
愛知郡の新田／化物新田／

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

愛知郡の新田／化物新田

（尾張国愛知郡前濱村荒田につき地券一括）＿　愛知
　県・主事愛知郡長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神
　戸分左衛門・同西春日井郡土器野新田天野佐兵衛・同東
　春日井郡味鏡原新田高木悦太郎・同名古屋区関鍛冶町菅

明治16年11月16日 地券・37枚 い23－1

井東作・同区船入町見田七右衛門

（尾張国愛知郡前濱村荒田につき地券一括）　愛知
　県・主事愛知郡長高木延世→持主同国同郡千竈村山崎文
　治（改名徳左衛門）・同前濱村加藤勝壽他11名

明治16年11月16日 地券・ll枚 い23－2

（尾張国愛知郡前濱村荒田につき地券一括）　愛知
　県・主事愛知郡長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神

明治16年11月16日 地券・9枚 い23－3

戸分左衛門

（尾張国愛知郡前濱村荒田につき地券一括）　愛知
　県・主事愛知郡長高木延世→持主同国同郡千竈村山崎文
　治（改名徳左衛門）・同前濱村加藤勝壽他11名

明治16年11月16日 地券・4枚 い23－4

化物新田小作掟米取立帳　五名共有地 明治18年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2588

化物新田小作掟米取立帳　五名共有地 明治19年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2589

＊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

通称化物新田地憤帳 半（罫紙）／一ツ
綴・1冊

あ3650

紀左衛門新田／諸帳簿等

豊田村紀左衛門新田掟麦請作証請求訴之書類 明治13年11月15日 半（罫紙）／一ツ あ3471－1
綴・1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

紀左衛門新田小作帳　神戸 明治39年12月（～大正 半（罫紙）／ニツ あ3656
5年） 綴・1冊

（紀左衛門新田納米調書） 昭和2年 神戸用箋／封筒入・

6枚

あ3656－1

地券

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国 明治11年5月20日 地券・4枚 い25－1

蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県・主事愛知郡
　長山崎徳左衛門代理郡書記高木延世→持主同国海西郡神

明治13年11月 竪紙・1通 い25－2

戸新田神戸分左衛門

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国 明治11年5月20日 地券・21枚 い25－3

蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

一121一



愛知郡の新田／紀左衛門新田／地券

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県・主事愛知郡
　長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

明治19年2月20日 地券・2枚 い25・4

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国
　蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

明治ll年5月20日 地券・2枚 い25－5

地券（尾張国愛知郡豊田村内畑2歩）　愛知県・主事愛
　知郡長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

明治19年2月20日 地券・1枚 い25－6

地券（尾張国愛知郡豊田村内田5畝24歩）　愛知県→持
　主近江国蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

明治11年5月20日 地券・1枚 い25－7

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県・主事愛知郡 明治19年2月20日～同 地券・3枚 い25－8
長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門 21年2月21日

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国
　蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

明治ll年5月20日 地券・18枚 い25－9

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県・主事愛知郡 明治19年2月20日 地券・2枚 い25－10
長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国 明治11年5月20日 地券・19枚 い25－11
蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県・主事愛知郡
　長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

明治19年2月20日 地券・2枚 い25－12

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国 明治11年5月20日 地券・4枚 い25－13
蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県・主事愛知郡 明治21年2月21日 地券・2枚 い25－14
長高木延世→持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

（尾張国愛知郡豊田村地券一括）　愛知県→持主近江国
　蒲生郡八幡為心町岡田小八郎

明治11年5月20日 地券・4枚 い25－15

小作証書

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年11月 罫紙・1通 い下1－1
小川伴右衛門・同村保証人渡辺市左衛門→海西郡神戸新
田神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年ll月 罫紙・1通 い1－1－2
安井定右衛門・同村保証人安井由右衛門→海西郡神戸新
田神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年ll月 罫紙・1通 い1－1－3
岡田喜兵衛・同村保証人岡田忠七→海西郡神戸新田神戸
分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年ll月 罫紙・1通 い1－1－4
成田柳四郎・同村保証人成田幸左衛門→海西郡神戸新田
神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－5
花井久四郎・同村保証人花井文三郎→海西郡神戸新田神
戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－6
鬼頭久三郎・同村保証人伊藤善吉→海西郡神戸新田神戸
分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人 明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－7
岡田勘三郎・同村保証人須原清左衛門→海西郡神戸新田
神戸分左衛門
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愛知郡の新田／紀左衛門新田／小作証書

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　須原清左衛門・同村保証人須原清四郎→海西郡神戸新田

明治13年ll月 罫紙・1通 い1－1－8

神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　花井文三郎・同村保証人花井久四郎→海西郡神戸新田神

明治13年11月 罫紙・1通 い1一下9

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　須原清左衛門・同村保証人岡田勘三郎→海西郡神戸新田

明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－10

神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　須原清四郎・同村保証人須原清五郎→海西郡神戸新田神

明治13年ll月 罫紙・1通 い1一下11’

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　北川悦三郎・同村保証人坂野栄七→海西郡神戸新田神戸

明治13年11月 罫紙・1通 い下1－12

分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　阿部吉右衛門・同村保証人伊藤善吉→海西郡神戸新田神

明治13年ll月 罫紙・1通 い1－1－13

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　二村松右衛門・同村保証人大矢金蔵→海西郡神戸新田神

明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－14

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　早川喜三郎・同村保証人早川平三郎→海西郡神戸新田神

明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－15

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　早川平三郎・同村保証人早川喜三郎→海西郡神戸新田神

明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－16

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　宇佐美忠左衛門・同村保証人本部善右衛門→海西郡神戸

明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－17

新田神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　坂野源三郎・同村保証人西川戸助→海西郡神戸新田神戸

明治13年11月 罫紙・1通 い1－1－18

分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　久野儀右衛門・同村保証人久野佐兵衛→海西郡神戸新田

明治13年ll月 竪紙・1通 い1－2－1

神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　蟹江栄三郎・同村保証人蟹江小兵衛→海西郡神戸新田神

明治13年11月 竪紙・1通 い1－2－2

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　岡田忠七・同村保証人岡田喜兵衛→海西郡神戸新田神戸

明治13年11月 罫紙・1通 い1－2－3

分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　成田幸左衛門・同村保証人成田柳四郎→海西郡神戸新田

明治13年11月 罫紙・1通 い1－2－4

神戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　北川由三郎・同村保証人花井久四郎→海西郡神戸新田神

明治13年11月 罫紙・1通 い1－2－5

戸分左衛門

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　岡田善右衛門・同村保証人蟹江角次郎→海西郡神戸新田

明治13年11月 竪紙・1通 い1－3刈

神戸分左衛門
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愛知郡の新田／紀左衛門新田／小作証書

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　須原清右衛門・同村保証人岡田喜兵衛→海西郡神戸新田
　神戸分左衛門

明治13年11月 竪紙・1通 い1－3－2

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　北川弥左衛門・同村保証人岡田勘三郎→海西郡神戸新田
　神戸分左衛門

明治13年11月 竪紙・1通 い1－3－3

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　蟹江小兵衛・同村保証人蟹江栄三郎→海西郡神戸新田神
　戸分左衛門

明治13年11月 竪紙・1通 い1－3－4

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　岡田喜右衛門・同村保証人岡田喜十郎→海西郡神戸新田
　神戸分左衛門

明治13年11月 竪紙・1通 い1－3－5

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　蟹江角次郎・同村保証人岡田善右衛門→海西郡神戸新田
　神戸分左衛門

明治13年11月 竪紙・1通 い1－3－6

地所請作証券（愛知郡豊田村分）　愛知郡豊田村請作人
　安井由右衛門・同村保証人安井定右衛門→海西郡神戸新
　田神戸分左衛門

地券・2枚 い1－3－7

八左衛門新田／記録

（愛知郡星崎村地所取得一件綴） 明治11年～14年 綴・1綴 あ3471－2

愛知郡星崎村之内字屋敷割』南劃・八右田・中割、共
　有地閤引ヲ以テ地分ケ取計神戸氏所有二当ル地所反
　別明細書　西春日井郡土器野（かわらけの）新田天坐佐
　兵衛、天坐俊造→神戸分左衛門

明治14年6月26日 半（罫紙）／かぶ
せ・1冊

あ3661

愛知郡星崎村八左衛門新田天野氏ト地分記事 明治14年6月26日 半／一ッ綴1冊 あ3667

＊紀左衛門・源兵衛・八左衛門・化物・上和泉新田水
害見舞覚　第八世分左衛門有年

明治22年9月11日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2590

掟米徴収

小作掟米帳　永井銀太郎→神戸分左衛門、天野佐兵衛 明治11年4月15日 横長美大／一ツ綴 あ2581
1冊

愛知郡星崎村旧名八左衛門新田小作掟改正反別仕分ケ
　帳

明治12年5月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2583

八左衛門新田掟米取立帳　天野作兵衛、神戸分左衛門 明治12年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2584

八左衛門新田掟米取立帳　天野作兵衛、神戸分左衛門 明治12年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2585

愛知郡星崎村旧名八左衛門新田小作掟米帳 明治12年 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2582

八左衛門新田検見帳　天野・神戸控 明治13年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2587

八左衛門新田掟米取立帳 明治14年11月 横長半／一ツ綴1

冊
あ2586
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愛知郡の新田／八左衛門新田／地租改正

地租改正

地租改正収穫地価帳（八左衛門新田力） 明治11年4月 半／ニッ綴・かぶせ あ3664
・1冊

一字屋敷割・四字中割・七字北堤脇地価仕出帳（八左 半／ニッ綴・かぶせ あ3665
衛門新田力） ・1冊

（尾張国愛知郡星崎村地券一括）　愛知県・主事愛知郡 明治14年6月29日～同 地券・74枚 い24
長（郡長心得郡書記）高木延世→持主同国海西郡神戸新 21年12月21日
田神戸分左衛門

千竈村／全体

愛知郡千竃村録 神戸分左衛門 明治13年2月
34年7月26日）

（～明治 半（罫紙）／一ッ
綴・1冊

あ3655

取得

乍恐熟談済口謹文奉差上侯御事（水室新開築立敷地年 明治2年正月18日 半（罫紙）／一ツ あ3469－1

貢米争論につき）　若宮神主水宝一学、戸部村庄屋鈴 綴・1冊

木慶十郎ほか1名、山崎村地主惣代山崎徳左衛門ほか1名
→大御代官御役所

（愛知郡千竈村地所費渡証券写三通）　千竈村近藤官兵 明治13年2月24日～3月 半（罫紙）／一ッ あ3469－2
衛ら→神戸文左衛門ら 4日 綴・1冊

（愛知郡千竈村売渡地所書上）　藤井庄九衛門ら→海西 明治13年3月4日 半（罫紙）／一ツ あ3469－3
郡神戸新田神戸分左衛門、春日井郡土器野新田天坐星佐 綴・1冊

兵衛

地券

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷3畝8歩）　愛知県 明治ll年5月26日 地券・1枚 い22－1

→持主千竈村金原辰壽

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷4畝22歩）　愛知 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－2

県→持主千竈村鈴木八左衛門

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷1畝10歩）　愛知 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－3

県→持主同郡豊田村藤井庄右衛門

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷6畝4歩）　愛知県 明治ll年5月26日 地券・1枚 い22－4

→持主千竈村伴野理平

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷4畝20歩）　愛知 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－5

県→持主同郡熱田冨江町濱村善右衛門

（尾張国愛知郡千竈村地券一括）　愛知県→持主同郡豊 明治11年5月26日 地券・2枚 い22－6

田村藤井菊三郎

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷3畝20歩）　愛知 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－7

県→持主千竈村浪越千釣

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷3畝4歩）　愛知県 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－8

→持主同郡豊田村藤井庄右衛門
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地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷1畝29歩）　愛知 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－9

県→持主同郡豊田村藤井要蔵

地券（尾張国愛知郡千竈村内井路敷3畝15歩）　愛知 明治11年5月26日 地券・1枚 い22－10
県→持主同郡豊田村藤井庄右衛門

地券（尾張国愛知郡千竈村内堤敷1反5畝2歩）　愛知
　県→持主千竈村水野徳兵衛

明治11年5月26日 地券・1枚 い22－11

地番分割

地番分裂御書換願（写） 明治13年 半（罫紙〉／一ツ あ3469－4
綴・1冊

地番分割配付目録 半（罫紙）／一ツ あ3469－5
綴・1冊

地番分割配付目録 半（罫紙）／一ツ あ3469－6
綴・1冊

地番分割 半（罫紙）／一ッ あ3469－7
綴・1冊

地番分割配付目録 半（罫紙）／一ツ あ3469－8
綴・1冊

その他

橦木江共有地小作米取立帳

橦木江田方土入仕様書（請負人鏡味慶十）　加藤勝寿

明治31年12月

明治32年5月、

横長半／一ツ綴・1
冊
横
長
半 ／一ツ綴・1

冊

あ2013－1

あ2013－2
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大高源兵衛新田／経営収支／

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

大高新田仕簿米之帳（小作料収入の帳簿か） 享保6年正月（～延享2
年）

横長美／一ツ綴・か

ぶせ・1冊

あ2458

大高源兵衛新田／経営収支

掟米徴収／検見帳

大高新田酉年検見帳 享保2年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2382

知多郡大高新田麦検見帳　小川唯助→中嶋半右衛門 享保3年5月 横長半／一ツ綴・1

冊

あ2385

戌年源兵衛新田（猪右衛門分取米勘定）　庄屋孫次 享保3年12月 折紙・1通 あ2385－1

郎→猪右衛門

戌年源兵衛新田（武兵衛分取米勘定）　庄屋孫次郎 享保3年12月 折紙・1通 あ2385－2

→武兵衛

源兵衛新田（取米勘定）　庄屋孫次郎→分左衛門 享保3年12月 折紙・1通 あ2385－3
2385－1～3は2385に結びつけられていた束

亥年源兵衛新田畑検見帳 享保4年4月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2386

亥年大高新田検見帳 享保4年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2388

大高新田検見帳、後半の部分は「享保5年4月子之年畑 享保5年9月 横長半／一ツ綴・1 あ2389
検見帳大高新田」 冊

子暮神戸文左衛門勘定 折紙・1通 あ2389－1

丑年畑検見帳　源兵新田　三人拍 享保6年5月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1673

寅之年畑検見帳 享保7年4月18日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1626

源兵衛新田検見帳 享保8年10月2日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2390

卯年源兵衛新田配符　庄や孫次郎・源兵衛→文左衛 （享保8年）卯12月 横長美・1冊 あ2390－1

門・伊右衛門・武兵衛

覚（寅冬普請金勘定）　大高村源兵衛→犬山や半右衛
　門

（享保8年）卯12月 折紙・1通 あ2390－2

辰之年大高新田畑検見帳 享保9年閏4月7日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2391

早方検見之写帳　惣助 享保12年8月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1660

大高新田早稲検見帳 享保13年8月25日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2392

酉年大高新田麦検見帳 享保14年5月2日 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2394
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大高新田早稲検見帳 享保14年9月朔日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2393

酉之年大高新田検見帳 享保14年閏9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2395

大高新田早稲検見帳 享保15年8月16日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2396

大高新田検見帳　名古屋分 享保15年9月26日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2397

大高新田検見帳 享保16年9月 横長半／一ツ綴・1 あ2398
冊「

大高新田検見帳 享保17年9月16日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2400

大高新田畑検見帳 享保18年4月22日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2402

大高新田早稲検見帳 享保18年8月21日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2403

丑之年大高新田検見帳 享保18年9月26日 横長半／一ツ綴・1 あ2401
冊

大高新田寅年麦検見帳 享保19年4月晦日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2405

大高新田早稲検見帳 享保19年9月29日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2406

寅之年大高新田検見帳 享保19年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2404

大高新田早稲検見帳 享保20年8月6日 横長半／一ツ綴・1 あ2407
冊

大高新田田畑検見帳　名古屋方 元文4年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2412

大高源兵衛新田田畑検見牒　名古屋方（米金割符目録、 元文5年9月 横長半／一ツ綴・1 あ2413
申年物成勘定拍） 冊

大高新田麦検見帳　半右衛門・五兵衛 寛保元年4月19日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2416

大高新田中田検見帳 寛保元年9月12日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2417

大高新田検見帳　名古屋方 寛保元年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2414

大高新田検見帳　名古屋方 寛保2年10月5日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2415

源兵衛新田晩稲検見帳 寛保3年9月8日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2418

（検見帳断簡） 亥 折紙・2通 あ2418－1

大高新田中稲検見帳 延享元年9月6日 横長半／一ツ綴・1 あ2419
冊

源兵衛新田検見帳 明和9年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2420
冊
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大高源兵衛新田／掟米徴収／検見帳

夘年大高新田早稲見立帳 9月6日 横長半／一ツ綴・1 あ2421
冊

亥之年旱方検見覚 横長半／一ツ綴・1 あ1661
冊

（検見帳断簡） 折紙・2通 あ2399

米納帳

大高新田巳年検見帳 正徳3年9月 横長半／不明・1冊 あ2381

午之年大高新田納米井割賦帳 正徳4年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2364

未之年大高新田検見米積帳　半右衛門→大高新田惣助 正徳5年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2362

申之年大高新田検見米納帳　半右衛門→大高新田惣助 享保元年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2195

覚（大高新田分未進米書付） 申12月 横切紙・1通 あ2195－1

申之年大高新田検見米積帳 享保元年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2363

大高新田酉歳検見帳半右衛門→惣助 享保2年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2383

戌之年大高新田検見帳　中嶋半右衛門→知多郡源兵衛新 事保3年10月 横長半／一ッ綴・か あ2384
田惣助 ぶせ・1冊

亥之年大高新田検見帳　中嶋半右衛門→大高新田小崖惣 享保4年9月 横長半／一ツ綴・か あ2387
助 ぶせ・1冊

子年大高新田検見米納帳　中嶋半右衛門→源兵衛新田惣 享保5年10月 横長半／一ツ綴・1 あ2197
助 冊

丑之年大高新田米納帳 享保6年9月 横長半／一ツ綴・か あ2426
ぶせ・1冊

丑年大高新田検見米納帳 享保6年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2198

夘年大高新田検見米納帳 享保8年10月（12月27 横長半／一ツ綴か あ2199
日） ぶせ・1冊

大高新田検見納米割賦帳　半右衛門 享保9年12月29日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2366

覚（取米勘定）　源兵衛新田庄屋孫次郎→文左衛門、 （享保9年）辰12月23日 折紙・1通 あ2366－1
伊右衛門、武兵衛　あ2366－1・2は一綴

（預り金差引勘定）　山口源兵衛→神戸文左衛門 （享保9年）辰12月24日 折紙・1通 あ2366－2

源兵衛新田早稲方反畝改付井検見畝引付　あ236昏1 横長半・1冊 あ2366－3
～3はあ2366に結び付けられていた束

巳之年大高新田米納帳　半右衛門→惣助 享保10年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2427

午年大高新田米納帳　半右衛門→惣助 享保11年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2428

大高新田検見米納帳　名古屋方　惣助 享保12年10月（未極月） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2200
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大高源兵衛新田／掟米徴収／米納帳

大高新田申米納帳　中嶋半右衛門→惣助 享保13年ll月（～極月 横長半／一ツ綴・1 あ2429
17日） 冊

大高新田検見米納帳　源兵衛新田名古屋方　半右衛門 享保14年11月 横長半／一ツ綴・1 あ2201
→惣助 冊

大高新田検見米納帳　半右衛門→惣助　結び付けられて 享保15年ll月 横長半／一ツ綴・1 あ2202
いるもの一東あり（あ2202－1・2） 冊

＊戌年源兵衛新田御年貢勘定帳　源兵衛新田庄屋孫次 享保15年12月 横長美／一ッ綴・1 あ2202－1
郎・源兵衛→文左衛門・武兵衛・猪右衛門　2202－1・2は一 冊

束

覚（拝借金返済につき）　源兵衛新田庄や佐藤孫次 （享保15）戌12月3日 横切継紙・1通 あ2202－2
郎・山口源兵衛→神戸文左衛門

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門 享保16年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2203

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣助 享保16年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2204

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→源兵新田惣 享保17年9月 横長半／一ツ綴・1 あ2207
助 冊

（石高書付） 小切紙・1通 あ2207－1

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣助 享保17年10月 横長半／一ツ綴・か あ2206
ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣助 享保18年10月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2208

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣助 享保18年10月 横長半／一ツ綴か あ2209
ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　名古屋方　宗助 享保19年10月（12月88
日）

横長半／一ツ綴1
冊

あ2210

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣助 享保20年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2211

大高新田検見帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 元文元年9月 横長半／一ッ綴・か あ2408
ぶせ・1冊

大高新田検見帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 元文2年10月 横長半／一ツ綴・か あ2409
ぶせ・1冊

大高新田検見帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 元文2年10月 横長半／一ツ綴・か あ2410
ぶせ・1冊

大高新田検見帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 元文3年10月 横長半／一ッ綴・か あ2411
ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 元文4年11月 横長半／一ツ綴・か あ2212
ぶせ・1冊

大高新田田畑検見米納帳釦　地方改本拍 元文5年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2214

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 元文5年11月 横長半／一ツ綴・角 あ2213
かぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　半右衛門・五兵衛→大高新田惣兵 寛保元年11月 横長半／一ッ綴・か あ2216
衛 ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　名護屋方　半右衛門・五兵衛→惣 寛保元年11月 横長半／一ツ綴・，1 あ2215
兵衛 冊
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大高源兵衛新田／掟米徴収／米納帳

大高新田検見米納帳ひかへ　半右衛門・五兵衛→大高新 寛保2年11月 横長半／一ツ綴か あ2217
田惣兵衛 ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　五兵衛・半右衛門→大高新田惣兵 寛保2年11月 横長半／…ツ綴・か あ2218
衛 ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳　五兵衛・半右衛門→大高新田惣兵 寛保3年10月15日 横長半／一ツ綴・か あ2219
衛 ぶせ・1冊

大高新田検見米納帳ひかへ 寛保3年10月15日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2220

大高新田検見米納帳下書ひかへ　五兵衛・半右衛門→惣 延享2年10月15日 横長半／一ツ綴・1 あ2222
兵衛 冊

大高新田検見米納帳　五兵衛・半右衛門→惣兵衛 延享2年10月23日 横長半／一ツ綴・か あ2221
ぶせ・1冊

源兵衛新田検見米納帳下書ひかへ　五兵衛・半右衛門→ 延享3年10月5日 横長半／一ッ綴・1 あ2223
惣兵衛 冊

（検見書付） 半／一ッ綴・1冊 あ2223－1

大高新田検見米納帳　五兵衛・半右衛門→惣兵衛 延享3年10月6日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2224

大高新田検見米納帳　名古屋方　半右衛門→惣兵衛 延享4年ll月 横長半／剛綴1
冊

あ2225

卯年源兵衛新田御年貢　右新田庄屋長右衛門・地主源 延享4年極月 折紙・1通 あ2225－1
兵衛→分左衛門

卯年源兵衛新田御年貢　右新田庄屋長右衛門・右地主 延享2年極月 折紙・1通 あ2225－2
源兵衛→雲心寺御拍

卯年源兵衛新田御年貢　右新田庄屋長右衛門・地主源 延享2年極月 折紙・1通 あ2225－3
兵衛→伊右衛門

大高新田検見米納帳 寛延元年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2226

大高源兵衛新田検見米納帳 寛延2年10月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2227

暫錨轟騰雲識鱒講魏源兵衛細 寛延2年極月 折紙・1通 あ2227－1

巳年源兵衛新田（御年貢書付）　庄屋長右衛門・地主 極月 折紙・1通 あ2227－2
源兵衛→分左衛門

巳年源兵衛新田（御年貢書付）　庄屋長右衛門・地主 極月 折紙・1通 あ2227－3
源兵衛→伊右衛門

大高源兵衛新田検見米納帳 寛延3年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2228

大高源兵衛新田検見米納帳 寛延4年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2229

大高源兵衛新田検見米納帳拍 宝暦2年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2230

大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦2年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2231

大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦3年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2232
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大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦4年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2233

大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦5年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2234

大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦6年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2235

大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦6年ll月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2236

大高源兵衛新田検見米納帳 宝暦7年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2237

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 宝暦8年11月（12月） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2238

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 宝暦9年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2239

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 宝暦10年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ22“0

大高源兵衛新田検見米納帳　後二改ひかへ　名護屋方 宝暦11年10月（12月） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2242

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 宝暦ll年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2241

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 宝暦12年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2243

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 宝暦13年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2244

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 明和元年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2245

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 明和2年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2246

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 明和3年ll月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2299

戌年源兵衛新田（取米書付）　元〆源兵衛→文左衛門 明和3年極月 折紙・1通 あ2299－1

殿御釦

覚（出米差引代金送り状）　大高山口源兵衛→河合嘉 明和3年極月 折紙・1通 あ2299－2

兵衛

戌年源兵衛新田（取米書付）　元〆源兵衛→伊右衛門 明和3年極月 折紙・1通 あ2299－3

殿御抽　あ2299－1～3一括

覚（出金諸引残金渡しにつき）　大高村山口源兵衛→ 明和4年極月 折紙・1通 あ2299－4

河合嘉兵衛

亥年源兵衛新田（取米代金書付）　元〆源兵衛→伊 明和4年極月 折紙・1通 あ2299－5

右衛門

亥年源兵衛新田（取米代金書付）　元〆源兵衛→文 明和4年極月 折紙・1通 あ2299－6

左衛門

亥年免定写シ　水清左衛門→源兵衛新田庄屋・組頭・惣 明和4年10月 竪継紙・1通 あ2299－7

百姓

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 明和5年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2247
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大高源兵衛新田検見米納帳　名古屋方 明和6年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2248

（文左衛門分取米書付） 折紙・1通 あ2248－1

覚（御年貢出米代金書付）　山口源兵衛→河合嘉兵衛 明和6年極月 折紙・1通 あ2248－2

丑年源兵衛新田（取米書付）　元〆源兵衛→文左衛門 丑極月 折紙・1通 あ2248－3

丑年源兵衛新田（取米書付）　元〆源兵衛→伊右衛門 折紙・1通 あ22484

大高新田検見米納帳 明和8年11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2249

大高源兵衛新田検見米納帳　名護屋方 明和9年H月 横長半／…ツ綴・1
冊

あ2250

源兵衛新田検見納米帳（儀兵衛・源蔵立合諸取勘定） 文化元年12月（丑正月 横長半／一ッ綴か あ2251
24日） ぶせ・1冊

源兵衛新田納米勘定帳 文化10年12月 横長半／一ツ綴・か あ2370
ぶせ・1冊

源兵衛新田検見納米勘定帳（仲間勘定割賦を含む） 文化11年12月（～亥5 横長半／一ツ綴・か あ2371
月26日） ぶせ・1冊

覚（頼母子金残金請取書）　清兵衛→神戸文左衛門 亥5月26日 切紙・1通 あ2371－1

源兵衛新田検見米付帳 寅11月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2196

（愛知郡源兵衛新田申年免定写）　福助左衛門→源兵 明和元年11月 竪継紙・1通 あ2196－1
衛新田庄屋・組頭・百姓

仲間検見

大高源兵衛新田仲満検見引得帳 寛延元年10月 横長美／…ツ綴・1 あ2438
冊

丑之年仲満立合検見帳 （近世） 横長半／一ツ綴・1 あ1666
冊

近代

愛知郡源兵衛新田之内反別地慣井掟米取調帳　山口源
　兵衛

明治10年10月 横長美大／一ツ綴
かぶせ・1冊

あ2459

経費費用／入用金銀帳

大高新田入用金銀帳 宝永4年5月（～享保2
年）

横長美／一ツ綴・1
冊

あ2430

小買物帳

大高新田小家入用帳 正徳元年正月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2379
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大高新田小買物帳 宝永6年正月 横長半／一ツ綴・か あ2360
ぶせ・1冊

請取申金子之事（新田諸色入用懸り金）　山口源兵 宝永6年11月晦日 竪紙・1通 あ2360－1
衛→神戸分左衛門　2360－1・2は2360に結び付けられた
束

請取申新田物成代事　大高村源兵衛→神戸分左衛門 宝永6年12月28日一 竪紙・1通 あ2360－2

大高新田小買物帳 宝永7年正月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2361

請取申金子之事（去寅年新田普請入用割符金、手作 正徳元年7月 竪紙1通 あ2361－1
分物成代金）　大高村山口源兵衛→神戸分左衛門

請取申金子之事（新田諸色入用・普請御用代請取） 正徳元年7月4日 竪紙・1通 あ2361－2
大高村山口源兵衛→名古屋材木町神戸分左衛門

請取申金子之事（寅年物成代金銀請取）　大高村山 正徳元年7月4日 竪紙・1通 あ2361－3
口源兵衛→材木町神戸分左衛門

①製騰灘②入用撹③寅とし物成指弓i①6月20日 綴・1綴（3通） あ2361－4

小家普請諸入用覚帳　大高新田惣助 享保19年2月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1628

その他

卯年源兵衛へ渡し金請取手形 包紙・1点 い356－8－0

覚（普請入用金請取二付）　大高村源兵衛→名古屋分 正徳元年12月 横切継紙・1通 い356－8－1

左衛門　後欠

請取申金銀之事（卯年新田入用・普請方日用代金請 正徳2年7月4日 竪紙・1通 い356－8－2

取二付）　大高村源兵衛→名古屋材木町神戸分左衛門

覚（掛り金入用請求につき）　大高村山口源兵衛→神 卯12月29日 竪紙・1通 い356－8－3

戸分左衛門

新田諸入用當秋両度大風雨之節破損所日用代井井領米 正徳4年12月 半／ニツ結・1冊 あ2457
代金入用帳　大高村山口源兵衛

午之年大高新田入用帳 正徳4年12月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2253

＊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

大高新田辰之盆前入用割賦帳　名古屋三人拍 元文元年7月11日 横長美大／一ッ綴・ あ2359
1冊

源兵衛新田落杁伏替井正月七日十月迄之入用帳　源兵 享保元年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2380
衛 冊

覚（米代金預りにつき）　只四郎・源兵衛新田庄屋孫次 丑12月24日 横切継紙・1通 あ2205
郎→半右衛門

年貢計算

戌年源兵衛新田（御年貢出米）（武兵衛・伊右衛門・
　文左衛門分）　庄屋孫次郎・大高源兵衛

享保4年2月 横長美大／一ツ綴・ あ2453
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巳年源兵衛新田配符　大高村源兵衛・新田庄や孫次郎→ 享保10年12月 横長美／一ツ綴・1 あ2257
文左衛門・伊右衛門・武兵衛 冊

酉年源兵衛新田御年貢勘定帳　大高村唯四郎・右新田庄 享保14年12月 横長美大／…ツ綴・ あ2307
屋孫次郎→文左衛門 1冊

戌年源兵衛新田御年貢勘定帳　庄屋孫次郎・源兵衛→文 享保15年12月 横長美／一ツ綴・1 あ2202－1
左衛門・武兵衛・猪右衛門 冊

子年源兵衛新田御年貢勘定帳　庄屋佐藤孫次郎・山口唯 子12月 横長美大／一ツ綴・ あ2349
四郎→中嶋半左衛門 1冊

寅之年源兵衛新田御年貢書出シ帳　孫次郎・只四郎→半 享保19年極月 横長美大／一ツ綴・ あ2444
右衛門 1冊

夘年源兵衛新田御拍勘定帳　源兵衛新田庄屋孫次郎・只 享保20年極月21日 横長美／一ツ綴・1 あ2445
四郎→武兵衛・伊右衛門・文左衛門 冊

丑年源兵衛新田御拍之分勘定帳　源兵衛新田庄屋孫次 丑12月 横長美大／一ツ綴 あ1215
郎・只四郎 1冊

（源兵衛新田御年貢出シ帳）　新田庄屋孫次郎・源兵衛 元文3年 横長美大／一ツ綴・ あ2448
1冊

未年源兵衛新田（年貢書出シ帳）　源兵衛・源兵衛新田 元文4年極月 横長美大／一ツ綴・ あ2449
庄屋長右衛門→分左衛門 1冊

（神戸文左衛門・武兵衛・猪右衛門取米勘定）　源兵 亥12月 折紙・3通＝1綴 あ1760－1
衛新田庄屋孫次郎

（雲心寺・伊右衛門・分左衛門分）　庄屋長右衛門・源 丑12月 折紙・4通＝1綴 あ1760－2
兵衛→五兵衛

（伊右衛門・文左衛門分取米勘定帳面写）　源兵衛新田 子正月 横長美／一ツ綴・1 あ1760－3
庄屋与茂七→神戸文左衛門 冊

（伊右衛門・文左衛門分取米勘定）　源兵衛新田庄屋利 戌2月 横長美／一ツ綴・1 あ1760－4
右衛門→神戸文左衛門 冊

（伊右衛門・文左衛門、取米勘定代金請取）　源兵衛 文化元年12月 横長美／一ッ綴・1 あ1760－5
新田庄屋与茂七→神戸文左衛門 冊

覚（伊右衛門・分左衛門分取米勘定差引代金送り状） 未12月 折紙・1通 あ1760－6
大高村山口源兵衛→河合嘉兵衛

（未年源兵衛新田取米書付）　元〆源兵衛→分左衛門 未極月 折紙・1通 あ1760－7

（未年源兵衛新田取米書付）　元〆源兵衛→伊右衛門 未極月 折紙・1通 あ1760－8

（午年源兵衛新田取米書付）　元〆源兵衛→分左衛門殿 午極月 折紙・1通 あ1760－9
御招

覚（伊右衛門・分左衛門分取米勘定書付）　大高山口 午極月 折紙・1通 あ1760－10
源兵衛→河合嘉兵衛

寅年源兵衛新田（取米書付）　庄屋四郎右衛門・元〆源 寅極月 折紙・1通 あ2308－1
兵衛→伊右衛門

寅年源兵衛新田（取米書付）　庄屋四郎右衛門・元〆源 寅極月 折紙・1通 あ2308－2
兵衛→文左衛門

覚（御年貢出米・小作納差引勘定）　大高村山口源兵 寅12月 折紙・1通 あ2352－1
衛→河合嘉兵衛

（新田割符勘定につき書状）　山口源兵衛→川合嘉兵衛 12月22日 横切継紙・1通 あ2352－2
2352－3以下を包む

覚（石高名前書付） 折紙・1通 あ2352－3
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（伊右衛門分取米勘定） 折紙・1通 あ2352－4

寅年源兵衛新田（取米勘定）　元〆源兵衛→文左衛門 寅極月 折紙・1通 あ2352－5

寅年源兵衛新田（取米勘定）　元〆源兵衛→伊右衛門 寅極月 折紙・1通 あ2352－6

辰年源兵衛新田御拍分　新田庄屋孫次郎・源兵衛→武兵 横長美大／一ツ綴・ あ2447
衛・伊右衛門・分左衛門 1冊

巳年源兵衛新田御拍分新田庄屋孫次郎・源兵衛 横長美大／一ツ綴・ あ2446
1冊

申年源兵衛新田（御年貢出米）　山口源兵衛・山口長右 申12月 折紙・1通 あ2450－1

衛門→中嶋半右衛門

申年源兵衛新田配符　新田庄屋長右衛門・源兵衛→分左 申12月 折紙・1通 あ2450－2
衛門

申年源兵衛新田配符　新田庄屋長右衛門・源兵衛→伊右 申12月 折紙・1通 あ2450－3

衛門

申年源兵衛新田配符　新田庄屋長右衛門・源兵衛→雲心 申12月 折紙・1通 あ2450－4
寺

（源兵衛新田新田配符）　庄屋孫次郎→武兵衛 午12月 折紙・1通 あ3646－1

（源兵衛新田新田配符）　庄屋孫次郎→伊右衛門 午12月 折紙・1通 あ3646－2

（源兵衛新田新田配符）　庄屋孫次郎→文左衛門 午年12月 折紙・1通 あ3646－3

覚（取米代金割符につき）　孫治郎（源兵衛新田庄屋） 12月21日 横切継紙・1通 あ3646－4

→中嶋半右衛門

酉年源兵衛新田御年貢出米（不足米代御渡可被下につ 酉12月22日 横折紙・1通 あ2451－1

き）　庄屋長右衛門・源兵衛→半右衛門

酉年源兵衛新田（配符）　長右衛門→雲心寺様御拍 酉極月 折紙・1通 あ2451－2

酉年源兵衛新田（配符）　長右衛門→伊右衛門殿御拍 酉極月 折紙・1通 あ2451－3

酉年源兵衛新田（配符）　長右衛門→分左衛門殿御拍 酉極月 折紙・1通 あ2451－4

戌年源兵衛新田（配符）（雲心寺・伊右衛門・文左衛
　門・三カ所分）　長右衛門・源兵衛

戌12月 横長美大／一ツ綴・ あ2452

亥年源兵衛新田（取米勘定）　地主源兵衛・庄屋長右衛 亥極月 折紙・1通 あ2455－1

門→分左衛門

亥年源兵衛新田（取米勘定）　地主源兵衛・庄屋長右衛 折紙・1通 あ2455－2

門→雲心寺御拍

亥年源兵衛新田（取米勘定）　地主源兵衛・庄屋長右衛 折紙・1通 あ2455－3

門→伊右衛門

亥年源兵衛新田御年貢出米（雲心寺・伊右衛門・分左
　衛門三人分）　地主源兵衛・庄屋長右衛門→分左衛門

亥極月 折紙・1通 あ2455－4

亥年源兵衛新田御年貢書出シ　新田庄屋孫次郎・只四郎 辰12月 横長美大／一ツ綴・ あ2456

→文左衛門 1冊

村入用／入用割符帳

未年新田諸入用割符帳　大高村山口源兵衛

戌之年源兵衛新田入米帳（入用帳）　庄屋孫次郎・地

正徳5年極月

享保3年12月6日

横長半／一ツ綴・1

冊
横長半／一ツ綴・1

あ2254

あ2356
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主源兵衛・惣助・荒井松右衛門・牛毛定右衛門・込高甚 冊

右衛門

辰年源兵衛新田諸入用割符帳　庄屋孫次郎・地主源兵衛 享保9年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2255
（6名略）・大高村立合5名 冊

巳年源兵衛新田入用割符帳　庄屋孫次郎・地主源兵衛 享保10年12月 横長美大／一ツ綴・ あ2256
（4名略）・大高村立合5名・大高村庄屋次衛衛・地主左近 1冊

午之年源兵衛新田入用割符帳　庄屋孫治郎・源兵衛（3享保11年12月 横長美大／一ツ綴・ あ2258
名略）・大高村庄や次兵衛・大高村立合5名、他2名 1冊

源兵衛新田諸入用割符帳　庄屋孫次郎・源兵衛、他11名 享保12年12月H日 横長美大／一ツ綴・ あ2259
1冊

源兵衛新田（取米書付）　新田庄屋孫次郎→文左衛門 享保12年12月27日 折紙・1通 あ2259－1

源兵衛新田（取米書付）　新田庄屋孫次郎→武兵衛 享保12年12月 折紙・1通 あ2259－2

源兵衛新田（取米書付）　新田庄屋孫次郎→伊右衛門 享保12年12月 折紙・1通 あ2259－3

源兵衛新田諸入用割符帳　庄屋孫次郎・源兵衛・文左衛 享保13年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2260
門代惣助、他10名略 冊

酉年源兵衛新田入用割符帳　庄屋孫次郎・源兵衛 享保14年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2262

戌年源兵衛新田入用割符帳　庄屋孫次郎・源兵衛 享保15年極月16日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2263

亥六月迄源兵衛新田入用割帳　孫次郎・源兵衛 享保16年6月晦日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2264

亥年源兵衛新田入用割符帳　庄屋孫次郎・只四郎 享保16年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2265

子年源兵衛新田諸入用割帳　庄屋孫次郎・只四郎 享保17年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2266

丑年源兵衛新田諸入用割符帳　庄屋孫次郎・只四郎 享保18年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2267

夘年源兵衛新田諸入用割帳　庄屋孫次郎・只四郎 享保20年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2268

辰暮源兵衛新田諸入用割符帳　孫次郎・源兵衛 元文元年12月22日 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2269

巳年源兵衛新田諸入用割賦之帳　新田庄屋孫次郎・源兵 元文2年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2270
衛 冊

午之年源兵衛新田諸入用割符帳　源兵衛新田庄屋孫次 元文3年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2271
郎・地主源兵衛 冊

未年源兵衛新田諸入用割符帳　源兵衛新田庄屋長右衛 元文4年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2272
門・地主源兵衛 冊

申年源兵衛新田諸入用割符帳　源兵衛新田庄屋長右衛 元文5年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2273
門・地主源兵衛 冊

酉年源兵衛新田諸入用割符帳　長右衛門・源兵衛 寛保元年極月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2274

戌年源兵衛新田諸入用割符帳　新田庄屋長右衛門・源兵 寛保2年極月18日 横長半／一ッ綴・1 あ2275
衛 冊

亥年源兵衛新田諸入用割賦帳　地主源兵衛・新田庄屋長 寛保3年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2276
右衛門 冊
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丑年源兵衛新田諸入用割賦帳　源兵衛・新田庄屋長右衛 延享2年閏極月 横長半／一ッ綴・1 あ2277
門 冊

寅年源兵衛新田諸入用割符帳　源兵衛・庄屋長右衛門・ 延享3年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2278
郡平・庄八・惣兵衛・神戸代五兵衛・掃部 冊

卯年源兵衛新田諸入用割符小帳　源兵衛・長右衛門・郡 延享4年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2279
平・惣兵衛・掃部・神戸代嘉兵衛・山田傳十郎 冊

辰年源兵衛新田諸入用割符小帳 寛延元年極月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2280

巳年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋長右衛門・地主源 寛延2年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2281
兵衛・郡平・儀兵衛・神戸代兵治 冊

午年源兵衛新田諸入用割賦小帳　源兵衛・郡平・儀兵 寛延3年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2282
衛・神戸代兵治・松左衛門・高津郡右衛門 冊

未年源兵衛新田諸入用小帳　源兵衛・郡平・儀兵衛・松 宝暦元年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2283
右衛門・神戸兵次郎・高津郡右衛門 冊

申年源兵衛新田諸入用割賦小帳　新田庄屋四郎右衛門、 宝暦2年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2284
地主源兵衛、立合郡平・儀兵衛・松右衛門・定右衛門・ 冊

若狭・神戸代兵治郎・寺屋伝内

酉年源兵衛新田諸入用割賦小帳　新田庄屋四郎右衛門、 宝暦3年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2285
地主源兵衛、立合郡平・儀兵衛・松右衛門・神戸代兵治 冊

郎・高津郡右衛門

戌年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門、元〆 宝暦4年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2286
源兵衛、立合郡平・儀兵衛・松右衛門・定右衛門・若 冊

狭・兵治郎、高津郡右衛門

亥年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門・地主 宝暦5年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2287
源兵衛・立合郡平・儀兵衛・松右衛門・神戸代兵治郎・ 冊

寺尾傳内

子年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦6年極月 横長美／一ツ綴・1 あ2288
源兵衛・立合郡平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ 冊

寺尾傳内

丑年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦7年極月 横長半（小）／一 あ2289
源兵衛・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ ツ綴・1冊

寺尾傳内

寅年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦8年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2290
源兵衛・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ 冊

寺尾傳内

夘年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦9年極月 横長半（小）／一 あ2291
源兵衛・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ ツ綴・1冊

寺尾傳内

覚（源兵新田入用書付） 元文元年7月9日 折紙・1通包紙付 あ2291－1

卯年源兵衛新田（出米差引勘定につき）　庄屋四郎 卯極月 折紙・1通 あ2291－2
右衛門・元〆源兵衛→神戸御代嘉兵衛

卯年源兵衛新田（取米書付）　庄や四郎右衛門・元〆 折紙・1通 あ2291－3
源兵衛→伊右衛門

卯年源兵衛新田（取米書付）　庄屋四郎右衛門・元〆 卯極月 折紙・1通 あ2291－4
源兵衛→文左衛門

辰年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦10年極月 横長半（小）／一 あ2292
源兵衛・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ ツ綴・1冊

寺尾傳内

巳年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四良右衛門・元〆 宝暦ll年極月 横長半（小）／一 あ2293
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源兵衛・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ ツ綴・1冊
大田甚蔵

午年源兵衛新田諸入用割賦小帳　庄屋四良右衛門・元〆 宝暦12年極月 横長半（小）／一 あ2294
源兵衛・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・ ツ綴・1冊
寺尾直七郎

未年源兵衛新田諸入用小帳　元〆源兵衛・立合軍平・儀 宝暦13年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2295
兵衛・松右衛門・太田甚蔵 冊

申年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合軍 明和元年閏極月 横長半（小）／一 あ2296
平・儀兵衛・松右衛門・寺尾傳内 ツ綴・1冊

酉歳源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合軍 明和2年極月 横長半／一ッ綴・1 あ2297
平・儀兵衛・松右衛門・神戸嘉兵衛・早川喜平次 冊

覚（出米代金送り状）　大高元〆山口源兵衛→河合嘉 酉（明和2）極月 折紙・1通 あ2297－1
兵衛

戌歳源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合軍 明和3年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2298
平・儀兵衛・松右衛門・神戸嘉兵衛・大高村組頭藤市 冊

戌年免定写シ　田四郎右衛門→源兵衛新田庄屋・組頭・ 明和3年ll月 竪継紙・1通 あ2298－1
百姓

亥年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合軍 明和4年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2300
平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・太田甚蔵 冊

子年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合軍 明和5年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2301
平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛 冊

丑年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合軍 明和6年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2302
平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・佐藤傳左衛門 冊

（取米書付） 折紙・2通 あ2302－1

寅年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合5 明和7年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2303
名・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・太田 冊
甚蔵

夘年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合5 明和8年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2304
名・立合軍平・儀兵衛・松右衛門・神戸代嘉兵衛・寺尾 冊
傳内

辰年源兵衛新田諸入用割賦小帳　元〆源兵衛・立合儀兵 明和9年極月 横長半／一ッ綴・1 あ2305
衛・松右衛門・神戸嘉兵衛・寺尾直七郎 冊

源兵衛新田戌六月迄入用割符帳　新田庄屋孫次郎・源兵 戌2月晦日 横長半／一ツ綴・1 あ2306
衛 冊

亥年諸入用帳　源兵衛新田孫次郎 12月 横長美／一ッ綴・1
冊

あ2350

作徳米計算／納米入用割符

大高新田割賦勘定帳 正徳3年極月（～享保3 横長美大／一ツ綴・ あ2431
年） 1冊

未之年大高新田納米井入用割賦帳 正徳5年12月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2367

大高新田申年納米割賦井入用勘定帳　近藤武兵衛、神 享保元年極月 横長半／一ツ綴・1 あ2351
戸分左衛門 冊

大高新田酉年納米割賦勘定帳 享保2年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2353
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大高新田酉年納米割符勘定帳 享保2年極月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2354

大高新田戌年入用勘定 享保3年12月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2372

大高新田戌年入用勘定如　半右衛門勘定 享保3年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2373

亥之年大高新田勘定帳 享保4年極月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2374

子年大高新田納米勘定帳 享保5年極月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2369

丑年大高新田納米割賦帳 享保6年12月 横長半／一ツ綴・1

冊

あ2365

丑年（分左衛門分取米計算書）　庄屋孫次郎→文左衛 （享保6年）丑極月 横長美・1冊 あ2365・1
門　2365－1・2は2365に結びつけられた束

覚（米代金受取）　庄屋孫次郎 丑極月 折紙・ あ2365－2

大高新田米納方井入用金割符帳　近藤武兵衛・近藤伊右 享保8年12月 横長半／一ツ綴・か あ2368
衛門・神戸分左衛門 ぶせ・1冊

午年大高新田勘定目録 享保11年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2376

未之年大高新田勘定帳　半右衛門 享保12年極月28日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2377

酉之年大高新田割賦帳　半右衛門 享保14年極月25日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2261

源兵衛新田勘定目録帳　名古屋分（入用割賦） 享保15年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2310

源兵衛新田勘定目録帳　名古屋分近藤伊右衛門・近藤 享保16年12月 横長美／一ツ綴・1 あ2309
武兵衛・神戸分左衛門 冊

大高新田米金割符目録 享保17年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2357

大高新田勘定目録帳　武兵衛・伊右衛門・分左衛門 享保18年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2311

源兵衛新田勘定目録帳　名古屋分　近藤伊右衛門・近藤 享保19年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2312
武兵衛・神戸分左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳　名古屋方　近藤伊右衛門・近藤 享保20年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2313
武兵衛・神戸分左衛門 冊

卯年大高新田勘定留　名古屋分　半右衛門 享保20年 横長半／一ッ綴・1
冊

あ2375

大高新田勘定目録帳　近藤武兵衛・近藤伊右衛門・神戸 元文元年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2314
分左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録　近藤武兵衛・近藤伊右衛門・神戸 元文3年極月 横長半／一ツ綴・か あ2315
分左衛門 ぶせ・1冊

大高新田米金勘定目録　雲心寺・伊右衛門・文左衛門 元文4年12月 横長半／一ツ綴1
冊

あ2316

大高新田米金割符目録　雲心寺・伊右衛門・分左衛門 元文5年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2443

一140一


