
　七番目の中項目「公儀との関係」では、最初に年代不明の丑年に生起した「庄屋進退一件」に関す

る一連の史料を置いた。次に名古屋藩の陣屋に提出した「願書」を収めた。その内容は、年貢減免や

文書関係といったものである。また藩に上納した取立金・調達金に関する帳簿もある。中項目の八番

目は「小百姓」である。ここには新田百姓への貸米・貸金関係の史料がある。最後は「地租改正」で、

「地価取調帳」1冊と地券14枚がある。

　　あ　ま
（8）海部郡の新田

　本大項目は全く便宜的なものでしかない。大宝前（神戸）新田にいる神戸家の支配人は海部郡の諸

新田を統括していたように見受けられるが、そのうちの点数の少ない三つの新田の史料をここにまと

めたに過ぎない。

①鍋蓋新田

　この新田は大宝前（神戸）新田の北方にあり（地図3参照）、村高370石余、反別25町余、戸数7、

人口53という小規模の新田である（角川地名辞典）。収録史料からすると、享保期から神戸家はこの

新田に土地を持っていたらしい。そしてそれは小川唯助を通してのものであったらしいことが納米の

請取通帳（あ1683）から知られる。また、地主は少なくとも神戸家のほかに伊藤次郎左衛門がいたこ

ともわかる。最初に「諸帳簿」を並べたが、地主経営史料の代表的な史料の一つである検見帳も1冊

しかなく、断片的である。次の「願書・一件留」は願書については年代が宝暦期に集中している。ま

た水利組合争論の一件帳簿があり、神戸家文書中の他新田の関連史料と突き合わせていけばこの地域

の水利秩序が明らかになってくるであろう。三番目の「田畑質取」は安永期に神戸家がこの新田のも

う一人の地主伊藤次郎兵衛からその所持地を質に取ったことに関する一連の史料である。名古屋の大

地主商人同士の関係の一端が窺えて興昧深い。

②潤屋新田

　大宝前（神戸）新田の北東隣にあり（地図3参照）、1823（文化6）年成立、反別2町余の新田で

ある〔角川地名辞典〕。今回の整理分は1839（天保10）年の南野跡検地帳1冊のみであった。
　とりがんじ
③鳥ヶ地新田

　この新田は大宝前（神戸）新田の北東隣にあり（地図3参照）、この新田の百姓が大宝前（神戸）

新田へ多く出作していたというように、神戸新田とは密接な関係にあったが、今回整理分の限りでは

地券11枚があるのみである。

（9）愛知郡の新田

　この大項目も前項同様全く便宜的であり、後述の大高源兵衛新田を除く愛知郡の四つの新田・村を

ここに一括したというだけである。ただ地図1に示したように、これらの新田・村は熱田神宮の東南

方で大高源兵衛新田よりも北に位置し、一定の地域的なまとまりは存在したようである。
　ばけもの

①化物新田

　加福新田の俗称で、明治期は愛知郡前浜村に属していた。現在は名古屋市南区である〔角川地名辞
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地図3　大宝前（神戸）新田周辺図　　　　　　　　　　　出典＝菊地利夫　1986年
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典〕。地券61枚と地価帳1冊、小作米取立帳2冊などがある。

②紀左衛門新田

　明治期は愛知郡豊田村に属する〔角川地名辞典〕。内容は、「諸帳簿」が断片的に4冊、「地券」73

枚、「小作証書」37通で全て明治期の史料である。

③八左衛門新田

　明治期は愛知郡星崎村に属す〔角川地名辞典〕。この新田の史料も明治期のものである。

検見帳1冊・掟米取立帳2冊・地価帳1冊・地券74枚などどいった史料がある。
　ちかま
④千竈村

　これは明治ll～20年の村名である〔角川地名辞典〕。点数は少ないながら、神戸家による記録が1

冊あり、また「取得」に所属させた史料から明治13年に神戸家がこの村に地所を購入したこともわか

る。他に「地番分割」に関する帳簿4冊と地券12枚がある。

（10）大高源兵衛新田

　この新田は、1706（宝永3）年大高村の山口源兵衛が開発し、地積は田畑38町8反余である。明治

期には愛知郡鳴尾村に属し、現在は南区源兵衛町・三吉町・鳴浜町にある〔以上角川地名辞典〕。神

戸家との関わりは開発当初からと思われるが、1706年の史料を欠くために不明である。この新田には

神戸家のほかにも地主がおり、現在判明している限りでは、1710年代中頃には神戸家が7町5反、近

藤武兵衛が6町の田畑を所持している（あ2430）。1718（享保3）年では近藤武兵衛（3町）・近藤

伊右衛門（3町）・神戸分左衛門（7町5反）であり（あ2372）、1740年頃（元文・延享期）には武

兵衛分に変化があり、雲心寺（3町）・伊右衛門（3町）・文左衛門（7町5反）という所持構成に

なり（あ2316）、1750，1760年代（寛延～明和期）は伊右衛門（3町）・文左衛門（7町5反）（あ

2328）、1814（文化11）年でも萱津屋伊右衛門（3町）・文左衛門（7町5反）（あ2371）と変化して

いく。要するに神戸家は一貫して7町5反分の地主である。以上に略述した3ないし2人の地主グル

ープを「名古屋方」と呼んでいた。

　この新田における神戸家の経営組織は現段階ではあまりよくわからない。但し、中嶋半右衛門が名

古屋方の支配人の役割を果たしていることは確実である。中嶋半右衛門は、もしも彼が後述の大項目

にある中島屋半右衛門と同一人物であるとすれば、名古屋御薗町の商人であり、神戸家とは商業面で

も経営提携を行っていた家である。つまり、大高源兵衛新田名古屋方の支配人は名古屋に居住してい

る。これに対して現地の新田小屋で直接地主経営に従事していると見られる人物が惣助である。惣助

には地主グループから給分が支払われている。惣助が本大項目収録史料に現れるのは享保期（1716－

1735年）を主としており、元文～延享期（1736－1747年）になると惣兵衛が享保期の惣助の役割を果

たしている。1814（文化11）年における「支配役」は儀兵衛というが、彼は困窮のため5年間支配役

を清兵衛に交代し、その後支配役を儀兵衛息子に相続させるという取り決めがある（あ2371）ことか

ら支配人は家で継承する性格も有していたこともわかる。ただ、以上の叙述はいくつかの仮定の上に

なりたっており、享保期の惣助と文化期の支配役儀兵衛が同一の機能を果たしていたかどうかも全く
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未検討である。また、当然のことながら小作人から徴収した掟米を年貢と作徳米に計算する過程では

村役人が深く関与していることはわかるが、名古屋支配人・現地支配人・村役人三者の相互関係は未

解明である。ここでは名古屋支配人と現地支配人および村役人によって神戸家における大高源兵衛新

田経営が成り立っていたらしいと言うに留めたい。

　目録の冒頭には中項目「経営収支」を設け、「大高新田仕徳米之帳」1冊のみを所属させた。享保

期から20年余にわたる年毎の利益を記してる帳簿であり、大高源兵衛新田の帳簿体系の頂点に位置す

る帳簿と思われるため冒頭に掲げておいた。

　第二の中項目は「掟米徴収」である。最初に一筆ごとの掟米を決定するために毎年作成される「検

見帳」約30冊を並べた。次に掟米の皆済請求帳簿である「米納帳」約60冊（名古屋支配人から現地支

配人あて）を配列した。ここで注意すべきは「検見帳」という表題でも内容は「米納帳」であるもの

が少なからず存在することである。この点、今回整理における点検が不十分である可能性があるので

閲覧者は注意されたい。

　三つ目の中項目「経営費用」では、まず統括的位置にあると考えられる「入用金銀帳」2冊と「小

買物帳」2冊を配した。前者は10年間機能した帳簿であり、後者は「小払」・納米・給金・日用・

「物成」といった多様な内容を持つ。

　次の中項目「年貢計算」では、「年貢勘定帳」「年貢書き出し帳」といった表題が見える。これは村

役人が掟米から「小作納」額を差し引いた額を算出したものであることから年貢分と判断したのだが、

さらなる検討が必要である。四番目の中項目は「村入用」であり、「入用割符帳」約50冊である。こ

れは村役人が作成するもので、一年ごとの村入用帳である。村入用は「地持」で立会割賦されており、

それに神戸家の代表者も参加している。1755（宝暦5）年の場合は平次郎であった（あ2287）。

　五番目の中項目「作徳米計算」の小項目「納米入用割賦」は、掟米・年貢・諸入用などを集計差し

引きして各地主持ち分に割賦することに関係すると思われる帳簿を配列した。この種の帳簿は享保期

には「納米井入用割賦帳」「納米割賦勘定帳」といった表題であるが、1730（享保15）年以後は「勘

定目録帳」という表題がようやく定着する。もっとも、形式は多様性があり、上記項目を単に併記し

たものとそれをさらに差引計算したものなどがあり年によって異なる。

　その次の中項目「土地」には地主としての土地台帳があり、新田経営の基幹情報ともいうべきもの

と思われる。田畑一筆ごとの耕作者（小作人）と面積が把握されている。

　「公儀との関係」では、領主支配との関係で作成される土地台帳である「検地帳」が5冊ある。

「地券」は60枚あり、さらに「明治期購入分」としておそらくは明治10年に永井松右衛門から購入し

た土地に関する諸史料その他を配した。

（11）知多郡の新田

①名和前新田

　知多半島基部の天白川河口左岸にあり（地図1参照）、1695（元禄8）年に開発された。天白川を

はさんで北隣に上述の源兵衛新田がある。犬山神戸家の一族伝八郎が出資したという　〔以上角川地名

一24一



辞典〕。

　一番目の小項目中には「諸事留帳」があって経営形態はこれによりある程度判明してくるであろう。

「経営帳簿」には掟米徴収関係1冊と土地台帳2冊がある。「地概」は「じならし」と読むのであろう

か、ここでは耕地整備普請のようなものを意味しているらしい。

②武豊町

　知多半島東海岸のほぼ中央部にある港湾都市である〔角川地名辞典〕。近代の簿冊が1点あるだけ

であるが、豊富な内容を含んでいるようである。

（12）三州伏見屋新田

　三州伏見屋新田は、1666年（寛文6）江戸茅場町の伏見屋又兵衛が開発した（い12－10）。開発から

30年余を経て、1699年（元禄12）に同新田は尾州茶屋新田坂野新右衛門・同小川村塚本源左衛門・同

名古屋佐藤六兵衛へ譲り渡されることとなった（い12－ll）。譲渡証文によれば伏見屋新田180町6反

3畝25歩、高1853．951石のうち、以下の地積・石高が譲渡されたという。

　　ll3町2反5畝10．57歩、高1042．728石（御蔵入分）

　　12町　　1畝1．43歩、高117。479石（松平与右衛門領分）

　　28町6反7畝　4歩、高286．713石（松平弾正領分）

　　5町8反8畝　27歩、高　58．893石（松平万次郎領分）

以上の田畑には、伏見屋新田居屋敷1構、池川葭原蒲原井大堤外芦柳、伏見屋村小屋も付属していた

ことが明記されている。代金は1500両であった。こうした物件に付随して、①新田取立時の「御公儀

御証文」（い12－10か、これはその時の代官のところにあるのを追って渡す、今は伏見屋所持の拍を渡

す。）②「御給領方先年之御証文」「御蔵入御給領之御検地帳」「新田反畝割之大絵図」③「新田惣作

人江之預リ方地帳」「年々之年貢積諸帳」「諸書物等」、④「作人より取置申候預ヶ方之証文」、といっ

た文書も引き渡されている。

　この譲渡証文に神戸家は出てこないが、実はこのときの買い取り資金を神戸家は他の3名とともに

新地主の一人名古屋佐藤六兵衛（茶屋長固手代）に融資していた。融資は茶屋長固・佐藤六兵衛・小

出茂左衛門の三人に対して行われ、その融資額は合計1550両で、その融資者別内訳は、向井彦左衛門

が100両、岡田佐次右衛門が150両、神戸分四郎（初代分左衛門とは別人）が800両、大海彦四郎が500

両である。

　伏見屋新田は「四つ割」になっており、二口が佐藤六兵衛、一口が長嶋清兵衛と小川村塚本源左衛

門という分割であった。佐藤六兵衛分のうち一口を、分四郎を名代として1550両で譲り受けている。

これは元禄17年のことである（以上い12－9）。すなわち、神戸家は伏見屋新田のうち1505813石のなか

の四分の一分の地主4人の名代となったわけである。このとき神戸分四郎の手元にある「（佐藤）六

兵衛より之譲証文」を互いに写し取り、また新田入用金の負担及び作徳米の配分は出金額に応ずるこ

と、それらの勘定は長嶋清兵衛・源左衛門・分四郎の「惣仲問」が立ち会って行い、分四郎が「仲間」

（分四郎・向井彦左衛門・岡田佐次右衛門・大海彦四郎）へその結果を伝達することも取り決められ
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た（同前）。つまり、伏見屋新田における地主仲間は上位の「惣仲間」と下位の「仲問」に重層化し

ており、神戸家は「惣仲間」の一員と「仲間」の名代を兼ねていたことになる。神戸家が所属してい

た「仲間」は「尾州方」と呼ばれていた。

　伏見屋新田における「尾州方」の支配人的存在は、1708（宝永5）年以前は若山佐助と佐治豊蔵、

同年以後は中島半右衛門であった。

　1711（正徳元）年12月、「伏見屋新田四ツ割一分」を「連中」として「拍」ていたが、「惣新田」が

三州鷲塚村片山甚五郎に520両で売り払われたため、神戸家は「地代銘々当金」つまり自分の持ち分

に応じた金額を受け取った（あ3695）。これに伴い、新田諸帳面を新地主に引き渡し、これに伴い引

渡目録も作成されている（あ3689）。

　このように神戸家は1704年から1711年までのわずか足かけ8年しか伏見屋新田との関わりを持たな

かったのであるが、史料の伝存は比較的良好である。

　冒頭の「取得」には上述の資金供与の事実を直接示す地主仲間証文をまず掲げた。そのほかにこの

行為に関連する音物代の記録がある。次の小項目「地主引継文書」には1704年の資金供与に際して入

手したと考えられるそれ以前の年代の史料を配列し、最後に1711年の売却に際して作成された次の地

主への引継文書の受取目録を置いた。

　そのあとは新田経営関係史料ではあるが、ここで注目されるのは、これまでの諸新田とは異なり、

神戸家の伏見屋新田への関与のあり方は直接経営ではなくあくまで資金供与に留まっているのではな

いかと思われることである。それは前述のように「惣新田」が売却されることは同時に自分持ち分の

売却をも意味する、つまり売却に神戸家の主体性を読みとることができないことからも推測されるし、

また現存史料構成に検見帳や米納帳といった掟米徴収に関する史料が全く存在しないことにも現れて

いるようにも思われるが、現段階では断定は避けたい。

　第二の中項目「経営収支」では、最初に「統括帳簿」としていずれも複数年にわたる帳簿であり、

うち2冊（あ3693，3695）は上述の「仲間」レベルの帳簿である。次の「入用金諸払目録」は支配人

が種種の新田入用名目で神戸家から受け取った金額が項目別にまず記され集計され、そのあとに実際

の支出が、三番目の小項目「払小帳」に基づいて列記合計され、収支が計算されている。これを支配

人から神戸家に報告しているのである。8番目の小項目「請払目録」は書付型史料であるが、これを

見ると支配人が神戸家から受け取った経営費用は先の「入用金請払目録」記載分だけではなく、定期

的に受け取る分も存在しそれも含めた収支の計算が行われている。両者の関係は今のところわからな

い。支配人が定期的に受け取る経営費用のその都度の受取書が7番目の小項目「入用金請取」に5点

並べた「請取申金子之事」という柱書を持つ書付型史料である。

　三番目の中項目「年貢」には「御年貢金納帳」3冊と「御年貢井小物成目録」4冊と年貢割付状2

通ほかを入れた。第四の中項目「公儀との関係」には代官や領主への上申書や願書を集めた。
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（13）三河国の新田

①吉塩崎永岡新田

　地名辞典の限りでは所在不明である。検地帳1冊と経営費用関係帳簿2冊の計3点しかないが、時

期は元禄一宝永期と比較的古い。

（14）三重県の新田

①和泉新田

　桑名郡にあり近世以来明治22年までこの村名である。木曽川河口の乱流域にある〔角川地名辞典〕

（地図1参照）。収録史料は地券のみで54枚ある。

②中和泉新田

　上記和泉新田の南側に開発された新田である〔角川地名辞典〕。神戸家はこの新田のなかの地所を

明治10年に桑名郡見入新田黒宮嘉左衛門から買い取り（あ3657）、同33年に早川忠蔵に売り渡してい

る（あ3596，3597）。また、取得当初2年間の経営記録もある。

（15）領主御用

　神戸家が元禄期以降様々な領主御用に従事していたことは、本解題第2節「犬山屋神戸家の歴史」

において述べたのでここでは繰り返さない。冒頭に「御金御用」免除願を、「御金御用」が御勝手御

用その他の領主御用全般を総称していると考えられるため、「全体」という小項目のもとに置いた。

「借上金御用」には神戸家が同役の一人として作成した帳簿や発給した回状もあり内容豊富である。

時期は元禄から天保までと幅広い。それに対し「御勝手御用達」は主として年代不明の退役・休役願

書のみである。「小納戸御用」は同役に関する神戸家からの願書や藩小納戸役所からの下達文書の写

帳1冊のみであり、「融通講取締役」も掛銭勘定帳が1冊あるのみである。「町払金」は機能不明であ

るが、嘉永一安政期の月々調帳10冊、月々〆上書抜帳5冊がある。以上の諸史料は、神戸家が特定の

役職や機能を担いそれに伴って授受作成された史料であり、神戸家が単なる名古屋の一町人として例

えば調達金を上納している史料とは性格が異なることに注意されたい。そのような史料は大項目「神

戸家・勘定場」下の中項目「公儀との関係」下の小項目「御用金・貸上金」に配列したことを蛇足な

がら付け加えておく。

（16）元材木町

　神戸家が居住している町一団体としての町一の史料である。「元材木町」には書付型史料2点しか

ないが、元材木町の間口構成が判明し、また各町屋敷における借家数もわかる好史料である。い392

に「丁代分佐衛門」とあるのでその関係で残された史料である可能性がある。「分左衛門組」には享

保期のこの五人組に関する宗旨改め帳下書き5冊が所属している。
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（17）江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）

　この項目に関する主要帳簿はすでに目録（その1）に収録されているので、今回は全て書付型史料

である。このなかの「町入用書上」は宛先が下舟（小舟）町の家守であるので下舟町の町入用書上で

ある可能性がある。「書状」4通の作成者理仙は二代目神戸彦七の妻余蜂のことである。町屋敷経営

と関係ある内容の書状は1通だけであるが、理仙書状としてここにまとめておいた。「雛形」2通は

あるいは名古屋のものかもしれないが便宜的にここに配列した。

（18）御園町中嶋屋半右衛門・永田善次郎

　目録（その1）では、彼らの作成した商業経営帳簿など38冊を末尾に収録し、彼らの経営体は神戸

家からは独立していたと推測した上で、なぜ彼らの経営帳簿が神戸家文書に含まれるのかを目録（そ

の2）以降の課題としておいた。この課題は本目録においても果たされないままに終わっている。た

だ、大高源兵衛新田と三州伏見屋新田の項で既に述べたようにこの中嶋半右衛門は両新田において支

配人のような役割を果たしており、神戸家との関係は単なる重要な取引先というだけでなく、極めて

密接であったことが新たに判明した。また本大項目収録史料の大半は「仕切状」23通であり、そのな

かには宛先が神戸文左衛門と連名になっているものが2通ある。有物勘定帳（棚卸帳）はそれぞれ独

立していても（目録その1参照）、経営提携が行われていたことを否定することにはならないのかも

しれない。

【参考文献1（著者の50音順）

安藤正人　　「記録史料目録論」（『歴史評論』497、1991年）

飯島利夫・小杉正・中村一朗・三宅明彦・安井宮一編『神戸家文書　御用留』（十四山村教育委員会、

　1992年）

大石慎三郎「町人請負新田の成立事情一神戸新田（大宝前新田）の場合一」（『史学雑誌』60－9、1951

　年、のち同著『封建的土地所有の解体過程』御茶ノ水書房、1968年に収録）

大藤　修・安藤正人『史料保存と文書館学』（吉川弘文館、1986年）

菊地利夫　「先進地型町人請負新田としての大宝前（神戸）新田の諸間題」（同著『続・新田開発』

　事例編第十四章、古今書院、1986年）

作道洋太郎「取引・証文、経営・帳簿」（『日本古文書学講座』7　近世編H、雄山閣、1979年）

史料館編　　『史料の整理と管理』岩波書店、1988年

所　三男　　「運材中継基地としての犬山一木曽川運材史の一餉一」（『徳川林制史研究所研究紀要』昭

　和42年、1967年）

　同　　　　「近世初期商人による用材生産」（『徳川林制史研究所研究紀要』昭和45年、1970年）

　同　　　　『近世林業史の研究』（吉川弘文館、1980年）

水野　潔　　「尾州商人神戸家の江戸町屋敷経営」（『法政史論』16、1988年）

新修名古屋市史編集委員会編　　『新修名古屋市史』4（名古屋市　1999年）

一28一



『角川日本地名大辞典23　愛知県』（角川書店、1991年、〔角川地名辞典〕と略記）

［付記］　本目録の編成と解題執筆は渡辺浩一が担当した。整理作業では坂本達彦氏の協力を得た。

　記して感謝したい。
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　神戸弥兵衛家政

　〈鵜飼屋〉　　　　　　　　　　　　道貞
　神戸弥左衛門常政　　　　　弥左衛門久政

　〈犬山屋＞弥治郎、浄仙

　神戸文左衛門安政　　　　　　　（神戸弥左衛門常政の次男）

　　　　　　　　　　　　　一文左衛門正種
　　　　　　　　　　　　　　　　元文5・9・8、74才
　松元文5・・27、86才

　　　　　　　　　　　　　一一先享保8・7・18、52才

　　　　　　　　　　　　　　　某元禄10・5・29、当才

　　　　　　　　　　　　　　　女子元禄8・11・3、当才

　　　　　　　　　　　　　　　万宝永4・7・22、5才

　　弥助
　神戸彦七信正（江戸霊岸島東湊町〉

　　宝永4・3・20
　　　　　　　　　　　　　　　　理仙
　　　　　　　　　　　　　　　余騨

　　　　　　　　　　　　　　　　正徳6・3・4
　某
　　　　　　　　　　　　　　　　弥助（弥左衛門常政三男）
　　　　　　　　　　　　　　彦七甫助

　　　　　　　　　　　　　　　　宝永4・12・16

　　　　　　　　　　　　　　　某早世寛文7・ll・22

　　　　　・7・3

　女子68才　　　　　　　　某

神　戸　家　系　図

①正徳2・11・20、73才　②弥次郎、孫左衛門、普海

　弥左衛門員政

　　（永田清三郎子）

　　弥三郎、飛泉、了真
一文四郎正峯

③
一文左衛門大翼
　　寛保3・4・17、41才

一次享保19・正・8、21才

一市鎌田仁右衛門妻

一繁（弥左衛門員政女）

　分家

一神戸五郎吉

　　喜作（神戸文七次男）
一彦七

　　享保6・6・6

　某

享保8・8・20、27才　　④

勝安永9・2・4、83才

一　　　一

（永田清三郎子）

忠蔵、目反

　弥左衛門昌雄

　幾寛政8・10・3、65才

　　孫右衛門、宇六
＿文左衛門元楽
　　寛政6・8・10、72才

　元礼・永田善次郎

　　天明6・12・2、60才
　　（永田清三郎名跡相続）

ホ市（名古屋住）

　延宝2・9・10

某早世　寛文7・ll・22　　　某正徳4・7・11

某慶安4・7・3

女子68才

弥市貞享5・8・20 文七宗政家断絶

　寛保3・5・7

女子堤久助室某

　寛保3●5’7

女子堤久助室

某

彦七

　明和2・11・8

　　江戸の神戸喜作
　　彦七家へ養子

応縄大海伊兵衛家へ

　　養子

　元文3・4・2
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　逸文政2・7・26、50才

⑤富治、伊山、孫六
　文左衛門惟賢
　　　文政12・正・14、73才

一「降
　　　石

　弥兵衛昌言（以下省略）

　　　　　　　　　　　　　　　．一佐藤道子
　勝太郎　　　　　　　　　　泉
　　　　　　　　　　　　　　　　　明治38・ll・8、81才　　　寛政11・6・23、8才

⑥辰治郎（弥兵衛昌言の子）　（弥兵衛昌言末子）
一文左衛門道章　　　　　　　　　銀之助、堅吾、葵園

　　　天保14・8・21、48才　⑦子真、行政、文平
　　　　　　　　　　　　　　一文左衛門茂元

　　　　　　　　　　　　　　　　　明治8・2・25、62才
　繁明治10・8・28、76才

　富治文些II’3月
　　　　不行跡により義絶

　　　　　　天保4　仁右衛門
　　　　　　分家

　当六

三右衛門信豊 　
丞

　
之

　
嚇

保
植

永

　幾久
　　　日召禾05・10・8、　82才

⑧芳之助、鶴汀、芳輔、有年

　分左衛門成年
　　　明治38・6・17、59才

　大三郎
　　　弘化2・9・28、6才

　倹嘉永元・6・14、7才

　元吉嘉永4・5・26、2才

　八尾嘉永7・6・14、10才

　松大正9・ll・28、69才
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操大正9・2・16、25才

⑨銀之助、栴甫、吟秋、酔庵
分左衛門有政
　日召禾04・1・19、　62才

悦子
　日召禾019・11・12、　72才

⑩　分衛、文肪
　分左衛門有文
　　　日召矛［154・6・6、　90才

（以下略〉

千代子
　　　E召禾033・4・13、　78才

注（1）襲名上の名は幼名、元服名、号、隠居名などである。

　（2）名前右下の年月日は命日、年令は死亡日年令を示す。

　（3）実線は血縁、点線は非血縁関係を表わす。

　（4）典拠は、『神戸氏系譜』（二種あり）、『永田家系譜大略』

　　　　（寛政11年）。　　　　　　　　（いずれも神戸家所蔵）
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神戸家・勘定場／経営全体／諸帳簿

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

神戸家・勘定場／経営全体／諸帳簿

卯之暮勘定目禄帳　十二屋庄右衛門 元禄13年正月 横長美／一ツ綴・か あ1532
ぶせ・1冊

古懸書出帳　犬山屋 宝永6年正月 横美大半／列帖綴・ あ3502
1冊

古懸書抜　神戸文左衛門 正徳4年正月 横美半／列帖綴・1
冊

あ3503

年々米勘定帳 明和4年暮（～明和8年 横長半／一ツ綴・1 あ1547
7月） 冊

通表請取金〆出シ勘定帳 文政11年12月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ1182

通表請取金利足〆出シ勘定帳 文政12年12月 横長美／一ッ綴・1
冊

あ1183

通表請取金利足〆出シ勘定帳 天保2年12月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ1184

覚（書入分・借金分・買物代分書上）　結び付け史料 享保～天保 横長半／一ツ綴・ あ1775－1
あり（1775．1－1） （5冊のうち）

（経営収支計算書付） （閏暮） 断簡・1通 あ1775－1－1

（棚鮫叛灘魏穐麟鏑雛諭八胎 （近世） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1770－6

（盆前沸惣〆高、なこや地並帳出ス新田御普請沸申候 （近世） 横長半／一ッ綴・1 あ1770－8
分）

冊

（勘四郎金指引覚、勘四郎買米残金覚、勘六買米残金） （近世） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1774－2

＊（勘四郎買米損徳指引覚、覚（金銭覚書）、穀物売
買指引）

（近世） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1774－3

米請取通ひ　米山屋半右衛門 （辰正月） 横長美／一ツ綴・1
冊

あ1777－3

（新田入用書上） （近世後期） 横長半／一ツ綴・ あ1777－4

篠屋年々入用金九右衛門年々仕埋来り候覚 寅11月 横切継紙・1通 い357－11－13

（緊襯饅欝鷺轟鱗鉾請號出之 （寅、卯） 横長美／一ツ綴・1
冊

あ961

備用金年済覚 戌7月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1776－1

＋費繍謁懸賠潔馨罐即糠欝1ま
　御米掲揚ケ記

（明治20年2月7日～4月
23日）

横長半／一ツ綴・1
冊

あ1775－2

記（道具蔵・土塀・郷蔵普請大工左官手間賃書上） （近代〉8月25日 横長半／一ツ綴・1 あ1776－2
崔太郎 冊

手形割引契約謹書 （近代） 罫紙「神戸氏蔵」 あ3468－7
／一ツ綴・1冊
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神戸家・勘定場／経営全体／奉公人

奉公人

請状之事（十兵衛売子奉公二付）　名古屋芦町請人清左 元禄6年5月 竪継紙・1通 い122
衛門・濃州本巣郡拾七条村請人半右衛門→元材木町神戸
分左衛門

請合手形之事（ひさ奉公人召抱二付）　長者町下宿請 宝永4年9月 竪紙・1通 い278－1

人六左衛門→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（ひと奉公人召抱二付）　末広町宿作兵衛 享保4年9月 竪継紙・1通 い278－2

→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（権助奉公人召抱二付）　春日井郡児玉村 享保5年2月 竪継紙・1通 い280－1

市右衛門・同村請人平七郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　伊勢町宿請人左助→元材 享保5年3月 竪継紙・1通 い277－1

木町犬山屋分左衛門

御請状之事（ひさ奉公人召抱二付）　光明寺町新平→ 享保5年9月 竪紙・1通 い278－3

元材木町分左衛門

御請状之事（市助奉公人召抱二付）　愛知郡中嶋村之 享保7年2月 竪継紙・1通 い281－1

内大わた村請人弥次兵衛→名古屋元材木町犬山屋分左衛
門

御請状之事（春日井郡高田村つま奉公人に召抱二付） 享保8年9月 竪継紙・1通 い27－1

納屋裏町宿請人八左衛門→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　中橋裏又七郎 享保10年3月 竪紙・1通 い27－2

→犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　車町長八郎→ 享保10年3月 竪紙・1通 い27－3

犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　正万寺町受人 享保10年9月 竪紙・1通 い27－4

八右衛門→犬山屋分左衛門

一札（奉公人つま寺請証文）　東寺町禅宗宋吉寺→犬山 享保10年9月 竪継紙・1通 い277－2

屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　ミその町請人佐七郎→犬 享保10年9月 竪継紙・1通 い277－3

山屋分左衛門

一札（奉公人権助寺請証文）　丹羽郡勝栗村本願寺宗徳 享保11年2月 竪紙・1通 い280－2

法寺→犬山や文左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　末広町宿請人 享保11年3月 竪紙・1通 い26－3

次兵衛→犬山屋分左衛門

差出シ申宗門一札之事（奉公人つま寺請証文）　中嶋 享保11年3月 竪紙・1通 い27－6

郡西嶋村光円寺→犬山屋分左衛門

請状之事（つま奉公人に召抱二付）　花井町新助→犬 享保11年3月 竪紙・1通 い27－7

山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　伝馬橋鋪宿請人甚六郎→ 享保11年3月 竪紙・1通 い277－6

犬山屋分左衛門

請状之事（つた召抱二付）　ふしみ町善六良→犬山屋分 享保11年7月 竪紙・1通 い277－4

左衛門

差出シ申一札之事（そよ奉公二付寺請証文力）　→犬 享保ll年9月 竪切紙・1通 い26－1

山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　宿請人かはや 享保11年9月 竪紙・1通 い26－2

き町庄助→犬山屋分左衛門
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御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　光明寺町宿請 享保11年9月 竪紙・1通 い26－4

人善七郎→犬山屋分左衛門

指出申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　南寺町浄土 享保ll年9月 竪紙・1通 い26－5

宗願殿院→犬山や分左衛門

差出申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　植田村禅宗 享保11年9月 竪紙・1通 い26－6

金久寺→名古屋元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　浦町宿請人武 享保11年9月 竪紙・1通 い27－5

平→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　みその町壱丁め請人左七 享保ll年9月 竪紙・1通 い277－7
→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　戸』田道宿請人甚七→犬山 享保11年9月 竪継紙・1通 い277－8
屋分左衛門

請状之事（つた召抱二付）　請人新道町彦助→犬山屋分 享保11年10月 竪紙・1通 い277－5
左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　桜町宿請人平 享保11年ll月 竪紙・1通 い27－8

八郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（新助奉公人召抱二付）　愛知郡日置村親 享保12年正月 竪継紙・1通 い278－6
治左衛門・右同所（日置村）請人杢左衛門→名古屋元材
木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札（奉公人市助寺請証文）　春日井郡上小 享保12年2月 竪紙・1通 い281－2
田井村禅宗法源寺→犬山屋分左衛門

一札（奉公人そよ寺請証文）　植田村禅宗金久寺擁元材 享保12年3月 竪紙・1通 い26－7

木町犬山屋分左衛門

一札（奉公人そよ寺請証文）　愛知郡植田村禅宗金久寺 享保12年3月 竪紙・1通 い26－8

→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　永安寺町宿請人清助→犬 享保12年3月 竪継紙・1通 い277－9
山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人はる寺請証文）　海西郡平 享保12年3月 竪紙・1通 い278－4
嶋新田本願寺宗安法寺→名古屋元材木町犬山屋分左衛門

一札（奉公人勘兵衛寺請証文）　濃州各務郡鵜沼村大安 享保12年3月 竪紙・1通 い31
寺内西伯庵→分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　赤塚町本 享保13年3月 竪紙・1通 い26－9
願寺宗心海寺→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　花屋町宿請人 享保13年3月 竪継紙・1通 い26－12
伝九郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　袋町宿請人半 享保13年3月 竪紙・1通 い27－9

助→犬山屋分左衛門

差出申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　南寺町浄土 享保13年9月 竪継紙・1通 い26－10
宗願殿院→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　長者町宿請人 享保13年9月 竪紙・1通 い26－11
円七郎→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　永安寺町宿請人平蔵→元 享保13年9月 竪紙・1通 い277－10
材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　春日井郡 享保13年9月 竪紙・1通 い277－11
稲生村日蓮宗妙本寺→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　本重町宿請人権 享保13年9月 竪継紙・1通 い282－1
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右衛門→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（藤七奉公人召抱二付）　愛知郡御器所村 享保14年2月 竪継紙・1通 い278－7

奉公人藤七郎・右同所（御器所村）請人次平→元材木町
犬山屋分左衛門

御請状之事（藤七奉公人召抱二付）　愛知郡御器所村 享保14年2月 竪紙・1通 い278－8

奉公人藤七郎・右同所（御器所村）請人次平→下材木町
勘四郎

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　宿請人手代町 享保14年3月 竪継紙・1通 い26－13

善吉→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　→犬山屋 享保14年3月 竪継紙・1通 い277－12
分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　七間町宿新助→犬山屋分 享保14年3月 竪紙・1通 い277－13
左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　中嶋郡七 享保14年3月 竪紙・1通 い277－14
ツ寺村真言宗桂林寺→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人藤七郎寺請証文）　愛知郡 享保14年3月 竪紙・1通 い278－5

御器所村禅宗久松寺→下材木町勘四郎

差出シ申一札（奉公人かや寺請証文）　東寺町東漸寺 享保14年3月 竪継紙・1通 い282－2

→犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　桜町請人宿金右 享保14年3月 竪紙・1通 い282－4

衛門→犬山屋分左衛門

指出申一札之事（奉公人かや寺請証文）　朝日町本願 享保14年9月 竪紙・1通 い282－3

寺宗光円寺→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　［コ小路宿請人藤 享保14年9月 竪紙・1通 い282－5

右衛門→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　江戸屋筋宿請 享保15年3月 竪紙・1通 い27－10

人甚右衛門→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　桜之町宿請人勘助→元材 享保15年3月 竪紙・1通 い277－15
木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つた召抱二付）　御園町弐丁目宿講人七左 享保15年9月 竪紙・1通 い277－16
衛門→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　愛知郡広 享保15年9月 竪継紙・1通 い277－17
井村本願寺宗慶栄寺→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つま奉公人に召抱二付）　永安寺町筋宿 享保16年3月 竪紙・1通 い27イ1

請人佐助→犬山や分左衛門

御受状之事（つた召抱二付）　車町宿権七郎→犬山屋分 享保16年3月 竪紙・1通 い277－18

左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　海東郡仲 享保16年3月 竪継紙・1通 い277－19
萱津村日蓮宗正善坊→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　広井侭行院筋宿 享保16年5月 竪紙・1通 い277－20
請人兵助→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　愛知郡広 享保16年5月 竪紙・1通 い277－22
井村本願寺宗慶栄寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　宿請 享保16年9月 竪継紙・1通 い27－12

人東田町藤助→犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（奉公人つた寺請証文）　愛知郡栄 享保16年9月 竪紙・1通 い277－21
村禅宗兼泉寺→犬山屋分左衛門
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御請状之事（つた奉公人召抱二付）　宿請桑名町庄助 享保16年9月 竪紙・1通 い277－23
→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人かや寺請証文）　本願寺宗 享保16年10月 竪紙・1通 い282－6
代官町善林寺→材木町分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　六句町請人宿源 享保16年10月 竪紙・1通 い282－7
六→材木町犬山や分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　桑名町水谷長屋 享保17年3月 竪継紙・1通 い277－24
宿茂七郎→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　宿請 享保17年9月 竪紙・1通 い27－13
人伊勢町角平→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（つま奉公二付寺請証文）　御園片 享保17年9月 竪紙・1通 い27刈4
町本願寺宗正福寺→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　桜町 享保18年3月 竪継紙・1通 い27－15
宿請人政右衛門→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　宿請人七問町善 享保18年9月 竪紙・1通 い277－25
六郎→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　本重町本 享保18年9月 竪継紙・1通 い277－26
願寺宗善龍寺→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　桑名 享保19年3月 竪継紙・1通 い27－16
町壱丁目宿請人庄助→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　杉ノ町宿請人源 享保19年4月 竪紙・1通 い277－29
助→犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（奉公人つた寺請証文）　→元材木 享保19年9月 竪継紙・1通 い277－27
町犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　宿請人小田原町 享保19年9月 竪紙・1通 い277－28
小八郎→犬山屋分左衛門

一札（奉公人たけ寺請証文）　赤塚町禅宗大用寺→文左 享保19年10月 竪紙・1通 い278－9
衛門

一札（奉公人林蔵寺請証文）　海東郡蟹江本町村浄土宗 享保20年2月 竪紙・1通 い278－11
法応寺→只助

御請状之事（権助奉公人召抱二付）　春日井郡沖村村 享保20年2月 竪紙・1通 い280－3
請人市左衛門→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札（奉公人権助寺請証文）　春日井郡沖村 享保20年2月 竪紙・1通 い280－4
禅宗徳岩寺→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　愛知郡荒 享保20年3月 竪紙・1通 い277－30
子村蓮徳寺→元材木町分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　宿請人伏見町左 享保20年3月 竪紙・1通 い277－31
七→元材木町分左衛門

差出シ申一札（奉公人勘兵衛寺請証文）　濃州各務郡 享保20年3月 竪紙・1通 い278－10
鵜沼村大安寺之内曹広→犬山屋文左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　宿大津町源助→ 享保20年3月 竪継紙・1通 い282－8
元材木町分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　梶川町請人八 享保20年9月 竪紙・1通 い26－14
兵衛→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（つま奉公二付寺請証文力）　→元 享保20年11月 竪継紙・1通 い27－17
材木丁犬山屋分左衛門
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差出シ申一札之事（つま奉公二付寺請証文）　春日井 享保20年11月 竪紙・1通 い27－18

郡法成寺村本願寺宗徳円寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　押切 享保20年ll月 竪紙・1通 い27－19

はくろう町宿請人忠兵衛→元材木丁犬山屋分左衛門

御請状之事（金助奉公人召抱二付）　海西郡竹田新田 享保20年12月 竪紙・1通 い279－1

請人茂八郎・海東郡舟入奉公人金助→大宝前新田只助

宗門御改手形之事（三介寺請証文）　濃州厚見郡日置 享保21年2月 竪紙・1通 い283－1

郷村浄土真宗善万寺亮慧→尾州名古屋文左衛門

御請状之事（三助奉公人召抱二付）　羽栗郡南宿村奉 享保21年2月 竪継紙・1通 い283－2

公人三助・桑名町請人仁左衛門→犬山屋分左衛門

指出申一札之事（つま奉公二付寺請証文）　南寺町政 享保21年3月 竪紙・1通 い27－20

秀寺中禅宗南昌院→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　宿請 享保21年3月 竪紙・1通 い27－21

人住吉町新八→犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　愛知郡広 元文元年9月 竪紙・1通 い26－15

井村本願寺宗浄信寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　本重町筋御園 元文元年9月 竪紙・1通 い26－16

町与伏見丁之間宿請人忠助→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　宿請 元文元年9月 竪紙・1通 い27－22

人桜町御園之伏見町之問徳兵衛→犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（奉公人つま寺請証文）　東寺町日 元文元年9月 竪紙・1通 い277－32
蓮宗本住寺→犬山屋分左衛門

一札（奉公人金助寺請証文）　海東郡蟹江村浄土宗法応 元文2年2月 竪紙・1通 い279－2

寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（三助奉公人召抱二付）　海西郡鎌島新田 元文2年2月2日 竪継紙・1通 い283－4

奉公人兄与六・同村請人権兵衛→犬山屋分左衛門

指出し申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　御園片町 元文2年3月 竪紙・1通 い26－17

本願寺宗正福寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　宿請正万寺町 元文2年3月 竪紙・1通 い26－18

筋杉町上ル所太郎兵衛→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井請立之儀二付）　請人 元文2年3月 竪継紙・1通 い27－23

車町又助→犬山屋分左衛門

指出シ申一札之事（つま奉公二付寺請証文）　春日井 元文2年3月 竪紙・1通 い27－24

郡上小田井村法源寺→犬山屋分左衛門

指出申一札之事（奉公人三助寺請証文）　海東郡戸田 元文2年3月 竪紙・1通 い283－3

村本願寺宗宝泉寺→元材木丁犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　請人入江町本 元文2年9月 竪紙・1通 い26－20

町ト長者町之間磯右衛門→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　知多郡須 元文2年9月 竪紙・1通 い26－21

佐村正長寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　請人伏見町壱丁 元文2年9月 竪紙・1通 い277－33
目重助→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　代官町筋御園 元文3年3月 竪紙・1通 い26－22

町ト伏見町之間宿請人吉右衛門峠犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　橘町本願 元文3年3月 竪紙・1通 い26－23

寺宗延広寺→犬山屋分左衛門
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差出シ申一札（奉公人つた寺請証文）　知多郡大野禅 元文3年3月 竪紙・1通 い277－34
宗海音寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　禅寺町下東江 元文3年6月朔日 竪紙・1通 い26－24
入横町両側宿請人分七郎→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　朝日町本 元文3年6月 竪継紙・1通 い26－19
願寺宗光円寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（孫三郎奉公人召抱二付）　海東郡小路村 元文3年6月 竪紙・1通 い278－12
孫三郎親金六・名古屋杉ノ町筋正万寺町ト御園町之問北
側請人彦八→名古屋元材木町犬山屋文左衛門

御請状之事（権助奉公人召抱二付）　愛知郡牛立村権 元文3年6月 竪紙・1通 い280－5
助兄源助・同村請人又吉→元材木町犬山屋分左衛門

指出申一札（奉公人権助寺請証文）　愛知郡牛立村本 元文3年6月 竪紙・1通 い280－6
願寺宗願興寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（権助奉公人召抱二付）　愛知郡牛立村権 元文3年6月 竪紙・1通 い280－7
助兄源助・同所請人又吉→元材木町犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井請立之儀二付）　六具 元文4年7月 竪継紙・1通 い27－26
（句）町中切宿請人与八郎→犬山屋文左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井請立之儀二付）　天満 元文4年9月 竪継紙・1通 い27－25
橋裏庄助→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　伏見町壱丁目西 元文4年9月 竪継紙・1通 い277－35
側請人伝七郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　伝馬橋鋪大野屋 元文5年2月 竪継紙・1通 い277－37
善左衛門長家請人金右衛門→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　杉ノ町筋久やと 元文5年3月 竪紙・1通 い277－36
武兵衛町之問七助→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　本重町筋こふく 元文5年3月 竪継紙・1通 い277－38
町と七間町問請人久七→犬山屋分左衛門 奪

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　永安寺筋大津町 元文5年5月 竪紙弓通 い282－9
と加治屋町之問請人善助→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　永安寺町筋大津 元文5年9月 竪継紙・1通 い277－39
町とかち屋町之間北側宿請人半六郎→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　東寺町日 寛保元年3月 竪紙・1通 い26－25
蓮宗常徳寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人召抱二付）　戸田町一文字屋 寛保元年3月 竪紙・1通 い278－13
宿請人半右衛門→犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　永安寺町筋七間 元文6年3月 竪継紙・1通 い282－10
町と呉服町之問宿請人清七郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　袋町 寛保元年9月 竪継紙・1通 い27－28
筋長嶋町と桑名町ノ問南側宿請人庄助→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　鷹匠町宿請人惣 寛保元年9月 竪継紙・1通 い277－40
助→犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　本重町筋伊勢町 寛保元年9月 竪継紙・1通 い282－11
とこふく町ノ間北側宿請人六右衛門→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　長者町下入口 寛保2年3月 竪継紙・1通 い26－26
町請人喜助→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井請立之儀二付）　車町 寛保2年6月 竪紙・1通 い27－29
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請人新八→犬山屋分左衛門

御請状之事（奉公人つま宗旨井宿請之儀二付）　六工 寛保2年9月 竪紙・1通 い27－27

（旬）町江川端宿請人甚助→犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　こふく町筋本重 寛保2年9月 竪継紙・1通 い282－12
町ト代官町ノ間西側宿請人与兵衛→犬山屋分左衛門

差出申一札之事（奉公人そよ寺請証文）　東寺町法花 寛保3年3月 竪紙・1通 い26－27

寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　賀がくいん前 寛保3年3月 竪紙・1通 い26－28

片町東側宿請人勘七郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（かや奉公人召抱二付）　長者町筋本重町 寛保3年3月 竪継紙・1通 い282－13
とかばやき町之間西側宿請人円七郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　大伝馬町宿請 寛保3年9月 竪継紙・1通 い26－29

人紋六→犬山屋文分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　伊倉町宿請人小 寛保3年9月 竪継紙・1通 い277－41
左衛門→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　六貝町宿請人与 寛保4年3月 竪継紙・1通 い277－42
八郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　佐兵衛→犬山屋 延享元年9月 竪継紙・1通 い277・43
分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　上畑裏宿請人善 延享元年9月 竪紙・1通 い277－44
七郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　桑名町筋代官町 延享2年3月 竪継紙・1通 い277－47
ト元堂ノ町ノ間西かわ宿請市兵衛→犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　尾頭町宿請人 延享2年9月 竪継紙・1通 い26－30

伝吉→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　宿請人永安町筋 延享2年9月 竪継紙・1通 い277－46
永嶋町ト桑名町ノ間吉次郎→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　広小路筋大津町 延享2年閏12月 竪継紙・1通 い277－45
トかちや町ノ間宿請人又右衛門→犬山屋分左衛門

御請状之事（新八奉公人召抱二付）　海東郡今宿村新
　八伯父惣右衛門・同（今宿）村請人半右衛門→元材木町

延享3年2月 竪継紙・1通 い278－14

犬山屋分左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　こふく町筋伝 延享3年3月 竪継紙・1通 い26－31

馬町下ル西かわ長左衛門→犬山屋文左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　長嶋町三丁目半 延享3年3月 竪紙・1通 い277－49

助→犬山屋文左衛門

宗門一札（丹羽郡森本邑久右衛門娘寺請証文）　中嶋 延享3年4月 竪紙・1通 い30
郡長野邑真言宗万徳寺→勘藤文左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　半□→犬山屋文 延享3年6月 竪紙・1通 い277－48
左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　市左衛門→犬 延享3年9月 竪紙・1通 い26－32

山屋文左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　大津町筋出重町
　トミゆき町ノ間宿講人林右衛門→犬山屋文左衛門

延享3年9月 竪継紙・1通 い277－50

差出シ申一札（奉公人三助寺請証文）　濃州各務郡鵜
　沼村禅宗大安寺寺中知足庵→元材木町犬山屋文左衛門

延享4年2月 竪紙・1通 い283－5
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