
大高源兵衛新田／作徳米計算／納米入用割符

源兵衛新田勘定目録帳　名護屋分　雲心寺・近藤伊右衛 寛保元年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2317
門・神戸分左衛門 冊

覚（御国方拝借金元利金済切につき）　源兵衛→半 午12月 横切継紙・1通 あ2317－1
右衛門

大高新田（勘定書） 横切継紙・1通 あ2317－2

覚（源兵衛新田勘定書）　半右衛門 申12月27日 横切継紙・1通 あ2317－3

覚（拝借金元利計算書）　半右衛門 午12月26日 横切継紙・1通 あ2317－4

申年源兵衛新田割符之覚　山口唯四郎・佐藤孫次郎→ 12月27日 横切継紙・1通 あ2317－5
中嶋半右衛門　あ2317－1～5は一丁目の丁間史料

大高源兵衛金受書付 包紙・1点 あ2317－6－0

請取申金子之事（新田請事入用、普請入用受取） 正徳4年12月25日 竪切紙・1通 あ2317－6－2

大高村源兵衛→神戸分左衛門

覚（新田入用受取）　大高村源兵衛→神戸分左衛門 正徳5年12月28日 竪紙・1通 あ2317－6－1

大高新田米井入用金割賦帳　半右衛門 元文2年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2358

源兵衛新田勘定目録帳（写）　名護屋分　雲心寺・近 寛保元年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2318
藤伊右衛門・神戸分左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳　名護屋分　雲心寺・近藤伊右衛 寛保2年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2320
門・神戸文左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳　名古屋分　雲心寺・近藤伊右衛 寛保2年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2319
門・神戸文左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳　名護屋分 寛保2年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2321

辰年源兵衛新田（取米勘定）　元〆源兵衛→文左衛門 辰極月 折紙・1通 あ2321－1

覚（取米差引書付）　源兵衛→神戸内嘉兵衛 辰極月 折紙・1通 あ2321－2

辰年源兵衛新田（取米差引書付）　元〆源兵衛→伊 辰極月 折紙・1通 あ2321－3
右衛門

源兵衛新田勘定目録帳　雲心寺・近藤伊右衛門・神戸分 延享元年12月25日 横長半／一ツ綴・1 あ2322
左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳　雲心寺・近藤伊右衛門・神戸分 延享2年12月 横長半／一ツ綴・か あ2323
左衛門 ぶせ・1冊

源兵衛新田勘定目録帳　雲心寺・近藤伊右衛門・神戸分 延享3年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2326
左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳（写）　雲心寺・近藤伊右衛門・
　神戸分左衛門

延享簿12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2325

源兵衛新田勘定目録帳　雲心寺・近藤伊右衛門・神戸分 延享4年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2324
左衛門 冊

源兵衛新田勘定目録帳　雲心寺・近藤伊右衛門・神戸分 寛延元年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2327
左衛門 冊

辰年源兵衛新田（取米勘定）　新田庄屋長右衛門・地 辰12月 折紙・1通 あ2327－1
主源兵衛→分左衛門

辰年源兵衛新田（取米勘定）　新田庄屋長右衛門・地 辰12月 折紙・1通 あ2327－2
主源兵衛→雲心寺御拍
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辰年源兵衛新田（取米勘定）　→伊右衛門 辰12月 折紙・1通 あ2327－3

覚（源兵衛新田出米・小作入差引勘定）　山口源兵 辰12月 折紙・1通 あ2327－4
衛・大高村山口長右衛門→河合嘉兵衛・奥田兵治
2327－1－1～4は一丁目丁間史料一綴

覚（入用金・利足金勘定） 横切継紙・1通 あ2327－5

源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛門 寛延2年12月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2328

源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛門 寛延3年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2329

午年源兵衛新田（取米勘定）　大高村源兵衛→分左衛 （寛延3）午年極月 折紙・1通 あ2329－1
門　2329－1～3は、一丁目丁間史料

午年源兵衛新田（取米勘定）　大高村源兵衛→伊右衛
　門

午極月 折紙・1通 あ2329－2

覚（出米・小作入差引勘定）　大高村源兵衛→奥田兵 午極月 折紙・1通 あ2329－3
治

源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛門 宝暦元年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2330

未年源兵衛新田御三カ所分出米覚　山口源兵衛→中 宝暦元年12月21日 折紙・1通 あ2330－1
嶋半右衛門

未年源兵衛新田（取米勘定）　新田地主源兵衛→分左 未12月 折紙・1通 あ2330－2
衛門御拍　2330－2～4は一綴

未年源兵衛新田（取米勘定）　新田地主源兵衛→伊右 未12月 折紙・1通 あ2330－3
衛門御拍

覚（出米・小作納指引勘定書付）　新田地主源兵衛 未12月 折紙・1通 あ2330－4
→奥田兵治郎

（反別・籾高書付） 折紙・1通 あ2330－5

覚（反別書付） 折紙・1通 あ2330－6

源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛門 宝暦2年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2331

申年源兵衛新田（取米勘定）　庄屋四郎右衛門・地主 宝暦2年12月 折紙・1通 あ2331－1
源兵衛→分左衛門　2331の一丁目にあり、2331－1～3は
一綴

申年源兵衛新田（取米勘定）　庄屋四郎右衛門・地主 宝暦2年12月 折紙・1通 あ2331－2
源兵衛→伊右衛門

覚（出米・小作納差引勘定）　大高鈴木四郎右衛門・ 申極月 折紙・1通 あ2331－3
大高山口源兵衛→奥田兵治郎

源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛門 宝暦3年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2332

覚（出米・小作納差引勘定）　庄屋鈴木四郎右衛門・ 宝暦3年12月 折紙・1通 あ2332－1
地主山口源兵衛→奥田兵次郎　23324～3は一綴丁間史
料

酉年源兵衛新田（取米勘定）　庄屋四郎右衛門・地主 宝暦3年12月 折紙・1通 あ2332－2
源兵衛→文左衛門

酉年源兵衛新田（取米勘定）　→伊右衛門 宝暦3年12月 折紙・1通 あ2332－3

源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛門 宝暦4年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2333
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戌年源兵衛新田（取米勘定）　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦4年12月 折紙・1通 あ2333－1
源兵衛→分左衛門　2333－1～3は一綴丁間史料

戌年源兵衛新田（取米勘定）　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦4年12月 折紙・1通 あ2333－2
源兵衛→伊右衛門

覚（出米・小作納差引勘定）　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦4年12月 折紙・1通 あ2333－3
源兵衛→兵治郎

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 宝暦5年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2334
門 冊

亥年源兵衛新田（取米勘定〉　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦5年12月 折紙・1通 あ2334－1
源兵衛→分左衛門殿御拍　2334－1～3は一綴丁間史料

亥年源兵衛新田（取米勘定）　庄屋四郎右衛門・元〆 宝暦5年12月 1通 あ2334－2
源兵衛→伊右衛門殿御拍

覚（出米・小作納差引勘定）　庄屋鈴木四郎右衛門・ 宝暦5年12月 1通 あ2334－3
元〆山口源兵衛→奥田兵次郎

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 宝暦6年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2335
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 宝暦7年12月 横長半／一・ツ綴・1 あ2336
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 宝暦8年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2337
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 宝暦9年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2338
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 宝暦10年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2339
門 冊

辰年源兵衛新田（取米勘定）　元〆源兵衛・庄屋四郎 宝暦10年12月 折紙・1通 あ2339－1
右衛門→分左衛門　2339－1～3は一括丁問史料

覚（出米・小作納差引勘定）　元〆源兵衛・庄屋四郎 宝暦10年12月 折紙・1通 あ2339－2
右衛門→河合嘉兵衛

辰年源兵衛新田（取米勘定）　元〆源兵衛・庄屋四郎 宝暦10年12月 折紙・1通 あ2339－3
右衛門→伊右衛門

大高源兵衛新田勘定目録帳 宝暦11年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2340

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸分左衛 宝暦12年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2344
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸孫右衛 宝暦13年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2343
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸孫右衛 明和2年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2341
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸孫右衛 明和2年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2342
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 明和5年12月 横長半／一ッ綴・1 あ2345
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録帳　近藤伊右衛門・神戸文左衛 明和6年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2348
門 冊

大高源兵衛新田勘定目録 明和8年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2346
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大高源兵衛新田勘定目録帳 明和9年12月 横長半／一ツ綴・1 あ2347
冊

＊大高新田年々入方金覚（裏表紙から）　　〈名古屋神 （戌） 横長美／一ツ綴・か あ2252
戸〉 ぶせ・1冊

覚（卯年小作納、御藏入米納、卯年御墜貢米配符）、
　覚（御年貢米金納代）、源兵衛方より戻り金割

横長半／一ツ綴・1
冊

あ1774－1

大高源兵衛新田／作徳米計算／納米み用割符

土地

源兵新田拍地覚帳　尾州名古屋神戸分左衛門 享保2年3月 横長美／一ッ綴・か あ2355
ぶせ・1冊

掟町反畝作人改之帳　神戸分左衛門拍 享保3年10月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1625．

源兵新田極地帳 享保3年 横美半／一ツ綴・1
冊

あ2425

（大高源兵衛新田地主所持反別・掛り金書上）　源兵 享保13年12月 横長半／一ツ綴・1 あ1775－5
衛新田庄屋孫次郎 冊

掟小作町反改帳　分左衛門拍 享保16年 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1657

掟作人上中下改 元文6年正月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1656

源兵衛新田不納所改割符帳　吉田市右衛門、神戸代半右 元文2年正月24日 横長美大／一ツ綴・ あ2442
衛門以下9名、庄屋孫次郎、立合惣助・庄八 1冊

大高新田検地井園取留帳 卯（近世）2月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2378

源兵衛新田戌年畝引 （近世） 横長美大／一ツ綴 あ2454
1冊

地分ケ帳 （近世） 横長半／ニツ結・1
冊

あ1649

（愛知郡鳴尾村源兵衛組共有地関係書類綴） 明治28年 綴・1綴 あ3471－3

並曇主
目口胃

名古屋手作田方日用帳 享保11年3月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1605

名古屋方之帳 享保13年4月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1606

地ならし見分仕用帳本紙 享保15年正月24日 横畏半／結び綴・1
冊

あ2423

未之春源兵衛新田御見分井仕様渡方積り覚　日用頭伝 元文4年3月19日 横長美／一ッ綴・1 あ2441

吉 冊

大高新田畑方覚 辰9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2434

酉之年冬より戌之年二月迄田畑地ならし沸金帳　大高 戌12月8日 横長半／一ツ綴・1 あ2432
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大高源兵衛新田／普請／

新田小屋　惣助 冊

巳春源兵衛新田堤普請渡方 横長半／一ツ綴・1 あ2433
冊

公儀との関係／検地帳

知多郡大高村源兵衛新田検地野帳　二冊之内　案内 享保2年3月 横長半／一ツ綴・1 あ2422－1
源兵衛、只四郎、惣助・孫次郎 冊

西大高村源兵衛新田検地野帳　弐冊之内　2422．1と合享保2年3月 横長半／一ッ綴・1 あ2422－2
冊 冊

源兵衛新田御高成検地之内写シ 延享元年4月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2436

愛知郡源兵衛新田御高成検地帳（寛延元年写）　植原 延享元年4月 半／ニツ綴・1冊 あ2437
金左・今泉忠兵・林又左代相羽和兵衛・山田杢右衛門、
地方御目付薗田利左衛門、郡奉行浅野久治→愛知郡源兵
衛新田庄屋百姓　案内庄八・惣兵衛

源兵衛新田御高成検地写帳 延享元年9月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2435

源兵衛新田之内延享元子春御竿入町反附帳 寛延2年3月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2439

源兵衛新田享保二酉年御竿入反畝附帳 寛延2年3月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ2440

地券

愛知郡鳴尾村源兵衛衛新田地券証　六拾四通 袋・1点 い18－0

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内田1反23歩）　愛知県→持明治11年5月13日 地券・1枚 い18－10
主同国知多郡大高村山口源兵衛

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内反別1反1畝1歩）　愛知 明治11年5月13日 地券・1枚 い18－12
県→持主同国知多郡大高村由口源兵衛

地券（尾張国愛知郡鳴尾村反別1反18歩）　愛知県→持明治11年5月13日 地券・1枚 い18－14
主同郡熱田木ノ免町小貝謹三郎

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同郡熱 明治11年5月13日 地券・2枚 い18－16
田木ノ免町小貝謹三郎

地券（尾張国愛知郡鳴尾村田1反2畝24歩）　愛知県→ 明治11年5月13日 地券・1枚 い18－17
持主鳴尾村永井松右衛門

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同郡熱 明治11年5月13日 地券・4枚 い18－20
田木ノ免町小貝謹三郎

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内田1反17歩）　愛知県→持明治11年5月13日 地券・1枚 い18－21
主同国知多郡大高村山盛増右衛門

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同国海 明治12年3月5日～同年 地券・13枚 い18－3

西郡神戸新田神戸分左衛門 6月3日

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同国海 明治12年3月5日 地券・4枚 い18－9

西郡神戸新田神戸分左衛門

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同国海 明治12年3月5日～同年 地券・7枚 い18－11
西郡神戸新田神戸分左衛門 6月3日
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大高源兵衛新田／地券／

地券（尾張国愛知郡鳴尾村反別1反26歩）　愛知県→持明治12年3月5日 地券・1枚 い18－13

主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同国海 明治12年3月5日 地券・2枚 い18－15

西郡神戸新田神戸分左衛門

地券（尾張国愛知郡鳴尾村田1反3畝10歩）　愛知県→ 明治12年3月5日 地券・1枚 い18－18

持主同国海西郡神戸新田神戸分左衛門

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内田1反2畝16歩）　愛知県 明治12年3月5日 地券・1枚 い18－19

→持主同国知多郡大高村山口源兵衛

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主同国海 明治12年6月3日～同年 地券・16枚 い18－1

西郡神戸新田神戸分左衛門 11月26日

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内反別1反5畝4歩）　愛知 明治19年12月27日 地券・1枚 い18－5

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

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　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12月27日 地券・2枚 い18－7

明治期購入分

愛知郡鳴尾村之内源兵衛新田譲請入費帳 明治10年10月25日 横半半／一ツ綴・1
冊

あ3580

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内田5畝1歩）　愛知県→持 明治11年5月13日 地券・1枚 い18－2

主鳴尾村永井松右衛門

（尾張国愛知郡鳴尾村地券一括）　愛知県→持主鳴尾村 明治ll年5月13日 地券・2枚 い18－4

永井松右衛門

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内畑3畝4歩）　愛知県→持 明治11年5月13日 地券敢 い18－6

主鳴尾村永井松右衛門

地券（尾張国愛知郡鳴尾村内畑3畝8歩）　愛知県→持 明治ll年5月13日 地券・1枚 い18－8

主鳴尾村永井松右衛門

反別地債仕出帳　売渡人愛知郡鳴尾村永井松右衛門 明治13年11月 半／ニツ綴・かぶ あ3659
せ・1冊

反別小作掟米帳　売渡人鳴尾村永井松右衛門→神戸新田神 明治13年11月 半／ニツ綴・かぶ あ3660

戸分左衛門 せ・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／一ッ綴・1 あ2590
害見舞覚　第八世分左衛門有年 冊
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知多郡の新田／名和前新田／諸事留帳ほか

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

知多郡の新田／名和前新田／諸事留帳ほカ

名和前新田諸事留帳 文政12年9月（～天保8 半／ニツ綴・1冊 あ2596
年12月）

乍恐奉願上侯御事（出水なきように当新田川方込簑・
　廻り賛取り払い願）　名和前新田・名和村→石川弥兵

卯正月 半／一ツ綴1冊 あ3454－12

衛様御陣屋

乍恐奉内願仕候御事（扇子川通り名和前新田堤外御屋
　敷様拍地を新田百姓居屋敷にすることの願）　名和

酉正月 半／ニツ綴・1冊 あ3452－13

前新田庄屋勘右衛門・伊右衛門

奉願候御事（米穀送手形を以番所通行願）　犬山神戸 戌10月 竪紙・1通 い285－90
弥左衛門→船番所

覚（新田経営規定写）　服部太左衛門・神戸伝八郎→御 竪継紙・1通 い365
役人衆宛所

経営帳簿

名和前新田納米帳 元禄9年10月（～享保2 半／ニツ綴1冊 あ2595
年）

名和前新田地帳 元禄15年8月 横美半／列帖綴・1 あ2594
冊

（反別書上） （近世 横長半／一ッ綴・1 あ1776－8
冊

地概

譲請申添証文之事（名和前新田堤引概普請請負二付一
　礼）　普請請負井請作主熱田籏屋町惣助・押萩村証人団

天保12年10月 竪継紙（封紙つき）

・1通

い386－1

右衛門・名和前新田組頭伊右衛門・同断紋四郎・右村庄
屋勘右衛門→神戸弥左衛門内仙蔵・丈助

添書覚（天保十五年地概之者共御救金頂戴之件本文に
　書忘二付）　犬飼庄兵衛→神戸弥左衛門

弘化5年正月 竪継紙・1通 い386－2－1

御年数引譲渡シ申名前書（御拍新田百姓衆へ相渡人別
　書上）　御年数引譲主熱田新田十二番割嘉左衛門　い

申正月 竪継紙・1通 い386－2－2

386－2は包紙つき

覚（名和前新田堤引概起方普請請負依頼証文）　神戸 天保12年8月 竪継紙・1通 い386－3－1

弥左衛門・丈助→請負人熱田籏屋町惣助

覚（熱田旗屋町惣助名和前新田堤引概起方普請請負依
　頼証文）　神戸弥左衛門・丈助・専蔵→右請負人当名和

天保12年8月 竪継紙・1通 い386－3－2

前新田中

覚（名和前新田堤引概起方普請請負依頼証文）　神戸 天保12年8月 竪継紙・1通 い386－4
弥左衛門・丈助・専蔵→右請負人熱田旗屋町惣助

御請書之事（字三番割・五番割不納所引概埋方につき） 弘化5年正月 竪継紙・1通（包紙 い386－5
地概惣代次郎助・同断柴田新田庄七・同断熱田新田十二 つき）

番割嘉左衛門・同断押萩村文左衛門・同断同村弾右衛
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知多郡の新田／名和前新田／地概

門・同断藤高新田利左衛門→犬飼庄兵衛

名和前新田普請方請負請作仕一札之事　普請請負井請 天保12年8月 竪継紙1通（包紙 い386－6

作主熱田旗屋町惣助・請人押萩団右衛門・名和前新田組 つき）

頭伊右衛門・同断紋四郎・庄屋勘右衛門→神戸弥左衛門
内宮嶋丈助・日比野専蔵

名和前新田普請方請負添証文之事　普請請負井請作主熱 天保12年8月 竪継紙・1通（包紙 い386－7

田旗屋町惣助・請人押萩村団右衛門・名和前新田組頭伊 つき）

右衛門・同断紋四郎・庄屋勘右衛門→神戸弥左衛門内宮
嶋丈助・日比野専蔵

名和前新田普請方請負請作仕一札之事　名和前新田惣 天保12年8月 竪継紙1通（包紙 い386－8

代喜兵衛・源四郎・喜三郎・九左衛門・組頭伊右衛門・ つき）

同断紋四郎・庄屋勘右衛門→神戸弥左衛門内宮嶋丈助・
日比野仙蔵

譲渡証文

地所譲渡申添証文之事（名和前新田一円）　地所譲主
　犬山神戸弥左衛門・加判親類惣代名古屋元材木町神戸文

天保13年6月 竪継紙・1通 い135

左衛門・証人右新田支配人犬山丈助・証人右新田支配人
犬山仙蔵→名古屋戸町中嶋屋彦三郎

質流相渡し申田地之事（名和前新田一円）　新田譲主
　犬山神戸弥左衛門・加判親類惣代名古屋元材木町神戸文
　左衛門・証人新田支配人犬山丈助・仙蔵→名古屋戸田町

天保13年6月 竪継紙・1通 い295

中島屋彦三郎

町豊武

知粂醗難弱妻溝勢売羅芦鍬共有地費用・納 明治29年8月（～36年） 羨．1諄紙）／ニツ あ3658
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三州伏見屋新田／取得／取得

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

三州伏見屋新田／取得／取得

三州伏見屋新田中満証文之事（写）　向井彦左衛門・ 元禄17年2月 竪継紙・1通 い12－9

岡田佐次右衛門・大海彦四郎・神戸分四郎

新田御役所村方音物代之帳 元禄17年2月15日 横長半／一ツ綴・1 あ3685
冊

覚（池廻り村方へ音物代請取勘定）　勘右衛門→＋ 竪切紙・1通 あ3685－1
兵衛　あ3685の綴じ紐に結付

地主引継文書

指赫雷繹擬鍔き霰撃海鰍鞭寵論程 寛文6年5月24日 竪継紙・1通 いで2－10

見屋又兵衛・証人同所瀬戸物町植下屋甚左衛門→松平備
前守内山本重左衛門・安田源兵衛・天野六蔵、本多美作
守内石原左太夫・伊藤彦右衛門・土方伝左衛門・宮部長
右衛門

乍恐書付ヲ以申上候新田御訴訟之事（伏見屋新田開発 寛文6年5月24日 竪継紙・1通 い8－1

願書写）　江戸南茅場町伏見屋本人又兵衛・同瀬戸物丁
植下屋証人甚左衛→奉行

乍恐書付ヲ以申上候新田御訴訟之事（伏見屋新田開発 寛文6年5月24日 竪継紙・1通 い8－2

願書写）　本人江戸南茅場町伏見屋又兵衛・証人同瀬戸
物丁植下屋甚左衛→奉行

一札（伏見屋新田悪水落堀抜等之儀二付）　江戸南茅 元禄12年閏9月15日 竪継紙・1通 い12－1

場町新田譲リ主三宅又兵衛・三州伏見屋新田肝煎角谷佐
兵衛→坂野新右衛門・塚本源左衛門・佐藤六兵衛

永々二譲相渡申新田証文之事（伏見屋新田井屋敷松林 元禄12年閏9月15日 竪継紙・1通 い12－11

池川など残らず譲り渡しにつき証文写）　江戸南茅
場町新田譲主伏見屋又兵衛・三州伏見屋新田肝煎角谷佐
兵衛→尾州茶屋新田坂野新右衛門・同小川村塚本源左衛
門・同名古屋佐藤六兵衛

乍恐書付を以御訴訟申上候（伏見屋新田悪水抜普請二 元禄13年 竪継紙・1通 い10－1

付）　→万年三左衛門

乍恐書付を以御訴訟申上候（伏見屋新田悪水抜普請二 元禄13年 竪継紙・1通 い10－2

付願書下書）　伏見屋又兵衛・同新右衛門

乍恐書付を以御訴訟申上候（伏見屋新田悪水抜普請二 元禄13年 竪継紙・1通 い10－3

付）　→万年三左衛門

差上ヶ申一札之事（伏見屋新田水抜堀割普請二付） 元禄14年2月 竪継紙・1通 い10－4

伏見屋新右衛門→野田三郎左衛門・万年三左衛門

差上ケ申一札之事（伏見屋新田悪水落堀割普請之儀二 元禄14年2月 竪継紙・1通 い12－4

付公儀への訴状写）　伏見や新右衛門→野田三郎左衛
門・万年三左衛門

指上ケ申一札之事（伏見屋新田悪水落堀割普請之儀二 元禄16年4月 竪継紙弓通 い12－3

付）　尾州茶屋新田新右衛門・勢州長嶋清兵衛→万年三
左衛門

御役所払井役人給扶持帳 元禄16年極月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3683
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三州伏見屋新田／取得／地主引継文書

覚（伏見屋新田開発証文等半右衛門へ渡し候二付） （宝永7年）11月24日 横切継紙・1通 い12－7

伏見屋新田諸帳面諸書物渡シ帳　片山八郎→平野清七・ 正徳元年8月24日 横長半／一ツ綴・1 あ3689
佐次文蔵・中嶋半右衛門 冊

経営収支／統轄帳簿

三州新田入用金渡井諸入用留帳　神戸分四郎 元禄17年2月（～元禄 横長美／下ゲニツ あ3693
18年9月） 目綴・1冊

三州伏見屋新田中満帳　向井彦左衛門・岡田佐次右衛 元禄17年2月（～宝永7 半／ニッ綴・かぶ あ3695
門・大海彦四郎・神戸分四郎 年） せ・1冊

三州新田諸入用帳 元禄17年3月（～宝永2 横長美／一ツ綴・1 あ3692
年） 冊

（諸入用書付） 元禄17年3月 横長美／一ツ綴・1
冊

あ3692－1

経営費用／入用金諸払目録

三州伏見屋新田入用金諸払目録　名古屋分　　（若山） 宝永元年7月 半／ニツ綴・1冊 あ3719－2
左助

申八月より極月迄新田入用金諸払目録　伏見屋新田 宝永元年極月晦日（宝 半／ニツ綴・1冊 あ3719－1
若山左助→神戸分四郎 永2年5月提出）

酉年伏見屋新田入用金諸払目録　名古屋分　若山左助 宝永2年12月大晦日 半／ニツ綴・1冊 あ3720
→神戸分四郎

酉年請払金高覚　若山左助→神戸分四郎　3720の綴じ 戌（宝永3年）2月 竪継紙・1通 あ3720－1

紐に結付の束

戌年新田諸入用井納方勘定目録　若山左助 宝永3年極月 半／ニツ綴・1冊 あ3699

亥年伏見屋新田金銀請払目録　中野権兵衛→神戸浄仙 宝永5年8月 半／ニッ綴・かぶ あ3701
せ・1冊

亥年伏見屋新田金銀請払目録　若山左助→神戸浄仙 宝永5年8月 半／ニツ綴・1冊 あ3702

子年伏見屋新田金銀請払目録　中嶋半右衛門→神戸浄仙 宝永5年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3703

丑年伏見屋新田金銀請払目録．中嶋半右衛門→神戸浄仙 宝永6年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3704

寅年伏見屋新田金銀請払目録　中嶋半右衛門→神戸浄仙 宝永7年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3705

卯年伏見屋新田金銀請払目録　中嶋半右衛門→神戸浄仙 正徳元年8月 半／ニツ綴・1冊 あ3706

伏見屋新田名古屋分金銭請払目録　中野権兵衛→中嶋半 正徳元年9月4日 横長美大／一ツ綴・ あ1537
右衛門 1冊

払小帳

申二月十五日より七月晦日迄月払帳 伏見屋新田 名 （宝永元年）2月15日～ 横長半／一ツ綴・1 あ3686
古屋分若山左助 申7月晦日 冊

申八月より極月迄名古屋直払小帳 （宝永元年）8月～申極 横長半／一ツ綴・1 あ3687
月 冊

所々日雇遣帳　尾州方 宝永2年正月 横長半／下ゲニツ あ3282
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三州伏見屋新田／経営費用／払小帳

目綴・1冊

諸色買物帳　尾州方 宝永2年正月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3283

大工木挽日記帳　尾州方 宝永4年正月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2037

台所小払帳　尾州方若山佐助・佐治豊藏 宝永4年正月 横長美／下ゲニツ あ2038
目綴・1冊

長嶋方ト立合帳　尾州方若山佐助・佐治豊藏 宝永4年正月 横長美／下ゲニツ あ2043
目綴・1冊

台所小沸帳　尾州方若山佐助・佐治豊藏 宝永5年正月 横長半／下ゲニツ あ2039
目綴・1冊

日雇井職人遣・普請方小買物帳　尾州方 宝永5年正月 横長半／下ゲニツ あ3284
目綴・1冊

三間・水門修覆諸入用帳　尾州方 宝永5年3月16日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2036

諸払覚　中野権兵衛→伊東庄兵衛 （宝永5年）6月晦日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3691－1

惣仲間払物（割賦帳） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3691－2

尾州方古道具払 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3691－3

台所小払帳　ふしみ屋新田尾州方 宝永6年正月 横長半／下ゲニツ あ2040
目綴・1冊

長嶋立会帳　ふしミや新田尾州方 宝永6年正月 横長美／下ゲニツ あ2046
目綴・1冊

日雇大工買物帳　尾州方 宝永6年正月 横長半／下ゲニツ あ3285
目綴・1冊

台所小払帳　尾州方 宝永7年正月 横長半／下ゲニツ あ2041
目綴・1冊

長嶋方立会之帳　尾州方 宝永7年正月 横長美／下ゲニツ あ2044
目綴・1冊

日雇大工買物帳　尾州方元〆 宝永7年正月 横長半／下ゲニツ あ3286
目綴・1冊

覚（丑年貢勘定違につき返納銭請取書）　間之塚村 （宝永7年）8月15日 竪切紙・1通 あ3286－1
次郎八→伏見屋新田両元〆衆中

（大工手問賃書付）　328δ1に巻き込まれていた 小切紙・1通 あ3286－2

台所小沸帳　尾州方 宝永8年正月 横長半／下ゲニッ あ2042
目綴・1冊

長嶋方ト立会帳　尾州方 宝永8年正月 横長美／下ゲニッ あ2045
目綴・1冊

日雇大工買物帳　伏見屋新田尾州方 宝永8年正月 横長半／下ゲニツ あ3287
目綴・1冊

新田小入用帳 （未11月～申正月） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3690－1

（音物書付） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3690－2
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三州伏見屋新田／経営費用／払小帳

覚（村々庄屋・知行主書付） 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3690－3

諸帳簿

兵作方江金米相渡拍　尾州方　佐治豊蔵 宝永4年12月 横長半／下ゲ綴・1
冊

あ3688

亥納米金勘定目録　伏見屋新田　伏見屋新田中野権兵衛 宝永5年8月 半／ニッ綴・かぶせ あ3700
→神戸浄仙 ・1冊

戌年諸払金高覚　若山左助→神戸浄仙 （宝永4）亥年2月 竪継紙・1通 あ3700－1

覚（請取金など書付） 横切紙・1通 あ3700－2

（尾州方米高代金請取書付） 竪切紙・1通 あ3700－3

伏見屋新田米目録　名古屋方　中嶋半右衛門→神戸浄仙 宝永5年極月 半／ニツ綴・1冊 あ3707

伏見屋新田丑年物成納方井払方目録　中嶋半右衛門→ 宝永6年12月 半／ニッ綴・かぶせ あ3708
神戸浄仙 ・1冊

入用金請取

請取申金子之事（三州新田亥之年諸入用金二付）　若 （宝永4年）2月晦日 竪紙・1通 い6－2

山左助→神戸浄仙

請取申金子之事（三州伏見屋新田入用）　中嶋半右衛 宝永6年正月15日 竪紙・1通 い6－13

門→伊東庄兵衛

請取申金子之事（伏見屋新田入用）　中嶋半右衛門→ 宝永7年正月23日 竪紙・1通 い＄一7

伊東庄兵衛

請取申金子之事（伏見屋新田寅年諸入用）　中嶋半右 宝永7年8月11日 竪紙・1通 い6－g

衛門→伊東庄兵衛

請取申金子之事（伏見屋新田卯年入用）　中嶋半右衛 宝永8年正月20日 竪継紙・1通 い6－16－1

門→伊東庄兵衛

請払目録

申之年請払金高覚（三河新田収支報告）　若山左助→ 宝永元年極月 竪継紙・1通 い6－1

神分四郎

亥年伏見屋新田金銀請払目録 （宝永5年）8月 竪継紙・1通 い6－4

子ノ年請払目録（三州伏見屋新田）　中嶋半右衛門→ （宝永6年）9月 竪継紙・1通 い6－8

神戸浄仙

丑年中金銀請払目録（伏見屋新田）　中嶋半右衛門→ 宝永6年極月 竪継紙・1通 い6－5

神戸浄仙

（断簡）　い6－5に添付 年不明 竪継紙・1通 い6－6

寅年米勘定目録　中嶋半右衛門→神戸浄仙 宝永7年12月 竪継紙・1通 い13－1

寅年金銀請払目録（伏見屋新田分）　中嶋半右衛門→ 宝永8年12月 竪継紙・1通 い6－16－2

神戸浄仙
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三州伏見屋新田／経営費用／その他

その他

請取申金子之事（子之年合力金）　中野権兵衛→中嶋半 （宝永6年）正月15日 竪継紙・1通 い6－14

右衛門

（断簡） 年不明 竪切紙・1通 い6－15

覚（権兵衛合力金等請求二付）　左助→庄兵衛 8月 横切紙・1通 い6－3

伏見屋新田勘定（宝永5～7年分） （宝永8年）2月 竪継紙・1通 い13－2

覚（諸々請払書上）　半右衛門 （正徳元年）8月 竪継紙・1通 い6－10

覚（伏見屋新田小屋払内代差上二付）　半右衛門→浄 （正徳元年）8月 竪継紙1通 い6－12

仙

伏見屋新田田畑勘定之覚　中野権兵衛→伊東庄兵衛 （正徳元年）9月3日 竪継紙・1通 い6一唾1

年貢

三州伏見屋新田未御年貢米井小物成目録帳 元禄16年11月 半／ニツ綴・1冊 あ3694

申御年貢米井小物成目録　若山左助 宝永元年極月 半／ニツ綴・1冊 あ3696

酉御年貢米井小物成目録　尾州方　若山左助 宝永2年極月 半／ニツ綴・1冊 あ3697

三州伏見屋新田戌御年貢米井小物成目録　尾州方　若 宝永3年極月 半／ニッ綴・1冊 あ3698

山左助

亥御年貢金納覚帳　伏見屋新田両本〆 宝永4年霜月 横長美大／下ゲニ あ2047
ツ目綴・1冊

子年御年貢金納帳　ふしみや新田両元〆 宝永5年極月 横長美大／下ゲニ あ2048
ツ目綴・1冊

丑御年貢可納割付之事　宮嶋作右衛門・宮嶋市郎兵衛→ 宝永6年11月 竪紙・1通 い11－1

三河国碧海郡伏見屋新田庄屋・組頭・惣百姓中

三州碧海郡伏見屋村当丑御成ヶ割付之事　成嶋園右衛 宝永6年ll月 竪紙・1通 い11－2

門・松山又左衛門→三河国碧海郡伏見屋村庄屋・組頭中

丑年御年貢金納帳　ふしみや両元〆 宝永6年極月 横長美大／一ツ綴 あ2049
1冊

三州伏見屋新田覚（定免年貢高等書付） 7月 横切紙・1通 い10－12－8

公儀との関係

御尋二付申上候事（伏見屋新田堀割潰地高除之儀ニイ曵
　伏見屋新田清兵衛・源左衛門・分四郎・源兵衛→万年二

宝永元年4月23日 竪継紙・1通 い12－8

左衛門

指上ケ申一札之事（伏見屋新田堀抜之儀二付）　伏見
　屋新田源左衛門・清兵衛・分四郎・源兵衛→植松藤蔵

宝永元年8月6日 竪継紙・1通 い12－5

申渡候覚（伏見屋新田堀割請負之儀二付）　植松藤蔵
　→伏見屋新田清兵衛・源左衛門・分四郎・源兵衛

（宝永元年）8月12日 竪継紙・1通 い12－6

乍恐書付を以申上候（堀割敷地永引願二付）　伏見屋
　新田源左衛門・清兵衛・分四郎・源兵衛→京極仁十郎役

宝永元年9月 竪継紙・1通 い10－5

一153一



三州伏見屋新田／公儀との関係／

人

指上申証文之事（伏見屋新田悪水落堀割普請之儀二付）
　三州伏見屋新田請負人源左衛門代源兵衛・清兵衛代与右
　衛門・分四郎代左助→松田儀兵衛・瀬野甚内

宝永2年3月5日 竪継紙・1通 い12－2

乍恐書付を以申上候（先規之通永ク蔵入願二付）　伏
　見屋新田請負人清兵衛・同源左衛門・同分四郎→代官

宝永2年6月 竪継紙・1通 い10－7

口上書之覚（拝借金下付もしくは御普請所願につき取
　り成し願写）　伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・分

宝永2年6月 竪継紙・1通 い7－1

四郎→杉山所左衛門・角田伊太夫

乍恐書付を以奉願侯御事（御蔵入地に仰せつけられた
　く）　三州碧海郡伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・

宝永2年6月 竪継紙・1通 い7－2

分四郎

乍恐口上書を以奉願候御事（悪水抜水門御普請願二付）
　伏見屋新田請負人清兵衛・同断源左衛門・同断分四郎→
　代官

宝永2年12月 竪継紙・1通 い10－6

乍恐書付を以御訴訟申上候（領主交替反対訴訟実施二
　付地割指延願）　三州碧海郡伏見屋新田請負人清兵
　衛・源左衛門・文四郎→津田外記内杉山所右衛門・角田
　伊太夫・鳥井八郎左衛

宝永3年9月 竪継紙・1通 い10－8

乍恐口上書を以願候（領主交替反対出入り実施二付地
　割指延願）　三州碧海郡伏見屋新田請負人清兵衛・源左

宝永3年9月 竪継紙・1通 い10－9

衛門・分四郎→代官

乍恐口上書を以願候（悪水修復被仰付度二付）　三州 宝永3年11月 竪紙・1通 い10－10
伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・分四郎→代官

乍恐口上書を以御訴訟申上候（普請費用拝借願等二付）
　三州碧海郡伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・分四

宝永6年11月 竪継紙・1通 い10－12－3

郎・庄屋→代官

乍恐口上書を以御訴訟申上候（普請費用拝借等二付）
　三州碧海郡伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・分四

宝永6年12月 竪継紙・1通 い10－11

郎・庄屋→代官

乍恐口上書を以御訴訟申上候（普請費用拝借等二付）
　三州碧海郡伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・分四

宝永6年12月 竪継紙・1通 い10－12－1

郎・庄屋→代官

乍恐口上書を以奉願侯（御割替願二付）　三州碧海郡 （宝永6年ヵ）極月 竪紙・1通 い10－12－2
伏見屋新田請負人清兵衛・源左衛門・分四郎・庄屋→代
官

書付を以奉願上候御事（買取候堀割地除地願）　三州
　碧海郡伏見屋新田庄屋孫左衛門→代官

宝永7年8月 竪紙・1通 い10－12－5

乍恐口上書之御事（村々困窮二付水門等御普請願）
　孫左衛門・清七・分蔵・半右衛門→代官

宝永7年 竪継紙・1通 い10－12－4

乍恐口上書之事（伏見屋新田矢作川通御普請願） 宝永7年 竪継紙・1通 い10－12－6

（御使二拙者持之証文三通渡し候二付書状） 年9月8日 横折紙・1通 い10－12－9

金子御渡二付書状） 10月17日 横切紙・1通 い10－12－7

並言生
自ロ円

伏見屋新田普請仕用帳　ふしミや新田庄屋孫左衛門

水川修覆木積帳　伏見屋新田

宝永6年12月

宝永7年2月

半／ニツ綴・1冊

半／ニツ結・1冊

あ3709

あ3710
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三州伏見屋新田／普請／

覚（修覆材料書付） 横切紙・1通 あ3710－1

伏見屋新田摂尾修覆仕用帳 下帳 庄屋孫左衛門・組頭 宝永7年3月 半／ニツ結・1冊 あ3711

又作→河合幸右衛門

伏見屋新田四間水門修覆代用帳 下帳 庄や孫左衛 宝永7年3月 半／ニッ結・1冊 あ3712

門・組頭又作→河合幸右衛門
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表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

三河国の新田／吉塩崎永岡新田／

　　三河国の新田／吉塩崎永岡新田

参州渥美郡吉潮崎永岡新田検地帳　棚勢庄八郎・猪坂与 元禄9年10月 半／ニツ綴・1冊 あ3373
十郎・雪吹傳兵衛・平山九兵衛・鈴木弥大夫

手作田方諸入用目録　藤兵衛 元禄16年極月 半／三ツ綴・1冊 あ3352

永岡新田小家入用帳　平左衛門、理兵衛→沢田仁右衛門 宝永5年3月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ1404
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三重県の新田／和泉新田／

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

三重県の新田／和泉新田

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田10歩）　三重県→持 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－3

主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・2枚 い17－4

同郡長島村萱町近藤彦次郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・5枚 い17－5

同郡長島村萱町近藤彦十郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・2枚 い17－6

同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田7畝11歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－7

→持主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田3畝17歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－8

→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内宅地4畝29歩）　三重 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－9

県→持主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田1反1畝11歩）　三重 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－10

県→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田2反1畝6歩）　三重
　県→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎・同彦次郎

明治10年4月1日 地券・1枚 い17－11

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・2枚 い17－12

同郡長島村萱町近藤彦十郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田1反5歩）　三重県→ 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－13

持主同国同郡和泉新田竹内文三郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田1畝12歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－14

→持主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田3畝1歩）　三重県→ 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－15

持主同国同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田5歩）　三重県→持主
　同国同郡長島村萱町近藤彦十郎・同国同郡和泉新田三輪

明治10年4月1日 地券・1枚 い17－16

治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田3歩）　三重県→持主明治10年4月1日 地券・1枚 い17－17

同国同郡和泉新田竹内文三郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田2反9畝11歩）　三重
　県→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎・同国同郡和泉

明治10年4月1日 地券・1枚 い17－18

新田持主三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田4畝28歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－19

→持主同国同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内畑・郡村宅地1畝10歩） 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－20

三重県→持主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内宅地3畝9歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－21

→持主同国同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田3畝5歩）　三重県→ 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－22

持主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎・同彦十郎
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三重県の新田／和泉新田／

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田6畝5歩）　三重県→ 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－23
持主同国同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田15歩）　三重県→持 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－24
主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田2畝13歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－25
→持主同国同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内畑23歩）　三重県→持 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－26
主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田4畝11歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－27
→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・2枚 い17－28
同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田7畝19歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－29
→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・3枚 い17－31
同郡長島村萱町近藤彦十郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内畑23歩）　三重県→持 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－32
主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県→持主同国 明治10年4月1日 地券・2枚 い17－33
同郡和泉新田三輪治右衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田2畝歩）　三重県→持明治10年4月1日 地券・1枚 い17－34
主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田5畝4歩）　三重県→ 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－35
持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田13歩）　三重県→持 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－36
主同国同郡長島村萱町近藤彦次郎

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田9畝19歩）　三重県 明治10年4月1日 地券・1枚 い17－37
→持主同国同郡長島村萱町近藤彦十郎

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県・主事桑名 明治14年12月20日 地券・2枚 い17－30
郡長酒井礼一→持主愛知県下尾張国海西郡神戸新田神戸
分左衛門

（伊勢国桑名郡和泉新田地券一括）　三重県・主事桑名 明治21年1月20日 地券・7枚 い17－1

郡長山本如水→持主愛知県尾張国海西郡神戸新田神戸分
左衛門

地券（伊勢国桑名郡和泉新田内田1反6畝25歩）　三重 明治12年6月6日 地券・1枚 い17－2

県・主事桑名郡長酒井礼一→持主愛知県下尾張国海西郡
鳥ヶ地新田宮崎十郎二他2名

中和泉新田

伊勢国桑名郡中和泉新田記録　第壷号　神戸分左衛門 明治10年5月1日（～明 半（罫紙）／一ツ あ3654
治12年5月） 綴・1冊

中和泉新田地課假帳　甲　黒宕嘉左衛門 明治10年6月28日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2592

中和泉新田地課假牒　乙　神戸分左衛門、佐野治朗 明治10年6月28日 横長半／一ツ綴・1
冊

あ2593
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三重県の新田／中和泉新田／

第三大匠六ノ小匠中和泉新田之内地所費買願　売渡主
　桑名郡見入新田黒宮嘉左衛門、買請人海西郡松名新田佐
　野治郎、買請人神戸分左衛門、中和泉新田用懸三輪栄八

明治10年8月 半／一ツ綴・1冊 あ3657－1

→三重県令岩村定高

地所責買二付名面書加願　売渡主桑名郡見入新田黒宮嘉
　左衛門、買請人海西郡松名新田佐野治郎、買請人神戸分

明治10年9月 半／一ツ綴・1冊 あ3657－2

左衛門、中和泉新田用懸三輪栄八→三重県令岩村定高

地所売買券帖御書換願（中和泉新田）　売渡主神戸分
　左衛門・買受主宮崎十郎二・亀ケ地新田→三重県令岩村

明治12年7月ll日 半／一ツ綴・1冊 あ3668

定高

和泉新田所有地早川忠蔵へ費渡代金受取覚拍帳　神戸 明治33年10月 横半半／一ツ綴・1
冊

あ3596

和泉新田費渡地代金受取覚 明治33年11月7日 横半半／一ツ綴・1 あ3597
ψ 冊
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領主御用／全体／

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

領主御用／全体

＊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
左衛門

亥2月 半／ニツ綴・1冊 あ3453－2

借上金御用

町中御借上金之帳　天満屋与兵衛、犬山屋分左衛門、平 元禄10年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3378
田新六、平田惣助

御用金御国方より請取渡帳　天満屋与兵衛、犬山屋分左 元禄11年12月 半／ニツ綴・1冊 あ3391
衛門、平田新六、平田惣助

町中御借上金帳　岐阜屋吉右衛門、舟入町喜兵衛、天満屋 元禄12年 半／ニツ綴・1冊 あ3380
与兵衡、犬山屋分左衛門

町中御借上金帳　天満屋与兵衛、犬山屋分左衛門、平田新 元禄12年～13年 半／ニツ綴・i冊 あ3379
六、平田惣助

御上金被返下金割符帳 宝暦7年3月26日 半／ニツ綴・1冊 あ3400

元禄年中御借上金之内御救金被下人別覚帳 宝暦9年12月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ3181

元禄年中御借上金之内御救金被下人別覚帳 宝暦11年12月28日 横長半／一ッ綴・1
冊

あ3182。1

宝暦十一巳年願書出侯拍（上金願書目録）　3182は一 宝暦11年 横長半／一ツ綴・1 あ3182－2
綴 冊

御年符金請取手形 包紙・1点 あ3400－0

（御年符金請取手形）　忠次郎以下10名（文左衛門含 宝暦12年3月8日 竪紙・1通 あ3400－1
む）

元禄年中御指上金之内御救金被下帳　犬山屋孫左衛門 明和2年12月 横長半／一ッ綴・1
冊

あ3183－1

明和弐酉ノ年元禄年中上金願書目録 明和2年 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3183－2

中奥　御用御借上帳　神戸文左衛門 （明和4～寛政7年） 半／ニツ綴・1冊 あ3403

御沸米代先納金出入勘定帳 明和8年冬より 横長美大／一ツ綴・ あ3318
1冊

御借上米費買勘定帳 安永4年4月～ 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3329

子暮御借上金勘定帳 天明2年4月（～天明2 横長半／一ツ綴・1 あ3322
年7月） 冊

元禄年中御指上金之内御救金被下帳 天明4年12月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3184－1

（上金願書目録） （天明4）辰年8月 横長半／一ツ綴・1
冊

あ3184－2
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領主御用／借上金御用／

元禄年中御救金諸事留帳 寛政5年10月 半／一ツ綴・1冊 あ3405

園引調達金（名簿） （天保12年） 半／ニツ綴・1冊 あ3433－1

闘引調達金（名簿） 半／ニツ綴・1冊 あ3433－2

（借上金手形下付につき） （天保期） 横長美・1綴 あ1737

触状（御救金下付二付廻状）　犬山屋文左衛門→大船町 12月27日 竪継紙（封紙糊付 い370－1

ほか12ヶ町町代衆中 け）・1通

触状（御救金下付二付廻状）　犬山屋文左衛門→上長者 12月27日 竪継紙・1通 い370－2

町ほか8ヶ町町代衆中

触状（御救金下付二付廻状）　犬山屋文左衛門→上畑町 12月27日 竪継紙・1通 い370－3

ほかllヶ町町代衆中

御勝手御用達

乍恐御歎願奉申上候御事（家格に付き）　御勝手御用 未4月 半／一ツ綴・1冊 あ3456－1

達次座神戸文左衛門

乍恐奉願上侯御事（御勝手向御用達退役願）　犬山屋 戌12月 半／一ツ綴・1冊 あ3456－4
文左衛門

乍恐御歎願奉申上候御事（御勝手御用達休役願下書 9月 半／一ツ綴・1偲 あ3453－6
犬山屋文左衛門

乍恐御歎願奉申上候御事（御勝手御用達休役願）　犬 9月 半／一ツ綴・1冊 あ3453－7
山屋文左衛門

乍恐御歎願奉申上候御事（御勝手御用達休役願下書） 9月 半／一ツ綴・1冊 あ3453－8
犬山屋文左衛門

乍恐御歎願奉申上侯御事（御勝手御用達休役願）　犬 9月 半／一ツ綴・1冊 あ3453－9
山屋文左衛門

乍恐奉願上候御事（御勝手御用退役願）　犬山屋文左 10月 半／ニツ綴・1冊 あ3453－3
衛門

乍恐奉内願候御事（御勝手御用達役免除願）　　（神戸 半／ニツ綴・1冊 あ3452－6
文左衛門）

乍恐御歎願奉申上候御事（御勝手御用休役願につき天
　下の名品平手肩付茶入献上伺下書）　犬山屋文左衛

半／一ツ綴・1冊 あ3453－5

門

乍恐御歎願奉申上候御事（御勝手御用達休役願）　犬 半／一ツ綴・1冊 あ3453－10

山屋文左衛門

小納戸御用

御小納戸願済諸書附写 （天保12年か） 半／ニツ綴・1冊 あ3475

（小納戸御用用達譲り受け勤務につき）　→犬山屋文 12月 横切紙・1通 あ3475－1
左衛門

（御城役所に可罷出につき）　御城御小納戸役所→犬 正月17日 横切紙・1通 あ3475－2
山屋文左衛門

（纏・挑燈非常時使用許可につき）　→犬山屋文左衛 正月 横切紙・1通 あ3475－3
門
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領主御用／小納戸御用／

（御納戸役への挨拶品書上か）

（挑燈・纏代金書付）　小沢屋次助→神戸様
正月17日

小切紙・1通

横切継紙・1通

あ3475－4

あ3475－5

融通講取締役

融通講掛銭勘定帳　犬山屋文左衛門 天保15年4月 横長半／下ゲニツ あ3178
目綴・1冊

覚（新田検見入用書付）　3178－1～6は一束で、3178の 小切紙・1通 あ3178－1
下げ紐に結びつけられていた

覚（融通講、、神戸分、巳年半季分引残り金計算書） 7月5日 横切紙・1通 あ3178－2

覚鵡肇差醗盆曝鱗奢弁＋一月八日柴屋孫 横切継紙・1通 あ3178－3

掛銭之覚 横切紙・1通 あ3178－4

落閲 小切紙・1冊 あ3178－5

（落くじ書付） 小切紙・1通 あ3178－6

町払金

町梯金銭月々調帳　神戸氏 嘉永元年8月 横長半／下ゲニツ あ3252
目綴・1冊

町沸金銭月々調帳　神戸氏 嘉永2年正月 横長半／下ゲニツ あ3253
目綴・1冊

町沸月々〆上書抜帳神戸勘定場 嘉永2年正月（～嘉永3 横長半／下ゲニッ あ3249
年） 目綴・1冊

町沸金銭月々調帳、神戸氏 嘉永3年正月 横長半／下ゲニッ あ3254
目綴・1冊

覚（町払金書付力）　ときわや太吉→神戸様 嘉永4年正月 小切紙・1通 あ3254－1

町携月々〆上書抜帳神戸勘定場 嘉永4年正月（～嘉永5 横長半／下ゲニツ あ3250
年） 目綴・1冊

町彿金銭月々調帳 嘉永4年正月 横長半／下ゲニツ あ3255
目綴・1冊

町沸金銭月々調帳 嘉永5年正月 横長半／下ゲニッ あ3256
目綴・1冊

町沸月々〆上書抜帳 嘉永6年正月（～嘉永7 横長半／下ゲニツ あ3251
年） 目綴・1冊

町沸金銭月々調帳 嘉永6年正月 横長半／下ゲニツ あ3257
目綴・1冊

町沸金銭月々調帳 嘉永7年正月 横長半／下ゲニツ あ3258
目綴・1冊

町沸金銭月々調帳 安政2年正月 横長半／下ゲニッ あ3259
目綴・1冊

町沸月々〆上書抜帳　神戸勘定場 安政2年正月 横長半／下ゲニツ あ3246
目綴・1冊
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領主御用／町払金／

町沸金銭月々調帳 安政3年正月 横長半／下ゲニツ あ3260
目綴・1冊

（金額書付）　3260の下げ紐に結付 小切紙・1通 あ3260－1

町沸月々〆上書抜帳　神戸勘定場 安政3年正月 横長半／下ゲニツ あ3247
目綴・1冊

町沸金銭月々調帳　神戸氏 安政4年正月 横長半／下ゲニツ あ3261
目綴・1冊

町沸月々〆上書抜帳神戸勘定場 安政4年正月 横長半／下ゲニツ あ3248
目綴・1冊

巳盆前町沸金覚帳　文左衛門拍 横長半／一ツ綴・1 あ1782
冊
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元材木町／元材木町／

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

元材木町／元材木町

（元材木町間数借家書上）

（元材木町家間数覚）　丁代分左衛門

（享保8年）

辰5月12日

竪継紙・1通

竪継紙・1通

い390

い392

分左衛門組

丁内請帳下書 享保10年 美大／ニツ綴1冊 あ257

亥年請帳下書　分左衛門組 享保16年 美大／ニツ綴・1冊 あ271

子年請帳下書　分左衛門組 享保17年 美大／ニツ綴・1冊 あ273

丑年請帳下書　分左衛門組 享保18年 美大／ニツ綴・1冊 あ277

寅年請帳下書　分左衛門組 享保19年 美大／ニツ綴・1冊 あ279
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表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／家屋敷譲渡証文

江戸町屋敷経営（神戸彦七・家守来家太七）／家屋敷譲渡証文

家屋鋪譲証文之事（初代文左衛門隠居二付二代目へ小 寛保2年11月20日 竪継紙・1通 い289
船町壱丁目屋敷譲証文）　霊岸嶋湊町壱丁目家持譲人
神戸文左衛門事普海病死二付親類証人神戸彦七郎・尾州
名古屋材木町親類証人神戸文七郎→小沢太郎兵衛

町入用書上

覚（町入用書上）　月行事吉兵衛・同源兵衛→太七 未5月晦日 竪継紙・1通 い395－2

覚（町入用書上）　月行事七左衛門・同伊兵衛→太七 未7月晦日 竪継紙・1通 い395－4

覚（町入用書上）　月行事四郎兵衛・同武兵衛→太七 未8月29日 竪継紙・1通 い395－5

覚（町入用書上）　月行事次兵衛・同三右衛門→太七 未9月29日 竪継紙・1通 い395－7

覚（町入用書上）　月行事八郎兵衛・同儀兵衛→太七 未10月晦日 竪継紙・1通 い395－8

覚（町入用書上）　月行事又七・同吉兵衛→太七 未11月29日 竪継紙・1通 い395－9

覚（町入用書上）　月行事次平・佐右衛門→太七 申3月晦日 竪継紙・1通 い395－1

覚（町入用書上）　月行事長右衛門・同甚左衛門→太七 申7月29日 竪継紙・1通 い395－3

覚（町入用書上）　月行事儀兵衛・同弥三郎→太七 申8月晦日 竪継紙・1通 い395－6

状童
目

（舟町地代等二付書状）　理仙→神戸孫右衛門・文左衛門 8月26日 横折紙・1通 い357－11－12

（挨拶状）　理仙一→神戸文左衛門 10月22日 横折紙・1通 い357－9

（挨拶状）　里せん→神戸文左衛門 11月2日 横折紙・1通 い357－11－10

（縁組二付書状）　　（理仙力） 横折紙・1通 い357－10

雛形

家守請状之事（雛形）

永代売渡申家屋敷之事（雛形）

竪継紙・1通

竪紙・1通

い388

い393
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御園町中嶋屋半右衛門・永田善次郎／仕切状

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

御園町中嶋屋半右衛門・永田善次郎／仕切状

仕切状之事（蝋ヵ・同扮売買二付）　才か屋彦右衛門 享保21年正月22日 竪継紙・1通 い147
→中嶋勘四郎

仕切状（縁取り売買二付）　いせ屋善右衛門→中嶋半右 元文4年10月15日 横折紙・1通 い210
衛門・堤文助

仕切状（縁取り売買二付）　いせ屋善右衛門→中嶋半右 元文4年10月15日 横折紙・1通 い211
衛門・堤文助

実綿仕切之事　和州内膳屋七右衛門→尾州名古屋中嶋半右 元文4年12月21日 竪切紙・1通 い209
衛門

仕切状之事（表入綿売買二付）　京口屋九三郎→中嶋半 元文5年3月29日 竪継紙・1通 い182
右衛門

仕切（わ州わた売買二付）　京口屋九八郎→中嶋半右衛
　門

元文5年3月29日 竪継紙・1通 い212

仕切（表入綿売買二付）　京口屋九八郎→中嶋半右衛門 元文5年7月11日 竪継紙・1通 い205

仕切（綿売買二付）　京口屋九八郎→中嶋半右衛門 元文5年8月晦日 竪継紙・1通 い206

買仕切（此わた売買二付）　京口屋九八郎→中嶋半右衛
　門

延享元年10月 竪継紙・1通 い148

仕切状之事（実綿売買二付）　平野屋太兵衛→中嶋半右 延享2年9月 竪継紙・1通 い207
衛門

買仕切状之事（南部・上州大豆売買二付）　鳥居久兵 延享3年8月 竪継紙・1通 い203
衛→中嶋半右衛門

仕切状之事（七八立山売買二付）　原野屋太兵衛→中嶋 延享3年10月5日 竪切紙・1通 い208
半右衛門

仕切状之事（尼崎大麦・生蝋燭売買二付）　原野屋太 延享3年11月28日 竪継紙・1通 い200
兵衛→中嶋半右衛門

売仕切状之事（麦売買二付）　関屋＋兵衛→中嶋半右衛
　門

延享4年4月晦日 竪継紙・1通 い202

仕切状之事（俵入実綿売買二付）　平野屋太兵衛→中嶋 延享5年5月29日 竪継紙・1通 い181
半右衛門

＊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

買仕切（南部・上州大豆代金請取二付）　白子屋清右 寅9月 竪継紙・1通 い196
衛門→申嶋半右衛門

仕切状之事（実綿売買二付）　平野屋太兵衛→中嶋半右 卯11月晦日 竪継紙・1通 い178
衛門

実綿仕切覚　桑名屋善右衛門→中嶋半右衛門 未2月22日 竪継紙・1通 い180

堺実綿買仕切　桑名屋善右衛門→中嶋半右衛門 未10月2日 横折紙・1通 い187

堺実綿仕切　桑名屋善右衛門→中嶋半右衛門 未10月12日 横折紙・1通 い184

堺実綿仕切　桑名屋善右衛門→中嶋半右衛門 申3月28日 横折紙・1通 い183
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御園町中嶋屋半右衛門・永田善次郎／その他

その他

＊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

＊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→神戸文左衛門・中嶋半右衛門

覚（金銭出納二付）　半右衛門 酉7月19日 横切継紙・1通 い144
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