
狐地・稲吉新田／庄屋／開発

様

乍恐奉願上候事（狐地新田市江分作人少なく難儀につ
　き西条村六兵衛家来願）　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

海西郡狐地之内稲吉新田御謹文写之覚　中西甚太郎代・
　林又左衛門代山田杢右衛門外3名→海西郡鮒浦村宇佐美孫
　左衛門外1名

乍恐奉願上候御事（狐地新田の内森津新田善蔵支配市
　江分分村願）　海西郡森津新田同郡狐地新田市江分庄屋
　善蔵→寄田清太夫様

乍恐奉願上候御事（狐地新田の内森津新田善蔵支配市
　江分分村願）　海西郡森津新田同郡狐地新田市江分庄屋
　善蔵→寄田清太夫様

乍恐奉願上候御事（狐地新田の内森津新田善蔵支配市
　江分分村願）　海西郡森津新田同郡狐地新田市江分庄屋1
　善蔵ゆ寄田清太夫様

乍恐奉願上候御事（狐地新田の内森津新田善蔵支配市ヨ
　江分分村願）　海西郡森津新田同郡狐地新田市江分庄屋
　善蔵→（寄田清太夫様）

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分畑少なく百姓困窮
　につき中堤の内起畑願）　海西郡森津新田同郡狐地新
　田市江分地主善蔵

御言登文写井年数延御配符写帳　海西郡稲吉新田

乍難騒稀論瀞田縄繋輪課嶽欝矯
　市江分地主善蔵

乍恐奉願上候御事（狐地新田の内森津新田善蔵支配市
　江分分村願）　海西郡森津新田同郡狐地新田市江分庄屋
　善蔵→寄田溝太夫様

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分諸入用金差出延引
　につき分村願）　海西郡森津新田願主善蔵→土肥市右
　衛門様

乍恐奉願上候御事（狐地新田の内森津新田善蔵支配市
　江分年貢・諸役金別納願）　市江分庄屋善蔵→土岐市
　右衛門

（狐地新田の内私支配市江分御役金ならびに諸入用人
　足代等両年不足の旨訴えにつき返答書）　市江分庄
　屋善蔵→土岐市右衛門様

乍恐奉願候御事（狐地新田市江分分村のうえ庄屋役願）
　海西郡狐地新田之内市江分地主善蔵／（奥裏書）狐地新
　田頭宇佐美孫左衛門、同断平左衛門→森村甚左衛門様

乍恐奉願候御事（狐地新田市江分分村のうえ庄屋役願）
　海西郡狐地新田之内市江分地主善蔵／（奥書）宇佐美孫
　左衛門、吉田平左衛門→森村甚左衛門様

一札之事（見入新田小三郎弟新平狐地新田新八方へ養．
　子につき村送り証文）　勢州桑名郡見入新田庄屋治左
　衛門→尾州海西郡森津村角左衛門殿

一札（勘左衛門新田新平寺送り証文）　本願寺兼帯所．
　勢州長嶋願謹寺→尾州西保村長東寺

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分分村のうえ庄屋役
　願）　　（海西）狐地新田之内市江分拍主善蔵／（奥

（延享2年）丑3月 竪紙・1通 1268

延享5年辰6月 半・1冊〈5丁＞ 0605

寛延元年辰9月 竪紙・1通 1372

寛延元年辰9月 竪紙・1通 1373

寛延元年辰9月 欝欝孟覇／ 1374

寛延元年辰9月（貼紙 竪継紙・1通 1376
後筆）4年何月（訂正
カ）

寛延元年辰12月 竪紙・1通 1424

寛延元年辰12月 半・1冊く10丁＞ 0606

寛延元年辰12月 竪紙・1通 1425

寛延2年巳正月 竪継紙・1通 1375

寛延4年未8月 灘馨6）1通／ 1364

寛延4年未8月 竪継紙・1通 1377

（宝暦元年）未8月 横切継紙・1通 1468

（宝暦2年）申9月 竪紙・1通 1427

（宝暦2年）申9月 竪紙・1通 1430

宝暦4年戌2月 竪紙・1通 1368

宝暦4年戌3月 竪紙・1通 1367

（宝暦4年）戌4月 竪紙・1通 1429

一101一



狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／免定・減免

書）同郡鮒浦村宇佐美孫左衛門、同郡小宝新田平左衛門
→土岐市右衛門様

一札之事（狐地新田内市江分入用金返済遅滞につき）
海西郡森津新田善蔵、同郡大野新田清兵衛→服部市兵衛
殿、忠右衛門殿

乍恐奉願候御事（狐地新田市江分分村のうえ庄屋役願）
狐地新田之内市江分拍主善蔵／（奥書）同郡鮒浦村宇佐
美孫左衛門・同郡小宝新田平左衛門→薗田利左衛門様

狐地新田走御新田二相成候二付此方江当り候地築土代
　金割付帳　狐地新田庄屋森津新田善蔵→右村々高持衆中

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分作人少なく難儀に
　つき殿名村小平次を引越させ地守させたき旨）

西郡森津新田百姓同郡狐地新田庄屋善蔵→冨田八郎兵衛
様

乍恐奉願上候御事（狐地新田潮除池川開発願控）
　新田庄屋太郎兵衛・善蔵、狐地分地主宇佐美孫左衛門

吉田平左衛門→磯村藤七郎様

乍恐口上覚（大野綿屋新田中堤起方支障お尋ねにつき
　口上）　狐地新田庄屋太郎兵衛、同断沢右衛門、大野新
　田庄屋彦市→尾崎友治郎様、松田六兵衛様、田中四郎右

衛門様、桑原藤右衛門様、杉村弥左衛門様

乍恐奉願上候御事（大野綿屋新田と狐地新田の問の中
堤取払いにつき）　海西郡狐地新田地主庄屋沢右衛門
→尾崎友次郎様

由緒書写（狐地新田）　鮒浦村宇佐美孫左衛門、子宝新
田吉田平左衛門

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分年貢免状別途発給
願）　右新田市江分拍主庄屋森津新田善蔵→冨田八郎兵
衛様

乍恐奉上候御事（狐地新田市江分高96石9斗余分村願）

乍恐奉願上候御事（狐地新田市江分三役金諸入用金引
分願）

新田平左衛門

遅滞につき） 宝暦4年戌5月 竪紙・1通
→服部市兵衛

え庄屋役願） （宝暦4年）戌5月 竪紙・1通
郡鮒浦村宇佐
」左衛門様

り候地築土代 宝暦4年戌7月23日 横長半・1冊＜
村々高持衆中

少なく難儀に 宝暦6年子3月 竪紙・1通
たき旨） 海

冨田八郎兵衛

鎗願控） 宝暦10年辰7月 半・1冊（4丁

美孫左衛門 ● （3点一綴）

お尋ねにつき 宝暦1轟申5月 竪紙・1通
衛門、大野新
、田中四郎右

？田の問の中 （宝暦14年ヵ）申5月 竪紙・1通
庄屋沢右衛門

衛門、子宝新 文政5年午 半・1冊く7丁＞

毛状別途発給 H月 竪紙・1通
→冨田八郎兵

斗余分村願） 竪紙・1通

翁諸入用金引 竪紙・1通

1103

1428

0534

127唾

0661－2

1249

1253

0623

1259

1260

1261

年貢

免定・減免

免定写（狐地新田市江分）　尾友次郎判→庄屋　与頭
小百姓

（狐地新田明和4年物成受取）　矢藤助代伊藤安兵衛

狐地新田稲吉新田免定［］

免定（海西郡狐地新田分）　木亀三郎→右村庄屋
頭・惣百姓

免定（狐地新田分）　金五郎兵衛ゆ右村庄屋、組頭、惣
　百姓

狐地新田稲吉新田御免定目録（写）

覚（狐地新田分寅年納麦代金銀受取）

庄屋・与頭・ 宝暦6年子12月 竪紙・1通

藤安兵衛 〈明和4年〉亥10月晦日 横折紙・1通

寛政2年戌12月12日 半・1冊＜9了
（2冊一綴）／
紙下部欠損）

右村庄屋・組 寛政10年午11月 半・i冊＜6丁＞

垂、組頭、惣 元治元年子11月 半・1冊＜4丁
（4点一綴）

葬佐美 文久元年酉12月 半・1冊く7丁＞

大沢新右衛門 卯6月23日 竪切継紙・1通

1091

1314

1298－1

1298－2

0660－3

0609

1094
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狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／免付・取高勘定　年貢諸入用

代神間茂平→（狐地新田）庄屋中

乍恐奉願上候御事（狐地・市江分年貢を10年問減免願
　下書）

辰2月 竪継紙・1通 125惟

免状釦 半・一綴 15惟5

免定（狐地新田分） 竪紙・1通 1516

戌年御年貢目録（森津新田分）　（佐屋陣屋の餅米・大 横折紙・1通 摩517
豆代など受取覚を貼付）

免付・取高勘定

海西郡狐地新田高田畑田面附帳　新田庄屋太郎兵衛・善
　蔵、．狐地分地主宇佐美孫左衛門・吉田平左衛門

海西郡狐地新田高田畑田面附帳（控）　　（狐地）新田庄
　屋太郎兵衛、市江分地主庄屋沢右衛門、狐地分地主宇佐
　美孫左衛門・吉田平左衛門→御代官尾崎友治郎様外4名

未進請差引勘定帳（狐地新田市江分）

海西郡狐地新田田畑高免附帳　新田庄屋太郎兵衛、地主
　庄屋武田沢右衛門、地主宇佐美孫左衛門・吉田平左衛門

海西郡狐地新田高田畑免附帳　（狐地）新田庄屋嘉兵衛、
　地主庄屋武田沢右衛門

海西郡狐地新田・稲吉新田高田畑免阻帳（控）
　（狐地）新田庄屋善六、地主庄屋武田沢右衛門、新田頭
　地主宇佐美孫左衛門・吉田平左衛門

（武田沢右衛門ほか持高・年貢勘定差引書）

（狐地新田年貢取米高書付）

宝暦9年卯9月

宝暦12年午9月

明和7年寅12月7日

明和9辰10月

夫明2寅10月

天明4年辰10月

天保13寅年

横長半・1冊＜5丁＞0529－4
／（4点一綴）

横長半・1冊＜4丁＞0529－3
／（4点一綴）

横長半・1冊＜100533
丁＞

横長美・1冊〈5丁＞0526

横長美・1冊〈4丁＞0527

横長美・1冊＜6丁〉0528

半・1冊〈2丁＞

横折美・1通

年貢諸入用

酉年狐地新田御年貢井諸入用割帳

狐地新田帳（鮒浦孫左衛門より年々諸懸り勘定請求）

寅年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

卯年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

辰年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

巳年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

午年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

未年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

申年狐地新田御年貢諸入用割帳（市江分）

戌年狐地新田御年貢諸入用帳（市江分）

寛保元年極月 横長美・1冊く8

勘定請求） 寛保元年より（～宝暦 半・一綴く19丁

7年12月21日）

延享3年極月14日 横長美大・1冊
丁＞

延享4年極月18日 横長美・1冊く
丁＞

寛延元年10月18日 横長美大・班
丁＞

寛延2年12月13日 横長美・1冊く8

寛延3年12月16日 横長美大・1冊
丁＞

宝暦元年12月15日 横長美大・1冊
丁＞

宝暦2年12月21日 横長美大・1冊
1 丁＞

『
i
「

宝暦4年12月24日 横長美大・1冊
丁＞

0379

1087

1冊く100011

0522

1蘇1｝く9　00’10

0531

1冊く7　0004

1冊く30002

1冊く7　0003

1冊｝〈6　0005
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狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／役銀諸入用

亥年狐地新田御年貢諸入用帳（市江分）

子年狐地新田御年貢諸入用帳（市江分）

寅年狐地新田御年貢諸入用帳（市江分）

卯歳狐地新田御年貢諸入用帳（市江分）

午年狐地新田御年貢諸入用帳（市江分）

狐地新田追割帳

覚（狐地新田年貢諸入用追割書）
　村々高御持御衆中

戌年狐地市江分御年貢諸入用勘定帳
　門

子年狐地市江分御年貢諸入用勘定帳
　門

亥年狐地市江分御年貢諸入用勘定帳
　門

覚（狐地出金残金差引依頼）

（狐地・稲吉新田取米・諸入用書付綴）

宝暦5年12月15日 横長美大・1冊＜6 0006
丁＞

宝暦6年12月17日 横長美・1冊〈5丁＞ 0378

宝暦8年12月27日 横長美大・1冊く6 0007
丁＞

宝暦9歳12月19日 横長美大・1冊＜6 0009
丁＞

宝暦12年12月20日 横長美大・1冊＜4 0008
丁＞

安永4年未12月 横長半・1冊く5丁＞ 0532－1

／（2点一綴）

ヨ沢右衛門→右 横折紙・1通 0532－2

三屋武田沢右衛 安永7年11月12日 横長美大・1冊く6 0001
丁＞

三屋武田沢右衛 安永9年12月16日 横長美吸冊〈5丁＞ 0530－1

／（2冊一綴）

三屋武田沢右衛 安永8年12月21日 横長美・1冊〈5丁＞ 0530－2

→沢右衛門様 （江戸）6月9日 横切継紙・1通 1449

（江戸） 横切紙・一綴く22 1334
丁＞

役銀諸入用

狐地新田諸入用帳（狐地新田全域）　宇佐美当番

狐地新田諸入用帳（狐地新田全域）　宇佐美当番

○

狐地新田市右口惣割勘定帳

巳年狐地新田市江分伝馬銀・堤銀・枯草代取集帳
　森津新田沢右衛門帰右村々高御持衆中

狐地新田市江分中堤起畑諸入用割符帳　庄屋武田沢右
　衛門、立合西河甚助・佐野才兵衛・白木金太夫・大橋六
　兵衛　　（裏表紙に立合人の名前あり）

狐地森津分諸入用当座覚　武田

狐地新田森津分諸入用当座覚　武田

狐地森津分御役銀諸入用取集帳　武田沢右衛門

狐地森津分盈前入用集　里正

御役銀諸入用集帳　狐地新田森津分荘屋所（武田）

中堤濡留入用三ケ村割賦集帳　狐地森津分庄屋所

盆前諸入用集帳　狐地新田森津分庄屋場（武田）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一104一

天保8年酉12月

文久元年酉12月

元文3年午極月日

宝暦1！年12月

明和3年戌12月25日吉
日

天保ll年子7月
永3年）

嘉永4亥年（～安政4年）

安政2年卯7月

（明治5年）壬申7月

明治4年未12月

明治4年未7月

明治3午年7月

横長半・1冊〈8丁＞ 0303

横長半・1冊く8丁＞ 0304

日 横長半・1冊〈7丁＞ 0412

横長半・1冊＜3丁＞ 0523

25日吉 横長美・1冊〈6丁＞ 0529－1

／（4点一綴）

（～嘉 横半半折・1冊く140804
丁＞

政4年） 横半半折・1冊＜M 0803
丁＞

横長半・i冊く2丁＞ 0542

7月 横長半・1冊〈2丁＞ 0406－1

／（11冊一綴）

横長半・1冊＜2丁＞ 0406－2

横長半・1冊＜2丁＞ 0406－3

横長半・1冊＜2丁＞ 0406－4



狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／諸入用　諸役

杁三ケ所御伏替入用集帳狐地新田森津分庄蚕

御役銀諸入用集帳　狐地森津分庄屋所（武田）

干鰯金割賦集帳　狐地森津分庄屋（武田）

盆前諸入用集帳　狐地森津分庄屋場（武田〉

干鰯金割賦集帳（狐地新田森津分）　庄屋場（武田）

輪中御償御普請金割戻帳（狐地新田森津分）　庄屋所

辰年御中役銀諸入用集帳　狐地森津分庄屋所（武田）

稲吉新田狐地走堤修復井追植苗代割付　森津新田善蔵

割附（狐地伝馬銀ほか取集）　武田沢右衛門ゆ右村々高
　御持衆中

（狐地伝馬銀ほか上納分取集）　狐地新田庄屋沢右衛門
　仲右村々高御持衆中

年々御役銀受取帳諸入用共　狐地新田太郎兵衛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［

辰暮堤銀枯草伝馬銀取集帳　武田善蔵

明治3年午7月 横長半・1冊〈2丁＞ 0406－5

明治3年午正月 横長半・1冊＜4丁＞ 0406－6

明治3午4月 横長半・1冊＜2丁＞ 0406－7

明治2年巳7月 横長半・1冊〈3丁＞ 0406－8

明治2年巳4月 横長半・1冊く2丁＞ 0406－9

明治2年巳3月 横長半・1冊〈2丁＞ 0406－10

月治2年巳3月 横長半・1冊〈2丁＞ 0406－11

丑8月7日 横長半・1冊（2 0407－2

丁）／（2点一綴）

酉12月 横長美・1冊＜2丁＞ 0546－1

／（2冊一綴）

和閏12月 横長美・1冊＜2丁＞ 0546－2

［］正月吉日 半・1冊＜20丁＞／ 0607
（虫損大〉

横長半・1冊〈3丁＞ 0358

諸入用

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田1稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

狐地新田・稲吉新田森津分諸入用割賦帳

諸役

口上書之覚（新田付狐地新田池川の川運上差出しにつ
　き）

（狐地新田内市江分役銀・諸入用人足代ほか不足につき
　出入）　市江分庄屋善蔵→土岐市右衛門様

乍恐口上書之覚（狐地新田川運上金上納願綴）
　新田沢右衛門

乍恐奉願上候御事（狐地新田川運上金・殺生につき）
　ゆ成瀬織部様御役人様　　（虫損大）

安政2年卯12月

安政3年辰12月

安政4年巳12月

安政5年午12月

安政6年未12月

嘉永4年亥12月

嘉永5年子12月

嘉永6年丑12月

嘉永7年寅12月

万延元年申12月

文久元年酉12月

横長半・1冊く6丁＞

横長半・1冊く6丁＞

横長半・1冊〈5丁〉

横長半・1冊＜5丁＞

横長半・1冊く5丁＞

横長半・1冊〈6丁〉

横長美・1冊く7丁＞

横長美・1冊く6丁＞

横長美・1冊く6丁＞

横長美・1冊＜5丁＞

横長美・1冊〈4丁＞

差出しにつ 半・1冊＜10丁＞

・不足につき （宝暦元）未8月 半・1冊＜4丁＞

頁綴）　森津 （宝暦10～同11年）辰 半・1冊　（
～巳年 丁）／（3点一

癸生につき） （宝暦10年）辰7月 竪継紙・1通／
点一綴）

（12

0637

0638

0661－1

0661－3
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狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／年貢諸役割付

覚（川運上金受取）　高橋太郎兵衛→武田沢右衛門様　　振4月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

年貢諸役割付

小切紙・1通／
（虫損）

1461

（狐地新田市江分年貢諸懸り関係文書）

覚（当未年分市江分諸懸勘定）　狐地新田孫四郎→森津
　新田善蔵殿

覚（当子年伝馬銀のうち受取）　郡奉行所→狐地新田庄
　屋

覚（当午年野方御年貢米代受取）　御山廻高橋佐次兵衛
　→森津新田善蔵殿

請取金子之事（伝馬銀上納につき受取）　宇佐美孫左
　衛門→森津新田善蔵殿

狐地新田御見分衆（手代・地方御目付ほか人名書上）

覚（当午年野方御年貢米代上納すべき旨）　福田新田i
　御山廻高橋佐次兵衛→森津新田善蔵殿

覚（金3両受取）　吉田→新八殿

覚（狐地新田諸入用金のうち受取）　吉田→武田善蔵
　殿

覚（新田御年貢米受取）　御山廻高橋→森津新田善蔵

覚（当卯年伝馬銀のうち受取）　郡奉行ゆ狐地新田庄口1卯lo月

狐地小書付入

覚（当子入用金のうち受取）　孫四郎→善蔵殿

覚（諸入用金・麦金・伝馬銀勘定割付）
　衛門→武田善蔵殿

覚（諸入用金・稲吉新田腰掛人足代割付）　宇佐美孫7月17日
　左衛門→武田善蔵様

覚（伝馬銀・鶏尾羽代受取）　孫四郎ゆ新八殿

覚（当酉年柳枯草代受取上納につき）　孫四郎

受取申金子之通（5月25日から）　孫左衛門→善蔵殿

覚（堤銀受取）　孫左衛門→善蔵殿

（夫銀・麦金・伝馬銀など金銭勘定および過納分返金’
　の旨書付）　孫四郎→善蔵殿

市江分（取米・諸懸物等勘定書付）

覚（年貢米・運賃割付勘定）　孫四郎→善蔵殿

狐地新田御三役取締帳袋

（元文3～宝暦元年） 袋（10通入）／ 1476
（上部欠損、汚損）

（宝暦元年）未12月27 小切紙・1通 1476－1

日

（延享元年）子年10月 小切紙・1通／1476－2

（～宝暦6年） （虫損・汚損）

元文3年午12月21日 小切紙・1通／1476－3
（下部欠損・、汚損）

（寛保2年ヵ）戌10月23 竪切紙・1通 1476－4

日

寛保元年酉3月28日 横切紙・1通 1476－5

元文3隼午12月 巻紙・1通／（下 1476－6

部欠損）

丑8月8日 小切紙・1通／1476－7
（下部欠損）

（寛延3年ヵ）午12月25 巻紙・1通／（下 1476－8

日 部欠損、虫損）

寛保3年亥12月 小切紙・1通／響476－9

（下部欠損、虫損）

卯10月 小切紙・1通／1476－10
（下部欠損）

（寛保元～寛延元年） 袋（8点入）／1478
（上下部欠損）

（延享元年ヵ）子12月 竪切・1通 1478－1

（寛延元年ヵ）辰6月18 横切継紙・1通／ 1478－2－1

日 （2通こより括り）

7月17日 横切継紙・1通 1478－2－2

酉ll月 小切紙・1通 1478－3

酉12月2日 小切紙・1通 1478－4

（寛保元年ヵ）酉5月 横折紙・1通 1478－5

（寛保元年ヵ）酉12月6 横切継紙・1通 1478－6

日

（寛保元年ヵ）酉2月13 横切継紙・1通／ 1478－7

日上納 （端上下部欠損）

亥12月 横折紙・1通／1478－8
（虫損）

（寛保3年ヵ）亥12月 横切継紙・1通／ で489
（～宝暦5年） （上部欠損）

（寛保3～宝暦9年） 袋（25点入） 1474
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狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／年貢諸役割付

午年稲吉米積割符（市江分・狐地半四郎分石高明細書
　付）　孫四郎→善蔵殿

覚（辰年市江分石高取米など書上）

覚（稲吉新田除地米孫四郎方にて受け取られたき旨）
　吉田平左衛門→武田沢右衛門殿

亥年狐地新田諸入用立合割符（市江分）
　衛門→武田善蔵殿

覚（柳枯草代ほか受取）　太郎兵衛→新八郎様

、覚（堤銀・柳枯草代ほか金銭割付）
　森津村沢右衛門様

覚（狐地新田市江分諸懸物割付）

覚（市江分取米石高など割符勘定書付）（後欠）

覚（取米中作徳米など勘定書付）

覚（麦石高代金など割付）

（来る19日名古屋へ同道願など書状）
　→武田善蔵様

以書付申上候御事（常山の実出来方ほかにつき）
　伊藤孫四郎→武田沢右衛門様

覚（当子年狐地新田諸入用金受取）

覚（狐地新田市江分取米など勘定割付）

覚（市江分年貢諸役銀勘定割付）
　田善蔵殿

覚（居朶諸懸物書上）　孫左衛門→善蔵殿

（市江分取米諸懸物ほか勘定割付）
　吉田平左衛門→善蔵殿

覚（市江分年貢立合割符再勘定書）

覚（市江分年貢立合割付）　孫左衛門→善蔵殿　　　　 （寛延3年ヵ）午12月151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

覚癖撚鍵残金早々送金依頼）宇佐美孫i響元年力）辰’2月

覚（市江分当巳年夫銭上納につき送金依頼）　宇佐美i（寛延2年ヵ）巳2月ll
　孫左衛門→武田善蔵殿　　　　　　　　　　　　　　　　日

覚（年貢残金持参依頼）　宇佐美孫左衛門→武田善蔵殿　（延享元年ヵ）子4月29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

覚（狐地新田市江分諸入用立合割付勘定）　孫左衛門（宝暦2年ヵ）申12月9
　→善蔵殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

市江分勘定（端米・諸入用等残金収納依頼）　宇佐美（寛延2年ヵ）巳12月25
　孫左衛門→武田善蔵殿　　　　　　　　　　　　　　　　日

未年勘定物覚（端米・俵掛り等金銭27日までに持参依（宝暦元年ヵ）未12月
　頼）　宇佐美孫左衛門ゆ森津新田善蔵殿　　　　　　　14日

稲吉新田御普請金割付面（市江分年貢諸懸物勘定割付）（寛延2年）巳6月21日
　宇佐美孫左衛門→武田善蔵殿

墜郎分石高明細書 （寛延3年）午11月 横切紙・1通／1474－1

（虫損）

辰12月 竪紙・1通 葉474－2

ナ取られたき旨） 亥12月6日 巻紙・1通 1474－3

分）　宇佐美孫左 （寛保3年）亥12月6日 横切継紙・1通 餌74－4

新八郎様 12月5日 横切継紙・1通 1474－5

狐地太郎兵衛→ ll月26日 横切継紙・ユ通 1474－6

左衛門→善蔵殿 （延享4年ヵ）卯12月6 横切継紙・1通 1474－7

日（～宝暦9年）

『）（後欠） 竪紙・1通 1474－8

右衛門 子正月15日 小切紙・1通 1474－9

子6月 巻紙・1通 14’74－10

宇佐美孫左衛門 10月16日 横切継紙・1通 1474－1壌

柔かにつき） 戌9月14日夜 横切継紙・1通 1474－12

孫四郎ゆ善蔵殿 （宝暦6年ヵ）子12月29 竪紙・1通 1474－13
日

ナ）

辰12月 横折紙・1通 1474－14

佐美孫左衛門→武 （寛延元年ヵ）辰12月 横切継紙・1通／ 1474－15
21日 （虫損）

哉殿 （寛延3年ヵ）午12月 竪切・1通 1474－16

宇佐美孫左衛門・ （寛延3年ヵ）午12月 横折紙・1通 1474－17

孫四郎ゆ善蔵殿 （宝暦6年ヵ）子4月 巻紙・1通 1474－18

蘇諜罠ル ／轡■元　な　　、　斤・　　口 小切紙・1通／、
（虫・破損）

巻紙・1通／（虫
損）

巻紙・1通／（虫
損）

巻紙・1通／（虫
損）

横切紙・1通

横切継紙・1通／
（虫・破損）

横切紙・1通

1474－19

1474－20

1474－21

1474－22

1474－23

1474－24

1474－25

横切継紙・1通／鱒72
（汚損）
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狐地・稲吉新田／庄屋／年貢／年貢諸役割付

（市江分狐地・稲吉新田割賦米金勘定書付および同米
　金持参依頼）　宇佐美孫左衛門→武田善蔵殿

覚（狐地新田諸入用割付）　孫左衛門→善蔵殿

狐地新田森津分諸書附入

（狐地新田市江分給米の儀お尋ねにつき書状下書），
　武田沢右衛門→吉田平左衛門

覚（堤銀枯草代・入用金1両余書上）　吉田平左衛門→1

　武田沢右衛門

覚（当戌年利銀40匁受取）　吉田平左衛門→勘七殿

（狐地走り半口分米ほか書上）（前欠）　狐地新田庄屋善
　六ゆ武田沢右衛門

勘定物（年貢・諸懸りほか納入通知）　吉田平左衛門
　→武田善蔵殿

覚（御城米・掟米ほか差引勘定）　勘七一・武田様

（稲吉・狐地新田組込御普請拝借金返上すべき旨通知）

（見取場地代金関係綴）

覚謡江分。埋田新田分日懸り銭渡方願）吉田→武…

覚（武沢伝馬分など狐地盆前入用渡方願）　吉田→武i
　田氏

（市江寄諸入用・柳枯草代ほか諸掛り割合勘定関係綴）…

（勘七分ほか反別書上）

覚（壱口取米勘定など）

配符覚（米の勘定）　宇佐美孫左衛門→善六殿

（材木長さ・巾、人足人数、賃金ほか覚）　御普請方

（御年貢米差引勘定書付など〉　吉田平左衛門→武田沢i

　右衛門殿／（奥書）武田哲次郎殿

（諸入用金等御渡方依頼および入用金・よし代等割付）
　高橋太郎兵衛→武田沢右衛門様

覚（当寅年柳枯草代銀受取）　矢埜藤助・岡村安左衛門
　ゆ海西狐地新田右村庄屋中

覚（寅年柳枯草代銀受取）　矢埜藤助・岡村安左衛門→
　（海西郡森津新田）村庄屋中

覚（麦代金・伝馬金割付書）　高橋太郎兵衛→武田沢右
　衛門様

覚（伝馬銀・麦金など諸役金割付）　高橋太郎兵衛
　→武田沢右衛門様

覚（諸入用割合金書付）　太郎兵衛→沢右衛門殿

覚（夫銀・稲吉入用等諸入用勘定遣方依頼および先の
　書付間違につき用捨願）　’溝兵衛→森津新田善蔵様

（寛延2年ヵ）寛正（マ 横長半・3点一綴 1454
マ）2巳12月11日

（寛延3年）午3月17日 横切継紙・1通／ 1473
（汚損）

（宝暦元～弘化2年） 袋（14点入） 0830

天保6年未正月 横切継紙・1通 0830－1

ll月15日 小切紙・1通 0830－2

戌霜月20日 横切継紙・1通 0830－3

辰極月 横切継紙・1通 0830－4

宝暦元12月24日 横折紙・1通 0830－5

丑12月 横折紙・1通 0830－6

丑12月 半・1冊＜2丁＞ 0830－7

（天保5年～嘉永4年） 横長半・3通一綴 0830－8

（弘化2年）7月7日 横切紙・1通／（2 0830－9－1

通一綴）

（弘化2年）巳7月 横切継紙・1通 0830－9－2

（天保6年～嘉永2年） 横折紙・1綴（12 0830－10
点一綴）〈15丁＞

横長半・1冊〈2丁＞ 0830－11

横折紙・1通 0830－12

天保2卯12月 横折紙・1通 0830－13

4月 横折紙・1通 0830－14

（慶応2年ヵ）寅12月～ 横折紙・横切継紙 1467
明治6年 など・7通一綴

子12月24日 横切継紙・1通／ 1486
（虫損）

寅12月3日 横切紙・1通 堰438

寅12月3日 横切紙・1通 ≦466

卯6月21日 横切紙・1通／1487
（虫損、汚損）

卯6月21日 横切継紙・1通 1485

巳5月27日 小切紙・1通／1471
（虫損）

巳12月24日 横切継紙・1通 1458
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菰地・稲吉細／庄屋／蒋影金響

申12月15日 横折紙・1通／（4 0995－4
通一綴）

（酉年）11月 横切紙・1通 1464

宇躾孫左衛門．細平1

孫四郎→沢右

覚（市江分年貢諸入用勘定）　宇佐美
　左衛門ゆ善蔵殿

覚（当酉年伝馬銀等10月上納分割付）
　衛門殿

口戸

竪紙・1通（包紙 1080
入）

竪紙・1通（包紙 1078
入）

竪紙・1通（包紙 1076
入）

竪紙・1通（包紙 1077
入）

竪紙・1通 1369

竪紙・1通（包紙 コ079
入）

半・1冊＜9丁＞ 0577

半・1冊〈12丁＞ 0630

竪紙・1通／（虫 1370
損大）

人別改

宗門一札（狐地新田六兵衛宗門改）　海西郡東条村成延事2年丑3月
　満寺→森津村善蔵殿

一霧寒崇醐毎地傷職辮鵜1田轟ノ論禦延享・年卯・月

　→尾州海西郡森津新田喜治郎殿

驚認舗纈禦繍毬誓難盆ぐ森灘宝暦・年戌・月
　郡鮒浦村庄屋勘右衛門ゆ（海西）郡森津新田角左衛門殿

警離入獺轍騰鯉羅雛鹿総奪暦・年戌・月
　西郡森津新田庄屋角左衛門殿

一聾之事（狐地新田百姓庄助娘たね婚姻につき村送り宝暦4年戌2月
　証文）　海西郡鰍浦村庄屋誰印→同郡森津新田角左衛門
　殿

送繍論鎌鞭色轍集総勘搦驚宝暦・年子・月
　郡長嶋殿名村庄屋簿次・同村肝煎伊兵衛帥尾州海西郡森
　津新田御庄屋中

海西郡狐地新田宗門御改帳　海西郡鰍浦村右新田庄屋宇宝暦8年寅3月
　佐美孫左衛門、子宝新田同断吉田平左衛門→尾崎友次郎殿

磯雛翼哲雑講灘灘鷺暇臨i論繋明治・糊
　→安井暑一殿

指上申一札之事（狐地新田百姓宗門改めにつき雛型）隼号月
　何郡何村狐地新田庄屋三人ゆ森□甚左衛門殿

政村

0633

0723

0724

0725

0728

半・1冊く20丁＞／
（虫損大）

1冊く50列半美
＞

横
丁

1冊横美半列
く138丁＞

1冊横美半列
〈188丁＞

1冊く94列半半
＞

横
丁

宝暦4年戌5月20日（～
宝暦11年巳12月）

寛政3年正月吉日　（～
文政8年）

文政10年ヨリ　（嘉永元
年）

嘉永元年申正月吉日
（～明治4年）

正月日

覚書

古来之覚庄屋役相済候節狐地新田市江分庄屋儀覚帳
　持王沢右衛門

亥年より年々狐地諸事覚帳　武田沢右衛門

武田沢右狐地新田森津分諸事覚帳（表紙・裏表紙欠）
　衛門

狐地新田森津分萬覚帳　武田

狐地新田諸事覚帳　武田沢右衛門
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狐地・稲吉新田／庄屋／藷霧／井戸堀出入庄屋役印

井戸堀

堀抜井戸諸入用割賦集帳　狐地新田森津分庄屋武田沢右
　衛門

天保12年丑閏正月一月 横長半・1冊＜3丁＞ 0301

出入

孫左衛門平左衛門願書写シ（庄屋善蔵と村方出入） 寛延4年辛未10月 半・1冊〈15丁〉 0636
海西郡狐地新田地主宇佐美孫左衛門外1名→森村甚左衛門
様

庄屋役印

礪纏難碑葛（鱗襯蕗齪璽魏辮安
　証人磐八、狐地市江分庄屋・稲吉新田・森津新田沢右衛
　門→海西郡鳥ヶ地村佐野才兵衛殿

質地証文之事（狐地新田森津分口地半口ほか）　狐地
　新田森津分金借主勘七、森津新田証人円蔵／（奥書）森
　津新田右地所庄屋武田沢右衛門→田嶋屋利左衛門殿

借用金子証文之事（質物狐地新田森津分十口割のうち
　八分の一高）　狐地新田森津分金借主勘七、森津新田証
　人円蔵／（奥書）庄屋武田沢右衛門ゆ二井利左衛門殿

相渡申田地証文之事（代金100両）　　（後欠）

宝暦14年申正月

文政13年寅12月

天保4年巳12月

竪紙・1通／（虫
損）

竪紙・1通（包紙
付）

竪紙・1通（包紙
付）

竪継紙・1通

1470

1172

眉78

1518

務諸

宝暦十一年狐地新田諸事書付入（袋表書）

（狐地川の件などにつき書状）
　右衛門様

（明日稲吉新田小検見につき来訪願）
　武田沢右衛門様

（免割10日に予定の旨ならびに来宅願）
　→武田沢右衛門様

覚（金銭を遣したので上納方依頼）

口上（昨日の目録書付不明につき勘定不能の旨また御
　蔵入入用出金依頼）

（杁方連絡への御礼ならびに新田川の件につき来宅願）
　高橋太郎兵衛ゆ武田沢右衛門様

狐地川出入取継状入

（狐地新田川名代金につき伺い状控）
　吉田平左衛門様・宇佐美孫左衛門様

（平左衛門方よりの書状拝見願状）
　武田沢右衛門様机下

（かけ杁戸前両戸損壊につき御役所様へ同道依頼状）
　高橋太郎兵衛より→武田沢右衛門様

入（袋表書） （宝暦ll年力） 袋（6通ス
（虫損、破捗

高橋太郎兵衛→武田沢 6月28日（カ） 横切継紙・

そ訪願）　高橋太郎兵衛→ 10月19日 横切継紙・

来宅願）　高橋太郎兵衛 11月8日 横切継紙・

依頼）　高はし→武田様 10月23日 巻紙・1通

つき勘定不能の旨また御 11月晦日 巻紙・1通
k郎兵衛→武田沢右衛門様

田川の件につき来宅願） 3月3日 竪継紙・
（虫損）

10点こよ
（懸紙付）

部欠損）

・状控）　武田沢右衛門ゆ 5月22日 竪継紙・
門様 （下部虫損）

頂状）　宇佐美孫左衛門→ 5月晦日 横切継紙・

卸役所様へ同道依頼状） 6月19日 横切継紙・

門様

1通

1通

1通

／

1通／

1通／

1通

1通

1477

，1477－1

1477－2

壕477－3

1477－4

1477－5

1477－6

1475

1475－1

1475－2

1475－3
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狐地・稲吉新田／庄屋／普請

（相談ごとにつき明後日来宅願）　宇佐美孫左衛門峠武
　田沢右衛門様

（祭礼上納物につき書状）　高橋太郎兵衛→武田沢右衛
　門様

（祭礼取決め延引し後日連絡の旨書状）　高橋太郎兵衛
　ゆ武田沢右衛門様

（諸書付・新田道付人足代ならびに杁願方同道の旨書
　状）　・高橋太郎兵衛より→武田沢右衛門様

（杁伏替ならびに川の件両人衆にて委細不明につき留
　意を要す旨書状）　高橋太郎兵衛→武田沢右衛門様

（先日他行につき再度来訪願）　高橋太郎兵衛→武田沢
　右衛門様

（川運上上納の是非報知されたき旨依頼状控）
　森津新田武田沢右衛門ゆ吉田平左衛門様、宇佐美孫左衛
　門様

（肴代入用および川の儀相談につき書状）　吉田平左衛
　門→武田沢右衛門様

5月27日 横切継紙・1通 1475－4

8月21日 横切継紙・1通 1475－5

8月10日 横切継紙・1通／ 1475－6
（虫損）

3月9日 横切継紙・1通 1475－7

4月13日 横切継紙・1通 1475－8

3月17日 横切継紙・1通 1475－9

4月14日 横切継紙・1通 1475－10

3月13日 横切継紙・1通 1452

並　　曇主
目　　員国

乍恐奉願上候御事（狐地新田悪水落杁御普請願）
　（狐地）新田庄屋善蔵、同断孫四郎→杁方御奉行所

乍恐奉願上候御事（杁伏替願）　海西郡狐地新田庄屋善
　蔵→杁御奉行所

（低田へ入土困難願につき金46両無利子10か年賦貸与
　申渡）　矢藤助→（狐地）新田庄屋

（明和5年狐地新田置土拝借金受取）　大橋新郎代伊藤
　安太郎

狐地南ケ輪新埋地勘定帳　狐地庄屋太郎兵衛

狐地新田市江分入土御拝借割符帳

奉窺御事（濃州より出願の境川通川湊の儀お尋ねにつ
　き支障有無確認）　海西郡大野綿屋・稲荷新田庄屋彦
　市、同郡狐地新田・稲吉新田庄屋太郎兵衛、同郡右同断
　森津新田庄屋沢右衛門、同郡鎌嶋新田庄屋忠右衛門、同
　郡寛延・稲狐新田庄屋理兵衛、同郡右同断芝井新田庄屋
　佐久間善左衛門→尾崎友次郎様、松田六兵衛様、水野溝
　左衛門様

乍恐奉願上候（先祖由緒により狐地新田の堤起方願）
　鰍浦村宇佐美孫左衛門、子宝新田吉田平左衛門擁石川小
　兵衛様御陣屋

乍恐奉願上候（先祖由緒により狐地新田の堤起方願）
　子宝新田吉田平左衛門・鰍浦村宇佐美孫左衛門／奥書新田
　庄屋善六→石川小兵衛様御陣屋　　（狐地新田庄屋善六の
　添願書あり）

持溜土御普請内金取集帳（狐地森津分）　狐地新田森
　津分庄屋武田沢右衛門

約定為取替一札之事（新田古堤借地につき普請手当金
　上納）　三稲新田庄屋信重郎外2名→狐地新田・稲狐新田

（宝暦4年ヵ）戌9月

宝暦5年亥11月

（宝暦6年）子3月

（明和5年）

明和9年辰12月

明和5年子

（享和元年）酉3月

（文政5年）午2月

（文政5年）午8月

天保13年寅3月

弘化3年午12月

竪紙・1通

竪紙・1通

竪継紙・1通

横長美・1冊＜3丁＞

半・1冊く3丁＞／
（2冊一綴）

半・1冊＜15丁＞

竪継紙・1通

半・1冊く2丁＞

半・1冊＜6丁〉

横長半・1冊く3丁＞

半・1冊く3丁＞／
（7点一綴）

1250

1246

1426

0521

0608－1

0608－2

1362

0874

0665

0544

0664－3
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狐地・稲吉新田／支配人／土地　救済

　御庄屋衆中

狐地新田稲吉新田御冥加自普請所勘定帳
　吉田・武田　　（10月29日稲吉堤再改め）

狐地森津分御普請金取替割賦帳　庄屋場

杁伏替土方金取替集帳　武田沢右衛門

杁土方金割返帳　武田沢右衛門

狐地新起返り嵩上普請野帳

立合宇佐美・

狐地東堤起米積帳（慶応4年8月13日吉田氏より借用写）

覚轟顯藩繋付普請人足代書付）高橋太郎兵i

（狐地新田川の件につき成瀬大和守様御屋敷へ入用額i
　通知方依頼）　武田沢右衛門→宇佐美孫左衛門様、吉田、
　平左衛門様

狐地新田西堤（長さなど書上）
　右衛門様

（狐地）新田→武田沢

乍恐口上之覚（狐地新田用水へ新規採用の乗込船形杁
　不適当につき伺）　右新田庄屋武田沢右衛門、同所細
　頭嘉兵衛→杁御奉行所

覚（悪水杁長さ・巾など書上）
　蔵ゆ杁御奉行所

海西郡狐地新田庄や善1辰2月

（狐地新田川の儀につき武田沢右衛門書状への返答）3月13日
　吉田平左衛門→武田沢右衛門様

覚（一番から四番までの土坪数勘定書付〉

（狐地・稲吉新田出割入用覚）

嘉永元年申9月8日見分 横長半・1冊〈7丁＞ 0476

嘉永6年丑7月 横長半・1冊く2丁＞ 0543

安政2年卯12月 横長美・1冊＜2丁＞ 054謹一1

／（2冊一綴）

安政2年卯7月 横長半・1冊〈2丁＞ 054ト2

安政6年未4月14日 横長半・1滑〈3丁＞ 0555

元治元年子12月 横長半・1冊＜2丁＞ 0554

（江戸）3月9日 横切紙・1通 1440

（江戸）3月13日 竪紙・1通 1437

寅3月24日 竪紙・三通 1097

卯5月 竪紙・1通 1420

辰2月 竪紙・1通 1胴4

『3月13日 竪継紙・1通 1”0

横切継紙・1通／ 1462
（虫損）

横長半・1冊く3丁＞ 1316

支配人

土　地

狐地新田市右口地割帳

狐地新田市右口地割帳

（稲吉新田小貝謹三郎の郡村宅地・

（稲吉開墾地地目変換願、元問ノ川内堤干拓鍬下年季
　につき願写など綴）　→（愛知縣令安場保和殿）

元文4未2日 横長半・1冊〈8丁＞ 0385

延享3年寅2月日 横長半・1冊く12 0386
丁＞

地価覚） 半・1冊＜7丁＞／ 0663－6

（7冊一綴）／（青
色罫紙）

拓鍬下年季 （明治6～16年） 6点一綴（袋付） 0841
和殿） く10丁＞

斉救

（卯年年小前之者借用につき未進書出） t 横長半・1冊＜6丁＞ 0397
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狐地・稲吉新田／支配人／掟米／積帳　検見

　　　掟　米

積帳

狐地新田稲吉新田森津分日記

（狐地南ケ輪埋田海用上りなど反別・作人書上）

（狐地南ケ輪埋田海用上りなど反別・作人書上）

覚（狐地走・稲吉新田掟米積り書上）
　門・宇佐美孫左衛門）ゆ武田沢右衛門殿

検見

天保12年丑9月ヨリ 横半半折・1一
丁＞

婁上） （弘化3年写ヵ） 横長半・1偲
丁＞／（2冊一

匡上） （弘化3年写ヵ） 横長半・珊
丁＞

吉田平左衛 （江戸） 横長美・i綴
丁＞

1冊く14

1冊く12

1冊く20

i綴く30

0558

0562－1

0562－2

0552

海西郡稲吉新田狐地新田中満検見帳　庄屋 明和4年亥9月 横長半・1冊＜10 0391
丁＞

稲吉新田井狐地伸満検見坪附積帳　武田沢右衛門 天明元年10月吉日 横長半・1冊く7丁〉 0439

丑年より狐地新田森津分口地検見帳　武田沢右衛門 寛政5年10月 横長美・1冊く45 0380
丁＞

狐地仲間検見坪附帳 文化4年 横半半折・1冊＜9 0733
丁＞

年々狐地井稲吉仲満掟検見帳　武田沢右衛門 文化7年午ll月 横半半折・1冊く120734
丁＞

稲吉新田並狐地仲満検見坪附帳　庄屋武田沢右衛門 文化12年亥ll月7日 横長半・1冊＜8丁＞ 0420

年々狐地井稲吉仲満掟検見帳　武田猪八 文政4年巳11月 横半半折・1冊く180735
丁＞

稲吉新田井狐地仲満検見坪附帳　庄屋武田沢右衛門 文政12己丑11月 横長半・1冊く10 0266
丁＞

稲吉新田井狐地仲満検見坪附帳　庄屋武田沢右衛門 文政13庚寅11月 横長半・王冊く10 0267
丁＞

稲吉新田井狐地仲満検見坪附帳　庄屋武田沢右衛門 天保2辛卯H月 横長半・細＜lo 0268
丁＞

稲吉新田井狐地仲満検見坪附帳　庄屋武田沢右衛門 天保3壬辰11月19日 横長半・1冊く10 0269
丁＞

丑年狐地新田森津分口地検見帳　武田沢右衛門 天保12年ll月 横長美・1冊く6丁＞ 0381

狐地新田森津分口地検見帳　武田沢右衛門 天保13年寅11月 横長美・1冊＜3丁＞ σ382

狐地新田森津分口地検見帳　武田沢右衛門 天保14年卯ll月 横長美・1冊＜3丁＞ 0383
狐地新田森津分口地検見帳　武田沢右衛門

天保15年辰11月 横長美・1冊く3丁＞ 0384

中堤起検見帳 嘉永元年申10月 横半半折・1冊く5 0736
丁＞

狐地検見帳　武田 嘉永3戌年ヨリ明治2年 横半半折・1冊く250737
丁＞

狐地中堤検見帳 嘉永5年子10月 横半半折・1冊く4 0738
丁＞

一113一



狐地・稲吉新田／支配人／掟米／掟米取立

東堤検見帳

東堤起検見帳　立合宇佐美・武田

狐地森津分口地・仲間地検見帳　武田

（り之割再改）

田面不作之ケ所検見帳（狐地森津分）

ろはにほる之割壱枚検見坪取帳並いへとちりぬ之割弐
　口弐分五厘分米取立共

狐地新田口地検見帳

狐地新田字森津分検見引方積帳
　会）

同新田中再検見追増勘弁積帳

（狐地新田など検見引米勘定ほか）

掟米取立

酉年狐地新田稲吉共配賦留帳　武田沢右衛門

戌年狐地新田稲吉共配符留帳　武田沢右衛門

亥年狐地新田森津分井稲吉共配符帳　武田沢右衛門

子年狐地新田森津分井稲吉共配符　武田沢右衛門

丑年狐地稲吉森津分配符帳　武田沢右衛門

寅年狐地新田森津分配符牒　武田沢右衛門

卯年狐地新田森津分掟米取立帳　武田沢右衛門

午歳狐地稲吉両新田森津分取立帳　武田沢右衛門

申年狐地稲吉両新田森津分取立帳　武田勝旨

酉歳狐地・稲吉両新田森津分掟米取立帳　武田沢右衛r
　門

狐地井稲吉共森津分取立帳　武田沢右衛門

狐地井稲吉共森津分取立帳　武田沢右衛門

狐地井稲吉共森津分取立帳　武田沢右衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一114一・

嘉永6年丑11月 横半半折・1・
丁＞

安政4年巳10月15日 横半半折・1・
丁＞

安政5年午11月 横半半・1冊
丁＞／（2冊一

文久2年 横長半・1冊く

文久元酉年11月 横長半・1冊＜

っりぬ之割弐 慶応元年丑1月 横長半・1冊
丁＞

明治6年 横長半・1冊
丁＞

治郎宿地主立 明治18年11月12日より 横長半・1冊
至27日 丁＞／（2冊一

明治18年11月12Elより 横長半・1冊く

至同月27日

半・i冊＜5了
（4点一綴）

　1冊く4

　1冊く6

1冊く24

1冊〈3丁＞

1冊＜8丁＞

1冊＜10

1冊く11

1冊〈15

1冊く5丁〉

0740

0739

0741・1

0741－2

0426

1519

0463

0518－1

0518－2

0660．1F

寛政元年ll月29El 横長美・1冊＜11 0363
丁＞

寛政2年12月 横長美・1冊く10 0364
丁＞

寛政3年12月 横長美・1冊＜10 0365
丁＞

寛政3（4ヵ）年12月 横長美・1冊く13 0366
丁＞

寛政5年11月 横長美・1冊＜14 0367
丁＞

寛政6年11月 横長美・1冊＜14 0368
丁＞

寛政7年卯11月 横長美・1冊＜14 0369
丁＞

寛政10年11月 横長美・1冊く13 0370
丁＞

寛政12年11月 横長美・1冊く12 0371
丁＞

享和元年12月 横長美・1冊く11 0362
丁＞

文化元年子11月 横長美・1冊く14 6310
丁＞

文化2年丑11月 横長美・1冊＜12 03”
丁＞

文化3年寅11月 横長美・1冊＜13 0312



狐地・稲吉新田／支配人／掟米／掟米取立

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地並稲吉森津分米採立帳

狐地井稲吉森津分米採立帳

狐地井稲吉森津分米採立帳

狐地並稲吉森津分米採立帳

狐地並稲吉森津分米採立帳

狐地並稲吉森津分米採立帳

狐地並稲吉森津分米採立帳

狐地新田森津分米取立帳

狐地新田森津分畑米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地並稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地並稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

武田沢右衛門

武田沢右衛門

武田沢右衛門

武田沢右衛門

武田沢右衛門

武田沢右衛門

武田沢右衛門

武田沢右衛門

庄屋武田猪八

庄屋武田氏

庄屋武田猪八

庄屋武田猪八

庄屋武田沢右衛門

庄屋武田沢右衛門

庄屋武田沢右衛門

庄屋武田沢右衛門

庄屋武田沢右衛門

庄屋武田沢右衛門

丁＞

文化4年卯11月 横長美・1冊＜13 0313
丁＞

文化5年辰11月 横長美・1冊＜10 0314
丁＞

文化6年巳ll月 横長美・1冊く11 0315
丁＞

文化7年午ll月 横長美・1冊＜12 0316
丁＞

文化8年未11月 横長美・1冊＜14 0317
丁＞

文化9年申11月 横長美・1冊く15 0318
丁＞

文化10年酉ll月 横長美・1冊＜15 0319
丁＞

文化11年戌12月 横長美・1冊く14 0320
丁＞

文化13年子12月 横長美・1冊く13 0321
丁＞

文化14年丑12月 横長美．珊く14 0322
丁＞

文化14年丑12月 横長美・1冊＜9丁＞ 0323

文政4年巳11月 横長半・1冊く19 0517
丁＞

衛門 天保15年辰ll月 横長美・1冊＜16 0324
丁＞

衛門 弘化2年巳11月 横長美・1冊く15 0325
丁＞

衛門 弘化3年午11月 横長美・1冊く16 0326
丁＞

漸門 弘化4年未ll月 横長美・1冊く16 0327
丁＞

漸門 嘉永元年申12月 横長美・1冊く16 0328
丁＞

衡門 嘉永2年酉12月 横長半・1冊＜22 0167
丁＞

嘉永3年戌12月 横長半・1冊く22 σ璽68

丁＞

嘉永4年亥12月 横長半・1冊く22 0169
丁＞

嘉永5年子12月 横長半・1冊く21 0170
丁＞

嘉永6年丑12月 横長半・1冊く22 0171
丁＞

嘉永7年寅12月 横長半・1冊＜22 0172
丁＞

一115一



狐地・稲吉新匿／支配人／掟米／掟米取立

狐地並稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地並稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井棚吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

稲吉狐地米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地井稲吉森津分米取立帳

狐地稲吉取立米計算帳

狐地稲吉取立米計算帳

狐地稲吉米取立帳

狐地稲吉両村掟米取立帳

狐地稲吉両村掟米取立帳

狐地稲吉両村掟米取立帳

狐地稲吉両村掟米取立帳

狐弛稲吉両村掟米仕出取立帳

狐地稲吉両村掟米取立帳

狐地稲吉両村掟米取立帳

安政2年卯12月 横長半・1冊＜22 0173
丁＞

安政4年巳12月 横長半・1冊く15 0174
丁＞

安政5年午12月 横長半・1冊＜15 0175
丁＞

安政6歳未12月 横長半・1冊＜15 0謹76
丁＞

文久元年酉12月 横長半・1冊く15 0177
丁＞

文久2年戌12月 横長半・1冊く15 0178
丁＞

文久3年亥12月 横長半・1冊く14 0179
丁＞

元治元年子12月 横長半・1冊く13 0歪80
丁＞

慶応元年丑12月 横長半・1冊く13 0181
丁＞

明治3年午12月 横長半・1冊く12 0182
丁＞

明治4年未12月 横長半・1掃＜12 0207
丁＞

明治6年 横長半・1冊＜16 0壌83
丁＞

明治7年 横長半・1冊く20 0184
丁＞

明治8年 横長半・1冊く30 0210
丁＞

明治10年 横長半・1冊く25 0211
丁＞

明治10年 横長半●蝿＜23 0209
丁＞

明治12年 横長半・1冊＜28 0095
丁＞

明治13年 横長半・1冊く35 OO96
丁＞

明治14年 横長半・1冊く36 0097
丁＞

明治16年 横長半・1冊く39 0098
丁＞

明治17年 横長半・1冊く28 0099
丁＞

明治18年 横長半・1冊く37 0唾00
丁＞

明治19年 横長半・1冊＜36 0101
丁＞
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狐地・稲吉新田／支配人／掟米／掟米仕出　口地米取立　仲問掟井口地米書出

掟米仕出

狐地稲吉掟米仕出帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治12年

狐地稲吉掟米仕出帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治13年

狐地稲吉掟米仕出帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治14年

狐地稲吉掟米仕出帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治16年

狐地稲吉掟米仕出帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治18年

狐地稲吉掟米仕出帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治19年

口地米取立

狐地新田森違分口地米取立帳（10年分）　武田沢右衛文政13年寅12月ヨリ亥
　門　作人．勘七・新八・新助・六兵衛・小三郎・勘蔵・（天保10）年マテ
　勇吉・与左衛門・長左衛門・庄蔵・吉右衛門

狐地新田森津分口地米取立帳　寛延新田竹吉　　　　　天保4年巳12月

狐地新田森津分口地米取立帳（9年分）　武田沢右衛門天保ll年子12月ヨリ申
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嘉永元年）マテ

狐地新田森津分口地米取立帳（5年分）　武田　　　　嘉永2年酉12月ヨリ丑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嘉永6）年マテ

狐地新田森津分口地米取立帳　武田沢右衛門　　　　　安政元年寅ll月

狐地新田森津分口地米取立帳　　　　　　　　　　　明治3年午12月

狐地口地米取立帳　　　　　　　　　　　　　　　　　明治8年

狐地口地掟米帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治13年

狐地口地掟米帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治14年

狐地口地掟米帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治16年

狐地口地掟米帳　　　　　　　　　　　　　　　　　明治18年

狐地口地掟米帳　　　　　　　　　　　　　　　　　明治19年

仲間掟井口地米書出

狐地新田仲間掟井口地米書出帳

狐地新田仲満掟井口地米書出帳

狐地新田仲問掟並口地米書出帳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一”7一

横長半・1冊＜18
丁＞

横長半・1冊＜25
丁＞

横長半・1冊く22
丁＞

横長半・1冊＜21
丁＞

横長半・1冊＜21
丁＞

横長半・1冊〈20
丁＞

0102

0103

0104

0105

0106

0107

ヨリ亥 横長率。珊く17 0215
丁＞

横長半・1冊＜3丁＞ 0413

ヨリ申 横長半・1冊く15 0216
丁＞／（虫損）

ヨリ丑 横長半・1冊＜8丁＞ 0217

横長半・1冊＜15 0516
丁＞

横長半・1冊く18 0218
丁＞

横長半・1冊く16 0208
丁＞

横長半・1冊＜13 0185
丁＞

横長半・1冊＜13 0186
丁＞

横長半・1冊く13 0187
丁＞

横長半・1冊＜15 0219
丁＞

横長半・1冊く15 0220
丁＞

安政2年卯12月 横長半・1冊く12 0492
丁＞

安政3年辰12月 横長半・i冊＜19 0493
丁＞

安政4年巳12月 横長半・1冊＜16 0495



狐地・酷細／支配人／縫礁間地米差弓1

狐地新田仲問掟並口地米書出帳

狐地新田仲間掟井口地米書出帳

狐地新田仲間掟井口地米書出帳

狐地新田仲間掟井口地米書出帳

狐地新田仲間掟井口地米書出帳

狐地稲吉仲間掟井口地米書出帳

狐地稲吉仲間掟井口地米書出帳

狐地稲吉仲間掟井口地米書出帳

狐地稲吉仲間掟井口地米書出帳（附、取米出米書上）

狐地稲吉仲間掟井口地米書出帳

仲間地米差引

狐地・稲吉仲間地米差引帳

稲吉・狐地仲間地掟帳（控）　武田・三井

（人別掟米高書上）

（明治IO年分・ll年分差引勘定）

明治十年差引

狐地・稲吉仲間地米差引帳

狐地・稲吉仲間地米差引帳

狐地・稲吉仲間地米差引帳

　　地主作徳

覚（米切手金50両受取）　子寳新田吉田平左衛門→森津
　新田武田沢右衛門殿

金子受取書之事（金18両3分）　吉田平左衛門→武田沢
　右衛門殿、

覚（金29両余受取）　熊谷庄蔵代彦七ゆ武田哲次郎殿

1安政5年午12月

1
き

1安政6年未12月

1文久元年酉12月

文久2年戌12月

文久3年亥12月

元治元年子12月

慶応元稔丑12月

、明治3年午12月

鴎治6年

明治7年

丁＞

横長半・1冊＜22
丁＞

横長半・1冊く19
丁＞

横長半・1冊＜20
丁＞

横長半・1冊〈17
丁＞

横長半・1冊＜21
丁〉

横長半・1冊＜20
丁＞

横長半・1冊く22
丁＞

横長半・1冊く20
丁＞

横長半・1冊〈20
丁＞／（附、横折
紙）

横長半・1冊〈26
丁＞

明治7年 横長半・1冊く
／（5冊一綴）

明治7年 横長半・珊
丁＞

横長半・1冊く

（明治10～11年） 横長半・i冊く

（明治10年） 横長半・1冊＜

明治8年 横長半・1冊く
／（3冊一綴）

明治8年 横長半・1冊
丁＞

明治9年 横長半・1冊＜

1冊〈5丁＞

1冊〈15

1冊く3丁＞

i冊く2丁＞

1冊＜2丁＞

1冊〈5丁＞

1冊く12

1冊＜3丁＞

0214

0515－1

05で5－2

0515－3

0515－4

0515－5

0514－1

0514－2

0514－3

弘化4年未12月5日 竪紙・1通 1116

巳12月27日 竪紙・1通 1133

午8月7日 竪紙・1通 1134
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狐地・稲吉新田／支配人／貢租・入費　諸務

覚（正金・御国米切手・金札額書上および農方・商方
　金銭書上）

（別紙の通り送金の旨ほか狐地の所持地見取などにつ
　き書状）　彦七（熊谷庄蔵店）　武田様（哲次郎）様

ド農方・商方 午4月26日～午8月5日 横切紙・1通／（2 1488－1

通包紙入）

取などにつ 7月22日 横切継紙・1通 1488－2

重次郎）様

貢租・入費

明治九年入費取調帳

明治拾年ヨリ同拾壱年九月迄内集精算集帳
　新田用掛

明治拾三年畑宅第一期貢金集帳　狐地・稲吉新田用係

明治九年石代三納分割符違精算集帳

言登（稲吉新田明治9年貢租石代領収）
　地新田

讃（狐地新田明治9年貢租石代領収）

狐地稲吉貢金諸入費清算帳

明治9年 横長半・1冊く10 0433
丁＞

望　狐地・稲吉 明治ll隼9月14日 横長半・1冊〈6丁＞ 0520－1

／（5点一綴）

新田用係 明治11年9月15日 横長半・1冊〈4丁＞ 0520－2

・稲吉新田 明治9年 横長半・1冊＜4丁＞ 0520－3

六区会所帥狐 明治10年3月29日 小切紙・1通 0520－4

六区会所 明治10年3月29日 小切紙・1通 0520－5

明治H年寅9月改 横長半・1冊＜15 0432
丁＞

務者昌＝
R

南田面仲間地吉田差引書類

（明治15・16年度米差引勘定）　吉田→武田様

差引計算記（明治4～16年過米・不足米勘定）
　→武田様

（亥年分米差引勘定ほか）

差引米出金利子積候記（明治4～16年分）

（明治15年分差引米と同16年分米合計覚）

（2月中末迄延引との紙面拝見につき書状）
　田大君

（不足米差引勘定）

川運上金不足記

（米取立願につき書状）　　（海西郡子宝新田）吉田（平左
　衛門）→（熱田木免町）小貝（誰三郎）君

記（明治4～14年過米・不足米勘定）

（明治12～14年度米差引勘定）

（反別地価内訳覚書）

（狐地午新田図）

（差引米に関する書状）　吉田（平左衛門）→武田銚次郎
　君

覚（受取ヵ）（断片）

明治3年（～18年） 袋（14点入） 1359

様 横切継紙・1通 1359－1

力定）　吉田 （明治）18年9月17日 横長半・1冊＜2丁＞ 1359－2

横長半・1冊く4丁〉 1359－3

横長半・1冊＜2丁＞ 1359－4

横切継紙・1通 1359－5

吉田→武 3月2日 横切継紙・1通 1359－6

小切紙・1通 1359－7

横折紙・1通 1359－8

吉田（平左 ！1月15日 横切継紙・王通 1359－9
（封筒入）

横折紙・1通 1359－10

横長半・1冊＜2丁＞ 1359－11

竪紙・1通 1359－12

25×34cm・1枚 1359－13

→武田銚次郎 6月15日 横切紙・1通（録 1359－14
筒入）

小切紙・1通／1479
（欠損）
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狐地・稲吉新田／支配人／諸務

狐地書付入

池崖跨讐記瑠軽絹τ羅額畢導騰蓬篶
　十郎殿・添証人横井弥三郎殿・同横井庄三郎殿・同伊藤
　五左衛門殿

（米差引の儀につき書状）　吉田→武田君

覚（普請関係代金勘定）

（貢租につき書状）　山晃ゆ武田君

癸酉貢米目録吉田平左衛門→狐地新田副戸長御中

（鱗螺二井利左衛門分につき割犬）山田晃平→武i

記（年貢米差引取調につき書状）　吉田ゆ武田君

（金子100両受取につき武田分53両を使いへ渡した旨書
　状）　服部祐一郎→武田哲次郎様

（米俵数など覚）

御請取書（米1石1斗3升6合4勺）　服部祐一郎→武田哲
　次郎様

（庄屋給米など惣米より差引勘定）

（稲吉新田普請出来につき覚）

（金子書上）

（金15円差し上げにつき書状）　山晃→武田霜

記（亥取立米割符）　吉田→武田君

覚（杁長さなど）

（作人より差出の畝歩調帳返却の件など書状）　吉田
　→武田君

（狐地新田残金14両余書上）

（森津新田公有地畝歩・税金書上）　　（森津新田）副戸
　長佐藤円九郎、小区長武田哲次郎→愛知縣令鷲尾隆聚殿
　（裏面利用）

覚（辰下用〆高市江割当銀より人足代など差引勘定）

（稲吉北堤起返り一件につき書状）　→武田哲次郎様

証（癸子年新田壱口分諸入費など差引残米森津分徳
　米・石代米受取）　服部信成→武田哲次郎殿

（狐地川運上延引につき内金5円余差上げの旨書状）
　吉田→武田君

（貢租相違の儀承知の旨書状）　吉田平左衛門ゆ武田哲
　次郎様

（借覧の入用帳返上の件などにつき書状）　吉田→武田
　君

i（明治5～11年）

1
袋（4点入） 1360

i明治12年3月3日

1
｝
｝
16月5日
き

竪紙・1通／（赤
色罫紙）

巻紙・1通

1360－1

1360－2

l
l
…
i
i7月3日

巻紙・1通（39点
こより括り）

巻紙・1通（4点こ

1360－3－1

1360－3－2－1
i より括り）

竪紙・1通／（黒 1360－3－2－2
色罫紙）

6月27日 巻紙・1通 1360－3－2－3

6月25日 巻紙・1通 1360－3－2－4

正月25日 横切紙・1通 1360－3－3

小切紙・1通／1360－3－4
（貼紙あり）

5月19日 小切紙・1通 1360－3－5

横折紙・1通 1360－3－6

横折紙・1通 1360－3－7

横折紙・1通 1360－3－8

8月24日 巻紙・1通 1360－3－9

亥12月 巻紙・1通 1360－3－10

4月3日 横切紙・1通 1360－3－11

ll月5日 巻紙・1通 1360－3－12

壬申2月 巻紙・1通 1360－3－13

明治7年2月25日 竪紙・1通／（黒 1360－3－14

色罫紙）

横折紙・1通 1360－3－15

癸酉2月17日 巻紙・1通 1360－3－16

明治7年戌8月28日 巻紙・1通 璽360－3－17

2月1日 小切紙・1通 1360－3－18

7月28日 巻紙・1通 1360－3－19

1月16日 巻紙・1通 1360－3－20
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