
狐地・稲吉新田／支配人／諸務

送り状之事（卯年分米3石5斗）
　様

記（米18石2斗3合より市江分四分一など差弓D

（金納勘定にて差引願）　→武田様

（入費分検査の上割符したき旨など書状）
　門方二而吉田→武田君

（当春下用金受取の内2両2分封一つ引替願の件など書
　状）　吉田平左衛門→武田哲次郎様

（狐地にて二井より借用金高覚）

（巳冬差引取米など勘定）

（狐地川金60円の内金10円お預けにつき書状）
　→武田様

（狐地川運上取立につき書状）　吉田→武田君

（下用帳につき面会願）　吉田平左衛門→武田哲次郎様

覚（中堤悪水留入用3か村引分割符通知）
　門→武田哲次郎様

覚（大宮御所・船役など代銀合計ならびに市江分高
　役銀書上）

（子宝・森津より入金勘定など覚）

（区内割拝借金収納につき書状）　山晃→武田君

（昨酉年差引方延引につき無沙汰詫び状）
　門→武田哲次郎様

（米石高・俵数・船積など書付）

（昨年分年貢につき書状）
　様

（石代納めにつき書状）　晃→武田様

記（雑税など差引勘定）　服部信成→武田君

（旧字東堤仲間地・稲吉新規取立米・地租金割符覚）

（子丑両年稲吉割符米の儀につき書状）

（市江分差引米勘定に関する書状）

覚（稲吉砂入・土物入用など差引勘定）
　門→武田哲次郎様

（稲吉新田ほか作人別田畑畝歩覚）

（金16円余森津・南田面分内訳・人別一口代金覚）

（不足米など差引勘定につき書状）

（差引過金尋ねにつき書状）　吉田→武田君

田長次郎→武田 辰5月 小切紙・1通 1360－3－21

差引） 小切紙・1通 1360－3－22

甲戌10月29日 巻紙・1通 1360－3－23

狐地長右衛 2月26日 竪紙・！通 1360－3－24

願の件など書 正月20日 巻紙・1通 1360－3－25

小切紙・1通 1360－3－26

小切紙・1通 1360－3－27

書状）　吉田 4月10日 巻紙・1通 1360－3－28

田君 1月21日 巻紙・1通 1360－3－29

武田哲次郎様 2月28日 巻紙・1通 1360－3－30

吉田平左衛 未7月10日 竪切紙・1通 1360－3－31

に市江分高・ 巻紙・1通 1360－3－32

巻紙・1通 1360－3－33

武田君 8月23日 継紙・1通／（青 1360－3－34

色便箋）

吉田平左衛 7月23日 巻紙・1通 1360－3－35

小切紙・2通一綴 1360－3－36

『→武田哲次郎 4月18日 横切紙・1通 1360－3－37

4月14日 巻紙・1通 1360－3－38

君 子2月1日 小切紙・1通 1360－3－39

且金割符覚） 小切紙・1通／1360－4－1

（16点こより括り）

／（青色便箋）

吉田→武田君 寅4月19日 巻紙・1通／（青 1360－4－2
色便箋）

→武田君 7月15日 巻紙・1通 1360－4－3

吉田平左衛 12月28日 巻紙・1通 1360－4－4

横折紙・1通 1360－4－5

コ代金覚） 巻紙・1通 1360－4－6

→武田貴君 8月22日 巻紙・1通（封筒 1360－4－7
入）

君 10月［コ日 巻紙・1通 1360－4－8
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横切紙・2通 1360－4－9

φ武田君 5月ll日 巻紙・1通／（赤 1360－4－10

色便箋）

吉田平左衛門 6月28日 横切紙・1通 1360－4一”

吉田→留八殿 戌12月 横切紙・1通／1360－4－12
（青色便箋）

右村用掛伊藤 明治11年3月25日 巻紙・1通 1360－4－13

ぐ覚・戌年差引 亥 小切紙・3通一綴 1360－4一摩4

ζ次郎へ手渡方 午12月 巻紙・1通 1360－4－15

代覚など） 横長半・巻紙・横 1360－4－16

折紙・3点一一綴

（明治15年～19年） 袋（38通入） 0818

狐地長治郎一・ 6月16日 横切継紙・1通 0818－1

村方中→御旦那 旧7月 横切紙・1通 0818－2

戸長役場ゆ武田 （明治）15年2月17日 横切紙・1通 0818－3

算につき書状〉 6月24日 横切紙・1通（封 0818－4－1
筒入）

虎次郎殿 明治19年6月24日 横折紙・1通 0818－4－2

武田銑次郎 明治19年6月24日 竪紙・1通 0818－4－3

小切紙・1通） 0818－4－4

村協議費受取） 明治18年1月29日 小切紙・1通 08摩8－5

右村惣代伊藤 明治18年1月29日 小切紙・1通 0818－6

狐地・稲吉新田 （明治）17年ll月 小切紙・1通 0818－7

之免町小貝謳三 4月25日 小切紙・1通 0818－8

）き）　伊藤菊 明治19年3月 小切紙・1通 0818－9

新九郎→武 小切紙・1通 0818－10

荒尾長治郎→武 明治18年12月5日 小切紙・1通 0818一斜’

小切紙・1通 0818－12

年間漁業請負）

1授負主花井與
明治16年3月3日 竪紙・1通 0818－13

　田吉

狐地・稲吉新田／支配人／諸務

（寅卯南埋田米の事など覚）

（狐地川運上金取立につき書状）

（仲間掟勘定残り清算方法につき書状）
　→武田哲次郎様

記（武田氏収納米作人より取立書上）

記（狐地・稲吉新田石代金33円受取）
　菊一郎→武田哲次郎様

（東埋田ほか惣取立米覚・作人別取立米
残米勘定）　吉田→武田

人足舟人代などより差引銀長
吉田→武田様

普請金・杭木

（三役銀・人足舟人代な
依頼）　吉田→武田様

（稲吉納米勘定・舟運賃

狐地書類

（狐地・稲吉新田堤敷地代金収納依頼）
　武田様

記（棒落し造用代金・人足覚）　市江分オ
　様

記（地租金井に郡役所新築費割符）　ア
　様・小貝様

（荒尾長次郎方預け米差引勘定遅滞分清套
　服部信成→武田銃次郎君

明治十八年分差引勘定　服部信成→武田銃

米代金受取証（預かり米売払いにつき）
　→服部信成殿

記（人名別米俵数書付）

（海西郡狐地・稲吉新田明治17年分村内
　右村惣代伊藤菊十郎ゆ武田銃次郎殿

（海西郡狐地新田間之川濡留入費受取）
　菊十郎→武田銃次郎殿

（明治17年7月～12月迄学費金受取）
　惣代→小貝謳三郎殿

（稲吉米割合計算につき書状）　熱田木
　郎→尾張海西郡森津村武田誠一様

送状（狐地新田仲満地米9俵積送りにつ
　十郎→武田鋪治郎殿

米津出し時の酒代金など勘定）升
様

配
田

⇔

記（川運上金5円など差送りにつき）
　田様

（改反別書上）

池川年季約定証（狐地新田池川にて5か年
　吉田平左衛門、武田哲次郎代武田誠一→川
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狐地・稲吉新田／支配人／諸務

　十郎殿、横井弥三郎殿

（米受取差引一件に関する書状）　小貝→武田様

（諸入用ほか割合書上）　小貝ゆ武田様

（明治13・14年分狐地川運上8円余送り状）
　衛門→武田哲次郎様

（小計・米津出時の酒代金など勘定）
　武田様

記（小貝・武田分地租金・新築費59円拾銭受取）
　地新田戸長役場ゆ武田様、小貝様

（稲吉新田田畑引方の件につき書状）
　銚次郎様

（田税受領証の記載に疎漏があった旨の書状）
　十八組書役伊藤甚三郎→（森津村）武田銚次郎様

（明治17年第3期狐地・稲吉新田田税24円受領証）
　東・西郡第四十八組戸長役場→武田銑次郎殿

記（狐地米受取状）　小貝→武田様

記（明治12年後期分など金銭書上）

（仲間地米勘定・村費につき書状）
　次郎様

（米売払い値段につき書状）
　誠一殿

記（小計りの時の酒代請求）　→武田様

記（米津出し酒代ほか代金請求）

（狐地・稲吉田方反別・金銭書上）

（武田分田方反別・地価など書上）

（三好九郎治新田地租物諸費割当清算などにつき書状）
　服部信成→武田雅兄

（買苗の儀伺い書状）　　（熱田木之免町小貝謀三郎）→
　（尾張海西郡森津村武田誠一様）

記（苗代勘定）

（金銭勘定）

（米高割引勘定）

（稲吉森津分反別）

（稲吉米直に積送方依頼状）
　→尾張海西郡森津村武田誠一様ハ

（狐地・稲吉仲満地割符方に関する書状）
　→ノ1、員言甚三郎様

（明治ll～16年米差引計算）

（明治12年受取米内訳覚）

（狐地新田川運上金など割符の件につき願）

武田様『 2月8日 横切継紙・1通（2 0818－14－1

通封筒入）

横切継紙・1通 0818－14－2

）　吉田平左 4月H日 横切継紙・1通 0818－15

請留八→森津 午12月 小切紙・1通 081846

銭受取）　狐 明治15年2月27日 横切紙・1通 0818－17

母部信成→武田 12月25日 横切継紙・1通 0818－18

書状）　第四 12月15日 竪紙・1通（2通封 0818－19－1

欠郎様 筒入）

受領証）　海 明治17年12月14日 竪切紙・1通／ 0818－19－2
（罫紙）

10月12日 竪切紙・1通 0848－20

横折紙・1通 0818－21

β信成→武田銃 7月4日 横切継紙・1通 08葉8－22
（封筒入）

三郎→（武田） 4月26日 横切継紙・1通 0818－23
（封筒入）

申12月 小切紙・1通 0818－24

・武田様 申2月 小切紙・1通 0818－25

横折紙・1通 0818－26

横折紙・1通 0818－27

につき書状） 8月27日 横切継紙・1通 0818－28

貝謀三郎）→ 9月5日 横切継紙・1通 0818－29－1

（封筒入）

横切継紙・1通 0818－29－2

切紙・1通 0818－30

小切紙・1通 0818－31

小切紙・1通 0818－32

町小貝謹三郎 （明治）17年12月19日 横切継紙・1通（2 1359－15－1

点封筒入）

伊藤東十郎 横切紙・1通 1359－15－2

横折紙・1通／1359－16
（虫損大）

小切紙・1通 1359－17

） 竪切紙・1通／1359－18
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狐地・稲吉細／離紛盟屋／土地年貢．諸役

記（明治47憩年不足米・過米差引勘定）　武田→吉由

　様

（名古屋より帰宅際に吉田氏来宅につき書状）　東＋
　郎→武田様

（物件状書換入用渡しにつき書状）　吉田ゆ武田君

（伊藤東十郎へ面談のうえ返事願）　吉田→武田君

（狐地新田米清算・川運上金取調べにつき書状）　吉
　田代理伊藤東十郎→佐藤民輔様

記（寅年差引米の儀金子出金につき書状）　吉田平左
　衛門→武田哲次郎様

（9・10両日の内自ら参る旨書状）　吉田→武田君

（吉田から小貝・武田への渡米書付に関する書状）
　東十郎→武田様

（吉田より割符米の内米10俵など積送状）

（3か年分差引延引につき書状）　吉田→武田君

（12年分の内3か年の間の書付の米に関する書状）

（明治6年12月中ノ切・東ノ切など場所別割符米覚ほ
　か）

覚（当巳年仲間掟米積書上）　吉田平左衛門→武田沢右
　衛門殿

明治15年6月

（明治）17年12月25日

7月4日

11月11日

4月1日

5月ll日

9月7日

3月21日

7月2日

（明治7年ヵ）9月7日

巳12月

（青色罫紙）

横折紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通
（封筒入）

横切紙・1通

横切継紙・1通

竪切紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横長半・1冊〈3丁＞

横折紙・1通

1359－19

1359－20

1359－21

1359－22

1359－23

1359－24

1359－25

等359－26

1359－27

1359－28

1359－29

1359－30

唾359－31

　　不　明

覚（市江分金銭書上）　孫四郎→沢右衛門殿

覚（4石1斗6升4合新八へ引渡しにつき）　太兵衛→沢
　右衛門殿

覚（運上金勘定につき）

酉4月 小切紙・1通 1446

12月27日 巻紙・1通 唯494

小切紙・1通／1496
（虫損）

稲吉新田

庄　屋

土地

年貢・諸役

稲吉米割（杁守給・作人中掟米等を差引いた米高勘定）（寛保2年ヵ）戌12月横切継紙・1通／1490
　孫四郎→善蔵殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～宝暦4年）　　　　　（上部汚損、前欠
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狐地・稲吉新田／稲吉新田／害影鞠

午年免定（海西郡稲吉新田高51石6斗2升）
　→（海西郡稲荷新田）庄屋・組頭・惣百姓

申年免定（海西郡稲吉新田高51石6斗2升）
　→（海西郡稲荷新田）庄屋・組頭・惣百姓

元治元子年御物成廣井於御蔵請取通
　附鈴木与憎郎→稲吉新田

覚（稲吉除地代ほか差引取米勘定）

稲吉新田高割井麦高割帳　沢右衛門・太郎兵衛

（稲吉新田御取米の確認および入用金孫四郎へ渡され
　たき旨書状）　吉田平左衛門→武田善蔵様

あるいは前部裁断
カ）

） 尾友治郎 宝暦12年午11月 竪継紙・1通 1089

） 尾友治郎 明和元年申11月 竪継紙・1通 1090

≧森五郎兵衛手 元治元子年（翌ヵ正月 横折紙・1通／0973－19
19日納～21日納） （r部木版）

子12月 横切継紙・！通／ 1495
（虫損）

兵衛 未2月 横長半・1冊＜4丁＞ 0407－1

／（2点一綴）

四郎へ渡され13月26日 横切紙・1通／1483
乗 （欠損）

普請

宝暦六子年切込普請仕様帳拍書入
　（宝暦7，8年の書込あり）

稲吉新田御償普請丁張帳　武田

記（御普請内金受取）　稲吉新田伊藤東＋郎→武田哲次
　郎様

稲吉新田海用留人足諸色覚　太郎兵衛

（稲吉新田普請金取り集めにつき書状）（前欠）
　美孫左衛門→武田善蔵様

覚（稲吉新田御普請金割符額および草刈代など送金依
　頼）　宇佐美孫左衛門→武田善蔵様

嘱稲吉新田 宝暦6年8月16日 横長半・1冊＜4丁＞ 0501

万延元年申5月 横長半・1冊く4丁＞ 0452

郎→武田哲次 明治10年4月21日 横切紙・1通 1444

8月3日 横長半・1冊〈3丁＞ 0500

諺欠）　宇佐 2月8日 横切継紙荘通 1480

七など送金依 7月7日 横切継紙・1通 1481

戸　長

土地

稲吉地割

海西郡稲吉新田地割帳（控）　沢右衛門

海西郡稲吉新田地割口割帳　持主沢右衛門

稲吉新田田方地割帳（稲吉新田全体）（吉田平左衛門・
　宇佐美孫左衛門・武田沢右衛門立合）

稲吉新田田方検地小割覚帳（稲吉新田全体）

稲吉堤畑細問帳

宝暦14年申3月

宝暦14年申4月

天明5年巳正月22日初

天明5年巳正月22日

明治6年9月

横長半・工冊＜9丁＞ 0393

横長半・1冊く15 0389
丁＞

横長美・1冊く12 0390
丁＞

日初 横長半・1冊く24 0392
丁＞

日 横長半・1冊く12 0394
丁＞

横長半・1冊く5丁＞ 0414
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狐地・稲吉新田／稲吉新田／支配人／掟米

　　　支配人

掟米
稲吉畑方反畝米積帳（吉田氏帳面写）

稲吉口改帳（立合吉田・武田）　武田

覚（稲吉畑米ほか石高勘定書付）　嘉兵衛→武田沢右衛
　門殿

天保7年申11月（慶応4 横長単・1冊＜9丁＞ 04351
年写〉

天保8年酉4月25日 横半半折・1冊＜7 0557
丁＞

寅12月 横折紙・1通 1460

一126一



森津・狐地新田／蜘蓼蘇轍地掟米取立（伊藤．二井〉

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

森津・狐地新田／庄屋

領　主

調達金

（御達金一巻）

調達金割賦集帳（狐地森津分）　庄屋

調達金割賦集帳（森津新田）　庄屋所

調達金割賦集帳（狐地森津分）　庄屋場

調達金割賦集帳（森津新田）　庄屋場

御年貢米御引当調達金集帳（狐地新田森津分）　庄屋
　所

（卯冬御払居米引当て地主ごと調達金勘定）

覚（年貢米の内御払居先納金34両2分受取）　佐屋陣
　屋→海西郡森津新田

（村々調達金書上）

覚（作徳米110石余ほか受取）　茶屋町伊藤→武田哲次
　郎殿

（米預かり証）　木村忠右衛門ゆ武田哲二郎

（御払居米受取）　稲荷新田庄屋代治八→森津新田庄屋衆
　中

（御払居米受取〉　稲狐新田庄屋→森津新田庄屋衆中

（森津新田調達金高書上！

（市江・平島ほか調達金高合計）

憂応3年 14点一綴（袋付） 0885

憂応3卯年7月 横長半・1冊く2丁＞ 0885－1

憂応3卯年8月 横長半・1冊＜4丁＞ 0885－2

憂応3卯年12月 横長半・1冊＜2丁＞ 0885－3

憂応3卯年7月 横長半・1冊＜4丁〉 0885－4

藁応3卯年8月 横長半・1冊く2丁＞ 0885－5

横折紙・1通 0885－6

蓬応3卯年12月 竪切紙・1通 0885－7

横折紙・1通 0885－8

乏正月18日 小切紙・1通 0885－9

肛2月26日 巻紙・1通 0885－10

β12月26日 巻紙・1通 0885－11

肛2月26日 小切紙・1通 0885－12

竪紙・1通 0885－13

竪紙・1通 0885一壕4

支配人／掟米

　
　
帳

　
　
立
殿

　
　
取
六

　
　
米
嚇

　
　
（
殿

　
　
掟
衛

　
　
地
兵

　
　
拍
汰

荊
惣
殿

二
田
門

。
　
新
衛

藤
醗

伊
分
次

（
津
藤

職
騰

米
騒
衛

掟
田
右

地
翻

拍
津
武

惣
森

酉年新居口（掟米取立控）

酉年伊藤口（掟米取立控）

狐地分（掟米取立控）

覚（両新田米〆高勘定）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（伊藤
　口・新居口）　武田沢右衛門→新居利左衛門殿

獲保8年酉12月 横長半・1冊＜18 0231－1

丁＞／　（5点一
綴）／（表紙一部
破損）

横長半・1冊く2丁＞ 023唾一2

横長半・1冊〈4丁〉 0231－3

横折紙・1通 0231－4

横折紙・1通 0231－5

覧保3年辰12月 横長半・1冊く14 0224－1

丁＞／（3点一綴〉

一コ27一



一
済

森津・狐地新田／支配人／掟米／惣掬地掟米取立（伊藤・二井）

いとう・（掟米書上）

（伊藤入・伊藤出米高書上ほか）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（伊藤
　口・新居口）　　（武田沢右衛門）→（伊藤治郎左衛門
　殿・重平殿・太兵衛殿）

巳とし（伊藤小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（伊藤
　口・新居口）　　（武田沢右衛門）ゆ（伊藤次郎左衛門
　殿・重平殿・太平殿）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（伊
　藤・新居口）　武田沢右衛門→伊藤次郎左衛門殿・理兵
　衛殿・太兵衛殿

伊藤（小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣釦地掟米取立帳（伊藤
　口・新居口）　武田沢右衛門→伊藤次郎左衛門殿・重平
　殿・太兵衛殿

申年（伊藤小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（二井
　口・伊藤口、米積送り覚共）　武田沢右衛門→伊藤次
　郎左衛門殿・太兵衛殿・弥六殿

伊藤船積　　（「舟引請セ話人、惣七・三九郎」とある）〔天
　地逆転し裏表紙側が表紙に〕

森齢羅醗難譲り蟹騨難鵜癖隊鋪
　左衛門殿／伊藤次郎左衛門殿・太兵衛殿・安兵衛殿

亥年伊藤取立

小計（米取・同出し勘定）

伊藤出米

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（二井
　口・伊藤口）　武田沢右衛門帥伊藤治郎左衛門殿・太兵
　衛殿・嘉兵衛殿

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（二井
　口・伊藤口）

（丑年惣米〆高ほか）

伊藤小計（但惣米〆高）

（二井口小計）

（上組小計）

（下組小計）

森齢田狐地森津頒新田惣撒掟米取立帳（誹

（上組小計）

（下組小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（二井
　口）　武田沢右衛門→二井理左衛門殿

天保4年巳12月

天保5年午12月

天保6年未12月

天保7年申12月

（天保8ヵ〉酉3月4日

天保9年戌12月

12月11日舟積

天保10年亥12月

亥年

（12月12日舟積）

天保11年子12月　（丑正
月16日舟積）

天保12年丑12月

天保13年寅12月

天保14年卯12月

横長半・1冊＜3丁＞

横長半・1冊く3丁＞

0224－2

0224－3

横長半・1尉＜170225－1
丁＞／（2冊一綴）

横長半・1冊＜5丁＞

横長半・1冊＜17
丁＞

横長半・1冊〈15
丁＞／（2冊一綴）

横長半・1冊〈3丁＞

横長半・1冊＜18
丁＞／（2冊一綴）

横長半・1冊く4丁＞

横長半・1冊〈20
丁＞／（2冊一綴）

横長半・1冊く4丁＞

横長半・1冊く25
丁＞／（4点一綴）

横長半・1冊＜3丁＞

横折紙・1通

横長半・1冊〈2丁＞

横長半・1冊〈25
丁＞

横長半・1冊＜24
丁＞／（6点一綴）

横折紙・1通

横長半・1冊＜5丁＞

横折紙・1通

横折紙・1通

横折紙・1通

横長半・1冊＜13
丁＞／（3点一綴）

横折紙・1通

横折紙・1通

横長半・1冊＜15
丁＞／（2冊一綴）

0225－2

0226

0229－1

0229－2

0230－1

0230－2

0232－1

0232－2

0233－1

0233－2

0233－3

0233－4

0234

0235－1

0235－2

0235－3

0235－4

0235－5

0235－6

0236－1

0236－2

0236－3

0237－1

一藩28一



森津・狐地新田／支配人／掟米／掟米取立（二井）

（卯年上下組小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（二井登
　控）　武田沢右衛門→二井理左衛門殿

（辰年上下組小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳（二井
　控）　武田沢右衛門ゆ二井理左衛門殿

（巳年上下組小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣抽地掟米取立帳（二井
　控）　武田沢右衛門→二井理左衛門殿

（午年上下組小計）

（九吉他取立米書上）

森津新田・狐地森津分両新田惣釦地掟米取立帳（二井
　口）　武田沢右衛門→二井理左衛門殿

（未年下組小計）

（武田引請分）

（上組小計）

森津新田・狐地森津分両新田惣如地掟米取立帳（二井
　拍）　武田沢右衛門→二井理左衛門殿

（上組小計）

（下組小計）

（武田分小計）

鰭押轟欝範鵯驚凝米取立帳（二井

森津新田・狐地森津分両新田惣拍地掟米取立帳　武田
　沢右衛門→二井利左衛門殿

横長半・1冊〈3丁＞ 0237－2

天保15年辰12月 横長半・1冊く16 0238一斗

丁＞／（2冊一綴）

横長半・1冊〈3丁＞ 0238－2

弘化2年巳12月 横長半・1冊く15 0239－1

丁＞／（2冊一綴）

（弘化2）巳年 横長半・1冊＜2丁＞ 0239－2

弘化3年午12月 横長半・1冊＜14 0240－1

丁＞／（3点一綴）

横長半・1冊＜3丁〉 0240－2

横折紙・1通 0240－3

弘化4年未12月 横長半・三冊く13
丁＞／（4点一綴） 0241－1

横長半・1冊く2丁＞ 0241－2

横折紙・1通 0241－3

横折紙・1通 0241－4

嘉永元年申12月 横長半・1冊＜12 0242一摩

丁＞／（4点一綴〉

横折紙・1通 0242－2

横折紙・1通 0242－3

横折紙・王通 0242－4

嘉永2年酉12月 横長半・工冊く11 0243
丁＞

安政3年辰12月 横長半・1冊く10 0244
丁＞

’掟米取立（二井）

森津新田・狐地森津分両新田掟米取立帳（二井） 文久3年亥12月 横長半・1冊く10 0188－1

丁＞／（2冊一綴）

田島屋口取立（取米ほか勘定） 文久3亥年（12月27日） 横長半・1冊〈3丁＞ 0188－2

森津新田・狐地森津分両新田米取立帳（二井両家控） 元治元年子12月 横長半・1冊＜10 0194
丁＞

森津新田・狐地森津分両新田米取立帳（二井両家控） 慶応元年丑12月 横長半・1柵＜10 0195
丁＞

森津新田・狐地森津分両新田米取立帳（二井両家） 明治2年巳12月 横長半・1冊く10 0196
丁＞

森津新田・狐地森津分両新田米取立帳 明治3年午12月 横長半・1冊〈9丁＞ 0197

森津新田・狐地森津分掟米取立帳（二井） 明治4年未12月 横長半・1冊く10 0190
丁＞

森津新田・狐地森津分掟米取立帳（二井） 明治5申年 横長半・1冊＜10 0191－1
丁＞／（2冊一一綴）
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森津・狐地新田／支配人／掟米／掟米取立（二井）

大下畑来酉年より取立之分改（人名毎長さ
　よび図）

森津新田・狐地森津分掟米取立帳（二井）

森津新田・狐地森津分掟米取立帳（二井）

さ・巾書上お （明治6年）戌4月改 横長半・1冊く2丁〉 0191－2

（書込年代ヵ）

明治6年 横長半・1冊く10 0192
丁＞

明治7年 横長半・1冊く10 0193
丁＞

一摩30一



三稲外操出新田／開発

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

三稲外操出新田

開　発

（三稲外操出新田開発関係書類）

佐屋二而預り金（森津輪中・狐地ほか分）

羅
　
様
　
君
　
　
一
　
君
　
　
　
　
　

（元治元～明治年間） 袋（95点入）

横折紙・］
（10点こより

横折紙・1通

半・1冊（2丁

章新田武田誓 7月21日 横切継紙・1

足分御教示 卯月12日 横切継紙・1

ど諸事尽力 未5月 巻紙・1通

長兵衛→武田 巻紙・1通／

部破損大

（明治年間） 横長半・1冊

大谷ゆ武田 10月16日 巻紙・1通

状）　橋本 4月6日 巻紙・1通

大谷甚平→ 酉4月5日午刻 横切継紙・1
（上部破損大

所橋 申正月 巻紙・1通

会書上） 申3月 堅紙・1通

藤之助→武田 1月27日 巻紙・1通／

包紙入）

藤之助様 1月17日 小切紙・1通

件ほかにつ 1月27日 巻紙・1通
B様

k）　吉兵衛 9月10眉 巻紙・1通／

封筒入）

裁許に随い （明治5年力）壬申9月 巻紙・1通
陪荷新田渡辺

及の旨書状） （明治5年力）壬申9月 巻紙・1通

名→森津様、 4月9日 巻紙・1通

25×34．2c血・

1通／

1通

1通

1通／状下

1冊〈2丁〉

1通／

1枚

1415

1415－1－1

≦415－1－2

1415－1－3

1415－1－4

1415一燦一5

1415一歪一6

1415－1－7

14て5一唾一8

1415－1－9

1415－1－10

14燦5－2

1415－3

1415－4

1415－5－1

1415－5－2

1415－5－3

1415－6－1

14肇5－6－2

壌415－6－3

1415－7

壌415・8

一131一



三稲外操出新田／開発

（帳入方頼み及び三稲外新田作人共より草越代金取立
　方につき書状）　金森弥三郎→武田哲次郎様

（新開の件につき書状）　今野佐兵衛→竹田哲治郎殿

三稲操出新開内家御拍半口分田畑地直調出帳
　田加藤太兵衛→森津新田武田哲次郎様

覚（武田方半口ほか14円余受取）

記（局返金1250両差引勘定書）
　岡利平様、山本九八郎様

（拍地所作人名前など見分方依頼状）
　次郎様

覚（武田・吉田ほか人別銀額書上）

（戸長・副戸長入替えにつき伜副戸長職残留の是非確
　認状）　大谷甚平→武田鉄治郎様

（市江分調達金不足分支払方依頼状）

おぼへ（日別人名・人数書上）

（小屋入用、枇杷葉湯入用ほか記）

（三稲地主預分・御上被下分差引勘定書）

（割賦の事など覚書）

覚（代金8両2分2朱書上）
　様

（人名・酒量など覚書）

覚（小杁用の松板など代金書上）
　沢右衛門様

（新開普請勘定などにつき書状）
　郎様

（三稲川運上未納者のため差支えの旨書状）
　平→吉田平左衛門様、武田鉄治郎様、渡邊治三郎様

（三稲川運上願の件につき書状）
　様

（新開川運上揃い次第上納する旨書状）
　治郎様、渡邊治三郎様

御用向大急廻章（新開魚税上納方差支えの件）
　副戸長→伊藤市三郎様、大谷甚平様、渡邊彦左衛門様

（延期神祭実施につき会所へ参集願状）

（三稲前懸廻内地主名前書上ならびに地所割渡のうえ
　銘々裁許取計の旨書状）

（新田掛廻し堤修築入費のうち地主方調達金取調べに
　つき愛知県土木係から達の旨書状）
　武田哲次郎様

（都合3365両余の鐙書提出の件につき出張依頼状）
　加藤［コ右衛門→武田哲次郎様

（新田作人の儀につき書状）
　森津新田武田哲次郎様

草越代金取立 9月12日 横切継紙・1

郎様

i哲治郎殿 1月3日 横切継紙・1

出帳　福原新 （明治5年力）壬申9月 横切継紙・1

惣三郎→武田様 3月5日 横切紙・1通

美宮民三郎→松 （明治5年力）壬申2月 竪紙・1通／
色罫紙）

彗兵衛→竹田哲 竪紙・1通

横切継紙・1

残留の是非確 5月12日 横切継紙・1

部→武田様 5月29日 横切継紙・1

横切継紙・1

横切継紙・1

（5点こより括

小切紙・1通

横切継紙・1庭

武田様、吉田 未7月 小切紙・1通

横切継紙・1庭

原三郎→たけ田 小切紙・1通

む平唖武田鉄治 4月18日 横切継紙・捷

状）　大谷甚 4月18日 横切継紙・」

台三郎様 （4点こより括

武田様、吉田 3月ll日 横切継紙・達

大谷→武田鉄 3月25日 横切継紙・瑳

の件）　新開 3月14日 横切継紙・鎚
疹左衛門様

大谷→武田様 10月22日 横切継紙・1遁

労割渡のうえ 未5月 横切継紙・1遍

垂金取調べに 5月5日 横切継紙・1遁
山田藤之助唖

出張依頼状） 6月26日 横切継紙・
（封筒入）

黒宮民三郎→ 4月12日 横切継紙・1遣

1通

通
通

1
　
1

1通／（青

通
通

1
　

1

1通

1通

1通／

1通

1通

1通

1通／

1通

1通

1通

1通

1415－9

1415－10

1415一”

1415－12

1415－13

1415－14

14摩5－15

1415－16

1415－17

1415－18

1415－19－1

1415－19－2

1415－19－3

1415－19－4

1415－19－5

1415－20

14歪5－21

14蓬5－22－1

1415－22－2

1415－22－3

1415－22－4

1415－23

1415－24

1415－25

1415－26

葉415－27
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三稲外操出新田／開発

与六

哲次郎様

左衛門

（長島行弁当

訴田残金・鳩居堂請取替金150両余請渡）　武田 未7月14日 横切紙・1通 1415－28
→武田哲次郎様

中悪水除道壱坪代金ほか書上）　稲吉新田藤次郎、 明治4年8月 竪紙・1通 1415－29
市蔵→上

中悪水除道壱坪代金ほか書上）　狐地新田長兵衛、 竪紙・1通 14蓬5－30

三間掘壱坪賃金ほか書上）　稲元惣代勝兵衛、藤 （明治4年）未8月 竪紙・1通 1415－31
→新開會所

三間掘壱坪代金ほか書上）　稲吉新田惣代栄四郎、 （明治4年）未8月 竪紙・1通 1415－32
郎→新開會所

怠請諸掛黒宮民三郎へ引渡分勘定通知） （明治4年）未7月 横折紙・1通 1415－33

金銭書上） 横折紙・1通 1415－34

毫尾治右衛門拍地（図面） 24，5cm×32．5cm・1 1415－35
枚

番号別新田名など書上） 横折紙・1通 1415－36

別新田名など書上） 横折紙・1通 1415－37

ll日見分の長・繋など覚） 横折紙・1通 1415－38

巌00両拝借証文）　新開庄屋武田哲次郎、同吉田平 明治4年未8月日 竪紙・1通 1415－39
門→伊藤今平殿、中野庄兵衛殿

凝謄糟開難辮羅麟轡繍旨羅 明治5年申11月 竪紙・1通 1415－40

次郎、渡辺喜平ゆ副戸長御中、地主御中

阜損料（人足23人分など） 横折紙・1通 1415－41

新開勘定合の儀につき書状）　辰巳吉兵衛仲武田 8月28日 横切継紙・1通 1415－42
郎様

分割合方につき書状）　四ヶ村ゆ武田様 7月4日夕 横切継紙・1通 1415－43

取調のうえ出金の旨書状）　大谷→武田様 7月5日 横切継紙・1通／ 1415－44一≦
（2通一折）

．番集金・川埋金割合ほか書付） 横切継紙・1通 1415－44－2

引請の半口地所の件などにつき書状）　新開會 竪紙・1通 1415－45
而大谷ゆ武田様

黒宮殿新開へ出張の件につき書状）（後欠）　大 竪切紙・1通 1415－46
平→武田哲治郎様

一納金割賦帳　三稲外操出新田武田哲二郎、吉田平
門

（明治6年）第6第3月 横長半・1冊〈3丁＞ 1415－47

返金1250両差引勘定書写）　山路村黒宮民三郎→ （明治5年）壬申2月 竪紙・1通 1415－48
利平様、山本九八郎様

テ弁当・諸入用など諸掛書付） 横折紙・1通 1415－49

調達金の儀につき証書・人名など取調方依頼状） 5月16日 横切継紙・1通 1415－50
藤之助→武田哲次郎様

職欝糊翻肇羅灘齢魏蟹 4月27日 横切継紙・1通 1415－51

懸廻新開組頭任命申渡）（組頭は狐地新国荒尾長次 横切継紙・1通 1415－52
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三稲外操出新田／開発

郎、稲荷新田渡辺治三郎、三稲新田山田慶助）

（甚平大病につき川運上の件親類より書状）　大谷親 2月27日 横切継紙・！通 14惟5－53
類→森津新田武田哲治郎様

記（申年下用取替分の内より麦金上納の節借金など差
　引勘定の旨通知）　イナリ治三郎→森津武田哲次郎様

酉9月5日 竪紙・1通 重415－54

（新田堤巾・長など書込み絵図） 34．0×24。Ocm・1
枚

1415－55

（帳だんすの三稲外書付類など人足に持たせ遣わされ
　たき旨書状）　武田→佐藤円九郎様

2月26日 横切継紙・1通
（包紙入）

1415－56

覚（当春皆出米勘定願）　山田藤之助 壬申ll月 横折紙・1通 1415－57

（魚税金取集めの件につき書状）　イナリ治三郎→森津 酉3月19日 竪紙・1通 1415－58
武田様

（新開悪水東杁寸法覚） 横切紙・1通 1415－59

試細入用覚　惣會所長左衛門、与六 6月13日 横長半・1冊〈3丁＞ 1415－60

（新田植付につき参会に出席依頼の件など書状）　大 6月2日 竪紙・1通 1415－61
谷甚平→武田哲治郎様

（治三郎申出の一件伺いのため書状）　吉田平左衛門→ 4月26日 横切継紙・1通 1445－62
武田哲次郎様

覚（杁品代金受取）三好九八→かんへ利兵衛様 横切継紙・1通 14唾5－63

（午之割酉仮割地森津一口分三稲新田新四郎・悦蔵両
人へ切渡願書状）　山田藤之助→武田哲次郎様

7月23日 横切継紙・1通 1415－64

（当申年入札取決め事項などにつき書状）　諏訪市兵衛 （明治5年ヵ）6月朔日 横切継紙・1通 1415－65
→武田哲次郎様

（新開割地早々に取計い控主名前帳・図面差出の件な
　ど達）　→三稲懸廻内地主

5月 横切継紙・1通 1415－66

（名古屋連中金子未払などの件につき書状）　大谷甚 8月22日 横切継紙・2通 1415－67
平ゆ武田哲治郎様

一札（年季中田畑預け証文雛型）　何之誰→武田哲次郎
　殿御引請

明治6年1月 竪紙・1通 1415－68

（名古屋連中割符金未納の件などにつき書状など）
　大谷甚平→武田哲治郎様

1
i8月18日 横切継紙・2通 1415－69

（繋稲荷悪水杁下笠木丁場より尺改代金支払願）　吉
　田平左衛門→武田哲次郎様

2月28日 横切継紙・1通 1415－70

（天野利一郎ほか出金覚） 横切継紙・1通 1415－71

（三稲外新田起立より現今にいたる手続書付受取など
　につき書状〉　黒板湊三ゆ武田哲次郎殿

10月28日 横切継紙・1通
（封筒入）

1415－72

（地所の儀割付取計の件書状）　辰巳吉兵衛→武田哲次
　郎様

7月6日 横切継紙・1通 1415－73

（三稲新開普請につき書状） 2月晦日 横切継紙・1通 14マ5－74

覚（九番割地森津新田分普請惣出来の上金銭渡すべき
　旨達）

未7月 横折紙1通 1415－75

覚壕諺酬地森津新田分普請惣出来の上鍼渡す 未7月 横折紙・1通 1415－76

（地割の儀依頼など書状）　両人ゆ武田哲太郎様 9月2日 横切継紙・1通 1415－77
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三稲外操出新田／開発

記（杁長さ・巾・高さ書上） 横折紙・1通

記（綿実・豆種・人足代ほか書付）　一沖野君 横折紙・1通

8月29日

（長兵衛方参会の評議にて丁場金渡さず当春会所にて 横切紙・1通

清算の旨取決につき書状）　大谷甚平→武田鉄治郎様 8月22日

（山路村の世話分取計方依頼状） 9月7日 横切継紙・1

（各区割合金取集の件につき書状）　（裏面使用） 11月24日 横切継紙・1

（新開小前共出訴一件につき大谷氏の伝言書送り状） 1月22日 横切継紙・1

吉田平左衛門→武田哲次郎様

記（一～五番集金・川埋入用勘定） 横切紙・1通

（三稲新開諸入用取替えなどの件につき書状）　辰巳 ll月23日 横切継紙・
吉兵衛→武田哲次郎様 （封筒入）

（昨年分新開下用金蟹江分以外未納金の旨書状）　木 3月20日 横切継紙・1

無半輔→新開御役人武田哲次郎様、吉田平左衛門様

（先集会地概評決通知遅滞などの件につき書状）　新 4月23日 竪紙・1通／

開会所当番（三稲操出新田会所当番）→武田様 一折）

（丑寅之割地闘取につき通知）　新開会所当番→武田哲 4月23日 横切継紙・1

次郎様

樫糊驚磐欝除用悪水掘など舗こつき地代金 竪紙・1通

（武田分調達割合金70両余書付）（r申三月廿日渡酉五月 小切紙・1通

十八日戻ル」との記載あり）

（集金にても1軒も出金なき旨）（断簡） 11月23日 小切紙・1通

（屋敷取極など要件列記） 横切紙・1通

乍恐（人別金額書上） 横折紙・1通

（金銭差引勘定覚） 横折紙・1通

（石川太八郎内家河野冨行と記された紙片）

（金銭勘定覚）

（取分・出分など勘定覚）

（年賦分など差引勘定内訳通知）　いとう締たけた殿

借用申（金6両）

（人別割当額合計より渡金差引覚）

元治元甲子年分別段口納払

（文久3年分別段口納払）

覚（代金240両余書上）　いろり大蔵→御元会所

12月27日

文久3年亥ll月

度鍵
（明治）4月22日

（三稲操出新田川運上1年分305両3か年分5月切で皆金
　できれば任せる旨書付）

元鰯江川・新開汐除壱ヶ年銀入札（金255両3分）　大
　井村浅蔵→御元會所

（明治）

通
通
通

1
　

1
　

1

1通

1通

1通

1小切紙樋

横切継紙・1通／1
（7、煎こよりキ舌り）

横切継紙・1通

横切継紙・1通

小切紙・1通

横切継紙・1通

横長半・1冊〈3丁＞

横長半・1冊〈5丁＞

竪紙・1通／（5通
一綴）

竪紙・1通

（明治5年）壬申4月　　竪紙・1通

1415－78

14唾5－79

14壌5－80

1415－81

1415－82

1415－83

1415－84

1415－85

1415－86

1415－87－1

1415－87－2

1415－88

1415－89

1415－90

1415－91

1415－92

1415－93

1415－94

1415－95－1

1415－95－2

1415－95－3

1415－95－4

1415－95－5

1415－95－6

1415－95－7

1433一燦

1433－2

1433－3
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三稲外操出薪田／諸懸り　土地譲渡　掟米取立

（新開汐除通り明治5年1か年分金入札） 稲荷崎治平→ （明治5年）申4月 竪紙・1通
新開御會所

入札（元鰯江川・新建川176両余にて入札） 兵四郎 （明治） 竪紙・1通

1433－4

1433－5

諸懸り

三稲外操出新田杁樋修繕金集帳　狐地・稲吉新田用掛伊
　藤東十郎

明治11年寅H月 横長半・1冊＜4丁＞ 0477

土地譲渡

永代売渡耕地証文之事（三稲外操出新田2町8反7畝6歩
　地券証19枚・金2400円）　愛知郡名古屋茶屋町地所売
　渡主伊藤次郎左衛門ゆ愛知郡名古屋栄町足立太郎曽殿、
　伊勢国桑名郡桑名今一色二井與吉殿、海西郡森津村武田
　哲次郎殿

町8反7畝6歩 明治12年1月 竪紙・1通
茶屋町地所売
己立太郎曽殿、

郡森津村武田

1235

掟米取立

繰出掟米取立帳

繰出掟米取立帳

繰出掟米取立帳

明治十六年繰出新田小斗記入

繰出十五年十六年分不納米計算帳

繰出掟米取立帳

繰出掟米取立帳

繰出掟米取立帳

繰出掟米取立帳

明治12年 横長美・1冊く28 0018
丁＞

明治13年 横長美・1冊＜25 0019
丁＞

明治14年 横長美・1冊＜25 0020
丁＞

（明治16年） 横長半・1冊＜2丁＞ 0548－3

／（7点一綴）

明治17年8月10日 横長半・1冊〈7丁＞ 0427－1

／（2冊一綴）

明治16年 横長半・1冊＜21 0427－2
丁＞

明治17年 横長半01腿23 0443
丁＞

明治18年 横長美・1冊＜20 0021
丁＞

明治19年 横長美・1冊く21 0022
丁＞
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輪中惣代／西国出陣／夫人足

表跨作成等 年代 形態・数量　整理番号

　　輪中惣代／西国出陣

夫人足

西国御出陣夫人足一巻

（締役入用割合相談につき書状）
　間様

（森津組目印代上納分1分2朱余ほか書上）

（締役芸州表派遣人足手当金など相談につき書状）
　服部市兵衛ゆ武田哲次郎様

（大納言様上京につき森津ほか新田別人足手筈なと書
　付）　右肝煎武田哲次郎・伊藤権次郎

（夫人足くじ市江輪中引当につき覚）

（成瀬隼人正出陣行列構成図）

口上代（5両余差上げ）　服部市兵衛→武田哲次郎様

（大坂より芸州・明石・姫路道中方諸色高直の旨なら
　びに人足の件につき書状）
　市右衛門様外2名

覚（金5両余受取）　加藤源八→村瀬助八様

覚（金70両2分受取）　芝井新田助八→武田様

（お茶代など領収書綴）

覚（大坂より広島まで道中入用など諸掛り勘定）

（明日15日参会につき召集）
　様

（大坂表より金銭催促につき1組15両出金依頼書状）
　服部市兵衛→武田哲次郎様

（人馬数・代金割合覚）

申合定（陣屋などの夫人足両輪中惣高にて以後割賦の
　旨など申合下書）

（入用・供人足代金ほか覚）

（締役として芸州下向につき金子無心書状）
　衛門→服部市兵衛様外2名

（道中入用出銭願書状）　植秋→武田様

（村方取集金子差出しにつき書状）
　次郎様

覚（大坂人足など道中入用書上）

（長州戦争出陣入用上納金の儀につき指示）

（長州戦争出陣入用上納につき返書・請書写）
　組村々引受服部弥兵衛外十四山組・三島組
　26名→金森五郎兵衛様御陣屋

元治元年子10月 袋（21通入） 0833

佐野様、佐久 6月2日 巻紙・1通 0833－1

小切紙・1通 0833－2

き書状） H月7日 巻紙・1通 0833－3

．手筈など書 横折紙・1通 0833－4

巻紙・1通 0833－5

巻紙・1通 0833－6

哲次郎様 5月11日 巻紙・1通 0833－7

弄直の旨なら 11月8日 巻紙・1通 0833－8

郎兵衛→服部

丑5月29日 小切紙・1通 0833－9

様 子11月18日 小切紙・1通 0833－10

巻紙・一綴＜4丁＞ 0833－11

勘定） 巻紙・1通 0833一歪2

→武田哲治郎 5月14日 巻紙・1通 0833－13

≧依頼書状） U月8日 巻紙・1通 0833－14

巻紙・1通 0833－15

鯵以後割賦の 竪紙・1通 0833－16

巻紙・1通 0833－17

犬）　二郎右 ！1月3日四ツ時認 巻紙・1通 0833－18

正月13日 巻紙・1通 0833－19

衛門→武田哲 1ω月28日 小切紙・1通 0833－20

沁月21日～正月23日 横折紙・1通 0833－21

） （元治元年）子10月 竪紙・1通／（9点 0838－1
一綴）

警写）　市江 （元治元年）子10月 半・1冊＜4丁＞ 0838－2

森津組村々
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輪中惣代／西国出陣／軍費調達

（御軍費等御用途差上金の覚綴）　　（松名新田佐野治右
　衛門外）→金森御郎兵衛様御陣屋

乍恐奉願上候御事（昨年凶作のため軍費調達金上納残
　金分猶予願）　森津輪中惣代森津新田武田哲次郎

乍恐奉願上候御事（昨年凶作のため軍費調達金上納残
　金分納猶予願）　佐久問右馬之助・木村小八郎・伊藤
　権次郎・黒宮孫兵衛・冨尾儀一郎・武田哲次郎

職難錦構欝（難麟撚繕羅播織
　郎→金森五郎兵衛様

曝灘轡欝（鷲瓢騰編欝翻嬉蟹
　森津新田武田哲次郎→金森五郎兵衛様御陣屋

（御軍費等御用途差上金人別書綴）　　（芝井新田庄屋佐
　久間右馬之助外）→金森五郎兵衛様御陣屋

乍藩翻候賭鷺。麟欝雍騰難盟
　兵衛様御陣屋

長州御征伐御軍費調達割賦帳　武田哲次郎相

御軍費調達金高抱集帳

御軍費調達金高抱集帳

御軍費調達金高抱集帳

御軍費差上金高抱集帳

狐地森津分庄屋所

森津新田庄屋

森津新田庄屋

狐地森津分庄屋

御繰込夫人足一条願入用割当り　武田哲次郎

村方割賦巨割

芸州御出陣夫人足御用留

軍費調達

御軍費調達一巻

覚（軍費用途引受分金53両受取）
　武田哲次郎初引受六ヶ村分

覚（軍費用途引受分金108両1朱受取）
　名新田佐野治右衛門、鎌嶋新田木村忠左衛門、森津新田
　武田哲次郎、稲元新田伊藤庄左衛門、芝井新田佐久問右
　馬之助、寛延新田伊藤権次郎引請村々之分

覚（軍費用途引受分金15五両受取）
　新田武田哲次郎外五人

覚（軍費用途引受分上納残金51両3分受取）
　屋→森津新田武田哲次郎外五人引受村々之分

覚（狐地・稲吉出金高より上納分など差引勘定）

（未納分51両3分受取につき書状）
　郎様

別段差上金之分覚（軍費など用途再度徴収につき書状）

（元治2年）丑正月 半・一綴く7丁＞ 0838－3

（元治2年）丑5月 竪紙・1通 0838－4

（元治2年）丑正月 半・i冊〈2丁＞ 0838－5

（元治2年）丑3月 竪紙・1通 0838－6

（元治2年）丑2月 竪紙・1通 0838－7

（元治2年）丑正月 半・一綴＜17丁＞ 0838－8

（元治元年）子正月 半・1冊＜4丁＞／ 0838－9
（貼紙あり）

元治元年甲子10月 横長半・1冊く13 0862－1

丁＞／（7冊一綴）

元治元年子12月 横長半・1冊＜2丁＞ 0862－2

元治元年子10月 横長半・1冊＜3丁＞ 0862－3

元治元年子12月 横長半・1冊＜3丁＞ 0862－4

元治2年丑2月 横長半・1冊く2丁＞ 0862－5

（元治2年）丑2月 横長半・1冊〈3丁＞ 0862－6

横長半・1冊＜5丁＞ 0862－7

元治元子年10月 横長半・王冊く16 0864
丁＞

元治元子年10月・12月 袋（9通入） 1514

）　佐屋陣屋→森津新田 （元治元年）子12月 竪切紙・1通 1514－1

く受取）　佐屋陣屋→松 （慶応元年）丑2月 竪切紙・1通 1514－2

木村忠左衛門、森津新田
衛門、芝井新田佐久問右
村々之分

ε取）　佐屋陣屋→森津 （慶庵元年）丑9月姻 竪切紙・1通 1514－3

1両3分受取）　佐屋陣 （慶応元年）丑9月3日 竪切紙・1通 1514－4
受村々之分

分など差引勘定） 横折紙・1通 1514－5

服部作助ゆ武田哲次 9月3日 巻紙・1通 1514－6

壼再度徴収につき書状） 2月4日 巻紙・1通 1514－7
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輪中惣代／西国出陣／大久手宿繰込人足　芸州人足　宿繰込人足など

永田市蔵、服部作助→服部弥兵衛様、服部市兵衛様、吉
田平左衛門様、松井定八様、武田哲次郎様、伊藤庄左衛
門様

覚（軍費調達上納金22両余受取）
　田哲次郎様

佐久間右馬之助→武

乍恐奉願上候御事（軍費30両献金の件）
　外26名→金森五郎兵衛様御陣屋

服部市兵衛

（元治元年）子10月28 巻紙・1通 1514－8

日

（慶応元年）丑2月 竪紙・1通 1514－9

大久手宿繰込人足

大漱宿繰込夫一巻

中仙道繰込夫諸入用帳（森津新田他12か村分取り集め）
　武田哲次郎

大久手引締役諸入用

大久手人足入用村方割賦入用

（慶応元年陣屋より御下金当村受取分及び人足計算な
　ど書上）

（12か村人足割当書）

人足おほえ（10か村人足数・代金書上）

（金銭勘定）

慶応元年丑3月

元治2年丑5月

袋（7点入）

横長半・1冊く3丁＞

横折紙・1通

横折紙・1通

横折紙・1通

横切継紙・1通

横折紙・1通

小切紙・1通

0822

0822－1

0822－2

0822－3

0822－4

0822－5

0822－6

0822－7

芸州人足

芸州夫人足入用内金取集帳（狐地森津分）
　分庄屋

狐地森津

名古屋出人足・芸州夫人足・大久手宿出人足入用割賦
　集帳　森津新田庄屋

芸州夫人足入用割賦帳

乍恐御達奉申上候（新田別芸州夫人足名・人数覚）
　（芝井新田・森津新田・鎌島新田・松名新田・寛延新田・
　稲元新田・狐地新田・稲吉新田・稲狐新田・三稲新田・
　稲荷新田）

覚（子年10月20日に発足し丑年正月24日帰村夫人足名
　覚綴）　　（松名新田・寛延新田・芝井新田・鎌島新田）
　→（金森五郎兵衛様御陣屋）

（10月20日出立から帰村までの日数・人足勘定覚）

元治2年丑3月 横長半・1冊＜2丁＞ 0440

元治2年丑5月 横長半・1冊＜4丁〉 0977

元治2丑年5月 横長半・1冊＜17 0863
丁〉

（元治2年か） 半・玉冊〈7丁＞／ 0839－4
（3点一綴）

（元治2年）丑2月 半・一綴〈5丁＞ 0839－2

半・1冊〈3丁〉 0839－3

宿繰込人足など

御進発御用起宿・墨股宿繰込人馬帳

御進発御用起宿繰込諸色留

御進発二付起宿繰込草軸馬沓井飼馬草運送入用割

御進発二付起宿江繰込飼草井諸色入用集帳

西国御出陣夫人足入用追割集帳
　衆中

夫馬惣代→村々御庄屋

慶応元年丑皐月

慶応元年丑5月

慶応元年丑5月

慶応元年丑6月

慶応元年丑6月

横長半・1冊＜2i
T＞

横長半・1冊〈20
丁＞

横長半・1冊＜3丁＞

横長半・1冊＜2丁＞

横長半・1冊＜3丁＞

0428

0434

0484

0415

0866
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輪中惣代／普請

御新発二付起宿繰込人足井諸色入用
　（森津新田）村庄屋

（起宿繰込草韓馬背飼葉送方運賃など調達につき書状）
　服部市兵衛→武田哲次郎様

（夫人足凡入用集金関係書類綴）

佐屋陣屋→右 辰12月 横折紙・1通／0983
（貼紙あり）

匿につき書状） 7月6日 巻紙・1通 1404

横長半・一綴＜12 0865
丁＞

並　　雪主
臼　　　R再

水難二付諸事書上御用留　当輪中（中山・中川原新田、寛
　延新田、松名新田、森津新田、鎌嶋新田、芝井新田）

川原欠新田本海用人足諸色書上帳　中山・中川原新田庄
　屋留兵衛外6名

五ヶ村輪虫・中山輪中・稲元輪中・御普請入用井内輪
　入用御請見入用共村々割賦帳

（御普請諸入用割符帳綴）

五ヶ村輪中・中山輪中・稲元輪中御普請諸入用割符帳

御請見入用・内輪入用・当日割造用村々割符帳

五ヶ村輪中・中山輪中・稲元輪中御普請諸入用割符集
　帳　森津新田→右村々御庄屋衆中

自普請勘定帳（筏川・鍋田川通堤）　森津

中堤普請才土数舟中諸事覚帳

中堤自普請金割賦取集帳　森津新田庄屋ゆ（松名
　井・寛延・鎌嶋）村々御庄屋御中

中堤普請丁張帳

（自普請勘定覚）

（自普請金割賦覚）

覚（輪中4か村分・伊藤取集金など内訳ほか）

中堤自普請金割賦取集帳　森津新田武田沢右衛門

（稲狐分御手当金差引勘定ほか）

天保十四卯取立（取米勘定）

（弥三七貸金・利足合計、その他）

未進米弁金勘定

覚（稲吉御償普請金ほか勘定）

（粂八ほか畑面積・石高書上）」

・芝，

安永8年亥8月26日 半・1冊〈20丁＞／ 06”一1

（2点一綴）．

（安永8年）亥9月 横長半・1冊＜3丁＞ 0611－2

天保13年寅8月 横長半・1冊く9丁＞ 1337
／（虫損大）

天保13年 横長半・3冊一綴 1340

天保13年寅7月 横長半・1冊く12 1340－1

丁＞

天保13年8月22日 横長半・1冊〈6丁＞ 1340－2

天保13年寅8月 横長半・1冊〈6丁＞ 1340－3

嘉永元年申9月 横長半・1冊〈7丁＞ 0879
／（虫損）

嘉永2年酉6月15日ヨリ 横長半・1冊＜11 0878－1

丁＞／（6点一綴）

嘉永2年酉7月 横長半・1冊く3丁＞ 0878－2

嘉永2年酉5月朔日 横半半折弓冊く9 0878－3
丁〉

横長半・1冊＜3丁＞ 0878－4

横長半・1冊＜5丁＞ 0878－5

横折紙・2通 0878－6

嘉永2年酉7月（奥付に 横長半・1僻＜5丁＞ 0877
は未とあり）

（慶応3年ヵ） 横長半・1冊d20563－1

丁＞／（9冊一綴）

横長半・1冊〈2丁＞ 0563－2

横長半・1冊＜12 0563－3

丁＞／（反古紙利
用）

横長半・1冊＜2丁＞ 0563－4

横長半・1冊く3丁＞ 0563－5

嘉永3戌年 横長半・1冊＜4丁＞ 0563－6
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