
四郎兵衛新田／争論・願書／

争論・願書

四郎兵衛新田享和年井文化年公事一件二付入用之分書 天保14年4月 半（表紙渋紙〉／ あ3438
抜帳　小川唯助如 ニツ結び・1冊

乍恐御請労奉願上侯御事（四郎兵衛新田庄屋壱人二而 卯7月 半／ニツ綴・1冊 あ3457－2
取計申たきにつき）　地主神戸新田金七・鍋蓋新田伊
八・蟹江本町村甚平・名古屋犬山屋文左衛門→山田貫一
郎御陣屋

乍恐御請勇奉願上候御事（あ3457－2の拍）　地主神戸卯6月 半／ニツ綴1冊 あ3457－3
新田金七ほか3名→山田貫一郎陣屋

乍恐御答勇奉願上候御事（四郎兵衛新田庄屋につき添 辰6月 半／ニツ綴・1冊 あ3457－1
庄屋聞済願）　服岡新田下之郷地主神戸新田金七、鍋蓋
新田地主伊八、蟹江本町村船入分地主甚平、名古屋元材
木町神戸文左衛門→山田貫一郎陣屋

乍恐書付を以奉申上候御事（四郎兵衛新田御替地の儀 辰10月 半／ニッ綴・1冊 あ3457－4
につき）　犬山屋辰治郎代只助・平吉・重右衛門・金七
→岡勝右衛門

乍恐演説書を以奉内願候御事（役前の者共私を相手取 卯7月 半／ニツ綴1冊 あ3440－1
り公事企みにつき御合点願）　犬山屋文左衛門→三村
平六陣屋

乍恐奉御歎願上候御事（大宝前新田之内の替地を当新 戌2月 半／一ツ綴・1冊 あ3440－2
田へ結込、年貢・諸役当新田にて上納につき）　四
郎兵衛新田庄屋常右衛門・藤次郎→吉田助次郎陣屋

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285－103
→野方奉行所

乍恐口上之覚（四郎兵衛新田見取所質流二付） 午9月 竪継紙・2通 い285404

乍恐口上之覚（四郎兵衛新田見取所質流二付） 午9月 竪継紙・1通 い285－105

乍恐奉願上候御事（御定納米是迄之通）　四郎兵衛新 未6月 半／一ツ綴・1冊 あ3452－8
田庄屋藤吉→木村弥治右衛門役所

（杁守居屋敷年貢一件） 半／一ツ綴・1冊 あ3452－9

乍恐演舌書を以奉内願候御事（四郎兵衛新田役前之者 7月 半／ニツ綴・1冊 あ3435－4
共私を相手取公事企テ申につき）　犬山屋文左衛門
→三村平六陣屋

神戸外新田／検地

神戸外新田細見帳 文化14年2月 横長半／一ッ綴・か あ2062
ぶせ・1冊

＊海西郡四郎兵衛神戸外新田検地帳　御勘定所吟昧方 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

神戸外新田御検地之節諸入用帳　唯助、平吉、重右衛門 文化14年3月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2059

神戸外新田細問之節諸入用帳　唯助、平吉、重右衛門 文化14年3月 横長半／一ツ綴・1 あ2060
冊
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四郎兵衛新田／神戸外新田／検見帳

検見帳

神戸外新田（検見帳力） 文政4年11月 横長半／一ッ綴・か あ2063
ぶせ・1冊

神戸外新田検見帳 文政6年ll月 横長半／一ッ綴・か あ2064
ぶせ・1冊

神戸外新田検見帳 文政7年11月 横長半／一ツ綴か あ2065
ぶせ・1冊

神戸外新田検見案内帳 文政8年10月 横長半／一ッ綴・1 あ2070
冊

神戸外新田検見帳 文政10年11月 横長半／一ッ綴か あ2066
ぶせ・1冊

神戸外新田検見帳 文政11年11月 横長半／一ッ綴か あ2067
ぶせ・1冊

神戸外新田検見帳 文政12年11月 横長半／一ッ綴か あ2068
ぶせ・1冊

神戸外新田検見帳 天保5年ll月 横長半／一ッ綴・か あ2069
ぶせ・1冊

納米井勘定帳

神戸外新田米井金銀勘定帳　藤吉→唯助 文化14年12月24日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ0942

神戸外新田納米井金銀勘定帳　神戸会所→四郎兵衛新田
　藤吉

文政4年12月13日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ0943

神戸外新田納米井金銀勘定帳　神戸庄屋重右衛門立合→
　四郎兵衛庄屋藤吉

文政6年12月19日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2071

神戸外新田納米井金銀勘定帳　神戸庄屋重右衛門→四郎
　兵衛新田庄屋藤吉

文政7年12月13日 横長半／一ッ綴・1
冊

あ0944

神戸外新田納米井金銀勘定帳　神戸新田庄屋重右衛門立
　合→四郎兵衛新田庄屋藤吉

文政9年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

’あ2072

神戸外新田納米井金銀勘定帳　庄屋重右衛門立合→四郎
　兵衛新田庄屋藤吉

文政10年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ0945

神戸外新田納米井金銀勘定帳　庄屋重右衛門立合→庄屋
　藤吉

文政11年12月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ0946

神戸外新田納米井金銀勘定帳　神戸庄屋重右衛門立合→
　庄屋藤次郎・喜八

文政12年12月22日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2073

神戸外新田納米井金銀勘定帳　庄屋藤治郎・忠右衛門→
　地主勘定場

天保2年12月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ0947

神戸外新田納米井金銀勘定帳　庄屋藤治郎・忠右衛門→
　地主勘定場

天保3年12月 横長半／一ッ綴1

冊
あ0948

神戸外新田・下之郷勘定拾ケ年差出シ帳　当古斎 天保5年11月28日（文 横長半／一ツ綴・1 あ2061
政6～天保7年） 冊

神戸外新田米銀勘定帳　唯助 嘉永7年12月 半／ニツ綴1冊 あ3447
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四郎兵衛新田／神戸外新田／納米井勘定帳

安政三辰年米目録之覚写

安政三辰年米目録之覚

安政3年

安政3年

半／一ツ綴1冊

半／一ツ綴・1冊

あ3449－1

あ3449－2

その他

神戸外新田御年数明二付江堀畝歩改割当テ帳 嘉永3年3月25日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1670

譲渡申田地之事（四郎兵衛新田のうち神戸外新田一円 嘉永6年12月 竪継紙・1通 い300
譲渡証文写）　地所譲主加藤義之助・親類惣代・証人→
神戸弥左衛門・神戸昌五郎

近代

宅地耕地小作謹券記、四郎兵衛新田 明治7年 美（愛知県無印紙 あ3663
証書用紙）／一ツ
綴・1冊

（尾張国海西郡四郎兵衛新田地券一括）　愛知県→持主 明治11年6月15日～同 地券・51枚 い21

同郡神戸新田神戸分左衛門 21年4月20日

宅地借用証券　借地本人十四山村四郎兵衛新田中村甚四 明治24年1月1日 半・1冊 あ3721－1

郎・保証人中村□助→神戸分左衛門

借地受取証券　借地本人＋四山村四郎兵衛新田中村甚四 明治24年1月1日 半・1冊 あ3721－2
郎・保証人中村□助→神戸分左衛門

尾張国海西郡四郎兵衛新田地券写　神戸 半（罫紙）／一ツ あ3643
綴・1冊

一字屋敷割・四字中割・七字北堤脇地慣仕出帳　旧地 半／ニツ綴・かぶ あ3666
主永井銀太郎 せ・1冊
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表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

飛島新田古台分／開発／

　　飛島新田古台分／開発

古台入用帳 寛政7年正月（～寛政 横長美大／一ツ綴 あ2475
12年） 1冊

新開御願二付諸入用帳　唯助 寛政7年4月（～12月） 横長半／一ツ綴・か あ2567
ぶせ・1冊

古台入用勘定帳 寛政7年5月～（文化3 横長美／一ツ綴・か あ2505
年5月） ぶせ・1冊

古台諸入帳　当座之覚 寛政7年（～享和2年） 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2474

＊古台用（大宝前新田古台再開発につき一件留） （寛政7年ヵ～享和4年） 半／ニツ綴・1冊 あ3417

（流作場朱引絵図） 寛政8年7月 34×43、1鋪 あ3417－1

（土取場朱引絵図） 寛政12年10月 34×45、1鋪 あ3417－2

（大宝前新田古台朱引絵図） 享和元年4月26日 31x43、1鋪 あ3417－3

葭野増御年貢勘定帳 寛政8年正月 横長美／一ツ綴・か あ1558
ぶせ・1冊

古台才土切出シ諸入用帳　只助 寛政12年10月4日～ 横長半／一ツ綴・か あ2476
ぶせ・1冊

古台分なこや取替覚帳　地主方 享和元年正月 横長半渥ツ綴か あ2465
ぶせ・1冊

古台土取場御役人衆入用帳　只助 享和元年正月 横長半／一ツ綴か あ2508
ぶせ・1冊

古台御海用留之節入用帳　只助 享和元年i2月7日 横長半／一ツ綴・か あ2507
ぶせ・1冊

古台金如帳 享和元年 美／ニツ綴角かぶ あ3407
せ・1冊

覚（米切手返金につき）　あ3407に挟み込まれていた （文化3年） 横切継紙・1通 あ3407－1

古台仲満勘定帳 半／ニツ綴1冊 あ3401－1

経営費用／請取金勘定帳

古台分請取金勘定帳　只助 享和2年正月 横長美／一ツ級か あ2470
ぶせ・1冊

古台分請取金勘定帳 享和4年正月 横長美／一ツ綴・か あ2471
ぶせ・1冊

古台分請取金勘定帳 文化元年12月 横長美／一ツ級か あ2472
ぶせ・1冊

古台分請取金勘定帳 文化2年12月 横長美／一ツ綴か あ2473
ぶせ・1冊
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飛島新田古台分／経営費用／取替帳

取替帳

古台天用取替帳　名古屋 享和2年正月 横長半／一ツ綴・か あ3714
ぶせ・1冊

苗代田損米古台江取替帳　只助 享和2年11月 横長美／一ツ綴・か あ2510
ぶせ・1冊

子年中古台取替覚帳 文化元年12月 横長美／一ッ綴・か あ2466
ぶせ・1冊

丑年中古台分取替覚帳 文化2年12月 横長美／一ッ綴・か あ2468
ぶせ・1冊

古台取替覚 横長美／一ツ綴・1 あ1738
冊

亥年中古台取替覚帳 横長美大／一ツ綴・ あ2469
1冊

入用帳

古台年中諸入用井人足覚帳　只助 享和2年正月 横長半／一ッ綴・か あ2509
ぶせ・1冊

正月古台分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年正月 横長半／一ツ綴・か あ2477
ぶせ・1冊

古台御見分入用立合改帳 享和3年閏正月 横長半／一ッ綴・か あ2511
ぶせ・1冊

二月分古台諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年2月 横長半／一ツ綴・か あ2478
ぶせ・1冊

二月分古台諸入用帳（2月16日伊藤様ほか見分入用ほ 享和3年2月 横長半／一ッ綴・か あ2479
か）　只助、平吉、重右衛門、只治郎 ぶせ・1冊

古台三月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年3月 横長半／一ツ綴か あ2480
ぶせ・1冊

古台分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年4月 横長半／一ツ綴・か あ2481
ぶせ・1冊

古台軍月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年5月 横長半／一ッ綴・か あ2482
ぶせ・1冊

古台六月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年6月 横長半／一ッ綴・か あ2483
ぶせ・1冊

古台分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年7月 横長半／一ツ綴・か あ2484
ぶせ・1冊

古台八月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、、只治郎 享和3年8月 横長半／一ツ綴・か あ2485
ぶせ・1冊

古台分九月諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年9月 横長半／一ツ綴・か あ2486
ぶせ・1冊

古台分十月諸入用帳　只助、平声・重右衛門・只治郎 享和3年10月 横長半／一ツ綴か あ2487
ぶせ・1冊

古台分十一月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治 享和3年11月 横長半／一ッ綴か あ2488
郎 ぶせ・1冊
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飛島新田古台分／経営費用／入用帳

古台十二月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 享和3年12月 横長半／一ツ綴・か あ2489
ぶせ・1冊

古台分諸入用帳 享和4年正月 横長美／一ツ綴か あ2490
ぶせ・1冊

古台分二月諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化元年2月 横長半／一ッ綴・か あ2492
ぶせ・1冊

古台四月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化元年4月 横長半／一ツ綴・か あ2493
ぶせ・1冊

五月分古台諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化元年5月 横長半／一ツ綴・か あ2494
ぶせ・1冊

古台分㌻月諸入用帳　只助・平吉・重右衛門、只治郎 文化元年7月 横長半／一ツ綴・か あ2495
ぶせ・1冊

古台九月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化元年9月 横長半／一ツ綴か あ2496
ぶせ・1冊．

古台分十月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化元年10月 横長半／一ツ綴・か あ2497
ぶせ・1冊

古台分諸入用帳 文化元年12月 横長美／一ツ綴・か あ2491
ぶせ・1冊

古台分諸入用帳　界助、平吉、重右衛門、只治郎 文化元年12月 横長半／一ツ綴・か あ2498
ぶせ・1冊

古台五月分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化2年5月 横長半／一ツ綴か あ2500
ぶせ・1冊

古台分七月諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治郎 文化2年7月 横長半／一ツ綴・か あ2501
ぶせ・1冊

飛島新田古台分諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、只治 文化2年11月 横長半／一ツ綴・か あ2499
郎 ぶせ・1冊

古台分諸入用帳 文化2年12月 横長美／一ツ綴・か あ2502
ぶせ・1冊

古台分正月より四月迄諸入用帳　只助、平吉、重右衛門、 文化3年4月 横長半／一ツ綴・か あ2503　1
只治郎 ぶせ・1冊

古台分諸入用勘定帳 卯（文化4）年～子（同横長半／一ツ綴・1 あ2506
13）年 冊

その他

飛島新田古台分地方御普請人足代払帳 只助、平吉、 享和2年3月 横長半／一ッ綴・か あ1457
重右衛門 ぶせ・1冊

飛島新田古台分諸人足帳 只助 文化2年正月 横長半／一ツ綴・か あ2464
ぶせ・1冊

御検地二付古含分新道築人足帳 文化2年11月 横長半／一ッ綴か あ2517
ぶせ・1冊
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飛島新田古台分／飯米帳・役米帳／

飯米帳・役米帳

古台分出入飯米帳　只助 享和2年正月 横長半／一ツ綴・か あ2460
ぶせ・1冊

古台分なこや出入飯米帳　地主方 享和2年正月 横町半／一ツ綴・か あ2461
ぶせ・1冊

古台諸事役米帳　只助 享和2年正月 横長半／一ツ綴・か あ2516
ぶせ・1柵

川内屋飯米古台分帳　只助 享和2年正月 横長半／一ツ綴か あ2637
ぶせ・1冊

飛嶋新田古台出入飯米帳　只助 享和3年正月 横長半／一ツ綴か あ2462
ぶせ・1冊

古台分諸事人足覚帳　諸役米帳 享和3年12月 横長半／一ツ綴か あ2463
ぶせ・1冊

古台分左屋ゑひす屋飯米帳 文化2年正月 横長半／一ッ綴か

ぶせ・1冊
あ2599

地渡一件／一件記録

（飛島新田古台分地渡し一件）　犬山屋文左衛門

今般古台願書順留（飛島新田古台分開発完成、神戸分
　左衛門に地所引渡につき）　後藤源藏拍

（文化3年ヵ）正月～4

月
文
化 3年2月（文化2年
～4年）

半／一ツ綴・1冊

半／ニツ綴・1冊

あ3458－3

あ3421

願書等

乍恐奉願上候御事（古台地主に被仰付候様願書拍） （文化3年ヵ）2月29日 半／一ツ綴・1冊 あ3457－9

犬山屋文左衛門→町方役所

乍恐奉願口上之覚（分家犬山屋神戸文左衛門を古台地
主に被仰付侯様願書写）　神戸弥左衛門→（犬山役

文化3年2月 半／一ッ綴・1冊 あ3452－11

所）

乍恐奉願上候御事（飛島新田古台の地主に被仰付候様） （文化3年ヵ）2月 半／一ツ綴・1冊 あ3452－16

犬山屋文左衛門、代庄屋只助→勘定所

乍恐奉願上候御事（古台地主に被仰付候様願書下書） （文化3年ヵ）2月 半／一ツ綴・1冊 あ3457－8

犬山屋文左衛門、代庄屋只助→勘定所

乍恐口上之覚（地代金返却につき）　犬山屋文左衛門、 （文化3年ヵ）3月14日 半／綴・1綴 あ3457－12

代庄屋只助→勘定所

乍羅星莚藩審許候難、黙羅講辮台分 （文化3年ヵ）3月 半／一ツ綴・1冊 あ3452－14

乍恐奉再願候御事（古台地主に被仰付候様願書下書） （文化3年ヵ）3月 半／一ツ綴・1冊 あ3457－11

犬山屋文左衛門、代庄屋只助→勘定所

（古台分地主に被仰付侯様願）　犬山屋文左衛門・代庄 （文化3年ヵ）3月 半／一ツ綴・1冊 あ3465－1

屋只助→勘定所

覚（飛島新田古台分地代金・普請金・入用金書上） （文化3年ヵ）4月 半／一ツ綴・1冊 あ3452－17

犬山屋文左衛門、代・庄屋只助→勘定所
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飛島新田古台分／地渡一件／願書等

覚（金1500両にて古台80町歩地渡願）　犬山屋文左衛 （文化3年ヵ〉4月 半／一ッ綴・1冊 あ3457－14
門、代庄屋只助→勘定所

覚（金1600両にて古台80町歩御引揚願）　犬山屋文左 （文化3年ヵ）4月 半／一ツ綴・1冊 あ3457－15
衛門、代庄屋只助→勘定所

覚（金1800両にて古台80町歩地渡願）　犬山屋文左衛 （文化3年ヵ）4月 半／一ツ綴・1冊 あ3457－16
門、代庄屋只助→勘定所

覚（金2100両にて古台一円80町歩地渡願）　犬山屋文 （文化3年ヵ）4月 半／一ツ綴・1冊 あ3457－17
左衛門、代庄屋只助→勘定所

覚（金2100両にて古台一円80町歩地渡願）　文左衛 （文化3年ヵ）5月 半／一ツ綴1冊 あ3457－18
門・只助→勘定所

（金2600両にて古台一円80町歩地渡願）　犬山文左衛 （文化3年ヵ）4月 半／一ツ綴・1冊 あ3457－19
門・代庄屋只助→勘定所

＊覚、（調達金5600両引当として飛島新田古台分80町引
渡証文）　勘定所→元材木町犬山屋文左衛門

（文化3年ヵ）9月 竪継紙・1通 い351

奉願口上之覚（古台地主に被仰付候様） （文化3年） 半／一ツ綴・1冊 あ3452－10

乍恐奉再願候御事（古台分地主に被仰付候様願書下書） （文化3年） 半／一ッ綴・1冊 あ3458－1

乍恐奉願上候御事（飛島新田古台の地主に被仰付候様） 丑12月 半／一ツ綴・1冊 あ3452－15

乍恐奉再願候御事（飛島新田古台分地渡につき）　後 丑12月 半紙・1枚 あ3457－6
欠

乍欝季難魏琴㎡台鶏輻富離囎危観 丑12月 半紙・1枚 あ3457－7

所

＊乍恐奉願上候御事（飛島新田新開調達金利足下付願）
犬山屋文左衛門→勘定所

丑12月 竪切紙・1通 い353

乍恐奉願上候口上之覚（新開築方切縮につき）　犬山 卯7月 半／ニツ綴・1冊 あ3457－5
屋新田庄屋・組頭→橋田長七郎

乍恐奉願上候御事（御借上金利足返済願）　上林木町 卯11月 半／ニツ綴・1冊 あ3401－2
川方屋善右衛門ほか6名

乍恐口上之覚（古台地主に被仰付候様願書下書）　地 3月 半／一ツ綴1冊 あ3457－10
主代庄屋只助→勘定所

（飛島新田地渡しにつき庄屋奥印の願書）　→（犬山屋 11月 切継紙・1通包紙付 あ2193－1
文左衛門）　2193－1～4は2193に結び付けられていた束

乍恐奉願上侯御事（地渡につき）　（飛島新田地主惣代） あ3454－5－2
→山田貫一郎陣屋

半／一ツ綴・1冊

＊乍恐奉歎願上候御事（調達金上納のため年貢減免に
つき）　服岡・三福・重室・八島前新田地主惣代長尾治

あ3454－5－3

右衛門ほか3名→山田貫一郎陣屋

乍恐御達申上候口上之覚（別紙の通り再願につき）
犬山屋文左衛門

半／綴・1綴 あ3457－13

入用

古台分御検地之節入用取替帳　名古屋分 文化2年12月 横長半／一ッ綴・か あ2504
ぶせ・1冊

古台分御検地二付入用仕払帳　新田分 文化2年12月 横長半／一ツ綴・か あ2512
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飛島新田古台分／地渡一件／入用

ぶせ・1冊

古台分御検地之節惣入用勘定帳 文化2年12月 横長半／一ツ綴・か あ2513
ぶせ・1冊

古台分御検地之節人足日役帳 文化2年12月 横長半／一ッ綴・か あ2514
ぶせ・1冊

古台分名古屋取かへ（再検地の節の買物） 寅 横長半／一ツ綴・1 あ2467
冊
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表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

服岡新田下之郷／全体／

　　脹岡新田下之郷／全体

＊古台用（大宝前新田古台につき一件留） （享和3年～4年） 半／ニツ綴1綴 あ3417

＊大宝新田築合より服岡新田築根迄御堤通法内改帳写 万延元年6月15日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1768－3

（服岡新田地渡しにつき）　前後欠 半紙・3枚 あ3452－5

＊神戸外新田・下之郷勘定拾ケ年書出シ帳 当古斎 天保5年11月28日
政6年～天保7年）

（文 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2061

経営収支

掟米徴収／検見

下之郷検見（内題、下之郷替地分検見帳） 文化9年11月 横長半／一ツ綴・か あ2080
ぶせ・1冊

下之郷替地分検見帳 文化10年ll月 横長半／一ツ綴・か あ2106
ぶせ・1冊

下之郷替地分検見帳 文化11年11月 横長半／一ツ綴・か あ2107
ぶせ・1冊

下之郷替地分検見帳 文政2年11月 横長半／一ツ綴か あ2108
ぶせ・1冊

下之郷検見帳 文政6年11月 横長半／一ツ綴・か あ2081
ぶせ・1冊

下之郷検見帳 文政7年11月 横長半／一ツ綴・か あ2082
ぶせ・1冊

下之郷検見帳 文政9年11月 横長半／一ツ綴・か あ2083
ぶせ・1冊

下之郷検見帳 文政10年ll月 横長半／一ツ綴・か あ2084
ぶせ・1冊

下之郷検見帳 文政11年11月 横長半／一ツ綴か あ2085
ぶせ・1冊

下之郷検見帳 文政12年11月 横長半／一ツ綴・か あ2086
ぶせ・1冊

服岡新田下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保2年11月 横長半／一ツ綴・か あ2087
ぶせ・1冊

服岡新田下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保3年11月 横長半／一ツ綴・か あ2088
ぶせ・1冊

服岡新田下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保4年11月 横長半／一ツ綴・か あ2089
ぶせ・1冊

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保5年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2090
冊
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服岡新田下之郷／掟米徴収／検見

ノ

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保6年10月 横長半／一ツ綴・か あ2091
ぶせ・1冊

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保7年ll月 横長半／一ツ綴・1 あ2092
冊

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保8年ll月 横長半／一ツ綴・1 あ2093
冊

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保9年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2094
冊

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保10年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2095
冊

下ノ郷検見帳 天保10年11月 横長半／一ッ綴・1 あ2097
冊

下之郷検見帳　犬山屋文左衛門 天保11年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2096
冊

下ノ郷検見帳 天保11年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2098
冊

下ノ郷検見帳 天保12年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2099
冊

下之郷検見帳 天保13年11月 横長半／一ツ綴・か あ2100
ぶせ・1冊

下ノ郷検見帳 天保14年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2101
冊

下ノ郷検見帳 天保15年11月 横長半／一ッ綴・1 あ2102
冊

下ノ郷北之方小検見案内帳 弘化2年10月 横長半／一ツ綴・1 あ1664
冊

下ノ郷北之方小検見案内帳 弘化2年10月 横長半／一ツ綴・1 あ1665
冊

下ノ郷検見帳 弘化2年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2103
冊

服岡新田下之郷検見帳 明治元年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2137
冊

服岡新田下之郷検見帳 明治2年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2138
冊

服岡新田下之郷検見帳 明治3年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2139
冊

服岡新田下之郷検見帳 明治4年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2140
冊

服岡新田下之郷検見帳 明治5年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2141
冊

米納配符帳

下之郷米納配符帳 天保7年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1976
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服岡新田下之郷／掟米徴収／米納配符帳

下ノ郷米納配符帳 天保12年11月 横長半／一ツ綴・1 あ1663
冊

下之郷配符反五升宛外前〆込仕立帳 嘉永2年12月上旬 横長半／一ツ綴・1 あ2109
冊

経営費用

服岡新田下之郷盆前諸入用帳　下之郷庄屋唯助 文化13年7月 横長半／一ツ綴・か あ2116
ぶせ・1冊

服岡新田下之郷盆前諸入用覚　唯助、重右衛門、平吉 文化14年7月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2118

下ノ郷北ノ方中通り共入用金銀引帳 天保10年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2076

下之郷入用金請取通　下之郷庄屋辰右衛門 天保13年2月（～天保 横半半／一ツ綴・1 あ3527
15年正月） 冊

下ノ郷入用金請取之通　庄屋辰右衛門→神戸勘定場 弘化4年正月 横半半／下ゲ綴・1
冊

あ3528

下ノ郷入用金請取之通　庄屋辰右衛門→神戸勘定場 弘化5年正月 横半半／下ゲ綴・1
冊

あ3529

下之郷入用金請取通　庄屋辰右衛門→神戸勘定場 嘉永2年2月 横半半／下ゲ綴・1
冊

あ3530

土地／替地・地分ケ

服岡新田ちノ割田畑掟帳 文化4年2月 横長半／一ツ綴・1 あ2113
冊

服岡新田之内ちノ割替地田畑掟聞取番附帳 文化4年4月晦日 横長半／一ツ綴・1 あ2110
冊

下之郷地分ケ再間帳 天保2年2月15日 横長半／一ツ綴・1 あ2104
冊

下之郷地分ケ再間帳 天保2年2月18日 横長半／一ツ綴・1 あ2105
冊

下之郷地分ケ絵図面 24．8×68．5・1鋪 あ2105－1
（包紙付）

地直シほか

下ノ郷寄セ畑井地直シ帳 天保6年12月 横長半／一ツ綴・1 あ1975
冊

下ノ郷地直シ見分帳　下ノ郷庄屋 天保6年12月 横長半／一ツ綴・1 あ1974
冊

下ノ郷乗土跡埋方見分帳　あ1676～1681は1綴 天保9年2月28日 横長半／一ツ綴・1 あ1676
冊

下ノ郷乗土井畑寄せ見分帳 天保9年2月 横長半／一ツ綴・1 あ1677
冊
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服岡新田下之郷／土地／地直シほか

下ノ郷地直シニ付造用帳　林左衛門 天保9年2月 横長半（小〉／一 あ1679
ツ綴・1冊

下ノ郷地直シ見分帳 戌ll月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1678

下ノ郷地直帳 天保10年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1680

下ノ郷寄畑普請二付当年限畑敷地麦作引覚　庄屋＋右 天保10年2月 横長半／一ツ綴・1 あ2077－1
衛門 冊

子年下ノ郷納米 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2077－2

下之郷南之方畑井居屋敷畝歩附ケ出シ控帳 嘉永2年3月上旬 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2078

下ノ郷壱弐寄畑仕用帳 天保11年2月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1681

切坪附帳

服岡新田切坪附帳 天保4年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2124
冊

服岡新田下ノ郷切坪附帳 天保7年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2125
冊

服岡新田下ノ郷切坪附帳 天保8年霜月 横長半／一ッ綴・1 あ2126
冊

服岡新田下ノ郷切坪附帳 天保9年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2127
冊

服岡新田下ノ郷切坪附帳 天保10年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2128
冊

服岡新田下ノ郷切坪附帳 天保11年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2129
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 天保12年10月 横長半／一ッ綴・1 あ2130
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 天保13年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2131
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 天保14年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2132
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 天保15年10月晦日 横長半／一ツ綴・1 あ2133
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 （弘化2年）10月 横長半／一ッ綴・1 あ2134
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 明治元年11月2日 横長半／一ッ綴・1 あ2135
冊

服岡新田下之郷切坪附帳 明治2年11月2日 横長半／一ツ綴・1 あ2136
冊
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服岡新田下之郷／土地／譲渡証文

譲渡証文

質流相渡申田畑証文之事（写）　海西郡神戸新田譲主重 天保4年8月 竪継紙・1通 い316
右衛門・親類惣代服岡新田笹之郷重兵衛・名古屋元材木
町地仲問神戸分左衛門代善治郎・服岡新田下之郷庄屋重
右衛門・服岡新田古台郷庄屋口入唯助→笹屋惣助

天保十二年七月廿四日新田会所出張江唯助持参致、服 下げ札・1点 い355－1

岡惣郷町放割井下用割合書弐通

地離相渡申田地証文之事（写）　右（服岡新田）地所 天保12年極月 竪継紙・1通 い355－2
譲渡主常助・右証人重助・地仲満惣代金七→吉田屋甚
平

（鍋蓋新田常左衛門服岡新田拍地売渡につき書状） 12月23日 横切継紙・1通 い355－3
辰右衛門→旦那（神戸）

（鍋蓋新田常左衛門服岡新田拍地売渡につき返書） 12月24日 横切紙・1通 い355－4
文左衛門→辰右衛門

（掟米書上） 横切紙・1通 い355－5

（耕地面積・代金書付） 小切紙・1通 い355－6

＊覚（服岡新田地主書上）新田庄屋只助→三村平六陣屋 丑7月11日 半／ニツ綴・1冊 い355－7

年貢・村入用負担／下之郷

下ノ郷免割勘定割符帳 文化4年5月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1675

古台郷免割諸入用割帳 文化9年12月24日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2515

＊飛島新田服岡新田立合惣割懸リ帳　只助、平吉 文化10年7月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2111

服岡新田下之郷諸下用割帳　只助、重右衛門、平吉 文化10年 横長半／一ッ綴・か あ2112
ぶせ・1冊

服岡新田惣割懸リ下ノ郷分割符帳　新田庄屋只助 文化11年7月 横長半／一ッ綴・か あ2114
ぶせ・1冊

服岡新田下之郷米井銀割覚帳　只助 文化11年12月 横長半／一ッ綴・か あ2115
ぶせ・1冊

＊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

服岡新田下之郷免割帳　庄屋唯助、地中満平吉、重右衛 文化13年3月 横長半／一ツ綴・1 あ2117
門 冊

服岡新甲下之郷米銀割賦帳　唯助 文化14年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2119

申年諸下用免割帳　服岡新田下之郷 文政7年12月24日 半／ニツ綴・1冊 あ2892

亥年諸下用免割帳　惣地仲間立合→庄屋重右衛門 文政10年12月27日 半／ニツ綴・1冊 あ2893

下之郷諸下用免割帳　惣地仲間立合→庄屋衆中 文政11年12月26日 半／ニツ綴・1冊 あ2894

丑年諸下用免割帳写　惣地仲間立合→庄屋衆中 文政12年12月26日 　　　　　　■半／ニツ綴・1冊 あ2895
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服岡新田下之郷／年貢・村入用負担／下之郷

午年免割諸下用割賦帳　下ノ郷　惣地仲間庄屋立合 天保5年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3353

未年免割諸下用割賦帳 天保6年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3354

下之郷免割諸下用割賦帳　写 天保7年12月 半／三ツ綴・1冊 あ3355－1

酉年免割諸下用割賦帳 天保8年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3356

戌年免割井諸下用割符帳 天保9年12月 半／ニツ綴弓冊 あ3357

亥之歳免割井諸下用割符帳 天保10年12月 半／ニツ綴1冊 あ3358

子ノ年免割井二諸下用割符帳 天保ll年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3360

丑年免割井二諸下用割符帳 天保12年12月 半／一ツ綴・1冊 あ3361

丑歳南方免割諸入用帳 天保12年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3359

寅之年免割井諸下用割賦帳 天保13年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3362

卯歳免割井諸入用帳 天保15年2月晦日 半／ニツ綴・1冊 あ3363

辰年免割諸入用帳 弘化元年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3364

巳年免割諸入用帳　神戸如 弘化2年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3365

午年免割諸入用帳 弘化3年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3366

未年免割諸入用帳　神戸拍 弘化4年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3367

申年免割諸入用帳 嘉永元年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3368

亥年免割諸入用帳 嘉永4年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3369

子年免割井諸入用帳 嘉永5年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3370

丑年免割井諸入用帳 嘉永6年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3371

寅年免割井諸入用帳 安政元年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3372

（米高代銀書上） （近世） 横長半／一ツ綴・1 あ1777－10
冊

惣郷

服岡新田惣郷盆前下用凡割帳写　下之郷拍　下之郷庄 天保8年7月 横長半／一ツ綴・1 あ2075
屋重右衛門→旦那様 冊

覚（立合用水入用割賦につき請求書）鳥ケ池新田庄 天保8年12月 横切継紙・1通 あ2075－1
屋松吉保七→神戸新田庄屋衆中　あ2075－1～14はこよ
り一束

覚（残米送り状）新田庄屋→地主勘定場 酉8月 横切継紙・1通 あ2075－2

覚（残米書付） 小切紙・1通 あ2075－3

覚（大名行列舟賃受取）万場川船年寄小出林右衛門→ 天保8年7月 切継紙（糊封）・1 あ2075－4
神戸新田庄屋衆中 通

（費用割賦計算書） 横切継紙・1通 あ2075－5

覚（六月分不足金・七月分内金書付）新田庄屋→勘 酉7月 小切継紙・1通 あ2075－6
定場

（小作料差引勘定） 横切継紙（薄墨） あ2075－7

一115一



服岡新田下之郷／年貢・村入用負担／惣郷

・1通

酉年月々入用金〆高 横切継紙（薄墨） あ2075－8
・1通

藤高入用 竪切紙・1通 あ2075－9

覚（上諸白代金差引勘定）→神戸庄屋衆中 （天保8年）6月15日 横切紙・1通 あ2075－10

覚（大名舟賃受取）万場川船年寄小出林右衛門→神戸 （天保8年）12月8日 横切紙（糊封）・1 あ2075－11

新田庄屋衆中 通

覚（金子下付につき有難頂戴）新田庄屋中→旦那様 8月16日 竪紙1通 あ2075－12

あ2075・12～14は巻き込み一括

（添ケ家につき書付） 小切紙1通 あ2075－13

覚（住居家書上）新田庄屋中→旦那 8月15日 竪紙・1通 あ2075－14

服岡新田惣郷銀米下用勘定帳　当番和泉之郷 天保ll年12月26日 横長美／一ッ綴・1
冊

あ2123

服岡新田金下用盆前割賦帳　当番ハ笹之郷、割賦宿元和 弘化4年7月8日 横長美／一ツ綴・1 あ2194
泉之郷 冊

公儀との関係／庄屋進退一件

＊（服岡新田下ノ郷庄屋進退二付書状）永田新九朗→ 横切継紙・1通 い367－1－1

犬山屋文左衛門

＊（服岡新田下ノ郷庄屋進退二付書状下書）神戸文左 4月14日 横切継紙・1通 い367－1－2

衛門→永田

＊（服岡新田下ノ郷庄屋進退二付書状下書） 横切継紙・1通 い367－2

＊（辰右衛門福岡新田下ノ郷庄屋任命状） 4月 横切継紙・1通 い367－3

＊乍恐御願申上候（老年二付庄屋退役願）新田庄屋忠 丑12月 竪紙・1通 い367－4

右衛門→旦那

下ノ郷庄屋進退一件 包紙・1点 い367－5－0

＊乍恐奉願上候御事（庄屋後役辰右衛門任命二付）下 丑4月 竪紙・1通 い367－5－1

ノ郷地主惣代犬山屋文左衛門→三村平六陣屋

＊乍恐御達奉申上候御事（庄屋後役辰右衛門任命二付） 丑4月 竪紙・1通 い367－5－2

下ノ郷地主惣代犬山屋文左衛門→佐屋陣屋

＊（服岡新田下ノ郷庄屋進退二付書状） 4月5日 横切継紙・1通 い367－5－3

＊乍恐奉願上侯御事（重右衛門庄屋任命願）服岡新田 文政4年6月 横切継紙・1通 い367－5－4

下ノ郷地主犬山屋分左衛門→石川小兵衛陣屋　い367－5－3
に包み込まれていた

＊乍恐奉願上侯（庄屋進退二付）伊藤次郎右衛門→水島 戌2月 横切継紙・1通 い367－5－5

方作陣屋　い367－5－3に包み込まれていた

＊乍恐以書付奉願上候御事（庄屋退役願二付）海西郡 丑年2月 竪紙・1通 い367－6－1

服岡新田下之郷庄屋重右衛門→地主

＊羅響牌囎齢灘畿鱗難轟罐ド弓任 丑年4月 竪紙・1通 い367－6－2

＊響稗燈懸繍欝繹灘魏鮮 丑年4月 竪紙・1通 い367－6－3

367－6－2に包み込まれていた
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服岡新田下之郷／公儀との関係／願書

願書

熱田前飛島五新田より佐屋御陣屋江歎願之写（御上納 嘉永2年10月 半／ニツ綴・1冊 あ3444－1
米減免願）飛島新田、服岡新田、重室新田、八島前新田
各庄屋→竹腰代官役所／吉田助次郎陣屋

※乍恐奉願上候（収納帳など一ケ年分写取につき）服 丑8月19日 竪紙・1通 あ3435－8
岡新田庄屋惣代唯助→三村平六陣屋

※乍恐御達奉申上侯（検見元帳紛失につき）服岡新田 丑8月 竪紙・1通 あ3435－7
下三郷庄屋辰右衛門→三村平六陣屋

※羅謙歩旙）（編纏翻鶴蟻糞縄配 半／一ツ綴・1冊 あ3435－6

＊乍恐奉歎願上候御事（調達金上納のため年貢減免に 丑8月 半／一ツ綴・1冊 あ3454－5－3

つき）服岡・三福・重室・八島前新田地主惣代長尾治右
衛門ほか3名→山田貫一郎陣屋

取立金・調達金

下之郷通表御取立金差引勘定帳　下之郷庄屋重右衛門

服岡新田下之郷より割当り調達金二付諸事留メ帳

文政4年7月

文政13年12月

横長半／一ツ綴・1

冊
半／ニツ綴・1冊

あ1623

あ2122

その他

海西郡服岡新田之内下ノ郷田面御案内帳 嘉永2年閏4月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2079

服岡新田下之後道見分帳　庄屋金七 万延元年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2142

＊覚（服岡新田名請人書上）右（神戸）新田庄屋唯助→ 丑7月11日 半／ニツ綴・1冊 い355－7

三村平六陣屋

小百姓

天保三辰年分村方貸米返済言登文　三郷年番助蔵ほか5名 天保7年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3427
→御庄屋衆中様

村方貸米反済謹文　三郷年番久兵衛、助蔵ほか3名 天保7年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3428－1

天保七申年凶作二付古台郷惣百姓中貸米割当り　→御 天保7年7月17日 半／ニツ綴・1冊 あ3428－2
庄屋衆中

凶年二付村方一同作喰凡取調帳　下之郷拍 天保8年7月19日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1984

服岡新田小百姓江貸金割符帳　下之郷 天保9年3月（～12年7 横長半／一ツ綴・1 あ2120
月） 冊

服岡新田小百姓江貸シ金割符控　神戸 天保9年3月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2121
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服岡新田下之郷／地租改正／

地租改正

地租改正地債取調帳　字下之郷　神戸控 明治10年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3648

（尾張国海西郡服岡新田地券一括）愛知県→持主同郡神 明治11年6月29日 地券・2枚 い19－1

戸新田神戸分左衛門

地券（尾張国海西郡服岡新田内反別3反3畝22歩）愛知 明治11年6月29日 地券・1枚 い19－2

県→持主服岡新田大谷甚平

地券（尾張国海西郡服岡新田内反別3反6畝24歩）愛知 明治11年6月29日 地券・1枚 い19－3

県→持主同郡神戸新田神戸分左衛門

（尾張国海西郡服岡新田地券一括）愛知県→持主服岡新 明治11年6月29日 地券・2枚 い19－4

田大谷甚平

（尾張国海西郡服岡新田地券一括）愛知県→持主同郡神 明治11年6月29日 地券・2枚 い19－5

戸新田神戸分左衛門

地券（尾張国海西郡服岡新田内田5畝20歩）愛知県→持明治11年6月29日 地券・1枚 い19－6

主服岡新田大谷甚平

（尾張国海西郡服岡新田地券一括）愛知県→持主同郡神 明治11年6月29日 地券・2枚 い19－8

戸新田神戸分左衛門

地券（尾張国海西郡服岡新田内宅地5畝8歩）愛知県→ 明治11年6月29日 地券・1枚 い19－9

持主服岡新田大谷甚平

（尾張国海西郡服岡新田地券一括）愛知県→持主同郡神 明治H年6月29日 地券・5枚 い19－10
戸新田神戸分左衛門

地券（尾張国海西郡服岡新田田1反歩）愛知県・主事海明治17年10月20日 地券・1枚 い19－7

東海西郡長横田太一郎→持主同郡神戸新田神戸分左衛門
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海部郡の新田／鍋蓋新田／諸帳簿

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

海部郡の新田／鍋蓋新田／諸帳簿

鍋蓋新田勘定帳 享保12年9月 美大／ニツ綴・かぶ あ3394
せ・1冊

鍋蓋新田之内田畑弐町七反七畝歩納米年々請取通　小 享保18年12月 横長美／一ツ綴・1 あ1683
川唯助 冊

鍋蓋新田江金子五ケ年被下候割賦帳　神戸文左衛門・ 延享2年閏12月（～寛 横美半／一ツ綴・1 あ3514
伊藤次郎左衛門 延元年12月） 冊

鍋蓋新田検見帳 延享4年11月2日 横長美／三ツ綴・1
冊

あ3346

海東郡鍋蓋新田高田畑書上帳　新田庄屋武兵衛 戌4月28日 半／ニツ綴・1冊 あ3442

願書・一件留

（善太新田・犬井村井組中との争論一件） 半／ニツ結・1綴 あ3477

言登文写　弐通（禿地・潮除井領場所井領米につき取り 延享3年12月・延享4年 半／ニツ綴・1冊 あ3477－1
決め）　井組中惣代善太新田庄屋富八郎、大井村庄屋金 5月

兵衛→鍋蓋新田地主中・庄屋武兵衛

乍恐追々御願申上侯御事（御切縮以場所洩潮痛分の年
　貢、犬井・善太両村不払いにつき訴状下書）　鍋蓋

宝暦4年閏3月 半／一ツ綴・1冊 あ3477－2

新田庄屋武兵衛→森村甚左衛門御役所

上（御切縮杁場所洩潮痛分の年貢、犬井・善太両村不 宝暦4年閏2月 半／ニツ綴・1冊 あ3477－3
払いにつき訴状拍）　鍋蓋新田庄屋武兵衛→森林甚左
衛門様役所

乍恐奉願上候御事（年貢定免願）　右（鍋蓋）新田地主 宝暦2年9月 竪継紙・1通 い285－97
元材木町文左衛門・右（鍋蓋新田地主）同断茶屋町次郎
左衛門→森村甚左衛門

乍恐奉願上候御事（浅潮痛米受取一件二付）　海東郡 宝暦2年12月 竪継紙・1通 い285－96
鍋蓋新田庄屋武兵衛→森村甚左衛門

＊鍋蓋新田洩潮痛米追願、鍋蓋新田願、大宝前新田願、 綴の表紙・1点 あ3454－9
三通

乍恐奉追願上候御事（犬井村善太新田より上納の洩 宝暦3年5月 竪紙・1通 あ3454－9－1

潮痛米引渡願）　海東郡鍋蓋新田庄屋武兵衛→森村
甚左衛門

乍恐奉願上侯御事（鍋蓋新田年数開けにつき最初御 宝暦3年5月 竪紙・2枚 あ3454－9－2

定の通り下されたきにつき）　文左衛門・次郎左衛
門→森村甚左衛門

乍恐奉願上侯御事（浅潮痛米一件裁許請状）　海東郡 戌3月 竪紙・1通 い285－98
鍋蓋新田庄屋武兵衛→土岐市右衛門

乍恐奉願候御事（米穀送手形下付願）　元材木町文左 戌11月 竪紙・1通 い285－88
衛門・茶屋町次郎左衛門→船番所

乍恐奉願候御事（米穀送手形下付願）　元材木町文左 戌ll月 竪紙・1通 い285－89
衛門・茶屋町次郎左衛門→船番所
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田畑質取

覚（伊藤抽地一円質取証文）　神戸孫右衛門→伊藤治郎 安永2年12月 竪紙・1通 い303
左衛門

覚（借金返済日限二付）　神戸孫右衛門→伊藤治郎左衛
　門

安永2年12月 竪継紙・1通 い308－1

覚（質物元利金請取二付）　神戸孫右衛門代嘉兵衛→伊 安永2年正月21日 竪紙・1通 い308－2
藤次郎左衛門代理平　い308－1に包み込まれていた

覚（鍋蓋新田内所持地質取二付）　神戸孫右衛門→伊藤 安永3年8月 竪紙・1通 い290－1
次郎左衛門

＊覚（鍋蓋新田内所持地質入借用金返済二付）　神戸 安永5年3月 竪紙・1通 い290－2
宇六→伊藤次郎左衛門

覚（鍋蓋新田内所持地質取二付）　神戸孫右衛門→伊藤 安永2年12月 竪継紙・1通 い290－3
治郎左衛門

7

覚（田畑質取二付）　神戸孫右衛門→伊藤次郎左衛門 安永3年10月 竪紙・1通 い307

覚（田畑質取二付）　神戸孫右衛門→伊藤次郎左衛門 安永4年3月 竪紙・1通 い298

覚（田畑質取二付）　神戸孫右衛門→伊藤次郎左衛門 安永4年4月 竪紙・1通 い312

覚（田畑質取二付）　神戸孫右衛門→伊藤次郎左衛門 安永4年7月 竪紙・1通 い311

覚（田畑質取二付）　神戸宇六→伊藤次郎左衛門 安永4年10月 竪紙・1通 い313

覚（田畑質取り二付）　神戸宇六→伊藤次郎左衛門 安永4年12月 竪紙・1通 い309

田畑入質物借用申金子事（鍋蓋新田一円）　金借主佐 安永4年閏12月 竪紙・1通 い299
藤与市・地中問伊藤次郎右衛門・鍋蓋新田庄屋武兵衛→
神戸分左衛門取次

潤屋新田

潤屋新田南野跡検地帳 天保10年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2569

鳥ヶ地新田

（尾張国海西郡鳥ヶ地新田地券一括）　愛知県→持主鳥 明治11年6月27日～同 地券・7枚 い20－1

ヶ地新田大野正蔵 21年2月13日

（尾張国海西郡鳥ヶ地新田地券一括）　愛知県→持主同 明治21年2月13日 地券・2枚 い20－2

郡六条新田佐藤泰助

（尾張国海西郡鳥ヶ地新田地券一括）　愛知県→持主鳥 明治11年6月27日～同 地券・2枚 い20－3

ヶ地新田大野正蔵 21年2月13日
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