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御請状之事（三助奉公人召抱二付）　濃州各務郡鵜沼 延享4年2月 竪紙・1通 い283－6

三助兄治郎三郎・右同所請人喜右衛門→名古屋元材木町
犬山屋文左衛門

一札（奉公人さた寺請証文）　駿河町本願寺宗光蓮寺→ 延享4年3月 竪紙・1通 い128
神戸分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　駿河町宿請人登 延享4年3月 竪継紙・1通 い277－51
右衛門→犬山屋文左衛門

指出し申一札（奉公人そよ寺請証文）　濃州可児郡兼 延享4年9月 竪継紙・1通 い26－33
山村禅宗大通寺→犬山屋文左衛門

御請状之事（そよ奉公人に召抱二付）　永安寺町筋七 延享4年9月 竪継紙・1通 い26－34
間町とこふく町ノ間宿請人中嶋屋権右衛門→犬山屋文左
衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　伏見丁通五条丁 延享4年9月 竪継紙・1通 い277－54
上ル宿請人平左衛門→犬山や分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　源八→犬山屋文 延享4年12月 竪継紙・1通 い277－52
左衛門

差出シ申一札之事（奉公人つた寺請証文）　ミノ笠松 延享4年9月 竪紙・1通 い277－53
本願寺宗福証寺→犬山屋分左衛門

御請状之事（つた奉公人召抱二付）　勘助→犬山屋文 延享5年3月 竪継紙・1通 い277－55
左衛門

指出申一札之事（つま奉公二付寺請証文力）　→犬山 寛延元年9月 竪紙・1通 い27－30
屋文左衛門

御請状之事（源蔵召抱二付）　拾六軒之内松井屋春蔵→ 天保8年9月 竪紙・1通 い47
神戸文左衛門

御請状之事（濃州中島郡一之枝村みさを雇入二付） 慶応4年4月 竪紙・1通 い334
請人美濃屋重蔵→神戸文右衛門

差出申御請状之事（古渡村清九朗召抱二付）　請人正 明治2年5月 竪紙・1通 い341
万寺町満寿屋留吉・同親類豆腐屋新兵衛→神戸文左衛門
支配中

雇入御請証券（枇杷島八幡浦すみ雇入二付）　証人美 明治5年4月 罫紙・1通 い326，
の屋重蔵→神戸文左衛門

雇入御請証券（中小田井村やす雇入二付）　証人下園 明治7年4月 罫紙・1通 い323
町美の屋重蔵→神戸文左衛門

雇入御請証券（荒井村しん雇入二付）　証人美の屋重 明治7年4月 罫紙・1通 い324
蔵→神戸文左衛門

御請証券（片場村平三郎雇入二付）　証人下園町美の 明治7年4月 罫紙・1通 い325
屋重蔵→神戸文左衛門

雇入御請証券（下江川町市兵衛娘雇入二付）　証人美 明治7年4月 罫紙・1通 い327
濃屋重蔵→神戸文左衛門

雇入御請証券（西いつしろ村たき雇入二付）　証人美 明治7年8月15日 罫紙・1通 い322
の屋重蔵→神戸文左衛門

雇入御請証券（福徳村庄大口喜兵衛娘雇入二付）　請 明治8年1月5日 罫紙・1通 い330
人江戸屋十兵衛→神戸文左衛門

御請証券（小沢町清七雇入二付）　証人みの屋重蔵→神 明治8年3月 罫紙・1通 い321
戸文左衛門

雇入御請証券（武志川村川井清十郎娘雇入二付）　証 明治8年4月 罫紙・1通 い328
人美濃屋重蔵→神戸文左衛門
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雇入御請証券（東枇杷島幸雇入二付）　証人美の屋重 明治8年4月 罫紙・1通 い329
蔵→神戸文左衛門

雇入御請証券（森本村ちゑ雇入二付）　請人美の屋重 明治8年5月 竪切紙・1通 い343
蔵→神戸文左衛門

御請証券之事（中小田井村あい雇入二付）　請人新い 明治9年10月 罫紙・1通 い332
たや久七→神戸

御請証券（津嶋村きく雇入二付）　請人美濃屋重蔵→神 明治9年 罫紙・1通 い331
戸文左衛門

御請状之事（奥田村角雇入二付）　請人美濃屋重蔵→神 午3月 竪切紙・1通 い333
戸文左衛門

御請状之事（三州中島村しづ雇入二付）　請人美濃屋 午3月 竪切紙・1通 い335
重蔵→神戸文左衛門

御請状之事（濃州伊尾村しづ雇入二付）　請人美濃屋 午3月 竪切紙・1通 い336
重蔵→神戸文左衛門

御請状之事（今村丈塵入二付）　請人美濃屋重蔵→神戸 午3月 竪切紙・1通 い339
文左衛門

御請状之事（蟹江新田梅雇入二付）　請人美濃屋重蔵 午3月 竪切紙・1通 い340
→神戸文左衛門

御請状之事（清水村れい雇入二付）　請人美濃屋重蔵 未3月 竪切紙・1通 い337
→神戸文左衛門

御請状之事（西水主町しま雇入二付）　請人美濃屋重 未3月 竪切紙・1通 い338
蔵→神戸文左衛門

三通物案文（奉公人請状・同宗旨請状・同村請状の雛 竪継紙・1通 い394
形）

仕切状

御売分仕切状（鈷錺売買二付）　河内屋茂兵衛→神戸分 享保8年9月8日 竪継紙・1通 い152
左衛門

御売分仕切状（出嶋白砂糖売買二付）　河内屋七郎兵 享保14年5月4日 竪紙・1通 い191
衛→神戸分左衛門

御売分仕切状（出嶋白砂糖売買二付）　河内屋茂兵衛 享保14年5月4日 竪紙・1通 い195
→神戸分左衛門

仕切状之事（尾州餅米売買二付）　深江や治左衛門→河 享保14年12月28日 竪継紙・1通 い214
内屋七郎兵衛

御売分仕切状（出嶋白砂糖売買二付）　河内屋茂兵衛 享保19年5月4日 竪紙・1通 い194
→神戸分左衛門

仕切目録（灯油売買二付）　河内屋作兵衛→神戸分左衛
　門

享保20年10月4日 竪切紙・1通 い137

仕切目録（上々しいたけ・ともし油売買二付）　河内 享保20年10月28日 竪紙・1通 い171
屋作兵衛→神戸分左衛門

御買分仕切（水銀売買二付）　河内屋七郎兵衛→神戸分 享保20年ll月晦日 竪紙・1通 い175
左衛門

仕切状之事（尾州米売買二付）　深江屋治左衛門→河内 享保21年3月12日 竪継紙・1通 い204
屋茂兵衛・神戸分左衛門

仕切状之事（尾張米売買二付）　深江屋治左衛門→河内 享保21年4月18日 竪継紙・1通 い213

一42一



神戸家・勘定場／経営全体／仕切状

屋茂兵衛・神戸分右衛門

御売分仕切状（稀印甘草売買二付）　河内屋七郎兵衛 元文元年12月 竪紙・1通 い157
→神戸分左衛門

仕切目録（灯油売買二付）　河内屋作兵衛→神戸分左衛
　門

元文2年2月12日 竪切紙・1通 い138

仕切目録（蝋燭など売買二付き）　河内屋作兵衛→神戸 元文2年3月18日 竪継紙・1通 い139
分左衛門

御売分仕切状（希印甘草売買二付）　河内屋七郎兵衛 元文2年7月14日 竪継紙・1通 い149
→神戸分左衛門

御買分仕切状（八万太楓子売買二付）　河内屋七郎兵 元文3年3月5日 竪紙・1通 い170
衛→神戸分左衛門

御売分仕切状（浜印手繰売買二付）　河内屋七郎兵衛 寛保元年4月晦日 竪継紙・1通 い490
→神戸分左衛門

御売分仕切状（出嶋白砂糖売買二付）　河内屋七郎兵 延享3年9月8日 竪紙・1通 い492
衛→神戸分左衛門

売仕切状之事（御蔵米売買二付）　関屋＋兵衛→河合嘉 寛延2年12月4日 竪継紙・1通 い199
兵衛

売買仕切状之事（御蔵米売買二付）　関屋＋兵衛→河 寛延2年12月13日 竪継紙・1通 い201
合嘉兵衛

＊売仕切状事（地実綿売買二付）　後藤利右衛門→神戸 子3月 竪継紙・1通 い188
分左衛門・半右衛門

うり仕切覚（くりわた売買二付）　後藤利右衛門→神戸 丑2月 竪紙・1通 い185
分左衛門

御買分仕切状（針錺売買二付）　河内屋茂兵衛→神戸分 丑3月 竪切紙・1通 い155
左衛門

御買分仕切状（針錫売買二付）　河内屋茂兵衛→神戸分 丑3月 竪切紙・1通 い156
左衛門

御買分仕切状（針錫売買二付）　河内屋七郎兵衛→神戸 卯8月 竪切紙・1通 い153
分左衛門

御買分仕切状（新針錫売買二付）　河内屋茂兵衛→神戸 卯8月 竪切紙・1通 い154
分左衛門

御売分仕切状（針鋸売買二付）　河内屋七郎兵衛→神戸 卯9月 竪紙・1通 い150
分左衛門

仕切（縁取売買二付）　清水八兵衛→堤文助 未9月23日 横折紙・1通 い186

御買分仕切状（薩摩蝋代金請取二付）　河内屋七郎兵 酉4月 竪紙・1通 い140
衛→神戸分左衛門

御買分仕切（水銀売買二付）　河内屋茂兵衛→神戸分左 酉7月 竪継紙・1通 い177
衛門

御買分仕切状（薩摩蝋代金請取二付）　河内屋七郎兵 酉8月 竪継紙・1通 い141
衛→神戸分左衛門

御買分仕切状（朝鮮人参など売買二付）　河内屋七郎 酉9月 竪継紙・1通 い173
兵衛→神戸分左衛門

御買分仕切（八万斤物太風子売買二付）　河内屋七郎 酉9月 竪紙・1通 い174
兵衛→神戸分左衛門

御買分仕切（浜印蛛売買二付）　河内屋七郎兵衛→神戸 酉11月 竪継紙・1通 い189
分左衛門
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御買分仕切状（水銀売買二付）　河内屋七郎兵衛→神戸 戌3月 竪継紙・1通 い176
分左衛門

目録覚（代金支払二付仕切状）　高津兵左衛門→金左衛 戌6月晦日 竪継紙・1通 い158
門

御売分仕切状（薩摩蝋代金請取二付）　河内屋七郎兵 亥5月24日 竪紙・1通 い142
衛→神戸分左衛門

御買分仕切状（新出嶋白砂糖売買二付）　河内屋七郎 亥5月 竪継紙・1通 い193
兵衛→神戸分左衛門

御売分仕切状（谷山薩摩蝋商二付）　河内屋七郎兵衛 亥10月5日 竪紙1通 い143
→神戸分左衛門

仕切覚（細美布売買二付）　日本橋通二丁目大文字屋勘 3月28日 竪紙・1通 い172
兵衛→神戸文助

覚（ふし・大ふし仕切状）　いさばや金左衛門→紋治郎 9月10日 竪紙・1通 い151

送り状

茶屋利太夫船積渡申荷物事（白炭輸送二付）　河内屋 子正月12日 竪切紙・1通 い159
七郎兵衛→尾州名古屋元材木町神戸分左衛門

半田清吉ふね積送り申荷物之事（た葉粉輸送二付） 寅5月 竪紙・1通 い162
江戸小網町鳥居久兵衛→なこや上材木町神戸分左衛門

鉄屋万十郎船江積渡し申荷物之事（ともし油輸送二付） 卯5月吉日 竪切紙・1通 い169
河内屋作兵衛→神戸分左衛門

前田宗三郎船江積渡し申荷物之事（ともし油輸送二付） 卯10月吉日 竪切紙・1通 い168
河内屋作兵衛→神戸分左衛門

信濃屋順太夫船江積渡シ申荷物之事（椎茸輸送二付） 卯ll月吉日 竪切紙・1通 い164
河内屋作兵衛→神戸分左衛門

小西万吉船江積渡し申荷物之事（ともし油輸送二付） 卯ll月吉日 竪切紙・1通 い167
河内屋作兵衛→神戸分左衛門

大野屋彦市船送り状之事（た葉粉輸送二付）　江戸霊 辰正月22日 竪紙・1通 い163
岸嶋神戸彦七→尾州名古屋元材木町神戸文左衛門

加納屋順吉船送状之事（池田炭等輸送二付）　平野屋 辰2月10日 竪紙・1通 い161
太兵衛→なこや材木町神戸文左衛門

送り状之事（麦輸送二付）　米屋又兵衛→尾州名古屋材 辰7月22日 竪紙・1通 い197
木町犬山屋文左衛門行・後藤利右衛門売

井つ・や清蔵船江積渡し申荷物之事（ともし油輸送二 巳6月朔日 竪切紙・1通 い166
付）　河内屋作兵衛→神戸分左衛門

鉄屋悦蔵船へ積渡し申荷物事（風呂釜輸送二付）　河 巳7月14日 竪継紙・1通 い160
内屋作兵衛→神戸分左衛門

鉄屋悦蔵船江積渡シ申荷物事（ともし油輸送二付） 巳12月吉日 竪切紙・1通 い165
河内屋甚右衛門→神戸分左衛門
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売渡証文等

売渡申証文之事（南京焼物皿売渡二付）　中島屋善蔵 明和7年11月 竪紙・1通 い305
→犬山屋嘉兵衛

売申米之事　神戸文左衛門・口入弥吉→米屋長右衛門 明和8年H月 竪紙・1通 い320－1

売申米之事　神戸文左衛門・口入弥吉→米屋長右衛門 明和8年ll月 竪紙・1通 い320－2

売申米之事　神戸文左衛門・口入弥吉→米屋長右衛門 明和8年11月 竪紙・1通 い320－3

売申米之事　神戸文左衛門・口入弥吉→伊藤忠左衛門 明和8年11月 竪紙・1通 い320－4

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－5

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－6

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－7

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－8

売申米之事　神戸文左衛門・口入次郎九→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－9

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－10

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－11

売申米之事　神戸文左衛門・口入万吉→吉島屋市兵衛 安永2年5月 竪紙・1通 い320－12

＊覚（和州今井紙屋七兵衛宛金子請取二付）　後藤利 卯8月 竪切紙・1通 い179
右衛門→神戸分左衛門・中嶋半右衛門

覚（朱扇蒔絵代等請取二付）　笹屋→神戸 未8月27日 横切継紙（包紙 い357－3

付）・1通

覚（南部大豆代金請取二付）　加藤与左衛門→庄右衛門 未10月29日 竪切紙・1通 い198

大豆掛物之事（上州・仙台大豆）　内田高右衛門→神戸 酉2月26日 竪継紙・1通 い391
宗助

その他

女中御使 （近世） 横長半／一ッ綴・1 あ1777－2
冊

乍恐奉願上候御事（堀川通日置村地河岸場内拝借屋敷 酉11月 竪紙・1通 い301
返上二付）　犬山屋文左衛門

覚（神戸新田納米預り置金子貸付二付）　神戸→口入 亥12月 竪紙・1通 い387－2

水岡屋魚吉・久蔵

覚（神戸新田納米預り置金子貸付二付）　神戸→口入 亥12月 竪紙（紙繕つき） い387－3

半六 ・1通

金融／個別金融

家屋敷質物書入借用申金子之事　伏見町壱丁目金借り主 享保4年12月2日 竪継紙・1通 い297－1

市右衛門→犬山屋分左衛門

家屋敷質物書入借用申金子之事　浜町金借り主中嶋玄常 享保9年正月 竪継紙・1通 い297－2
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→犬山屋分左衛門

田畑質物書入借用申金子之事　印場村金借り主清助・同 宝暦4年12月 竪紙・1通 い293
所証人小兵衛・同所庄屋久兵衛・同所請合吉兵衛→犬山
屋文左衛門取次

御見取田質物書入借用申金之事　印場村金借主作右衛 宝暦4年12月 竪紙・1通 い294
門・同所証人小兵衛・同所庄屋久兵衛・同所請合久左衛
門→神戸文左衛門取次

田畑質物書入借用申金子之事　印場村金借り主小兵衛・ 宝暦4年12月 竪紙・1通 い315
同所庄屋久兵衛→犬山屋文左衛門取次

＊覚（鍋蓋新田内所持地質入借用金返済二付）　神戸
　宇六→伊藤次郎左衛門

安永5年3月 竪紙・1通 い290－2

覚（金子借用二付）　塩町吉屋清助→神戸文左衛門取次 嘉永2年12月27日 竪紙・1通 い387－5

領主金融

乍恐書付以御訴詔申上候御事（阿部民部家臣16名を相 宝永7年9月 竪継紙・1通 い369
手とした預ケ金井仕送金出入）　三州刈谷町訴詔人治
郎吉ほか8名→寺社奉行所役人中

覚（借用金返済二付） 寅11月 竪継紙・1通 い385－1

石川伊賀守様御屋鋪享保十九寅暮御積付三通／出村様 ll月 付箋（こよりに付 い385－2－0

御積書 着）・2点

十ヶ年物成付 （享保6年～15年） 横折紙・1通 い385－2－1

覚（借用金覚書） 11月 横切継紙・1通 い385－2－2

覚（当暮払方不足金等二付） 寅12月 竪継紙・1通 い385－3

卯暮勝手賄方積 半／ニツ綴・1冊 い385－4

入借

家屋敷質物書入借用申金子之事 元材木町金借り主神戸 享保8年12月 竪継紙・1通 い292
分七郎→大海露祐

金銀請取之覚（借金返済覚帳） 桔梗屋佐兵衛→犬山屋 享和元年12月 （～文化 横長美大／一ツ綴・ あ1970
小右衛門 3年5月29日） 1冊

借用申金子之事（米切手金50両） 金借用主犬山屋文左 天保12年7月 竪紙・1通 い344－1

衛門・証入神戸弥左衛門→川村九兵衛取次

借用申金子之事（米切手金200両） 金借用主犬山屋文 天保12年7月 竪紙・1通 い344－2

左衛門・証人神戸弥左衛門→川村九兵衛取次

借用申金子之事（米切手金200両） 金借用主犬山屋文 天保12年7月 竪紙・1通 い344－5

左衛門・証人神戸弥左衛門→川村九兵衛取次

借用申金子之事（米切手金50両） 金借用主犬山屋文左 天保12年7月 竪紙・1通 い344－6

衛門・証人神戸弥左衛門→川村九兵衛取次

借用申金子之事（米切手金100両） 金借用主犬山屋文 天保12年10月 竪紙・1通 い344－4
左衛門・証人天満屋九兵衛→天満屋吉十郎

借用申金子之事（米切手金100両） 金借用主犬山屋文 天保12年10月 竪紙・1通 い344－8

左衛門・証人天満屋九兵衛→天満屋吉十郎取次
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借用申金子之事（米切手金300両）　金借用主犬山屋文天保13年4月 竪紙・1通 い344－9

左衛門・証人天満屋九兵衛→天満屋吉十郎取次

借用申金子之事（米切手金300両）　金借用主犬山屋文天保13年4月 竪紙・1通 い344－10
左衛門・証人天満屋九兵衛→天満屋吉十郎取次

覚（米切手御戻二付請取）　天満屋九兵衛→神戸文左衛 丑8月8日 竪切紙・1通 い344－3
門

改（借用金元利返済勘定帳）（18年分） 半／ニツ綴・1冊 あ3472

（金子借用二付覚書） 小切紙（包紙付）・ い127
1通

証人

家屋敷質物書入借用申金子之事（大曽根新出来町） 享保11年10月 竪継紙・1通 い297－3
金かり主円右衛門→大海露祐

永代売渡申中畑之事　畑売主熱田材木町市左衛門・証人 安永元年12月 竪継紙・1通 い291
同所彦九郎→名古屋杉之町新蔵

家屋敷質物書入借用申金子之事（鍋屋町町屋敷）　金 天保9年4月 竪紙・1通 い296
借主水野佐一→鍵屋善八

借用申金子証文之事（米切手金50両）　借用主佐藤乙 天保12年7月 竪紙・1通 い344－7
三郎・証人佐藤宗三郎・同断神戸文左衛門→河村九兵衛

一札（借金加判人への御加判添証文返却につき）　川 嘉永7年6月 横切紙・1通 い357－6
野屋太蔵→天満屋九兵衛・犬山屋文左衛門

覚（市左衛門延高ひ損失のため借用金返済滞一件） （天明） 半／ニツ綴・1冊 あ3401－3

材木取引

仕切状之事（檜売買二付）　八荘屋権兵衛→神戸分左衛
　門

元文2年9月12日 竪継紙・1通 い145

仕切状之事（檜板子売買二付）　才賀屋伊兵衛→神戸文 享保20年4月 竪継紙・1通 い146
左衛門

（木役金など二付書状）　神弥兵衛→神孫左衛門 3月22日 横折紙・1通 い357－8

（材木直段積り算用二付書状）　神弥兵衛→神戸孫左衛
　門

4月3日 横折紙・1通 い357－11－9

（材木代金書上） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1770－9

＊勘四郎買米損徳指引覚、穀物売買指引 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1774－3

名古屋町屋敷経営／全体

拍借屋之分（名古屋町屋敷経営収支書上）
　左衛門）

（神戸文 半／一ツ綴・3冊 あ3465－4
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元材木町

借家請状之事　家借り主善兵衛・元材木丁弥兵衛→犬山屋 享保6年正月 竪継紙・1通 い125－1

分左衛門

差出シ申一札之事（借家人善兵衛寺請証文）　愛知郡 享保6年3月 竪紙・1通 い125－2

広井村禅宗光明院→元材木町分左衛門

借家請状之事　元材木町家借り主勘六郎・同町請人庄兵衛 享保13年2月 竪継紙・1通 い123－1

→犬山屋分左衛門

指出申一札之事（借家人勘六郎寺請証文）　東田町法 享保13年2月 竪継紙・1通 い123－2

町寺→元材木町分左衛門

借屋請状之事　元材木町家借り主半右衛門・請人袋町喜右 享保16年6月 竪継紙・1通 い124－1

衛門→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人半右衛門女房寺請証文） 享保16年6月 竪紙・1通 い124－2

下長者町本願寺宗常瑞寺→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人半右衛門寺請証文）　愛知 享保16年6月 竪継紙・1通 い124－3

郡広井村本願寺宗慶栄寺→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主太兵衛・請人蔵屋敷権右衛門→犬 享保16年9月 竪紙・1通 い118
山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主太右衛門・前津小林村請人庄右衛 享保20年3月 竪継紙・1通 い121
門→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主六郎兵衛・請人木引町吉兵衛→犬 享保21年正月 竪継紙・1通 い120－1

山屋分左衛門

指出し申一札之事（借家人六郎兵衛寺請証文）　橘町 享保21年正月 竪紙・1通 い120－2

裏町本願寺宗嵩覚寺→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主吉左衛門・伝馬町七丁目請人平六 元文2年7月 竪継紙・1通 い116－1

→犬山屋分左衛門

一札（借家人吉左衛門寺請証文）　南寺町金香寺→犬山 元文2年7月 竪継紙・1通 い116－2

屋分左衛門

借家請状之事　借家借り主兵治郎・元材木町請人新六→犬 寛保2年9月 竪継紙・1通 い117
山屋分左衛門

借家請状之事（出店二付）　木挽町忠左衛門→犬山屋分 寛保4年正月 竪継紙・1通 い119
左衛門

借家請状之事（出店二付）　蔵屋鋪源右衛門→犬山屋分 寛保4年2月 竪継紙・1通 い115
左衛門

下材木町

借屋請状之事　家借り主善左衛門・伝馬町請人善次郎→元 宝永2年7月28日 竪継紙・1通 い102
材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主甚六・皆戸町請人善六→犬山屋分 宝永5年2月 竪継紙・1通 い74
左衛門

借家請状之事　家借り主伝兵衛・正万寺町請人九郎七→元 宝永5年2月 竪継紙・1通 い87
材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　愛知郡広井村請人新助・家借り主次兵衛→ 宝永6年2月 竪継紙・1通 い83
元材木町犬山屋分左衛門
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借家請状之事　家借り主理右衛門・請人車町左七郎→元材 享保6年正月 竪継紙・1通 い78
木町犬山屋分左衛門

借屋請状之事　家借り主源七郎・請人大久保見町七左衛門 享保6年正月 竪継紙・1通 い81
→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主惣兵衛・請人鍋屋町作右衛門→元 享保6年正月 竪継紙・1通 い95
材木町犬山や分左衛門

借家請状之事　家借り主新蔵・請人橘町甚六郎→元材木町 享保6年正月 竪継紙・1通 い97
犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主新八郎・請人冨沢町太左衛門→元 享保6年正月 竪継紙・1通 い98
材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主伝兵衛・請人吉田町新助→元材木 享保6年正月 竪継紙・1通 い99
町犬山屋分左衛門

借家手形之事（木挽小屋二仕候二付）　下材木町家借 享保6年3月 竪紙・1通 い129
り主惣兵衛→元材木町分左衛門

借家手形之事　下材木町家借り主惣兵衛→元材木町分左衛
　門

享保6年3月 竪紙・1通 い130

借家手形之事　下材木町家借り主新八郎→元材木町分左衛
　門

享保6年3月 竪紙・1通 い75

借家請状之事　下材木町借家借り主甚吉・請人正万寺町弥 享保7年12月 竪継紙弓通 い91
六→元材木町犬山屋文左衛門

借屋請状之事　下材木町家借り主杢兵衛・かぢや町請人庄 享保9年3月 竪継紙・1通 い92
九郎→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主伊右衛門・請人伝馬町八左衛門→ 享保9年4月 竪継紙・1通 い101
犬山屋分左衛門

借家請状之事　下材木町家借り主杢兵衛・請人かぢや町庄 享保9年12月 竪継紙・1通 い76
九郎→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　下材木町家借り主新蔵・請人橘町甚六→元 享保9年12月 竪継紙・1通 い82－1

材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人新蔵寺請証文）　伊倉町天 享保9年12月 竪紙・1通 い82－2

台宗福泉寺→元材木町分左衛門

借屋請状之事　下材木町家借り主甚蔵・下御園町請人勘助 享保14年10月 竪継紙・1通 い96－1

→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人甚蔵寺請証文）　本願寺宗 享保20年5月 竪紙・1通 い96－2

法蔵寺→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人下材木町庄蔵寺請証文） 享保17年ll月 竪紙・1通 い28－38
南寺町浄土宗宝珠院→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　下材木町家借り主久兵衛後家・請人両替町享保16年2月
　市左衛門→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人久兵衛後家寺請証文）　東享保16年2月
　寺町高田宗賢隆寺→元材木町分左衛門

借屋請状之事　下材木町家借り主武兵衛・広井中橋裏請人享保16年6月
　久兵衛→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人武兵衛寺請証文）　愛知郡享保16年6月
　広井村本願寺宗慶栄寺→元材木町犬山屋分左衛門

永代売渡し申家屋敷之事（下材木町）　家売主善蔵・享保17年正月
　組頭新六・丁代惣兵衛・同断市左衛門→元材木町孫左衛

竪継紙・1通

竪継紙・1通

竪継紙・1通

竪継紙・1通

竪継紙・1通

い89－1

い89－2

』
い
8
8

－1

い88－2

い302
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門
　
’

借家請状之事　下材木町家借り主藤三郎・広井村伝馬橋浦 享保17年5月 竪継紙・1通 い86－1

請人清八→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人藤三郎寺請証文）　東寺町 享保17年5月 竪紙・1通 い86－2

高田宗賢隆寺→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　家借り主庄蔵・請人納屋町長兵衛→元材木 享保17年11月 竪紙・1通 い79
町犬山屋分左衛門

借家手形之事（弟清蔵差置出見世商為致）　下材木町 享保19年8月 竪継紙・1通 い77
知多屋新蔵→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　下材木町家借り主五兵衛・請人葭町藤兵衛 享保19年9月 竪継紙・1通 い100－1

→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人五兵衛寺請証文）　広井村 享保19年10月 竪紙・1通 い100－2

本願寺宗浄信寺→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　下材木町借家借り主善七・請人袋町喜右衛 享保20年5月 竪継紙・1通 い93－1

門→犬山屋孫右衛門

差出シ申一札之事（借家人善七寺請証文）　南寺町浄 享保20年5月 竪紙・1通 い93－2

土宗光明寺→犬山屋孫右衛門

借家請状之事　下材木町家借り主惣左衛門・広井村請人伝 享保20年5月 竪継紙・1通 い94－1

助→犬山屋孫右衛門

一札（借家人惣左衛門寺請証文）　南寺町浄土宗徳林寺 享保20年5月 竪紙・1通 い94－2

→元材木町孫右衛門

借家請状之事　借家借り主杢兵衛→犬山屋文左衛門 延享5年2月 竪紙・1通 い80

借家請状之事　下材木町借家借り主久右衛門・同所請人庄 天明6年8月 竪継紙・1通 い90
七→犬山屋文左衛門

借屋請状之事　家借り主庄助・請人山本屋吉右衛門→神戸 寛政5年8月 竪紙・1通 い84
分左衛門

借家請状之事　下材木町借屋かり主磯治・桑名町下ノ切傘 寛政8年12月 竪継紙・1通 い85
屋請人政治→犬山屋文左衛門

五条町

一札（借家人与八寺請証文）　愛知郡広井村禅宗光明院 元禄16年2月11日 竪紙・1通 い72－3

→元材木町文左衛門

差出シ申一札之事（借家人与八郎母寺請証文）　清学 元禄16年2月12日 竪紙・1通 い72－2

院→元材木町分左衛門

借家請状之事　五条町借主与八郎・請人元材木町武左衛門 元禄16年2月 竪継紙・1通 い72－1

→犬山屋分左衛門

借家請状之事　福井町請人海内屋九郎兵衛・借家借り主万 宝永3年6月 竪継紙・1通 い66
屋仁右衛門→元材木町神戸分左衛門

借家請状之事　借家借り主久左衛門・請人本町弐丁目茂左 宝永3年6月 竪継紙・1通 い58
衛門→神戸分左衛門

借家請状之事　五条町借家借り主弥兵衛・木引町請人喜平 宝永3年6月 竪継紙・1通 い64
次→元材木町神戸分左衛門

借家請状之事　五条町借屋借り主孫左衛門・杉町請人善兵 宝永3年6月 竪継紙・1通 い69
衛→元材木町神戸分左衛門
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借家請状之事　借家借り主七右衛門・請人五条町治右衛門 宝永3年6月 竪継紙・1通 い70
→神戸分左衛門

借家請状之事　借家借り主助右衛門・船入町請人茂右衛門 宝永3年12月 竪継紙・1通 い71
→神戸分左衛門

一札之事（借家人惣右衛門・妻子寺請証文）　玉屋町 宝永6年12月 竪紙・1通 い73
本願寺宗聞安寺→元材木町分左衛門

借屋請状之事　車町請人庄八郎・家借り主彦八郎→元材木 宝永7年正月 竪継紙・1通 い68
町犬山屋分左衛門

借家請状之事　五条町家借り主宗吉・請人元材木町甚助→ 享保9年12月 竪紙・1通 い59
元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　五条町家借り主分七郎・請人よし町金左衛 享保9年12月 竪継紙・1通 い67
門→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　五条町家借り主勘兵衛・請人五条町助右衛 享保14年正月 竪継紙・1通 い60
門→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　五条町家借り主与平治・請人伝馬町五兵衛 享保15年3月 竪継紙・1通 い65－1

→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人与平治寺請証文）　東田町 享保15年3月 竪紙・1通 い65－2

禅宗乾徳寺→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　借家借り主徳助・皆戸町請人勘右衛門→犬 元文5年9月 竪継紙・1通 い63
山屋分左衛門

借家請状之事　借家借り主甚七・大伝馬町請人佐右衛門→ 寛保2年11月 竪継紙・1通 い61－1

犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人甚七寺請証文）　南寺町西 寛保2年11月 竪継紙・1通 い6下2
光院寺中浄土宗宝珠院→犬山屋分左衛門

借家講状之事　借家主平八郎・広井上畑裏請人九郎三郎→ 延享3年2月 竪継紙・1通 い57－1

犬山屋文左衛門

指出シ申一札之事（借家人平八郎寺請証文）　尾州中 延享3年2月 竪紙・1通 い57－2

嶋郡永宝村本願寺宗浄福寺→犬山屋分左衛門

借家請状之事　借家借り主治平・請人替地出来町伝内→犬 延享5年4月 竪継紙・1通 い62－1

山屋文左衛門

差出申一札之事（借家人治平寺請証文）　南寺町禅宗 延享5年4月 竪紙・1通 い62－2

金仙寺→犬山屋文左衛門

正万寺町

借屋請状之事　正万寺町借家借り主半兵衛・押切町請人勘 元禄14年7月 竪継紙・1通 い39
右衛門→神戸分左衛門

借家請状之事　正万寺町借家借り主助右衛門・舟入町請人 宝永元年7月 竪継紙・1通 い38
茂右衛門→神戸分左衛門

借家請状之事　正万寺町御借家借り主孫七郎・中御園町請 宝永元年9月2日 竪継紙・1通 い43
人作兵衛→神戸分左衛門

借家請状之事　正万寺町借屋借り主又八郎・朝日町請人長 宝永元年9月2日 竪継紙・1通 い51
左衛門→神戸分左衛門

借屋請状之事　借家借り主仁右衛門・玉屋町請人八右衛門 宝永2年4月 竪継紙・1通 い34
→神戸分左衛門

借屋請状之事　正万寺町借屋借リ主長兵衛・同町請人長八 正徳元年6月 竪継紙・1通 い103
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郎→元材木町分左衛門

借屋請状之事　正万寺町借屋借り主権左衛門・広井村之内 正徳4年3月 竪継紙・1通 い49
請人六左衛門→元材木町犬山屋分左衛門

借屋請状之事　正万寺町借屋借リ主理兵衛・車町請人平七 正徳4年8月 竪継紙・1通 い104
→元材木町犬山屋分左衛門

借屋請状之事　正万寺町借屋借り主新八郎・下御園町請人 享保2年3月 竪継紙・1通 い50
仁左衛門→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　正万寺町家借り主甚八郎・車屋源七郎→元 享保6年5月 竪継紙・1通 い48－1

材木町分左衛門

指出シ申一札之事（借家人甚八郎寺請証文）　南寺町 享保6年5月 竪紙・1通 い48－2

浄土宗源受院→元材木町分左衛門

借家請状之事　正万寺町家借り主伝右衛門・桑名町請人藤 享保6年7月 竪継紙・1通 い45
三郎→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　　（正万寺町）家借リ主団彦右衛門・請人諸 享保9年2月 竪紙・1通 い126－1

町忠兵衛→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家主正万寺町団彦右衛門・同掛 享保9年2月 竪紙・1通 い126－2

リ人寺請証文）　車町高田宗至誠院→元材木町分左衛
門

借家請状之事　正万寺町家借り主半左衛門・請人車町六兵 享保14年10月 竪紙・1通 い41－1

衛→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人半左衛門寺請証文）　駿河 享保14年10月 竪紙・1通 い41－2

町浄土宗西蓮寺→元材木町分左衛門

借家請状之事　正万寺町家借リ主長助・請人元材木町新六 享保18年6月， 竪紙・1通 い105
→元材木町犬山屋分左衛門

借家請状之事　請人上七問村又次郎・家借り主源右衛門→ 享保19年7月 竪継紙・1通

　　　　㌔
い40

元材木町分七

借家請状之事　家借り主九八・蔵屋敷請人半兵衛→犬山屋 元文2年8月 竪継紙・1通 い37－1

分左衛門

差出シ申一札之事（借家人九八寺請証文）　九拾軒町 元文2年8月 竪紙・1通 い37－2

本願寺宗円明寺→犬山屋分左衛門

＊永代二相渡シ申家屋敷之事　右（広井村西水主町）家 元文3年7月 竪継紙・1通 い319
屋敷渡シ主正万寺町与市・証人貞助・広井村組頭勘助・
右同村庄屋六兵衛・右同断善左衛門→元材木町善次郎

借家請状之事　（正万寺町）借家借リ主太郎助・元材木町 元文5年2月 竪継紙・1通 い106－1

請人治郎右衛門→犬山屋文左衛門

差出シ申一札之事（正万寺町借家人太郎助・同母寺請 元文5年2月 竪継紙・1通 い106－2

証文）　愛知郡中野村本願寺宗長円寺→犬山屋文左衛門

借家請状之事　借家借り主ぬい・小田原町請人又次郎→犬 延享5年3月 竪継紙・1通 い42－1

山屋文左衛門

差出シ申一札之事（借家人ぬい寺請証文）　愛知郡広 延享5年3月 竪紙・1通 い42－2

井村本願寺宗浄信寺→犬山屋文左衛門

借屋請状之事　借家借り主徳右衛門・木挽町請人平七→犬 寛延3年正月 竪継紙・1通 い35－1

山屋文左衛門

指出シ申一札之事（借家人徳右衛門寺請証文）　海西 寛延3年正月 竪紙・1通 い35－2

郡鮒浦村浄土真宗専念寺→犬山屋文左衛門

借屋請状之事　正万寺町借家儀助・木挽町西嶋屋勘兵衛→ 天保12年6月 竪継紙・1通 い44
犬山屋文左衛門

一52一



神戸家・勘定場／名古屋町屋敷経営／正万寺町

借屋請状之事　家借り主惣六・請人伊勢町亀甲屋甚助→犬 天保12年8月 竪継紙1通 い36
山屋文左衛門

借屋請状之事　家借り主慶助・小市場町請人吉兵衛→元材 天保14年4月 竪紙・1通 い46
木町神戸文左衛門

車町

借家請状之事　　（車町）家借リ主彦八・請人車町藤七→元 元文元年8月 竪継紙・1通 い107－1

材木町犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（車町借家人彦八寺請証文）　正万 元文元年8月 竪継紙・1通 い107－2
寺町本願寺宗長徳寺→元材木町犬山屋分左衛門

木挽町

借屋請状之事　木挽町借主久七・町請庄兵衛・家請勘左衛
　門→犬山屋文左衛門

天保9年正月 竪継紙・1通 い131

塩町

借家請状之事　塩町借屋借主伊左衛門・樽屋町請人忠兵衛 元禄15年ll月27日 竪継紙・1通 い53
→神戸分左衛門

借屋請状之事　塩町借屋借り主善左衛門・伝馬町請人吉左 正徳元年9月 竪継紙1通 い55
衛門→元材木町分左衛門

借屋請状之事　借屋借主藤助・広井村請人与兵衛→犬山屋 享保元年7月晦日 竪紙・1通 い52
分左衛門

永代売渡シ申家屋敷之事　塩町売り主妙証・一家証人惣 宝暦4年10月 竪継紙・1通 い318
重郎・組頭庄左衛門・町代伊兵衛・同断孫左衛門→犬山
屋文左衛門

借屋請状之事　塩町借屋太蔵・堀江町右請人徳治→犬山屋 天保12年3月 竪継紙・1通 い56
文左衛門

借屋請状之事　家借り主松兵衛・右請人京町美濃屋治郎右 天保14年8月 竪継紙1通 い54
衛門→犬山屋文左衛門

小舟町

借屋請状之事　小船町借屋借リ主仁左衛門・同町請人市左 元禄14年7月 竪継紙・1通 い109
衛門→神戸分左衛門

借家請状之事　家借主市江善左衛門・五条町請人万屋勘兵 享保2年7月28日 竪継紙・1通 い摩08
衛→元材木町犬山屋分左衛門

借屋請状之事　小船町家借リ主治助・請人平田村治左衛門 享保3年7月 竪継紙・1通 い111－1
→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家主小船町治助・同妻子寺請証 享保3年7月 竪継紙・1通 い11下2
文）　春日井郡平田村浄土宗浄蓮寺→名古屋元材木町犬
山や分左衛門

借屋請状之事　小船町借屋借リ主新兵衛・堀詰町請人庄兵 享保9年6月 竪継紙・1通 い112－1
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衛→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家主小船町新兵衛寺請証文） 享保9年6月 竪継紙・1通 い112－2

袋町本願寺宗善林寺→元材木町犬山屋分左衛門

借屋請状之事（足立御園町伊左衛門、小船町引移たき （江戸中期） 竪継紙・1通 い110
二付）　　（伊左衛門・請人1名力）→（神戸分左衛門力）

借屋請状之事　借主小船町宇八・請人元重町桑名屋半左衛 天保9年10月 竪継紙・1通 い114
門→犬山屋文左衛門

借屋請状之事　（小船町）家借リ主元三郎・右請人塩町佐 天保14年8月 竪継紙・1通 い113
兵衛→犬山屋文左衛門

南武原町

（南武原町諸入費書上） （明治9～15） 横長半／一ッ綴・1
冊

あ1777－8

町名不明

指出シ申一札之事（借家人長四郎寺請証文）　車町高 宝永元年9月9日 竪紙・1通 い28－5

田宗至誠院→神戸文左衛門

指出し申一札之事（借家人六左衛門・同母寺請証文） 宝永元年9月9日 竪紙・1通 い28－8

愛知郡古渡村一向宗善正寺→本材木町分右（左）衛門

指出シ申一札之事（借家人長七郎・同妻子寺請証文） 宝永元年9月11日 竪紙・1通 い28－2

正万寺町長徳寺→神戸分左衛門

指出シ申一札之事（借家人権左衛門・同妻子寺請証文） 宝永元年9月11日 竪紙・1通 い28－3

堀詰町本願寺宗崇覚寺→神戸分左衛門

差出シ申一札之事（借家人長九郎寺請証文）　正万寺 宝永元年9月11日 竪紙・1通 い28－4

町長徳寺→神戸分左衛門

差出し申一札之事（借家人又八郎・八兵衛寺請証文） 宝永元年9月 竪紙・1通 い28－1

東寺町高田宗賢隆寺→本材木町文右（左）衛門

差出シ申一札之事（借家人弥七郎・同妻子寺請証文） 宝永元年9月 竪紙・1通 い28－6

名古や巾下本願寺宗法蔵寺→文右（左）衛門

差出申一札之事（借家人長左衛門・同妻子寺請証文） 宝永元年9月 竪紙・1通 い28－7

桜町本願寺宗円通寺→犬山屋分右（左）衛門

指出シ申一札之事（借家人彦六寺請証文）　玉屋町本 宝永2年2月2日 竪紙・1通 い28－10

願寺宗覚正寺→元材木町文左衛門

指出シ申一札之事（借家人平七寺請証文）　九拾軒町 宝永2年2月3日 竪紙・1通 い28－11

本願寺宗円明寺→元材木町分左衛門

指出シ申一札之事（借家人勘左衛門・妻子寺請証文） 宝永2年7月朔日 竪紙・1通 い134
南寺町禅宗長栄寺→元材木町文左衛門

指出シ申一札之事（借家人新蔵・同妻子寺請証文）
　愛知郡上中村天台宗長円寺→元材木町文左衛門

宝永2年7月18日 竪紙・1通 い28－9

一札（借家人善左衛門寺請証文）　皆戸町本願寺宗慶栄 宝永2年7月28日 竪紙・1通 い133
寺→元材木丁分左衛門

一札之事（借家人新八郎・母寺請証文）　愛知郡日置 宝永2年8月 竪紙・1通 い136
村真言宗観福寺→神戸分左衛門
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差出シ申一札之事（借家人万右衛門・同妻子寺請証文） 宝永4年3月 竪紙・1通 い28－12
車町高田宗至誠院→元材木町分左衛門

差出し申一札之事（借家人六郎右衛門・同母子寺請証 宝永4年4月 竪紙・1通 い28－13
文）　巾下新町本願寺宗西願寺→元材木町分左衛門

指出申一札之事（借家人伝兵衛寺請証文）　愛知郡南 宝永4年4月 竪紙・1通 い28－14
野村浄土宗正行寺→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人九兵衛・同母寺請証文） 宝永6年正月 竪紙・1通 い28－17
広井村本願寺宗浄信寺→伏（犬）山屋文左衛門

指出シ申一札之事（借家人次兵衛寺請証文）　正万寺 宝永6年2月14日 竪紙・1通 い28－16
町本願寺宗長徳寺→神戸分左衛門

指出シ申一札之事（借家人忠介寺請証文）　愛知郡広 宝永6年2月 竪紙・1通 い28－18
井村禅宗光明院→分左衛門

一札之事（借家人源七寺請証文）　玉屋町本願寺宗聞安 宝永6年12月 竪紙・1通 い28－15
寺→元材木町文左衛門

差出し申一札之事（借家人源七郎内方寺請証文）　日 宝永7年2月3日 竪紙・1通 い28－19
蓮宗堀川聖運寺→元材木町分左衛門、

指出シ申一札之事（借家人彦八妻寺請証文）　吉田町 宝永7年2月5日 竪紙・1通 い28－20
本願寺宗浄念寺→元材木町文左衛門

指出シ申一札之事（借家人庄右衛門・同妻子寺請証文） 宝永8年3月 竪紙・1通 い28－21

住吉町本願寺宗守綱寺→いね（ぬ）やま屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人正万寺町新八・同妻子寺請 享保2年3月 竪紙・1通 い28－22
証文）　東寺町禅宗松徳院→元材木町犬山や分左衛門

指出シ申一札之事（借家人庄助寺請証文）　飯田町本 享保5年12月 竪紙・1通 い28－23
願寺宗養念寺→元材木町神戸文左衛門

指出シ申一札之事（借家人庄助姉・同甥乙助寺請証文） 享保6年正月 竪紙・1通 い28－26
愛知郡古渡村本願寺宗善正寺→犬山屋文左衛門

差出シ申一札之事（借家人下材木町新蔵寺請証文） 享保6年3月 竪切紙・1通 い28－25
伊倉町天台宗福泉寺→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人下材木町新八寺請証文） 享保6年3月 竪切紙・1通 い28－27
愛知郡日置村真言宗観福寺→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人下材木町理右衛門寺請証文） 享保6年3月 竪切紙弓通 い28－28
愛知郡広井村禅宗光明院→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人下材木町伝兵衛寺請証文） 享保6年3月 竪切紙・1通 い28－29
広井村本願寺宗長円寺→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人惣兵衛寺請証文）　愛知郡 享保6年3月 竪紙・1通 い28－30
広井村禅宗光明寺→元材木町分左衛門

差出シ申一札之事（借家人源七寺請証文）　みその片 享保6年3月 竪紙・1通 い28－31
町本願寺宗正福寺→元材木町分左衛門

差骸專論欝（騒鎌欝簡露蝶瓢爵婁 享保6年7月 竪切紙・1通 い28－24

山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人甚吉寺請証文）　南寺町真 享保7年12月 竪紙・1通 い28－32
言宗一乗院→元材木町犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人直兵衛寺請証文）　吉田町 享保9年3月 竪紙・1通 い28－33
本願寺宗浄念寺→元材木町犬山屋分左衛門

差出申一札之事（借家人宗吉寺請証文）　東寺町禅宗 享保9年12月 竪紙・1通 い28－34
普蔵寺→元材木町犬山屋分左衛門
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差出シ申一札之事（借家人善九郎寺請証文）　→犬山 享保14年2月 竪紙・1通 い28－36

屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人五条町勘兵衛寺請証文） 享保14年3月 竪継紙・1通 い28－35

愛知郡北一色村本願寺宗善行寺→元材木町分左衛門

指出シ申一札之事（借家人太兵衛寺請証文）　針屋町 享保16年9月 竪紙・1通 い28－37

正敬寺→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人長助寺請証文）　愛知郡中 享保18年6月 竪紙・1通 い28－39

野村本願寺宗長円寺→元材木町犬山屋分左衛門

指出シ申一札之事（借家人つる寺請証文）　正万寺町 享保19年3月 竪継紙・1通 い28－40

本願寺宗長徳寺→犬山屋分左衛門

差出し申一札之事（借家人元材木町太右衛門寺請証文） 享保20年3月 竪紙・1通 い28－41

愛知郡広井村高田宗信行院→元材木町分左衛門

指出シ申一札之事（借家人つま寺請証文）　愛知郡前 享保20年3月 竪紙・1通 い28－42

津村禅宗長松院→勘藤文右衛門

差出シ申一札之事（借家人徳助寺請証文）　南寺町浄 元文5年9月 竪紙・1通 い28－43

土宗法蔵寺→犬山屋分左衛門

差出シ申一札之事（借家人作太夫寺請証文）　玉屋町 寛保元年6月 竪紙・1通 い28－44

本願寺宗聞安寺→犬山屋分左衛門

指出シ申一札之事（借家人兵次郎寺請証文）　車町高 寛保2年9月 竪紙・1通 い28－45

田宗至誠院→元材木町犬山屋分左衛門

指出シ申一札之事（借家人西嶋村権助寺請証文）　石 延享3年4月 竪紙・1通 い29
津郡高浜町高田宗西林寺→名古屋元材木町分左衛門

指出シ申一札之事（借家人そよ寺請証文）　巾下本願 延享3年9月 竪紙・1通 い28－46

寺宗西願寺→元材木町犬山屋文左衛門

一札（借家人庄助寺請証文）　長円寺→犬山屋孫右衛門 明和3年11月 竪紙・1通 い132

借屋請状之事　かり主勢州屋源兵衛・同人代山本屋庄八・ 天保10年8月 横切継紙・1通 い127－2

丁請平の屋太吉・借家請人松屋重蔵

地主経営全体／諸帳簿

＊大宝大高新田小入用帳 享保2年正月（～享保6 横長美／一ツ綴・1 あ1541
年） 冊

＊神戸外新田・下之郷勘定拾ケ年書出シ帳　当古斎 天保5年ll月28日（文 横長半／一ツ綴・1 あ2061
政6年～天保7年） 冊

（百姓困窮に付き訴願関係綴） 申2月2日 半／一ツ綴・2冊 あ3473

明治十年八月ヨリ諸責沸品代金書抜 （明治10年8月～明治13 横長半／一ツ綴・1 あ3340
年） 冊

貸金請取銭仕沸書抜 明治10年～明治20年8 横半半／下ゲ綴・1 あ3590
月 冊

＊紀左衛門・源兵衛・八左衛門・化物・上和泉新田水 明治22年9月11日 横長半／一ツ綴・1 あ2590
害見舞覚　第八世分左衛門有年 冊

＊（勘定場と神戸新田庄屋との往復書簡留） 半／一ツ綴・1冊 あ3466
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葭山書入証文

落札ヲ以請申山之事（葭代金を質物とした書入証文） 宝永5年9月15日 竪紙・1通 い288－1

蜆村庄屋請合次郎兵衛・子宝村山請主彦右衛門→犬山屋
分左衛門・井筒屋平兵衛・西福田村弥左衛門

落札ヲ以請申山之事　蟹江村庄や請合五左衛門・同村山 宝永5年9月15日 竪紙・1通 い288－2

請主次郎三郎→犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛・西福田
村弥左衛門

落札ヲ以御請申葭山之事．西蜆村分六・同村庄や請人彦 宝永5年9月15日 竪紙・1通 い288－3

八→犬山屋分左衛門・西福田村弥左衛門

落札ヲ以御請申葭山之事　西蜆村分六・同村庄や彦八→ 宝永6年7月20日 竪紙・1通 い288－4

犬山屋分左衛門・西福田村弥左衛門

落札ヲ以御請申葭山之事　子宝村甚平・同村請人小七郎 宝永6年7月20日 竪紙・1通 い288－5

→犬山屋分左衛門・西福田村弥左衛門

落札ヲ以御請申葭山之事　蟹江村庄七郎・同村請人甚兵 宝永6年7月20日 竪紙・1通 い288－6

衛→犬山屋分左衛門・西福田村弥左衛門

落札ヲ以御請申葭山之事　蟹江村庄七郎・同村請人甚兵 宝永6年7月20日 竪紙・1通 い288－7

衛→犬山屋分左衛門・西福田村弥左衛門

落札ヲ以御請申葭山之事　大海用村与左衛門・同村請人 宝永6年7月20日 竪紙・1通 い288－8

円右衛門→犬山屋分左衛門・西福田村弥左衛門

田畑売渡証文

永代二売渡し申田畑之事　雨宮孫左衛門知行所愛知郡日 元禄8年12月6日 竪紙・1通 い306
比津村田畑売主金兵衛・同村庄屋茂右衛門・同村組頭由
右衛門・同村証人長九郎→名古屋元材木町犬山屋十兵衛

永代売渡し申田畑之事　日比津村高売主金兵衛・庄や茂 元禄8年12月6日 横折紙・1通 い310
右衛門・五人くミ由右衛門・証人長九郎→犬山屋なこや
十兵衛

永代売渡申田畑之事（雛形） 竪継紙・1通 い304

永代売渡申田畑之事（雛形） 竪継紙・1通 い317

新田不明

悪水通普請覚帳　松田忠四郎 安永2年4月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1619

辰年新切田改帳　勘右衛門、平三郎→星野喜太郎、大森利 天明4年 横長半／一ツ綴・1 あ1667－1

八郎 冊

未年新田年数御直シ改帳 天明7年 横長半／ 一ツ綴・1

冊

あ1667－2

巳年勘定指引覚帳　庄屋平三郎 文政4年 横長美大／一ッ綴・ あ1590
1冊

酉年御年貢井年内諸入用勘定覚帳　新田庄屋中 文政8年12月 横長美大／一ツ綴・ あ1591
1冊

戌年御年貢勘定帳　新田庄屋中→星野喜太郎、昆野仙藏 文政9年12月 横長美大／一ツ綴・ あ1592
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かぶせ・1冊

晩稲内検見帳　坤　犬山会所 天保3年11月 横半半／一ツ綴・1
冊

あ3524

不事諸入用勘定立合改帳　神戸支配方拍 万延元年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1720

子年請取金伸満勘定（地主仲間諸入用） 子 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1777－1

金積り（新田収益見積） （近世） 横長半／一ツ結・1
冊

あ1777－6

覚（石船3艘めとり船32艘入用金書上） 子12月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ1777－7

（新田経営費用書上） （近世） 折紙・2枚 あ1777－9

覚（新田経営9年分収益見積） （近世） 折紙・2枚 あ1776－9

新田之積り（堤普請見積） （近世） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1776－7

壬申歳御年貢勘定帳　新田支配人亦右衛門・吉右衛門・ 明治6年1月 横長美大／一ッ綴・ あ1593
国左衛門→御支配方 1冊

覚（卯から寅まで12年分の元金利金計算書） 横切継紙・1通 い357－4

覚（享保7寅年新田普請出来卯年出金後之勘定高） 横切継紙・1通 い357－5

（包紙） 包紙・1点 い357－11－1

覚（宝永4から正徳2年、同5年、享保6・8年の物成 竪紙・1通 い357－11－2
書上）　後欠

覚（新堤入用等書上） 横切継紙・1通 い357－11－3

小堤膳坪土覚 竪紙・1通 い357－11－4

御配符写（新堤普請見積） 竪紙・1通 い357－11－5

覚（14年分新田経営状況書上） 卯3月18日 横切継紙・1通 い357－11－6

地積帳 寅12月 横長半／一ツ綴・1
冊

い357－11－7

酉年掟方覚帳 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1659

覚（堤防修復請負金内訳通知依頼） 竪紙・1通 あ3452－2

（検見帳） 横長半／ニツ結び・ あ1711
1冊

（反別書上） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1774－4

発杭三割分 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1774－5

（三ケ月新田に隣接する新田の耕地割図） 38×69・1舗 あ1318

丑之春地ならし見分帳写 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1655
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公儀との関係／願書等

＊鍋蓋新田洩潮痛米追願、鍋蓋新田願、大宝前新田願、 （宝暦3年5月） 綴の表紙・1点 あ3454－9
三通

（熱田海辺新開普請に多数の才土切出につき褒美書付） 享和元年12月27日 横切継紙・1通（包 あ2193－2
→（犬山屋文左衛門） 紙付）

覚（大堤井水門高札二枚写）　窪嶋市郎兵衛 午5月～8月 竪継紙・1通 い9

＊乍恐奉願上侯御事（御金御用御用捨願）　犬山屋文 亥2月 半／ニツ綴・1冊 あ3453－1

左衛門

＊乍恐奉願上候御事（御金御用御用捨願）　犬山屋文 亥2月 半／ニツ綴・1冊 あ3453－2
左衛門

乍恐口上之覚（作徳米御買上御締之儀免除願、附作徳 3月 半／一ツ綴・1冊 あ3456－3
米収支報告）　犬山屋文左衛門

乍恐御歎願奉申上候御事（差上金御朱書高減少願） 半／ニツ綴・1冊 あ3453－4
犬山屋文左衛門

乍恐奉歎願上候御事（五カ所新田地主願書） 半／一ツ綴・1冊 あ3454－5－1

乍恐御達奉申上候御事（鳥ケ地前新田田方作毛報告） 半紙・1枚 あ3455－3

御用金・貸上金

乍恐奉再願候御事（御利足金仰付もしくは拝借願） 丑12月 竪綴り・1綴り い348
犬山屋文左衛門→勘定所

＊乍恐奉願上候御事（飛島新田新開調達金利足下付願） 丑12月 竪切紙・1通 い353
犬山屋文左衛門→勘定所

乍恐奉願上候御事（調達金返済願）　犬山屋文左衛門 寅正月 半／一ツ綴1冊 い347
→金森市之進陣屋

＊覚（調達金5600両引当として飛島新田古台分80町引 寅9月 竪継紙・1通 い351
渡証文）　勘定所→元材木町犬山屋文左衛門

乍恐奉内願候口上之覚（元禄から寛政期までの調達金 卯ll月 半／一ツ綴・1冊 あ3456－2
返済につき）　元材木町犬山屋文左衛門

＊（大宝前新開普請入用金調達可仕二付）　　（勘定所） 8月 竪切紙・1通 い352
→大宝前新田庄屋唯助

国家との関係／貴族院議員互選名簿

貴族院多額納税者議員互選名簿　愛知県 明治23年4月 美大／ニツ綴・かぶ あ3669
せ・1冊

貴族院多額納税者議員互選名簿　愛知県 明治30年4月1日 美大／ニツ綴・かぶ あ3670
せ・1冊

貴族院多額納税者議員互選名簿　愛知県 明治30年4月1日 美大／ニツ綴・か あ3718
ぶせ・1冊
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神戸家・勘定場／不動産／

不動産

永代売渡申建物之事（丹波郡稲置村屋敷）　売渡主神 明治9年10月 竪継紙・1通 い314－1－1

戸直彦・親類惣代神戸七之輔・組長後藤善六・右用係下
山唯利→神戸分左衛門

明治九年＋月廿七日売渡第四区丹羽郡稲置村四拾八番 明治9年10月 竪紙・1通 い314－1－2

地建物（絵図）　愛知県第四区丹羽郡稲置村四百三拾
壱番地居住建物売主神戸直彦→海西郡神戸新田弐番地神
戸分左衛門

永代売渡申建物之事　売渡主神戸直彦・親類惣代神戸七 明治9年9月3日 竪紙・1通 い314－2－1

之輔・組長後藤善六・右用係村上荻八郎→神戸仲雄　い
314－1に包み込まれていた

明治九年十月三日売渡第四区丹羽郡稲置村九番字建物 明治9年10月 竪紙・1通 い314－2－2

（絵図）　愛知県第四区丹羽郡稲置村四百三拾壱番地居
住建物売主神戸直彦→神戸仲雄　い314－1に包み込まれて
いた
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