3俵余積送りなど）

記（手作米・貴家納分7俵渡方願）

左衛門→白木恵太郎様 （明治）25年5月9日 小切紙・1通 1411－7

部）→白木恵太郎殿 明治24年 小切紙・1通 1411－8

吉→佐藤民輔殿 小切紙・1通 1411－9

・計算書上）　佐藤→白木 （明治）25年4月25日 横切継紙・1通／ 1412－1

（4点封筒入）

頼の件ほかにつき書状） 5月23日 小切紙・1通 1412－2

ζど通知書）　佐藤→白木 5月23日 横切継紙・1通 1412－3

明治23・24年 横折紙・2通一綴 1412－4

支配人服部平左衛門→白木 明治24年12月 小切紙・1通 嗜413

定）　佐藤ゆ白木様 （明治）25年5月28日 横切継紙・1通 14葉4

（白木控） 袋（17点入） 1384

俵）　平嶋加賀甚蔵→森津 明治26年3月30日 小切紙・1通 1384－1

書〉　　（服部）→白木感太 小切紙・1通 1384－2

書）　　（服部）→白木恵太 小切紙・1通 1384－3

の内渡方済証差出）　佐 小切紙・1通 1384－4

（明治）25年 小切紙・1通 1384－5

き）　加藤省ゆ森津佐藤民 明治26年巳4月16日 小切紙・1通 1384－6

納めにつき） 小切紙・1通 1384－7

く12俵）　鮒浦木下秀二郎 （明治）26年30日 横切継紙・1通 1384－8

．り依頼）　神田佐吉ゆ佐 巳4月 小切紙・1通 1384－9

受米の内24俵）　佐屋村 小切紙・1通 1384－10

田米ほか）　武田→感太 （明治）25年 小切紙・1通 1384－11

氏支配所 （明治）25年12月 小切紙・1通 1384－12

ド恵太郎殿 （明治）25年12月 小切紙・1通 1384－13

する書状）　民輔→恵太 8月22日 横切紙・1通 1384－14

斡催促状）　飯田→白木悪 8月7日 小切紙・1通（4点 1384－15－1

封筒入）

など）　佐藤→白木殿 9月16日 小切紙・2通一綴 1384－15－2

亨願） 小切紙・1通 1384－15－3
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（服部平左衛門へ預来受渡方ほかにつき書状）

中満口（重三郎へ飯田分米引渡）

（明治25年分本口田畑惣米差引・田畑平均割引ほか勘
　定）

明治廿六年配符

記（明治26年分佐藤出米・川原欠出米ほか書上）

記（米渡方通知につき納米の内より払方願）　佐藤→
　白木様

記（明治26年度納米差引1俵2斗6升2合受取）　服部平
　左衛門→白木恵太郎様

配符（口地仲間地・伊藤・武田米8石6斗1升）　武田
　→恵太郎様

記（明治19・24・26年分米高差引勘定覚）

記（悪太郎割付米計算覚）

記（萌治26年佐藤・武田納口地米など勘定覚）

記（米1斗5升3合3勺）　清水傳吉→白木恵太郎殿

記（明治12～26年度分米）　溝水傳吉ゆ白木殿

配符（米五升八合）　飯田→徳太郎殿

（明治26年度絹川納米2俵受取）　支配所→白木感太郎殿

配符（米1斗9升1合）　武田帥元芝井御中

（白木分米5斗4升3合受取）　絹川氏支配所ゆ白木恵太郎

川原欠共有地納米（内訳）

（明治26年度掟残米木下秀次郎へ払方依頼状）　木下
　文吾→佐藤民輔様

記（米葺俵受取）　→鰍浦木下秀二郎

記（中山新田田野村豊三郎へ米5斗4升2合売払につき
　渡方願）　字鯛浦神田佐吉→白木恵太郎殿

記（3名共有地分・白木分合計俵数など覚）　絹川代
　理服部平左衛門ゆ白木様

（白木分〆高米5斗3升5合）　絹川忠衛→白木感太郎

配符（口地半口・六人者米7石4斗8合）　伊藤、武田→
　。恵太郎殿

配符（米1斗9升1合）　武田ゆ学掛殿

（明治）廿年掟米本米割合　佐藤→白木殿

記（改良米40俵売払いにつき渡方願）（前欠）　鮒浦村
　神田佐吉→川原欠清水伝吉殿

配符（除外新田・宅地米1斗5升3合3勺）　武田ゆ徳太
　郎殿

配付（除外埋田ほか米6斗2升8合）　武田→徳太郎殿

8月31日 小切紙・1通 1384－15－4

（明治26年6月18日） 竪紙・1通 1384－16

横長半・1冊〈2丁＞ 1384－17

（明治17年～27年） 袋（27点入） 1292

横折紙・1通 1292－1

3月31日 小切紙・1通 1292－2

（明治）27年5月11日 巻紙・1通 1292－3

明治26年12月 小切紙・1通 1292－4

横折紙・1通 1292－5

巻紙・1通 1292－6

横折紙・1通 1292－7

（明治）26年12月 小切紙・1通 1292－8

（明治）27年7月 巻紙・1通 1292－9

（明治）26年12月 小切紙・1通 1292－10

（明治26年）旧12月18 小切紙・1通 1292－14
日

（明治〉22年12月 小切紙・1通 1292－12

（明治）26年12月 小切紙・1通 響292－13

小切紙・1通 1292－14

5月11日 横切紙・1通／（2 1292一曜5－1．

通一折）

小切紙・1通 1292－15－2

明治27年4月19日 竪切紙・1通 1292一摩6

羽治20年冬 小切紙・1通 肇292－17

明治20年冬 巻紙・1通 1292－18

（明治〉20年 小切紙・1通 1292－19

（明治）20年 小切紙・1通 1292－20

（明治）21年3月18日 巻紙・1通 1292－21

明治21年3月 小切紙・1通 1292－22

（明治）20年 小切紙・1通 1292－23

明治）17年 小切紙・1通 1292－24
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配賦（口地半口・六人者米4石9斗8升5合）　伊藤→徳 （明治）17年 巻紙・1通 1292－25

太郎殿

配符（米4斗）　武田→徳太郎殿 （明治20年） 小切紙・1通 1292－26

配符（米1石8斗4升6合）　佐藤→白木殿 明治17年 横切紙・1通 1292－27

明治廿七年午十二月配賦 袋（20通入） 1380

キ（受取米差引勘定）　佐藤→白木殿 明治28年10月 横切継紙・1通 1380－1

記（森津掟米など勘定）　佐藤→白木感太郎殿 明治28年3月 横切紙・1通 1380－2

（川原欠米納付につき書状）　佐藤→白木君 1月21日 小切紙・1通 1380－3

配符（埋田米など合計）　武田→恵太郎殿 （明治）27年 横切継紙・1通 1380－4

記（米17俵受取）　木下秀二郎ゆ民輔様 4月2日 横切継紙・1通 1380－5

（預け米の件につき書状）　木下文吉→佐藤民輔様 3月3日 横切継紙・1通 1380－6

配符（米1斗1升3合3勺）　桑名清水傳吉ゆ白木恵太郎殿 明治27年12月 小切紙・1通 1380－7

配符（米1斗1升6合）　保七ゆ恵太郎殿 （明治）27年12月 小切紙・1通 1380－8

（森津納米の内米5俵払方依頼）　佐藤擁白木恵太郎君 3月23日 小切紙・1通 1380－9

（束数書上） 横切紙・1通 1380－10

（束数書上） 小切紙・1通 1380一”

証（明治27年度川原欠掟米共有地差引米1俵余受取） 明治28年3月23日 小切紙・1通 1380－12
絹川代理服部平左衛門→白木恵太郎殿

（明治27年度絹用氏共有米の内納米2俵書上）　服部→ 小切紙・1通 1380－13
白木恵太郎殿

（白木慧太郎米5斗4升3合書上）　絹川支配所 明治27年12月 横切継紙・1通 1380－14

配符（米1斗9升1合）、武田→大藤村役場御中 （明治）27年 小切紙・1通 1380－15

記（川原欠小計米残納あ）　→白木様 （明治）28年2月19日 小切紙・1通 1380一≦6

記（明治27年分川原欠共有地米割合など合計） 佐藤・明治28年3月 横切継紙・1通 1380周7
→加藤内蔵殿

記（明治27年分木下文吉ほか納米より払方願）　佐藤「（明治）28年3月 小切紙・1通 1380一葉8
ゆ白木君

配賦（埋田米など勘定）　　（白木徳太郎）ゆ周五郎殿 （明治）28年3月 横切継紙・1通 1380－19

（せん茶拝借願など書付） 11月ll日 小切紙・1通 1380－20

廿八年配符 袋（2綴6通入） 1379

記（共有地差引割当米勘定）　佐藤ゆ白木様 明治29年5月30日 横切継紙・1通 1379－1

証（米4升小坂井増右衛門へ払方につき）　神田佐吉→明治29年6月20日 小切紙・1通 1379－2

白木恵木郎殿

渡証（米魯俵売払いにつき加藤卯八へ渡方願）　鮒村 明治29年6月23日 横切継紙・1通 1379－3

神田佐吉擁森津白木恵太郎様

配符（流作畑米5升8合）　飯田保七→感太郎様 （明治）28年 小切紙・1通 1379－4

（白木恵太郎分米5斗4升3合書上）　絹川氏支配所 （明治）28隼12月 小切紙・1通 1379－5

（明治28年分渡米覚など綴〉 小切紙・2通一綴 1379－6
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森津新田／支配人／地主作徳／配賦一

（明治28・9年分入米より払米差引覚）

（明治28年小計米書上など綴）

（明治廿九年配賦、白木控〉

（佐藤差引米凡高）

（武田差引米凡高）

（佐藤差引米凡高）

（源三郎差引米凡高）

配賦（除外埋田米ほか）　武田→恵太郎殿

配賦（宅地米ほか2石7斗8升3合）　武田→半助殿

（武田米5斗4合書付）

配賦（米！斗9升1合ほか）　武田→学校御中

明治廿八年分俵米差引　佐藤ゆ白木殿

（明治29年分川原欠米掟米額につき書状〉　佐藤→白木
　君

（明治29年分川原欠米計算方延引の件などにっき書状）1
佐藤→白木君

配符（流作米5斗8合）　飯田→徳太郎殿

記（米3俵払方願）　鮒浦神田佐吉ゆ森津佐藤民輔殿

記（明治29年分川原欠村方小計米分より差引覚）

（共有地米受取につき書状）　字鎌島服部京平→大字森
　津白木様

（田米5斗4升3合済み）　支配人服部京平

明治廿九年分（川原欠共有米割賦計算）　佐藤→白木
　様

記（明治29年分川原欠共有米より掟米ほか差弓D
　佐藤→白木殿

（川原欠六百二十三番田反別・米ほか覚）

舌代（武田分米差引の上明治28・9両年計算につき）

（恵太郎分渡米書付）

（人別俵数書付札）

記（明治28・9年川原欠共有米受取）　服部京平→白木
　悪太郎殿

（封筒のみ）　佐藤民輔→白木恵太郎様

（封筒のみ）　佐藤民輔→白木感太郎様

（明治31年配賦）

渡証（米10俵売渡しにつき）　弥富村字鰍村神田佐吉吟
　赤沢佐藤民輔殿

明治30年8月2日調） 横折紙・1通 1379－7

横折紙など・3通 1379－8

一綴

袋（25点入） 1398

小切紙・1通 1398－1

横切継紙・1通 1398－2

横切継紙・1通 1398－3

横切紙・1通 1398－4

弓治29年12月 横切紙・1通 1398－5

横切継紙・1通 1398－6

小切紙・1通 1398－7

目治29年12月 小切紙・1通 1398－8

明治）30年7月28日 横切継紙・1通 1398－9

コ1叩 横切継紙・1通 1398－10

月25日 横切継紙・1通 1398一”

治29年12月 小切紙・1通 1398－12

治31年7月9日 小切紙・1通 1398－13

小切紙・1通 1398－14

ヨ28日 横切紙・工通（封 1398－15
筒入）

明治）29年12月 小切紙・1通 1398－16

治30年5月 横切継紙・1通 1398－17

治30年5月 横切継紙・1通 1398－18

小切紙・1通 1398一窪9

小切紙・1通 1398・20

小切紙・1通 1398－21

小切紙・1通／1398－22
（上部に貼紙あり）

男治）30年7月27日 横切継紙・1通 1398－23

封筒・1通 1398－24

封筒・1通 1398－25

袋（i3通入） 1383

治32年7月31日 竪切紙・1通 葉383－1
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森津新田／支配人／不明

明治三十一年分差引米　佐藤→白木殿 明治32年4月 横折紙・1通

（明治31年分木下米17俵余書付） 小切紙・1通

証（米1斗2升6合ほか受取〉　木下秀二郎→佐藤民輔様 （明治）32年7月28日 小切紙・1通

配符（流作畑米5升8合書付）　飯田→悪太郎殿 明治33年12月 小切紙・1通

記（明治31年分共有地米3俵受取）　支配人服部京平→明治30年5月8日 横切継紙・1逓
白木恵太郎殿

（白木悠太郎分米5斗4升8合受取証）　絹川支配人服部 小切紙・1通

京平ゆ（白木恵太郎）

配符（除外埋田米ほか）　武田→感太郎殿 明治31年分 横切継紙・1通

配符（宮地米・川原欠米）　佐藤→惣右衛門殿 明治31年分 小切紙・1通

（明治31年分川原欠米払方依頼状）　佐藤→白木君 2月24日 小切紙・i通

記（明治31年分配賦） （明治）32年2月23日 横切紙・1通

（白木恵太郎分貸米・明治31年分利米覚） 小切紙・1通

記（明治31年武田氏分配賦） 横折紙・1通

1383－2

1383－3

1383－4

1383－5

1383－6

1383－7

1383－8

1383－9

1383－10

1383－11

1383－12

1383－13

不　明

（金銭年月書付） （巳3月～同6月18日ヵ） 小切紙・1通 1435

（入用金銭入手等につき書状）　服部代筆→武田様 水無月3日 横切継紙・1通 1436

（米石高金銭勘定書付・人名書上） （明治19年～明治31年 5点一綴 14・43
カ）

（人名毎石高勘定書付）（前後欠ヵ） 横折紙・1通 1448

（惣切米半年分差し遣わす心底などにつき書状） 横切継紙・1通 1459
かり屋彦十郎→武田様・佐藤様
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狐地・稲吉新田／奎慰霧毒イ駿藪納金。拝借金

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

狐地・稲吉新田／庄屋

領主

留書・上納金・拝借金

請取申御借シ米之事（当春御借シ米として10石） 寛保2年戌3月 竪紙・1通 1088
松井養具→天野沢右衛門殿、岡田伝七殿、中川助左衛門
殿、久世岡右衛門

海西郡狐地新田稲吉新田御触状井願事写留帳 宝暦4年戌7月 半・1冊＜10丁＞ 0635

覚（狐地新田田方植付控）　　（狐地）新田庄屋善蔵・孫 （宝暦7年）子6月 竪紙・1通 1098
四郎→松田六兵衛様

海西郡狐地新田・稲吉新田晶々書ヶ帳　海西郡狐地新田 宝暦9年卯ノ4月 半・1冊〈3丁＞ 0659
庄屋太郎兵衛、森津新田庄屋善蔵→磯村藤七郎様

乍恐奉願上候御事（定免ならびに拝借金願書控）　狐
　地新田市江分地主森津新田沢右衛門、狐地新田地主子宝
　新田吉田平左衛門、右同断鰍浦村宇佐美孫左衛門→尾崎
　友治郎様

宝暦13年未2月 半・1冊〈5丁＞ 望258

御調達金割付取集帳（狐地新田市江分）　右新田庄屋 天明元年丑6月28日 横長美・1冊＜3丁＞ 0545－1
武田沢右衛門→右村々高御持衆中 ／（2冊一綴）

御調達金追割十月伝馬銀井輪中入用取集帳（狐地市江
　分）　武田沢右衛門→右村々商御持衆中

天明元年丑9月2Q日 横長美・1冊〈3丁＞ 0545－2

丑九月調達金割戻渡帳（狐地市江分）　武田沢右衛門
　→右村高御持衆中

天明2年寅6月 横長美・1冊く3丁＞ 0524

狐地新田森津分調達金割賦集帳　武田沢右衛門 文政ll年子6月 横長美・1冊く2丁〉 0525

御借財引受高之内抱金取集帳（狐地新田森津分）
　狐地新田森津分庄屋所

安政4年巳ll月 横長美・1冊〈2丁＞

／（2冊一綴）
0540一唾

御借財引受高之内抱金取集帳（狐地新田森津分）
　狐地新田森津分庄屋所

安政3年辰11月 横長美・1冊く2丁＞ 0540－2

金札御引換上納金割賦集帳（狐地森津分）　庄屋場
　（武田）

明治2年巳6月 横長半・1冊く2丁＞ 0442

口上之御事（常山の実御尋ねにつき口上書）　海西郡
　狐地新田庄屋善蔵ゆ郡御奉行所

戌9月 竪紙・1通 1109

土　地

検地・高反別改

海西郡狐地新田之内市江分御検地帳
　吉川才右衛門外7名（案内勘左衛門・

海西郡狐地新田之内市江分検地帳（写）
　門・今泉忠兵衛代伊藤利平外3名→森津新田善蔵殿

海西郡狐地新田検地帳（写）
　代伊藤利平外3名（案内定右衛門）→鰍浦村孫左衛門殿、
　子宝新田平左衛門殿

五味所左衛門代 元禄ll年寅4月 美吸冊＜19丁＞ 0571
一衛門）

）　埴原金左衛
日善蔵殿

寛保2年戌10月 半・1冊〈10丁〉 0573

衛門・今泉忠兵衛
甫村孫左衛門殿、

寛保2年戌IO月 美・1冊〈18丁＞ 0572
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！
　
　
　
　
9

0
　
　
　
　
1

5
　
　
　
　
5

0
　
　
　
　
《
》

0694

0664－2

1099

0430

横長美・1冊く12
丁＞

横長半・1冊く4丁＞

美・1冊＜5丁＞

半・王冊＜4丁＞／
（7点一綴〉

竪紙・1通

横長半・1冊＜12
丁＞

宝暦2年申10月

宝暦5年亥5月

宝暦14年申正月

（天保12年）丑8月

巳8月

狐地・稲吉新田／庄屋／開発／地代金・入植・分村願

稲吉新田惣町数覚斗代成帳（控）　森津新田善蔵

海西郡狐地新田畑方附書上帳（控）　（狐地新田）庄屋
　孫四郎・善蔵

海西郡狐地新田市江分稲吉新田両所田地拍口附帳　庄
　屋武田沢右衛門

（寛保2年検地狐地新田高・田畑反別内訳ほか書上）
　（狐地）新田年寄・庄屋吉田平左衛門外1名→三村平六様御
　陣屋

覚（海西郡狐地新田高・田畑書上）　　（狐地）新田庄
　屋武田沢右衛門→矢野藤助様

狐地新田起返細検帳

発開

日 竪紙・1通 窪357

竪紙・1通／（虫 1102
損大）

竪紙・1通 1262

竪紙・1通 1263

竪紙・1通 1265

i 竪切紙・1通 1264

竪継紙・1通 1256

竪紙・1通 1267

竪紙・1通 1451

竪紙・1通 1269

竪紙・1通 1266

元禄ll年寅9月5

正徳5年未2月

享保4年亥

享保5年2月

享保5年子3月

享保5年子6月3E

享保10年巳10月

延享2年丑3月

延享2年丑3月

延享2年丑3月

地代金・入植・分村願

請取申金子之事（狐地新田改出分敷金150両受取証文
　控）　稲垣甚右衛門・土屋源助ゆ海西郡西条村藤兵衛殿、
　同郡東条村勘兵衛殿、同郡本部田村喜三郎殿

指出シ申一札之事（大風にて狐地新田市江分中堤大破
　につき堤敷土取場借用一札）　大野新田庄や新兵衛、
　同所証人清兵衛→平嶋新田平八郎殿

代々請帳［コ物之事（狐地新田市江分小屋守として奉公
　につき）　海西郡六条新田本人徳左衛門、同郡同村謹人
　善七郎→森津新田善蔵殿

稽景熊難擁暫江雛無薪罐窪毒穫醤
　→近松与次右衛門様

差出シ申［］事（小平次・妻子が殿名村の者に相違
　なき旨）　桑名郡殿名村権左衛門→海西郡森津新田善蔵
　殿

宗旨寺手形之事（狐地新田小平次が代々本願寺宗で本
　山の直門徒に相違なき旨）　勢州桑名かや町最勝寺→
　尾州森津新田二而善蔵殿

覚（狐地新田再開発・年貢上納取決め写）　安坂才右、
　間宮甚五左、岡本平六→平嶋新田平右衛門殿、鮒浦村孫
　左衛門殿、森津村善蔵殿

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分作人少なく難儀に
　つき西条村六兵衛を引越させ地守させたき旨）　海
　西郡森津新田百姓同郡狐地新田庄屋善蔵帥森村甚左衛門
　様

乍恐奉願上候御事（海西郡西条村六兵衛ならびに母を
　狐地新田作人小屋へ移住願下書）　善蔵

口奉願上候御事（狐地新田市江分作人少なく難儀につ
　き西条村六兵衛を引越させ地守させたき旨）　海西
　郡森津新田百姓同郡狐地新田庄屋善蔵→森村甚左衛門様

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分作人少なく難儀にi延享2年丑3月
　つき西条村六兵衛を引越させ地守させたき旨）　海
　西郡森津新田百姓同郡狐地新田庄屋善蔵ゆ森村甚左衛門
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