
大宝前（神戸）新田／経営費用／

寅年より午年迄米勘定帳　新田金左衛門→昆野綾三 明治16年3月31日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3344－1

寅年より午年迄麦入費帳 明治16年3月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3344－2

（積金勘定帳か、記（利子受取）、綱蔵分25年分利子記、
　小川綱蔵元金返済記、廿六年十二月調）

（明治25年～明治28年） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3605－5

積金口受取之覚　神戸 明治26年1月 横半半／ニツ綴・1
冊

あ3605－1

積ミ金出之記 明治24年1月 横美半／一ツ綴・1
冊

あ3605－2

神戸新田積金受取覚　神戸 明治24年1月 横美半／下ゲニッ あ3605－3
目綴・1冊

（入金、出金書付） 折紙・1通 あ3605－3－1

（差引勘定書） 横切紙・1通 あ3605－3－2

記（積金差引勘定）　3605－3－1～3は360昏5に結付の束 切継紙・1通 あ3605－3－3

記（積金書抜）　3605－5と結び付けられていた 折紙・1枚 あ3605－4

盆前沸方〆出帳　小川綱蔵 明治29年8月20日 横長半／…ツ綴・1
冊

あ1786

総計書抜帳（入費帳）　児玉金左衛門代理竹内辰右衛門 （明治）2月5日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3339

普請入用金差引（堤普請） 寅12月 横長半／一ツ綴・1
冊

い357－7

耕殖日傭帳書抜、村人足附込、勘定場小遣帳書抜 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3341－4

（耕殖入用携方、十五年盆前分勝手払方記） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3343－2

（石杭普請のため仲間中出合金請求二付書状）　伊東 7月6日 横切継紙・1通 い356－7－1

庄兵衛→神分左

（二両届二付書状） 7月13日 竪紙・1通 い356－7－2

（金一両此者へ請下願二付書状） 7月13日 竪紙・1通 い356－7－3

（挨拶状） 13日 竪紙・1通 い356－7－4

（金子請下れ度二付書状）　→友之様 竪紙・1通 い356－7－5

覚（家賃帳面・小払帳・穀物売買よりの収益差引勘定） 辰7月15日 竪継紙・1通 い356－7－6

覚（大高飯米・大宝飯米代金差引勘定） 辰7月15日 竪継紙・1通 い356－7－7

覚（卯年勘定金・実綿代金・普請入用金引渡依頼） 7月12日 竪継紙・1通 い356－7－8

分左衛門

合力金書付 包紙・1点 い376－0

覚（金子御渡二付）　弥左衛門→庄兵衛 子12月 横切紙・1通 い376周

覚（金子請取二付）　西福田弥左衛門→犬山屋庄兵衛 子12月28日 横切紙・1通 い376－2

覚（御手代給金二付）　西福田弥左衛門→犬山屋庄兵
　衛

丑7月ll日 竪切紙・1通 い376－3

覚（金子受取二付）　西福田弥左衛門→犬山屋庄兵衛 寅5月3日 竪切紙・1通 い376－4
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覚（金子請取二付）　かなえ次右衛門→堤久助 丑12月26日 竪切紙・1通 い376－5

覚（金子受取二付）　下ノー色村甚左衛門→犬山屋庄 丑12月20日 竪切紙・1通 い376－6

兵衛

請取申金子之事（丑之年御給分金之内）　東福田村 丑12月13日 竪切紙・1通 い376－7

源助→伊東庄兵衛

覚（次右衛門分請取金書上二付）　後欠 竪紙・1通 い376－8

覚（請取金書上二付）　次右衛門→久助 子 竪切紙・1通 い376－9

覚（金銭書上二付）　弥左衛門　後欠 6月24日 竪紙・1通 い376－10

給金指引 横長半・1冊 い376－11

諸事用留・日記

（新田諸用留） （天保4年）10月28日～ 半／ニツひねり・1 あ3459
ll月4日 冊

（新田諸用留） （天保5年）10月7日～ 半／ニツひねり・1 あ3460
16日 冊

（新田諸用留） （天保6年）10月26日～ 半／ニツひねり・1 あ3461
ll月2日 冊

（新田諸用留） （天保7年）ll月5日～ 半／ニツひねり・1 あ3462
11日 冊

（新田諸用留） （天保14年）2月18日～ 半／ニツひねり・1 あ3463
12月9日 冊

（新田諸用留） （万延元年）5月11日～ 半／ニツひねり・1 あ3465－3
19日 冊

（新田諸用留） 5月28日～7月29日 半／ニツひねり・1 あ3464
冊

＊（勘定場と神戸新田庄屋との往復書簡留） 半／一ッ綴・1冊 あ3466

小作人

当辰年壱年切二御請申田地之事　東福田請主平七郎・同 正徳2年5月 竪紙・1通 い368
所講人八左衛門→芝山村庄右衛門・犬山唯助

差出申一札之事（大宝前新田小屋住人宗門改終了二付） 正徳2年3月 竪紙・1通 い284－1

井筒屋平兵衛・犬山屋分左衛門→水野与左衛門・近松与
治右衛門

差出申一札之事（大宝前新田小屋住人宗門改終了二付） 正徳3年3月 竪紙・1通 い284－2

井筒屋平兵衛・犬山屋分左衛門→水野与左衛門・堀茂兵
衛

差出シ申一札之事（大宝前新田小屋住人宗門改終了二 正徳4年3月 竪紙・1通 い284－3

付）　井筒屋平兵衛・犬山屋分左衛門→堀茂兵衛・大津
瀬左衛門

一札之事（大宝前新田井筒屋平兵衛小屋住人宗門改終 正徳5年4月 竪紙・1通 い284－4

了二付）　犬山屋分左衛門→堀茂兵衛・大津瀬左衛門

一札（我等小屋下人宗門改寺判形我等方へ取置二付） 正徳5年4月 竪紙・1通 い356－9
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井筒屋平兵衛→犬山屋分左衛門

差出申一札之事（大宝前新田輪中小屋住人宗門改終了
　二付）　犬山屋文左衛門→太田文左衛門

文化元年3月 竪紙・1通 い284－6

差出申一札之事（神戸新田輪中小屋住人宗門改終了二
　付）　犬山屋文左衛門→佐屋代官役所

文化2年3月 竪紙・1通 い284－5

差出申一札之事（神戸新田輪中小屋住人宗門改終了二
　付）　犬山屋文左衛門→矢野藤九郎

天保7年3月 竪紙・1通 い284－7

差出申一札之事（大宝前新田輪中小屋住人宗門改終了
　二付）　犬山屋文左衛門→矢野藤九郎

天保7年3月 竪紙・1通 い284－8

差出申一札之事（大宝前新田輪中小屋住人宗門改終了
　二付）　犬山屋文左衛門→矢野藤九郎

天保7年3月 竪紙・1通 い284－9

差出申一札之事（大宝前新田輪中小屋住人宗門改終了
　二付）　犬山屋文左衛門→矢野藤九郎

天保7年3月 竪紙・1通 い284－10

差出申一札之事（神戸新田輪中小屋住人宗門改終了二
　付）　犬山屋文左衛門→水野篤助

天保7年3月 竪紙・1通 い284－11

差出申一札之事（神戸新田輪中小屋住人宗門改終了二
　付）　神戸文左衛門→一色庄左衛門

安政7年3月 竪紙・1通 い284－12

宗門一札（縁付二付送状雛形）　茶屋新田庄や誰→大宝 天明2年3月 竪紙・1通 い33
前新田唯助

宗門一札（六条新田村いと大宝前新田長七方江縁付二
　付送状）　海西郡六条新田庄屋代立会佐藤太兵衛→海西

文化7年3月 竪紙・1通 い32

郡大宝前新田庄屋唯助

一札奉差上候（御救米請書）　神戸新田百姓彦助ほか38 嘉永3年3月2日 半／一ツ綴・1冊 い358名→旦那様

費地村憧兵会会則 （明治39年） 罫紙／一ッ綴1冊 あ3468－9

履歴書（堀野第六氏の履歴）　堀野第六 明治43年 罫紙／一ツ綴・1冊 あ3468－10

水路

壱ヶ年切御請申川之事（魚取候運上金等取極二付）
　新茶屋新田助右衛門・舟入村弥左衛門→犬山や分左衛門

正徳2年4月 竪継紙・1通 い286－1

壱ヶ年切御請申川之事（魚取侯運上金等取極二付）
　茶屋後新田助右衛門・蟹江村之内舟入弥左衛門→名古屋

正徳3年4月 竪継紙・1通 い286・2

元材木町犬山屋分左衛門

壱ヶ年切御請申川之事（魚取候運上金等取極二付）
　舟入村川請主丹右衛門・右同断太左衛門・右同断甚右衛

正徳6年3月 竪継紙・1通 い286－3

門・右同断吉右衛門・右同断八左衛門・八田村川請主四
郎右衛門→名護屋元材木町犬山屋分左衛門

壱ヶ年切御請合申大宝前新田之内川之事（魚取候運上
　金等取極二付）　蜆村川請主彦八郎・からうす村川請
　主直右衛門→大宝前新田御元〆代小川唯助

宝永7年4月 竪継紙・1通 い286－4

川請証文（魚取候運上金等取極二付）　神戸川請主東
　蜆村孫兵衛・手限中請人杁場源蔵・同断亀ヶ地新田忠左

文化13年4月 竪紙・1通 い286－5

衛門・同断神戸新田平七→神戸新田庄屋衆中

壱ヶ年切御請申川之事（魚取候運上金等取極二付）
　蟹江新田川請主新六・子宝新田源兵衛→名古屋元材木町
　犬山屋分左衛門

享保2年3月8日 竪継紙・1通 い286－6
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壱ヶ年切御請申川之事（魚取候運上金等取極二付） 享保4年3月15日 竪継紙・1通 い286－7

蟹江村川請主善七・右同断助市→名古屋元材木町犬山屋
分左衛門

壱ヶ年切御請申川之事（魚取候運上金等取極二付） 享保5年3月6日 竪紙・1通 い286－8

四郎兵新田川請主藤左衛門・鳥ヶ地新田同断分六郎・子
宝新田同断源兵衛→名古屋元材木町犬山屋分左衛門

壱ヶ年切御請申川之事（魚取候運上金等取極二付） 享保7年3月14日 竪紙・1通 い286－9

織田藤四郎川方源蔵・右同断丹右衛門→犬山屋分左衛門

壱ヶ年切御請申川之事　蟹江村川請主善□□・右同断弥 享保3年3月15日 竪継紙・1通 い356－10
□□→名古屋元材木町犬山屋分左衛門

覚（川運上金上納二付）　八嶋林蔵→神戸文左衛門 文化4年4月 竪紙・1通 い361－1

覚（川運上金上納二付）　東蜆安蔵→神戸文左衛門 竪紙・1通 い361－2

覚（川運上金入札記録） 文化13年4月17日 横切継紙・1通 い36下3

覚（運上金上納二付）　東蜆安蔵→神戸文左衛門 竪紙・1通 い361－4

覚（運上金上納二付）　亀ヶ地久右衛門→神戸文左衛門 文化13年 竪紙・1通 い361－5

入札（入札札）　升田村弥兵衛 子4月 竪紙・1通 い361－6

覚（運上金書上）　亀ヶ地新田定蔵→神戸文左衛門 文化13年 横切紙・1通 い361－7

入札（川請二付）　升田弥兵衛 子4月 竪紙・1通 い36争8

入札覚（神戸新田川請二付）　東蜆村米四郎→神戸新田 子4月16日 竪紙・1通 い361－9

庄屋中

（川請二付書状）　唯助→鈴木五右衛門 4月6日 竪紙・1通 い361－10

（川落札主人柄悪敷弥兵衛落札二致度二付）　唯助→ 4月13日 横切継紙・1通 い361－11

鈴木五右衛門

差出申悪水御締り定御請書之事（雛形）　川請負主誰 安政3年3月 半／一ツ綴・1冊 あ3455－6

→神戸新田御地主様御庄屋衆中

乍恐奉願上候御事（川魚殺生請負につき）　川請負主 辰正7月 半／ニツ綴・1冊 い359－1

只二・重右衛門→旦那様

乍恐奉願上候御事（川魚殺生請負につき）　神戸新田
　川受負人金右衛門・同新田下受負瀬兵衛・同新田同断作

戌7月 半／ニツ綴・1冊 い359－2

左衛門・四郎兵衛新田同断常右衛門→旦那様

通船地役権設定契約公正讃書 （万延2年）3月 半（罫紙〉／一ツ あ3468－1
綴・1冊

＊悪水落新規立切江付差出申一札之事（写）　亀ケ地
　新田庄屋服部鉄四郎ほか4名→神戸新田庄屋唯助ほか2名

万延2年3月 半（罫紙）／一ツ
綴・1冊

あ3468－2

明治廿一年第壱号詞訟、裁判言渡書（水路井二通船之
　故障物取払之訴訟につき）　始審裁判所判事津田峻徳
　ほか→原告名古屋区堀詰町関戸守彦ほか39名、被告神戸

明治21年6月30日 半（罫紙）／一ツ
綴・1冊

あ3468－3

分左衛門

神戸新田地内桿場新田悪水路敷杁ヨリ海岸落杁字番 明治21年6月30日 33×45・1鋪 あ3468－3－1

ノ略図

通船地役権設定契約公正言登書 （万延2年）3月 半（罫紙）／一ツ あ3468－4
綴・1冊

悪水落新規立切江付差出申一札之事（写）　鳥ケ地前
　新田庄屋服部鉄四郎ら→神戸新田庄屋唯助

万延2年3月 半（罫紙）／一ツ
綴・1冊

あ3470－1

＊（神戸新田地券写二通）　愛知県 明治11年6月15日・12 半（罫紙）／一ッ あ3470－2
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年7月14日 綴・1冊

神戸新田略図 明治21年 28×39・1鋪 あ3470－3

保証（神戸新田地内悪水路中の魚漁用竹簾設置につき） 明治21年1月30日 罫紙・1通 あ3470－4
四郎兵衛新田神戸新田井組横井久助ほか5名→神戸新田神
戸分左衛門

証明書（近傍耕地肥料に海底の汚泥を用いる必要性に 明治21年5月1日 半（罫紙）／…ツ あ3470－5
つき）　服岡新田小川馬之助ほか8名、飛島新田内藤新 綴・1冊

太郎ほか6名、子宝新田吉田清左衛門ほか5名、竹田新田6
名、四郎兵衛新田17名、ほか3ヶ村9名→神戸分左衛門

（水路井通船ノ故障物取払事件書類書留） 明治21年 半（罫紙）／一ツ あ3470－6
綴・1冊

裁判言渡書（水路井通船ノ故障物取払事件につき） 明治21年6月30日 半（罫紙）／一ツ あ3470－7
名古屋始審裁判所判事津田峻徳→原告名古屋区堀詰町関 綴・1冊

戸守次ほか、被告神戸分左衛門

公儀との関係／敷金・拝借金・上納金

乍恐奉願御事（敷金延引願二付）　井筒屋平兵衛・犬山 （正徳元年）9月 竪継紙・1通 い285－39
屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金上納年府願）　井筒屋平兵衛・犬山 （宝永8年）10月 竪継紙・1通 い285－56
屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 （正徳5年）11月 竪継紙・1通 い285－36
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（年賦金差延二付）　犬山屋分左衛門→野 享保5年2月 竪継紙・1通 い285－68
方奉行処

乍恐奉願御事（度々大難二逢候二付年賦差延願）　犬 享保5年 竪継紙・1通 い285－46
山屋分左衛門→野方奉行所

＊覚（大宝前新開入用調達金請取書写）　地方勘定所 享和元年12月 竪切紙・1通 い349
→光由屋立方衛門→犬山屋文左衛門

＊覚（大宝前新開入用調達金請取書写）
　→犬山屋文左衛門

＊覚（大宝前新開入用調達金請取書写）
　→犬山屋文左衛門

＊覚（大宝前新開入用調達金請取書写）
　→犬山屋文左衛門

乍恐奉願上御事（年賦差延願）
　奉行所

地方勘定所享和元年12月

地方勘定所享和元年12月

地方勘定所享和元年12月

犬山屋分左衛門→野方子2月

乍恐奉願上候御事（敷金上納延引願）
　門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

犬山屋分左衛寅12月

乍恐口上書を以奉願上御事（新田敷金返済延期願）卯8月
　井筒屋平兵衛・犬山屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金上納延期願）
　屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金上納延引願）
　屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（借用金返済分納願）
　犬山屋分左衛門→野方奉行所

井筒屋平兵衛・犬山卯10月

井筒屋平兵衛・犬山卯10月

井筒屋平兵衛・卯10月

竪切紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

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

竪継紙・1通

い349

い350

い350

し、285－83

し、285－71

し、285－23

し、285－60

し、285－62

し、285－34
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／敷金・拝借金・上納金

乍恐奉願御事（借用金返済延引二付）　犬山屋分左衛 未年4月 横切継紙・1通 い285－30
門→野方奉行所

乍恐奉願御事（度々堤大破二付借用金年賦二十ヶ年延
　期願）　犬山屋分左衛門→野方奉行所

未4月 竪継紙・1通 い285－18

乍恐奉願御事（大宝前新田三度之堤大破二付御年賦金
　延納願）　犬山屋分左衛門→野方奉行所

未4月 竪継紙・1通 い285－1

乍恐奉願御事（年賦金差延二付）　犬山屋分左衛門→野 未4月 竪継紙・1通 い285－77
方奉行所

乍恐奉願御事（堤築二付敷金年賦召上願）　犬山屋分 未11月 竪継紙・1通 い285－53
左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 未11月 竪継紙・1通 い285－49
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 未11月 竪継紙・1通 い285－48
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 未ll月 竪継紙・1通 い285・63
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 未11月 竪継紙・1通 い285－58
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 未ll月 竪継紙・1通 い285－41
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（敷金引下及年賦上納願）　犬山屋分左 未ll月 竪継紙・1通 い285－13
衛門→野方奉行所

（数度之大難二付御救御容赦願） 申12月 竪継紙・1通 い285－65

覚（大宝前新田新開入用調達金千両請取写）　地方御 酉9月28日 竪切紙・1通包紙付 あ2193－3
勘定所→犬山屋文左衛門

乍恐奉願御事（拝借金返納差支二付）　犬山屋分左衛 8月 竪継紙・1通 い285－7
門→野方奉行所

乍恐奉願御事（度々大難二付敷金残金年賦二而上納願） 11月 竪継紙・1通 い285－12
犬山屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（三度之大難二付拝借金願） 竪継紙・1通 い285－57

乍恐奉願上御事（年賦金差延並今後堤修復御上より被 竪継紙・1通 い285－74
仰度二付願書書き損じ）　犬山屋分左衛門→野方奉行
所

普請

乍恐奉願御事（堤修復金返済延引願）　犬山屋分左衛 （享保5年）2月 竪継紙・1通 い285－27
門→野方奉行所

乍恐重而奉願口上（水害二付堤築立入用取立願）　犬 享保5年8月 竪継紙・1通 い285－69
山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐奉願御事（堤大破二付定米借用願）　犬山屋分左 享保7年10月 竪継紙・1通 い285－43
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（堤大破二付定米借用願）　犬山屋分左 享保7年10月 竪継紙・1通 い285－45
衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（新規堤築立二付定米願）　犬山屋分左 享保7年10月 竪継紙弓通 い285－54
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／普請

衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（堤築立入用大分二付定米願）　犬山屋 享保7年IO月 竪継紙・1通 い285－59
分左衛門→野方奉行所

奉願上口上（堤築立入用御取立願）　両人 子7月 竪継紙・1通 い285－95

乍恐重而奉願上口上（潮堤築立資金借用願）　犬山屋 子8月 竪継紙・1通 い285－15
分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐重而奉願上御事（堤大破二付修復入用金取立願） 子8月 竪継紙・1通 い285－40
犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐重而奉願口上（水害二付堤築立入用取立願）　犬 子8月 竪継紙・1通 い285－70
山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐奉願上申御事（水害二付御普請願）　犬山屋分左 子9月 竪紙・1通 い285－92
衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐重而奉願上口上（大宝前新田冬普請入用金拝借願） 子12月 竪継紙・1通 い285－6

犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐重而奉願上申御事（春普請入用不足二付拝借金願） 子12月 竪継紙・1通 い285－93
犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐奉願上候御事（新田切添分御普請願）　犬山屋分 丑8月 竪継紙・1通 い285－31
左衛門

乍恐奉願上候御事（切所普請許可願）　犬山屋分左衛 丑8月 竪継紙・1通 い285－42
門

（大地震のため堤修復諸願） 卯9月 半／ニツ綴・1冊 あ3454－11

（神戸新田堤外野跡見取場土入れにつき海西村々26ヶ 巳 半／一ツ綴・1冊 あ3454－8
村との争論一件）

乍恐奉願御事（破損堤繕土採取場無之二付）　犬山屋 午9月 竪継紙・1通 い285－64
分左衛門→野方奉行所

乍恐重而奉願上口上（大宝前新田堤水害破損修復費取 8月 竪継紙・1通 い285－4
立願）

乍恐奉願御事（堤繕土芝場無御座迷惑二付）　犬山屋 竪継紙・1通 い285－73
分左衛門→野方奉行所

土地

奉願御事（四郎兵衛新田との境堤所帰属権返却願二付） （正徳4年）3月 竪継紙・1通 い285－102
犬山屋分左衛門→野方奉行所

奉願御事（堤所帰属権返却願二付）　犬山屋分左衛門 午3月 竪継紙・1通 い285－107
→野方奉行所

奉願御事（堤所帰属権返却願二付）　犬山屋分左衛門 午3月 竪継紙・1通 い285－108
→野方奉行所

乍恐以書付奉願上候（芝場飛嶋山境不分明二付）　犬 寛延3年4月 竪継紙・1通 い285－82
山屋文左衛門→鬼頭伝大夫・古川定右衛門

乍恐追々奉願上候御事（境杭被仰付度二付）　海西郡 宝暦5年8月 竪継紙・1通 い285－75
大宝前新田庄や唯助・右新田地主犬山や文左衛門

（堤外御見取場所野跡代官検分につき） 安政4年10月18日 半／一ツ綴・1冊 あ3456－5

乍恐奉願上候（神戸新田堤を起畑にした地所の地主に （近世後期、文化12年 半／ニツ綴・1冊 あ3458－4
被仰付候様）　犬山屋文左衛門→石川小兵衛様御陣屋 以後）4月
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／土地

乍恐奉願御事（大宝前新田内四郎兵衛新田替地当方へ
　下置願）　犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

寅正月 竪継紙・1通 い285－51

（今日御用有之二付召状）　川村庄蔵・小川彦右衛門→ 2月18日 竪紙・1通 い285－52
井筒屋平兵衛　い285－51に包み込まれていた

乍恐奉願御事（新田内郷綱場地ならし二付運上免除願） 午6月 竪継紙・1通・ い285－17
犬山屋分左衛門→川方奉行所

乍恐追々奉願候御事（新田付拍芝場境杭立直願） 亥3月 竪継紙・1通　一 い285－25・

＊願書（萱津屋伊右衛門との地所争論返答書）　犬山 半／ニツ綴・1冊 あ3458－2
屋文左衛門

水亜
心用

乍恐奉願御事（悪水杁伏セ替反対願）　犬山屋分左衛 （享保6年）4月 竪継紙・1通 い285－47
門→野方奉行所

乍恐奉御願上候御事（当輪中悪水落孫室杁所境杭当井 子10月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－14
組中持願）　西條村・東保村など20ヶ村庄屋→山田貫一
郎陣屋

乍恐奉願口上之事（大宝前新田用水普請による四郎兵 丑5月 竪紙・1通 い285－8
衛新田内潰地の替地を井料米支払いに替えることに
ついて）　犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐奉願口上之覚（大宝前新田用水普請による四郎兵 丑5月 竪継紙・1通 い285－24
衛新田内潰地の替地を井料米支払いに替えることに
ついて）　犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所 1

乍恐以書付奉願上候（用水つふれ地井料米二而相渡申 丑5月 竪継紙・1通 い285－81
度二付）

乍恐奉願郷綱場之事（輪中郷綱場運上金上納につき） 丑8月 竪継紙・1通 い285－79
犬山屋分左衛門→川方奉行所

乍恐奉願御事（用水井桁堤築土近所二無之二付替地願 丑年9月 竪継紙・1通 い285－28
書下書）　井筒屋平右衛門・犬山屋分左衛門→野方奉行
所

奉願御事（大風雨二而堤大破二付口上）　→野方奉行 寅年正月 竪継紙・1通 い285－29
所　い285－28の中に包み込まれていた

乍恐御答勇奉願上候御事（当新田拍堤御見取り場の件 辰5月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－13
につき井組中説得願）　神戸新田地主犬山屋文左衛門
→山田貫一郎陣屋

乍恐奉願上候御事（当井組悪水落孫室以所堀広げ願） 辰5月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－15
井組村々惣代市江当番西条村庄屋重左衛門、引受村々惣
代東条村定助ほか8名→山田貫一郎陣屋

乍恐御答勇奉願上候御事（当新田拍堤外御見取場所の 辰5月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－17
件につき井組中説得願）　神戸新田地主犬山屋文左衛
門→山田貫一郎陣屋

乍恐口上之覚（大宝前新田用水修復二付願）　犬山屋 巳正月 竪継紙・1通 い285－2

分左衛門→野方奉行所

乍恐口上之覚（新田用水井桁より水もり御座候二付修 巳正丹 竪継紙・1通 い285－76
復願拍）　犬山屋分左衛門→野方奉行所

（大宝前新田以願付絵図） 竪紙・2通 い356－4，
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／庄屋役

庄屋役

乍恐御達申上侯御事（神戸新田に百姓惣代相立につき） 子2月 半／一ツ綴・1冊 あ3455－9

犬山屋文左衛門→小山清治郎陣屋

乍恐御達申上侯御事（神戸新田に百姓惣代相立につき 子2月 半／一ツ綴・1冊 あ3455－10

請書拍）　犬山屋文左衛門→小山清治郎陣屋

覚（百姓惣代4名の名簿拍） 子2月 綴・1通 あ3455－11

乍恐御請書奉指上候（忠右衛門退役につき小前要求禁 酉3月 半／一ツ綴・1冊 あ3452－1

止）　神戸新田彦助以下32名→矢野藤九郎陣屋

（庄屋忠右衛門退役一件〉 酉 半／一ツ綴・1冊 あ3467

乍恐御請書奉指上侯御事（庄屋綱蔵退役要求など不将 亥8月 半／一ツ綴・1冊 あ3455－2
の致方停止につき）　惣百姓

別段御請奉申上候御事（庄屋綱蔵退役騒動のため作前 亥8月 　　　　　　1半／ニツ綴・1冊 あ3455－5
引揚につき）　惣百姓

乍恐御請書奉指上候御事（庄屋綱蔵退役騒動のため作 亥8月 半／一ツ綴・1冊 あ3455－7
前引揚につき）　彦助ほか30名

乍恐御請書奉指上候御事（村方騒動につき風儀取締請 亥9月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－16

書拍）　　（神戸新田）庄屋重右衛門・忠右衛門ほか組
頭・頭百姓

乍恐御請書奉指上候御事（村方騒動につき風儀取締請 亥9月 半／一ツ綴・1冊 あ3455－1

書拍）　　（神戸新田）庄屋重右衛門・忠右衛門ほか組
頭・頭百姓

年貢・諸役

覚（作取年数弐ヶ年指延二付） （享保5年）7月29日 竪紙・1通 い364

乍恐奉願御事（地面悪敷不作二付検見願）　犬山屋分 （享保7年）7月 竪継紙・1通 い285－72
左衛門→野方奉行所

乍恐奉願上御事（度々大難二付定免願） （享保7年）9月 竪継紙・1通 い285－84

乍恐奉願御事（年貢御免二付）　い285－84に包み込ま寅9月 竪継紙・1通 い285－85
れていた

乍恐奉願上御事（年貢減免願）　右（大宝前）新田地主 宝暦2年5月 竪継紙・1通 い285－86
犬山屋文左衛門

乍恐奉願上候御事（年貢定免再願）　右（大宝前）新 宝暦2年8月 竪継紙・1通 い285－32
田地主犬山屋分左衛門→森村甚左衛門

乍恐奉願上御事（年貢減免願）　右（大宝前〉新田地主 宝暦2年8月 竪継紙・1通 い285－87
犬山屋文左衛門

乍恐奉願御事（定免願）　犬山屋文左衛門→森村甚左衛
　門

宝暦2年10月 竪継紙・1通 い285－66

乍恐奉追願上御事（取賄難儀二付御救定免願）　犬山 宝暦2年11月 竪継紙・1通 い285－14
屋文左衛門→森村甚左衛門

乍恐奉追願上候御事（定免二付年貢増徴反対願）　犬 宝暦2年12月 竪継紙・1通 い285－10
山屋分左衛門→森村甚左衛門

乍響上鞭獅驚醗購無脚定納願 宝暦3年5月 竪継紙・1通 い285－11
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大宝前（神戸）新田／公儀との関係／年貢・諸役

奉願上候御事（定免引下願）　右（大宝前新田）地主文 （宝暦7年）11月 竪継紙・1通 い285－35
左衛門・右（大宝前）新田庄屋十右衛門→尾崎友次郎

覚（不作二付破免検見願）　犬山屋分左衛門・井筒屋平 壬寅8月20日 竪継紙・1通 い285－78
兵衛→野方奉行所

乍恐奉願上候御事（定免減免願）　右（大宝前）新田地 子9月 竪紙・1通 い285－33
主犬山屋文左衛門→尾崎友次郎

乍恐奉願上候御事（屋敷・畑地水害二付伝馬役差延願
　拍）　新田庄屋唯助→郡奉行所

丑8月 竪継紙・1通 い285－22

乍恐奉願御事（大宝前新田堤地面悪敷水痛・汐痛二付
　検見願）　犬山屋分左衛門→野方奉行所

寅7月 竪継紙・1通 い285－3

乍恐奉願御事（立毛之様子御覧二入置度二付）　犬山 寅7月 竪継紙・1通 い285－19
屋分左衛門→野方奉行所

乍恐奉願御事（水痛・汐痛二付田方検見願）　犬山屋 寅7月 竪継紙・1通 い285－50
分左衛門→野方奉行所

乍恐奉追願上候御事（汐地二而地薄新田二付年貢減免
　願）　犬山屋文左衛門

申12月 竪継紙・1通 い285－21

乍驕覧凝事（大宝前新田堤地面悪敷水痛’汐痛二 8月 竪継紙・1通 い285－5

乍恐奉願御事（目論見と大分違二罷成候二付年貢減免
　願）

竪継紙・1通 い285－20

（大宝前新田御救定免願）　犬山屋分左衛門→野方奉行 竪継紙・1通 い285－37
所

（新田立毛無之二付用捨願）　前欠、い285－37に包み 竪継紙・1通 い285－38
込まれていた

乍恐奉願御事（度々大難二付定免引下願） 竪継紙・1通 い285－44

（御救定免願） 竪継紙・1通 い285－80

作徳米

御恐奉願上候（作徳米文左衛門へ積送り願い）　新田 天保7年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3355－2
庄屋重右衛門→矢野藤九郎様御陣屋

乍恐口上之覚（米穀送手形を以番所通行願）　右（大
　宝前）新田地主犬山屋文左衛門→船番所

戌11月 竪紙・1通 い285－91

業曲
辰

乍恐御達奉申上候御事（苗草水腐れにつき追苗・貰
　苗・買苗報告）　庄屋忠右衛門→一色庄左衛門陣屋

申7月 半／一ツ綴1冊 あ3455－4

乍蟹輪欝（為碍耀畿藩糊琶譲羅 申9月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－3

門陣屋

乍恐奉願御事（来子年大宝前新田作り取開始二付） 亥6月 竪継紙・1通 い285－16
犬山屋分左衛門・井筒屋平兵衛→野方奉行所

乍恐奉願御事（芝場不足二付）　井筒屋平兵衛・犬山屋
　分左衛門→野方奉行所

4月14日 竪継紙・1通 い285－94
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村況

新田所通検分帳（道路書上） 庄屋・組頭 文政11年12月見立 横長半／一ツ綴・1 あ1572
冊

（海西郡日置庄神戸新田絵図面、 村明細） 新田庄屋忠 天保15年10月 竪紙・1鋪 い15
右衛門

（堤もしくは道路の長さと幅の書上） 横長半／一ツ綴・1 あ1770－3
冊

地租改正

（尾張国海西郡神戸新田地券一括） 愛知県→持主尾張 明治ll年6月11日～同 地券紙・562枚 い16
国海西郡神戸新田神戸分左衛門 20年8月8日

＊（神戸新田地券写二通） 愛知県 明治11年6月15日・12 半（罫紙〉／一ツ あ3470－2
年7月14日 綴・1冊

小作証書

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人結川 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－1

京左衛門・引請人渡辺政七→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人渡辺 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－2

政七・引請人佐藤平蔵→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人奥村 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－3

藤左衛門・引請人阿部紋三郎→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人佐藤 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－4

平蔵・引請人渡辺政七→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人横井 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－5

辰蔵・引請人横井栄蔵→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人横井 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－6

栄蔵・引請人横井辰造→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡東蜆村請作人阿部 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－7

紋三郎・引請人奥村藤左衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 半・1通 い2－8

高橋忠左衛門・引請人山内要吉→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－9

平野利左衛門・引請人伊藤利兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－10

平野円助・引請人佐藤留八→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－11

佐藤留八・引請人平野円助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 半・1通 い2－12

山内要吉・引請人高橋忠左衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－13

鈴木忠助・引請人奥内重右衛門→神戸分左衛門
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耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－14

浅井重三郎・引請人佐藤勘兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 半・1通 い2－15

佐藤勘兵衛・引請人佐藤栄九郎→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡亀ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 半・1通 い2－16

佐藤栄九郎・引請人佐藤勘兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田替地 明治7年12月15日 半・1通 い2－17
請作人児玉金六・引請人中村常助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田替地 明治7年12月15日 半・1通 い2－18

請作人仲村常助・引請人児玉金六→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田替地 明治7年12月15日 半・1通 い2－19

請作人仲村勇吉・引請人村上円七→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田請作 明治7年12月15日 半・1通 い2－20

人横井甚三郎・引請人横井久助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田請作 明治7年12月15日 半・1通 い2－21

人横井久助・引請人横井甚三郎→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田請作 明治7年12月15日 半・1通 い2－22

人伊藤利兵衛・引請人横井久助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田請作 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－23

人横井常右衛門・引請人横井久助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田請作 明治7年12月15日 罫紙1通 い2－24

人横井八左衛門・引請人横井久助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田請作 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－25

人横井藤左衛門・引請人横井久助→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海東郡蠣江本町村請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－26

佐藤喜代八・引請人鈴木弥左衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海東郡螺江本町村請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－27

鈴木弥左衛門・引請人佐藤喜代八→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡四郎兵衛新田替地 明治7年12月15日 半・1通 い2－28

請作人村上円七・引請人仲村勇吉→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡竹田新田請作人高 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－29

橋清三郎・引請人高橋定八→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡竹田新田請作人高 明治7年12月15日 半・1通 い2－30

橋定八・引請人高橋清三郎→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡竹田新田請作人内 明治7年12月15日 半・1通 い2－31

山彦三郎・引請人高橋定八→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡服岡新田請作人伊 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－32

藤源左衛門・引請人中村勇吉→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡飛島新田請作人浅 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－33

井林四郎・引請人児玉金六帰神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡服岡新田請作人木 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－34

飼柳右衛門・引請人小川伝治→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡服岡新田請作人小 明治7年12月15日 半・1通 い2－35

川伝治・引請人木飼柳右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡鳥ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 半・1通 い2－36

小林権左衛門・引受人宇佐美惣五郎→神戸分左衛門
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耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡鳥ヶ地新田請作人
　浅野源兵衛・引請人伊藤半兵衛→神戸分左衛門

明治7年12月15日 半・1通 い2－37

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡鳥ヶ地新田請作人 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－38

伊藤半兵衛・引請人浅野源兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡鳥ヶ地新田請作人
　宇佐美惣五郎・引請人小林権左衛門→神戸分左衛門

明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－39

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田請作人前 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－40

田悦四郎・引請人竹内辰右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田請作人岡
　戸伊右衛門・引請人阿部浅右衛門→神戸分左衛門

明治7年12月15日 半・1通 い2－41

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田請作人藤 明治7年12月15日 罫紙・1通 い2－42

松吉兵衛・引請人早川金右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田請作人都 明治7年12月15日 半・1通 い2－43

築弥七・引請人早川金右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田請作人岡 明治7年12月15日 半・1通 い2－44

戸亀次郎・引請人早川金右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田請作人都 明治7年12月15日 半・1通 い2－45

築半左衛門・引請人早川金右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人藤松吉右衛 明治7年12月15日 罫紙・1通 い3－1

門・同郡同新田早川金右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人早川金右衛門 明治7年12月15日 竪紙・1通 い3－2

→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人児玉徳平・同 明治7年12月15日 半・1通 い3－3

郡同新田阿部渉右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人犬飼平七・同 明治7年12月15日 半・1通 い3－4

郡同新田右引請人早川孫平→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人奥山栄吉・同 明治7年12月15日 罫紙・1通 い3－5

郡同新田引請人早川忠兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人早川孫平→神 明治7年12月15日 半・1通 い3－6

戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人早川孫左衛 明治7年12月15日 罫紙・1通 い3－7

門・同郡同新田右請人早川孫平→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人大橋久七・同 明治7年12月15日 半・1通 い3－8

郡同新田右引請人早川孫平→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人阿部浅右衛門 明治7年12月15日 半・1通 い3－9

→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人阿部新左衛 明治7年12月15日 半・1通 い3－10

門・同郡同新田右引請人阿部渉右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人江上織右衛 明治7年12月15日 半・1通 い3－11

門・同郡同新田右引請人阿部浅右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人犬飼平吉・同 明治7年12月15日 半・1通 い3－12

郡同新田早川孫平→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人犬飼太＋郎・ 明治7年12月15日 半・1通 い3－13

同郡同新田右引請人早川孫平→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人前田勘治郎・ 明治7年12月15日 半・1通 い3－14

同郡同新田井内辰右衛門→神戸分左衛門
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耕地請作証書　海西郡神戸新田右畑請作人鈴木権吉・同郡 明治7年12月15日 罫紙・1通 い3－15
同新田右引請人竹内辰右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人鈴木留吉・同 明治7年12月15日 半・1通 い3司6
郡同新田右引請人竹内辰右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人小川綱蔵・同 明治7年12月15日 半・1通 い3－17

新田右引講人児玉金七→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人小林源三郎・ 明治7年12月15日 半・1通 い3－18

同郡同新田右引受人阿部渉右衛門

耕地請作証書（神戸新田分）　海西郡神戸新田右田畑請 明治7年12月15日 罫紙・1通 い4－1

作人小林豊四郎・同郡同新田右引請人阿部渉右衛門→神
戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人早川忠右衛門 明治7年12月15日 半・1通 い4－2
→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人早川彦助・同 明治7年12月15日 半・1通 い牛3
郡同新田右引請人早川忠兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人早川幸介・同 明治7年12月15日 半・1通 い4－4
郡同新右引請人早川忠兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新右田畑請作人奥田重蔵・同郡 明治7年12月15日 半・1通 い4－5
同新田右引請人早川忠兵衛→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人竹内辰右衛門 明治7年12月15日 半・1通 い4－6
→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人奥田茂＋郎・ 明治7年12月15日 半・1通 い4－7
同郡同新田右引請人竹内辰右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右地所請作人児玉金左衛 明治7年12月15日 半・1通 い4－8
門・同郡同新田右引請人児玉金七→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人児玉金七→神 明治7年12月15日 半・1通 い牛9
戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人犬飼平助・同 明治7年12月15日 半・1通 い牛10
郡同新田右引請人竹内辰右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人児玉甚三郎・ 明治7年12月15日 半・1通 い4一判

同郡同新田右引請人児玉金七→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人前田作右衛 明治7年12月15日 半・1通 い4－12

門・同郡同新田右引請人児玉金七→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡神戸新田右田畑請作人児玉林蔵・同 明治7年12月15日 半・1通 い4－13

郡同新田右引講人附部渉右衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡子宝新田右田畑請作人横井長三郎・ 明治7年12月15日 罫紙・1通 い4周4
同郡同新田右引請人竹内増蔵→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡子宝新田右田畑請作人吉田清左衛 明治7年12月15日 罫紙・1通 い4－15

門・同郡同新田右引請人橋本源三郎→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡子宝新田右田畑講作人橋本源三郎・ 明治7年12月15日 罫紙・1通 い4－16

同郡同新田右引請人吉田清左衛門→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡子宝新田右田畑請作人横井藤四郎・ 明治7年12月15日 半・1通 い4－17

同郡同新田右引請人竹内増蔵→神戸分左衛門

耕地請作証書　海西郡子宝新田右田畑請作人竹内増蔵・同 明治7年12月15日 半・1通 い4－18

郡引請人横井長三郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村受作人佐 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－1
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藤周太郎・保証人佐藤石松→神戸分左衛門

宅地借用証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地本人 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－2

伊藤清太郎・保証人野口鉄二郎→神戸分左衛門

借地受作証文（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－3

人中村甚四郎・保証人中村常助→神戸分左衛門

宅地借用証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地本人 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－4

都築甚七・保証人都築梅吉→神戸分左衛門

宅地借用証券（神戸新田分）　海西郡十四山村借地本人 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－5

野口鉄次郎・保証人伊藤清太郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－6

人中村常助・保証人中村甚四郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－7

人児玉弥三郎・保証人児玉源吉→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－8

人安井藤助・保証人中村甚四郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－9

人児玉源吉・保証人児玉弥三郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－10

人鈴木安三郎・保証人山田要八→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－11

人山田要八・保証人鈴木安三郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－12

人高橋忠蔵・保証人佐藤石松→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙1通 い5－13

人佐藤音次郎・保証人佐藤石松→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－14

人佐藤音次郎・保証人佐藤石松→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－15

人平野常三郎・保証人平野倉治朗→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－16

人高橋周太郎・保証人後藤善太郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－17

人後藤善太郎・保証人高橋周太郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－18

人忍宮栄吉・保証人平野徳二郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－19

人高橋徳三郎・保証人高橋平吉・阿部鶴次郎→神戸分左
衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－20

人平野徳次郎・保証人立石清太郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－21

人高橋清三郎・保証人高橋元右衛門→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－22

人内山彦三郎・保証人内山藤三郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－23

人高橋元右衛門・保証人高橋清三郎→神戸分左衛門
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借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－24

人内山藤三郎・保証人内山彦三郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－25

人立石清太郎・保証人平野徳二郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－26

人橋本栄七・保証人吉田清吉→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡十四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通・ い5－27

人竹田増太郎・保証人横井友次郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－28

人横井利右衛門・保証人橋本栄七→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通一 い5－29

人横井藤四郎・保証人横井市右衛門→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－30

人犬飼孫吉・保証人吉田清吉→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡飛島村借地受作人 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－31

小川伝治・保証人同直三郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－32

人横井岩吉・証人絹川重太郎→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－33

人阿部鶴二朗・証人佐藤音次朗→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡＋四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－34

人横井久助・証人横井東七→神戸分左衛門

借地受作証券（神戸新田分）　海西郡十四山村借地受作 明治24年1月1日 罫紙・1通 い5－35

人佐藤石松・証人佐藤音次朗→神戸分左衛門　※い5は紙
繕一一括

県・郡との関係

d
　
　
復

（堤敷の儀につき出頭命令）　海東西郡役所→神戸新田 （明治）13年12月17日 横切継紙（上端に あ2193－4
神戸分左衛門 青線）・1通

官有地ヲ民有地二御編入願　→愛知県知事野村殿 明治30年 罫紙「神戸氏蔵」 あ3468－5
／一ツ綴・1冊

神戸新田之内　拾壱番北新田西ノ切四枚ノ内其四ノ
終（絵図）

明治37年8月27日 27×88・1鋪 あ3468－5

神戸新田之内　拾壱番北新田西ノ切四枚ノ内其四ノ
終（絵図）

明治37年8月27日 27×88・1鋪 あ3468－5
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四郎兵衛新田／全体／

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

四郎兵衛新田／全体

四郎兵衛一件書抜帳（正徳2年以後の経緯） （文化10年以後） 半／ニツ綴・1冊 あ3440－3

取得／取得

永代譲渡申田畑之事（四郎兵衛新田見取所譲渡証文写）
　竹田村田畑渡主広田庄兵衛・四郎兵衛新田証人藤吉・同

宝暦8年12月 竪紙・1通 い285－101

所庄屋徳兵衛→名古屋神戸文左衛門

覚（四郎兵衛新田見取所請作願証文写）　竹田新田広
　田庄兵衛・四郎兵衛新田庄屋請合徳兵衛・大宝前新田証

宝暦9年4月 竪紙・1通 い285－100

人重右衛門→犬山屋文左衛門

乍恐御解願奉申上候御事（四郎兵衛新田平吉拍地所買 戌12月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－18

い取りにつき）　唯助→旦那様

地主引継文書

海西郡四郎兵衛新田検地帳　尾崎小兵衛明益田安兵衛・
　富永金七代太田増左衛門・地方御目付武藤安左衛門・粕

元禄17年2月 半／ニツ綴・1冊 あ3399

谷岡右衛門

兼山村庄左衛門名代、四郎兵衛新田弐町四畝五歩私徳 正徳3年正月 横長美／一ツ綴・か あ2252

戌年之請取帳 ぶせ・1冊

四郎兵衛新田中堤葭薄払帳 享保10年12月5日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2143

乍恐奉願上候御事（古新田替地御役銀諸入用免除願） 寛延3年3月 竪継紙・1通 い285－99
海西郡四郎兵衛新田庄屋徳兵衛→土岐市右衛門

乍恐奉願上候御事（四郎兵衛新田定免継続願）　右 宝暦6年2月 竪継紙・1通 い285－105

（四郎兵衛新田）庄屋徳兵衛→磯村藤七郎

掟米徴収／検見帳

海西郡四郎兵衛新田見取検見帳 宝暦12年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2814
冊

四郎兵衛新田見取検見帳 明和9年10月 横長半／一ツ綴か

ぶせ・1冊
あ2815

四郎兵衛新田見取検見帳 安永2年10月 横長半／一ッ綴・か あ2816
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取検見帳 安永3年11月 横長半／一ツ綴・か あ2817
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取検見帳 安永4年11月 横長半／一ツ綴か あ2818
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取検見帳 安永5年霜月 横長半／一ッ級角
かぶせ・1冊

あ2819
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四郎兵衛新田／掟米徴収／検見帳

四郎兵衛新田見取検見帳 安永6年9月 横長半／一ッ綴・か あ2820
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取検見帳 安永7年10月 横長半／一ツ綴・か あ2821
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取検見帳 安永8年ll月 横長半／一ツ綴・か あ2826
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取検見米納帳 安永9年ll月 横長半／一ツ綴か あ2822
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見米納帳 天明4年11月 横長半／一ッ綴か あ2823
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見米納帳 寛政2年11月 横長半／一ツ綴・か あ2824
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳　只助 寛政3年11月 横長半／一ツ綴・か あ2825
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 寛政7年12月 横長半／一ツ綴・か あ2827
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 寛政9年11月 横長半／一ツ綴・か あ2828
ぶせ・1冊

・’

四郎兵衛新田見取所検見帳 寛政10年11月 横長半／一ッ綴・か あ2829
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 寛政11年11月 横長半／一ツ綴・か あ2830
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 享和2年11月 横長半／一ツ綴か あ2831
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見納米配符帳 享和3年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2832
冊

四郎兵衛新田見取所検見米納帳 享和3年11月 横長半／一ツ綴・か あ2833
ぶせ0理

四郎兵衛新田見取所検見坪附帳 文化元年10月 横長半／一ツ綴・か あ2834
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見坪附帳 文化2年10月 横長半／一ツ綴・か あ2835
ぶせ・1冊

（内表題）四郎兵衛新田見取所検見帳　只助 文化3年ll月 横長半／一ツ綴・か あ2836
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 文化5年11月 横長半／一ツ綴・か あ2837
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 文化6年11月 横長半／一ツ綴・か あ2838
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 文化9年11月 横長半／一ツ綴・か あ2840
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田見取所検見帳 文化10年11月 横長半／一ツ綴・か あ2841
ぶせ・1冊

四郎兵衛新田御見取所郷畑検帳 文化14年2月 横長半／一ツ綴・1 あ2843
冊

四郎兵衛新田御替地検見帳　神戸文左衛門 天保4年～天保13年 横長美大／一ッ級 あ2591
10冊1綴
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納米目録

＊辰年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　重右 辰3月 竪継紙・1通 い244衛門

＊午年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　＋右 午12月 竪継紙・1通 い272
衛門

＊未年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　十右 未閏12月 竪継紙・1通 い257衛門

＊申年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　重右 申12月 竪継紙・1通 い249衛門

＊酉年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　唯助 酉12月 竪継紙・1通 い254

＊戌年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　唯助 戌12月 竪継紙1通 い246
＊亥年納米目録（大宝前新田・四郎兵衛新田）　唯助 戌12月 竪継紙1通 い275

経営費用

四郎兵衛新田見取入用小帳 文化10年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2874

四郎兵衛新田見取米井金銀勘定帳　藤吉→唯助 文化13年12月19日 横長半／一ツ綴・1 あ2842
冊

辰別割物帳 文化5年12月12日 横長半／一ツ綴・1
皿

あ1776－6
冊

年貢・村入用負担

四郎兵衛新田入用帳（代官検見入用）　徳兵衛 宝暦12年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2900

＊四郎兵衛新田下之郷下用御入用帳　只助 文化11年12月 横長半／一ツ綴か あ2899
ぶせ・1冊

子年御三役下用金銀割帳　海西郡四郎兵衛新田 文化13年12月12日 半／ニツ綴1冊 あ2844

丑歳御三役諸下用免割帳　海西郡四郎兵衛新田　高持 文化14年12月19日 半／ニツ綴・かぶせ あ2845
百姓→御庄屋中 ・1冊

巳歳御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　高持百姓中 文政4年2月21日 半／ニツ綴1冊 あ2846
→御庄屋衆中

未年御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　惣百姓中→ 文政6年2月17日 半／ニツ綴・1冊 あ2848、
御庄屋衆中

御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　惣百姓立合→御 文政7年12月ll日 半／ニツ綴・1冊 あ2849
庄屋衆中

酉年御三役諸下用免割帳　惣百姓中立合→御庄屋衆 文政8年12月19日 半／ニツ綴・1冊 あ2852

戒年御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　惣百姓中立
　合→御庄屋衆

文政9年12月23日 半／ニツ綴1冊 あ2853

御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　惣百姓中立合→ 文政10年12月 半／ニツ綴・1冊 あ2854
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御庄屋衆

子年御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田写　惣百姓中 文政11年12月 半／ニッ綴・かぶ あ2855
立合→御庄屋衆 せ・1冊

丑年御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　惣百姓中立 文政12年12月 半／ニッ綴・1冊 あ2847
合→御庄屋衆中

辰年御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　庄屋・組 天保3年12月 半／ニツ綴・1冊 あ2856
頭・惣百姓

巳年御三役諸下用免割帳　四郎兵衛新田　庄屋・組 天保4年12月 半／ニツ綴・1冊 あ2857
頭・惣百姓

四郎兵衛新田（三役下用）免割帳　庄屋・組頭・惣百姓 天保5年12月23日 半／ニツ綴・1冊 あ2858

未歳御年貢御三役下用免割帳　四郎兵衛新田写シ 天保6年12月 半／ニツ綴・1冊 あ2850

申歳御年貢御三役下用免割帳　四郎兵衛新田 天保7年12月 半／ニッ綴・かぶ あ2859
せ・1冊

酉歳御年貢御三役下用免割帳　四郎兵衛新田 天保8年12月 半／ニッ綴・1冊 あ2851

丑歳御年貢御三役下用免割帳　四郎兵衛新田 天保12年12月 半／上ッ綴1冊 あ2860

卯年御年貢免割帳　下用割共　四郎兵衛新田 天保14年12月 半／ニツ綴・1冊 あ2861

巳年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田 弘化2年12月23日 半／ニツ綴・1冊 あ2862

未年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田　名府神戸拍 弘化4年12月24日 半／ニツ綴・1冊 あ2863

酉年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田　元材木町神戸 嘉永2年12月21日 半／ニツ綴・1冊 あ2864
拍

戌年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田　材木神戸抽 嘉永3年12月23日 半／ニツ綴・1冊 あ2866

戌年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田割帳写 嘉永3年12月 半／ニツ綴・1冊 あ2865

子歳御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田 嘉永5年12月21日 半／ニツ綴・1冊 あ2867

丑年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田　材木神戸拍 嘉永6年12月21日 半／ニツ綴・1冊 あ2869

寅年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田 嘉永7年12月21日 半／ニツ綴・1冊 あ2870

卯年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田 安政2年12月23日 半／ニツ綴・1冊 あ2871

辰年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田 安政3年12月21日 半／ニツ綴・1冊 あ2872

子年御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田　材木神戸拍 半／ニツ綴・1冊 あ2868

御年貢下用免割帳　四郎兵衛新田写 半／ニッ綴・1冊 あ2873

土地

海西郡四郎兵衛新田覚取地改帳　御勘定所吟味方箕蒲与 文化14年2月 美／四ツ目綴・1冊 あ3376
右衛門・佐屋御代官岡勝右衛門→右新田庄屋

＊海西郡四郎兵衛神戸外新田検地帳　御勘定所吟味方 文化14年2月 美／四ツ目綴・1冊 あ3377
箕蒲与右衛門・佐屋御代官岡勝右衛門→右新田庄屋

御替地地不足検地改帳　四郎兵衛新田庄屋藤治郎・常右 天保8年3月 横長半／一ツ綴・1 あ1986
衛門 冊

四郎兵衛新田御替地切坪附帳 明治6年12月18日 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2192
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