徳川林政史研究所所蔵 尾張徳川家文書目録（十八）
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例

）付きで内容に関する補記を行った。

）を付けて適宜表記

年月日は、原則として史料に記載されている年月日（内容年）を示すこ

要に応じて表題の直後に（
一

とにし、目録作成時に推定した部分については、（

て収録したものである。「尾張徳川家文書」は、現在、
「尾一」～「尾八」

や時期を示すことにし、推定不能の場合には、（年不詳）とした。刊本・

は、（安政年間）、（江戸末期）、（明治初年）などと付して、該当する年号

した。また、年次記載がなくても、おおよその作成年代がわかる場合に

の文書群で構成されており、そのうち「尾一」～「尾四」は、昭和一○

写 本 の 場 合 は、 そ の 史 料 が 刊 行 ま た は、 書 写 さ れ た 時 点 の 年 次 を 表 記

本目録は、徳川林政史研究所が所蔵する「尾張徳川家文書」につい

年（一九三五）に財団法人尾張徳川黎明会（現在の公益財団法人徳川黎明

し、刊本のうち、後印本であることが明らかな場合のものについては、

一一

会）によって開設された蓬左文庫において整理・分類されたもので、「尾

初版年次に続いて（

形態については、縦（縦帳）・横（横長帳）・横半（横半帳）・状（切紙・

）付きで後印年次を記した。

五」～「尾八」は、その後当研究所において整理された文書群である。
一

続紙・折紙）・鋪（絵図）・綴（作成契機の異なる複数の史料を綴ったも

本号では「尾張徳川家文書目録」（十八）として、「尾五」の文書群のう
ち、 史 料 番 号 五 〇 九 ─ 一 一 ～ 五 一 八 を 収 録 し た（「 尾 五 」 は 本 号 で 終

の ）・ 帖（ 折 本 ）・ 巻 子 な ど と 示 し た。 小 型 本 に つ い て は、「 横・ 小 」、

数量は、出納・閲覧の便宜を考慮して、後年の改装により、分冊ある

了）。なお、本目録は、文書点数が非常に多いことや紙幅の関係などから、

一

「縦・小」などと表記した。

掲載していくことにする。

一度に収録することが困難であるため、「尾一」～「尾八」までの文書
群を複数回に分けて

いは合綴されたことが明らかな場合でも、現在保存されている状態での

本目録では、各史料について、①番号、②表題、③年月日、④作成者

一

備考には、史料の概略や別題、史料の中に挟み込まれた書状・書付・

冊数を採用した。
一

（または差出）→宛所、⑤形態、⑥数量、⑦備考の七項目を採録した。
番号は、原則として、過去に蓬左文庫によって付された枝番号形式の

絵図面および綴じ込まれた文書の有無、欠本、合綴、改装の状態など、

一

番号を使用したが、一部については、以前に当研究所において付された

必要と思われる事柄を＊印・※印を付けて適宜記した。

複数におよぶ冊子で構成されている史料については、出納や閲覧の便

る配列は、表題・年月日・作成者（または差出）→宛所・形態・備考（冒

宜のため、原則として各冊ごとの細目を掲載した。細目の各項目におけ

一

番 号 を 使 用 し た も の も あ る。 本 目 録 の 配 列 は、 こ の 番 号 の 順 序 に し た

〕付きで直後

がっている。なお、史料の配列や出納・閲覧の都合上、欠番号はそのま

表題は、原則として内題（巻頭題）を採用し、外題を〔

まにしてある（本号の目録では欠番号はない）。
一

頭に※を付した）の順とし、それぞれを二字アキで示したが、該当する

〕の表記は省略した）。

に示した（なお、内題と外題が同じ場合には、
〔

項目に記載がない場合には、省略して表記している。

一

また、表題のみでは内容の把握が困難と考えられる史料については、必
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本目録は、当研究所で過去に採録したカードを基礎とし、これに今回
の 目 録 に 際 し て 改 め て 実 施 し た 内 容 調 査 の 結 果 を 加 え て 構 成 し た。 な
お、本目録は、平成二二年度～同二八年度に行った研究員・非常勤研究
員・研究生による夏季・春季集中史料整理の成果に拠っている。調査参
加者は、太田尚宏（主任研究員・当時）・白根孝胤（研究員、当時）、石山
秀和・浦井祥子・栗原健一・坂本達彦・渋谷葉子・清水聡・滝口正哉・
田原昇・中村洋子・西光三・藤田英昭・宮原一郎・吉成香澄（以上、非
常勤研究員・当時含む）、池ノ谷匡祐・出野雄也・井浪直人・上野恵・
萱場真仁・桐生海正・小宮山敏和・櫻庭茂大・柴田愛・高田綾子・高橋
伸 拓・ 髙 山 慶 子・ 塚 田 沙 也 加・ 仲 泉 剛・ 西 田 安 里・ 根 岸 美 季・ 芳 賀 和
樹・橋本佐保・藤井明広・松本剣志郎・宮坂新・山﨑久登・横山考之輔

（以上、非常勤研究生・当時含む）の三八名である。内容調査、データ入
力、および原稿化作業は藤田英昭（研究員）が担当した。
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諱
義直
光友
綱誠
吉通

継友

五郎太

宗春
宗勝
宗睦
斉朝
斉温
斉荘
慶臧
慶勝
茂徳
義宜

生没年月日
慶長一二年閏四月二六日〜
慶安三年五月七日
慶安三年六月二八日〜
元禄六年四月二五日
（隠居）
元禄六年四月二五日〜
元禄一二年六月五日
元禄一二年七月一一日〜
正徳三年七月二六日
正徳三年八月二九日〜
正徳三年一○月一八日
正徳三年一一月一一日〜
享保一五年一一月二七日
享保一五年一一月二八日〜
元文四年一月一三日
（隠居）
元文四年一月一三日〜
宝暦一一年六月二四日
宝暦一一年八月五日〜
寛政一一年一二月二四日
寛政一二年一月二九日〜
文政一○年八月一五日
（隠居）
文政一○年八月一五日〜
天保一○年三月二六日
天保一○年三月二六日〜
弘化二年七月二○日
弘化二年八月二六日〜
嘉永二年五月七日
嘉永二年六月四日〜
安政五年七月五日
（隠居）
安政五年七月五日〜
文久三年九月一三日
（隠居）
文久三年九月一三日〜
明治八年一一月二四日

藩主就任期間
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諡号
院号
敬公
正公
瑞龍院
誠公
泰心院
立公
円覚院
達公
真巌院
曜公
晃禅院
逞公
章善院
戴公
賢隆院
明公
天祥院
順公
天慈院
僖公
良恭院
懿公
大覚院
欽公
顕曜院
文公
賢徳院
顕樹院
靖公
隆徳院

実父
生母
徳川家康
御亀
（相應院）
義直
尉
（歓喜院）
光友
千代姫
（霊仙院）
綱誠
下総
（本寿院）
吉通
輔君
（瑞祥院）
綱誠
和泉
（泉光院）
綱誠
梅津
（宣揚院）
松平友著
繁
（円珠院）
宗勝
嘉代
（英巌院）
一橋治国
彰君
（乗蓮院）
徳川家斉
瑠璃
（青蓮院）
徳川家斉
蝶
（速成院）
田安斉匡
れい
（青松院）
松平義建
規姫
（真證院）
松平義建
みさを
（陽清院）
慶勝
多満
（禎正院）

正室（簾中）
継室
春姫（高原院、浅野幸長女）

千代姫
（霊仙院、徳川家光女）

新君（瑩珠院、広幡忠幸女）

輔君（瑞祥院、九条輔実女）

安己君
（光雲院、近衛家煕女）

三姫（宝蓮院、徳川吉通女）

好君（転陵院、近衛家久女）

淑姫（清湛院、徳川家斉女）

愛姫（琮樹院、田安斉匡女）
福君（俊恭院、鷹司政煕女）
猶姫（貞慎院、田安斉匡女）

矩姫（貞徳院、丹羽長富女）

政姫（崇松院、丹羽長富女）

三

※「御家御続帳」「御日記」「御記録」（徳川林政史研究所所蔵）
、
『尾張徳川家系譜』（
『名古屋叢書三編』第一巻）
より作成。なお、系譜・家譜によっ
て生没年月日に若干の相違がある。なお、一六代義宜は当主であった期間を記す。

慶長 五 年 一 一 月 二 八 日 〜
慶安三年五月七日
寛永 二 年 七 月 二 九 日 〜
元禄一三年一○月一六日
慶安 五 年 八 月 二 日 〜
元禄一二年六月五日
元禄 二 年 九 月 一 七 日 〜
正徳三年七月二六日
宝永 八 年 一 月 九 日 〜
正徳三年一○月一八日
元禄 五 年 二 月 八 日 〜
享保一五年一一月二七日
元禄 九 年 一 ○ 月 二 六 日 〜
明和元年一○月八日
宝永 二 年 六 月 二 日 〜
宝暦一一年六月二四日
享保 一 八 年 九 月 二 ○ 日 〜
寛政一一年一二月二四日
寛政 五 年 八 月 二 三 日 〜
嘉永三年五月一三日
文政 二 年 五 月 二 九 日 〜
天保一○年三月二六日
文化 七 年 六 月 一 三 日 〜
弘化二年七月二○日
天保 七 年 六 月 一 五 日 〜
嘉永二年五月七日
文政 七 年 三 月 一 五 日 〜
明治一六年八月一日
天保 二 年 五 月 二 日 〜
明治一七年三月六日
安政 五 年 五 月 二 四 日 〜
明治八年一一月二四日
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題

〔徳川家文書 十一〕

尾五─五〇九─一一

年月日
（文政～明治）

作成者
（差出→宛所）

四

形態・数量

横綴  一

① 後日見合可相成書付類
明治一五年
※状一四点。
② 未開墾地調之節丈量野帳 并草生地作人 江割渡図面等
（明治）
※状一〇点。
③ 年々再間之記
明治八年亥五月
※状一七点。もとは横半。表紙より前四枚も細目③の一部と思われる。
④ 宅地願書綴 上ヶ畑トモ
明治一〇年九月
徳川邸
※状六点。
⑤ 記（愛知郡南柴田新田徳川義禮 江売渡 ニ付写）
明治一二年五月五日
支配人同郡豊田村戸長 安井吉太郎→同郡鳴尾村 戸長御中
※状三点。絵図二枚とも。
⑥（測量麁図類） （明治）
※状二〇点。入札証五枚とも。絵図には「瀬戸御茶屋北西 江大道通り南側東鈴久山下迄」「松山御茶屋北西之内」「鈴久山之図」「浮島之内元
不動寺 西利兵衛起」などと記載されている。
⑦（新規田方 ニ相成分絵図） （明治）
※状三点。彩色図。
⑧（岩石払下 ニ付書類） （明治）
※状三点。
⑨（測量麁図類） （明治）
※状五点。絵図には「元金比羅社跡」「向島川田添北側起畑」「土手坪数」などと記載されている。
⑩（郷村社標柱里程書改 ニ付通知）
明治一一年二月一五日
速水氏勉㊞→徳川邸家従御中
⑪（明治九年・十年分上納金書上） （明治）
⑫ 耕作人名前附替留
明治六年酉一〇月
※状一四点。もとは横。表紙より前三枚も細目⑫の一部と思われる。
⑬ 土取場種代渡調牒
明治一〇年丁丑五月
※状一四。もとは横。表紙より前三枚も細目⑫の一部と思われる。
⑭ 号外（徴収期限第五期 ニ当ル田方地租可相納達） （明治）一二年三月二四日
名古屋区長吉田禄在→数寄屋町・前之川町 戸長
※「名古屋区戸長役場」罫紙使用。
⑮ 区第九号（市街地祖其他税用之儀達）
明治一二年一月一四日
名古屋区長吉田禄在代理 名古屋区書記三角風三→名古屋区 旧用係中
※状三点。
⑯（十三年麦作検見書上） （明治）
※横半か。
⑰（氷室新開用水路諸入費・納屋町家税書上） （明治）

⑱（道数寸法取調書上） （明治）
⑲（七分金勘定書上） （明治）
徳川邸→
⑳（五ヶ所悪水改修見取図） （明治）
㉑（切起新田畑 ニ付書状） （明治一三年）一〇月二三日
濱島増蔵・同善十郎→徳川様御家従御中
㉒ 御新田畑返上届
明治一三年五月一五日
濱島善十郎→家従御中
㉓ 田方入土積
（明治）
㉔（御製茶方返・川船運上金勘定書上） （明治）
㉕ 堤防臨時修繕願（本月十三日夜之暴風雨高浪堤防大破 ニ付） （明治）
※下書きヵ。
㉖（杭本数・代金書上） （明治）
※綴からはずれた状態で挟み込まれている。
㉗ 南柴田新田汐垣出来形積
（明治）
㉘（汐垣出来方積） （明治）
※裏面に汐垣の図が記載されている。
㉙（昨十三年度下用逢堤防入費内訳）
明治一四年四月一二日
飛島新田 役場㊞→内家邸 平松繁殿
㉚ 中弓之割（絵図） （明治）
※鉛筆書き。
㉛（操出新田其外落札 ニ付残金皆納期限） （明治一四年）
㉜ 地券証御書換願
（明治）
㉝ 七月中御勘定精算下調書
（明治）
㉞（金銭勘定書上） （明治）
※後欠。
㉟ 記（十三・十四年分日当書上） （明治）一五年一月一七日
徳川邸→五味貞鎌外三名
※「徳川」罫紙使用。
㊱（残金内訳勘定書上） （明治）
㊲ 記（船方新田反別書上） （明治）
※状二点。
㊳ 高岳院御内仏御屋根所々葺繕ひ御積り書
明治一三年九月
板屋 善吉㊞→内家 御役所
※高岳院は徳川家康第六子仙千代の院号で菩提所。
㊴（伊藤本店小払振出シ覚） （明治）
㊵ 記（御祭典料書上） （明治）
※「従三位様 江御備」と記載あり。従三位様は一六代徳川義宜（明治八年没）のことか。
㊶ 稲荷新田地価割税差引
（明治）
※状二点。
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題

年月日

作成者
（差出→宛所）

六

形態・数量

㊷ 記（地価割税上納有之様御取扱被下度） （明治）一三年七月一三日
数寄屋町・前之川町戸長 磯谷正義㊞→徳川殿 御家従御中
※「名古屋区戸長役場」罫紙使用。
（明治）
㊸ 宿立支度料
明治一一年一一月一三日
家作主 国島新太郎㊞外 三人→愛知
㊹ 家作取建願（徳川慶勝所持愛知郡上名古屋村字瀬戸前十四番甲宅地借受 ニ付）
県令安場保和殿
須佐之男神社 祠管掌㊞→徳川御家 御家従御中
㊺（宗像神社御祭事 ニ付出願執行 ニ付回答書） （明治）九月七日
竹や 甚助→徳川様
㊻ 覚（竹代金請取 ニ付） （明治）三月一九日
吉田太平→徳川御邸 家従御中
㊼ 証（大田村川両新田堤防費・同地券書換証印税） （明治）一四年一一月七日
明治一〇年八月
地主従一位徳川慶勝家扶 第一区樋之口
㊽ 宅地願（上名古屋村徳川慶勝所持拾四番字瀬戸前拾四番新開試作畑九畝九分之内）
町拾番屋敷 永田益衞→愛知県令安場保和殿
※状二点。絵図とも。
明治五年
→愛知県令国貞廉平殿
㊾ 地目変換 ニ付上申（徳川慶勝所持名古屋区前之川町拾三番）
※状二点。
明治一〇年七月
地主従一位徳川慶勝家扶 第一区樋之口町拾番屋敷 永田益衞→愛知県
㊿ 田畑変換願（上名古屋村徳川慶勝所持畑田方 ニ仕度）
令安場保和殿
※状二点。
（敷地割図） （明治）
※「中土戸通り」と記載されている。
明治一四年一一月三〇日
名古屋第百三十四国立銀行→徳川邸御中
（当座預金弐千壱百四拾八円余 ニ付通知）
※状二点。「第百三十四国立銀行便牋」使用。徳川邸からの返書とも。
（十月中金銭勘定書上） （明治）
（十月中取替払精算書） （明治）
※もとは横。
（明治）二月三日
 入藤作出来
（銀行返シ金等書上覚） （明治）
（明治）一四年五月
 予借金日計簿
※状三点。もとは横半。三枚目が表紙。
（明治）一四年一〇月一五日
 丁張野帳
※状二点。絵図あり。
明治一二年～同一三年
深谷清兵衛㊞→徳川御邸 御家従殿
（知多郡大田村字川南御新田堤防御普請関係書類）
※状八点。
（金銭書上） （明治）
徳川邸→
 杉之内壱ノ小割（小作反別高書上） （明治六年ヵ）酉七月
※状六点。もとは横。

七

（反別書上） （明治）
※状六点。もとは横。
 第十五稔四月中御勘定下調
（明治一五年）
（地目反別書上） （明治）
※状二点。
（測量麁図） （明治）
※状四点。もとは横。
 瓦門際地埋積（埋土見積図） （明治）
 第一区愛知郡上名古屋村内 元新邸地等級調
（明治）
※状四点。もとは縦。
 御扣地之内家作取建場所模様替之御願
明治一一年一二月
第一区才市裏四拾三番屋敷居住 宮田彦三郎→徳川殿 御役所
 上名古屋村反獲米麦割
（明治）
※状二点。もとは縦。
 太政官御布告第五十三号（地租徴収期限改定 ニ付）
明治一〇年七月一八日
愛知県令安場保和→
※もとは縦。
（宗像神社周辺用水路図） （明治）
 家作地拝借願（字梅林五番宅地）
明治一二年卯一〇月一二日
佐藤新治㊞→徳川様 御家従御中
※状二点。添書とも。
 御邸前御泉水山内庭土手御池新御堀之図
（明治）
※状二点。
（見込 并畑反別書上） （明治）
（琉球包壱個積送状）
明治一五年五月二六日
東京本所横網町壱丁目十九番地 土岐長久→愛知県下名古屋南山町徳川屋敷 御家扶衆殿行
 拝借田方之義 ニ付願（水難凶作 ニ付実地御検査被成下度）
明治一四年一一月四日
澤田新九郎㊞・加藤新平㊞→徳川御家従御中
（日比野次郎所有七朱別金禄公債証書買入 ニ付書状） （明治）一四年一一月三〇日
井上喬→土岐長久殿
 願（拝借地不作 ニ付御検査）
明治一四年六月五日
名古屋区泥町百四十四屋敷 石黒正吉㊞→徳川邸御中
 麦作検見願
明治一四年六月
名古屋区吹上町 伊藤紋左衛門㊞→徳川邸 御家従御中
 願書（拝借耕地不出来 ニ付巡見被下度）
明治一四年一〇月
石黒正吉㊞外三名→徳川邸御中
 乍恐後役願（当新田戸長大河内庄五郎辞職 ニ付） （明治）
伊藤外六名→
（再丈量分名前書上） （明治）
 弾及火薬買入願（銃砲弾薬売買免許商江間理三郎ヨリ買入度）
明治一四年一月
名古屋区深井町九十五番屋敷 平松繁→愛知県令国貞廉平殿
（畑・宅地反別書上） （明治）
 起畑頼込順 并所附留
明治五年壬申九月
※状五点。もとは横。
 記（伊藤支店へ金銭請取 ニ付） （明治）四月一二日
奥田傳十郎㊞→徳川御邸 御役所中
尾張徳川家文書目録（十八）

番

号 表

尾張徳川家文書目録（十八）

題

年月日

（明治）

作成者
（差出→宛所）

八

形態・数量

横綴  一

 記（道直シちん・相応寺車力ちん・石取置人足ちん請取 ニ付） （明治）四月一二日
奥田傳十良㊞→徳川御邸 御役所御中
（御土居下等の場所・人名書上） （明治）
※状二点。もとは横。
 元新邸地々券申請帳惣計書取
（明治）九年八月
※もとは縦。
 地券之証（尾張国愛知郡名古屋新田知内同国春日井郡大曽根村字於桜畑 江飛地弐番外） （明治）九年九月
橋本善述→
※もとは縦。
 廿五番字鈴文（第壱～十二号田畑測量図 并図解） （明治）
※状七点。もとは縦。
（江戸御小納戸日記断簡） （文政七年二月）
※状一〇点。もとは縦。一～四枚目の紙背が「貢米預帳」（明治八年一二月、新邸）に転用されている。前後反対に綴られている。内容は塚本
善右衛門威鉄炮打急度相慎申渡、初午 ニ付御深井稲荷社・柳原稲荷社神事、杉田教右衛門剃髪願、規姫臨月祈禱など。

〔徳川家文書 十二〕

尾五─五〇九─一二

① 記（西洋袋・半紙・シヤホン・小菊代請取 ニ付） （明治）
→吉田様
②（池田謙斎・伊藤方成・南部一正の名前書上） （明治）
※南部一正は「当時宮内省九等出仕 薬剤掛」と記載されている。
③ 記（丈糀壱足代金請取 ニ付） （明治）三月三日
伊藤㊞→吉田様
④ 記（茶糸織丼代受取 ニ付） （明治）一〇月二八日
丸屋 忠七㊞→吉田様
※印文は「東京浅草茅街壱丁目横町」とあり。
⑤ 記（長門赤銅口輪付其外代金受取 ニ付） （明治）九月二三日
丸屋 忠七㊞→吉田様
※印文は「東京浅草茅街壱丁目横町」とあり。
⑥（住所名前書上） （明治）
※「小石川道 小石川水道町三十七番地 平野勝」と記載されている。
⑦（御料理車夫代金書上） （明治）
⑧ 記（御筒籠壱対代金請取 ニ付） （明治）三月五日
籠や 重次郎㊞→上
⑨ 記（御料理代・てんぷらそば代金受取 ニ付） （明治）一一月三〇日
川長→吉田様
⑩ 犬侯へ協議案（故従一位公御分霊御奉迎御祭祀之件 ニ付） （明治一六年） （吉田知行）→（成瀬正肥）
※故従一位公は十四代・十七代徳川慶勝のこと。
⑪（香港迄之航路平穏五位公御壮健 ニ付書状断簡） （明治一七年）
※状三点。冒頭のみ三枚あり。下書きヵ。五位公は十八代徳川義禮のこと。義禮の英国留学に関する書状と思われる。
⑫（窮民御救筋之御用途 江職禄之内差上度旨願 ニ付達） （明治）六月
内田伊右衛門→
※会計懸り衆の貼紙あり。貼紙に「職禄之内を以引取上納相立善候旨申渡候事」と記載されている。

⑬（石高書上断簡） （明治）
⑭（預り米書上） （明治）
※川村惣助外四名が記載されている。添書とも。
⑮（服部善十郎職禄米壱石御広敷舂入米屋 江御渡 ニ付書付） （明治）
⑯（職禄二石之内米壱石御払相叶間敷 ニ付書付） （明治）六月
高津熊治→
⑰（払米高百三拾三石御渡申度 ニ付書付） （明治）
⑱（高取六太郎六月渡職禄米三俵） （明治）
⑲（川村惣助外三名六月渡職禄米弐俵） （明治）
⑳（服部善十郎六月私職禄米三俵） （明治）
㉑（職禄預り居候分鈴木鉞七郎外七名書上） （明治）
㉒（六石五斗之内割合書上） （明治）
㉓（御広敷懸り家扶近侍鈴木三之丞当月二月職務御免 ニ付達） （明治）八月
御広敷懸り 家扶頭取→
㉔（従三位様御馬御用 ニ付大泉太兵衛 江米弐石被下置 ニ付達） （明治）六月
戎馬監→
※従三位様は十六代徳川義宜のこと。大泉太兵衛は「五等官を以調馬官」と記載あり。
㉕ 九月十二日渡下調（内田伊右衛門外扶持米書上） （明治）
㉖ 大九月分御扶持方（新御屋敷女中・東御屋敷女中其外） （明治）
㉗ 桑山吉三郎初職禄之事（職禄米割を以相渡候様仕度） （明治）九月
桑山吉三郎→
㉘ 記（金銭書上） （明治）
㉙（払米書上） （明治）
㉚ 米出納規則
（明治四年）未一二月
㉛ 大申四月分（奥女中外扶持米書上） （明治五年）
㉜ おぼへ（松代書上） （明治三年）閏（一〇）月一二日
上入 菊左衛門→
※冒頭に「五」と記載あり。
㉝ 松入札
（明治三年）
大工 甚助→
※冒頭に「四」と記載あり。
㉞（松代金書上） （明治三年）午一〇月
御屋敷 杣銀蔵㊞→
※冒頭に「三」と記載あり。
㉟ 入札（松代金書上） （明治三年）一〇月一二日
法華寺町 益本屋清八㊞→
※冒頭に「壱」と記載あり。
㊱ 入札（松代金書上） （明治三年）
杣喜助→
※冒頭に「弐」と記載あり。
㊲ 覚（職禄渡り分書上） （明治）
東新町 石原善九郎外一名→
㊳ 未十月分職禄手形之事
（明治四年）一〇月一三日
井村・伊沢→
㊴ 乍恐（御払道具入札 ニ付） （明治）九月一四日
柿江屋 周之助→
㊵（御払道具入札 ニ付通知） （明治）九月一二日
内家局→小倉屋小八郎・柿江屋周之助外三名
尾張徳川家文書目録（十八）
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尾張徳川家文書目録（十八）

題

年月日

（明治六年～同一〇年）

作成者
（差出→宛所）

一〇

㊶（銕行燈・蓋付桶其外御払道具書上） （明治）
㊷ 覚（三州加茂郡正徳米書上） （明治四年）未一一月
丹羽助十郎→辰巳吉兵衛様
㊸ 記（廣井村田方納米上納 ニ付）
明治二三年八月一三日
大島彦左衛門㊞→徳川邸御中
㊹（地所購入 ニ付書状） （明治）三月七日
堀鉞之丞→櫻井能信殿
※下ヶ札あり。
㊺（本所回向院境内大相撲星取表） （明治一八年一月）
東京日本橋区浜町一丁目二十七番地 編輯兼出版人 根岸治右衛門
※摺物。
㊻ 十月中御名代（歴代当主御霊所参詣 ニ付） （明治）
㊼ 二月中御名代記名（御宮・熱田・一ノ宮其外） （明治）三月
㊽ 九月中（建中寺・相応寺御霊所参詣名代 ニ付書付） （明治）一〇月
㊾（二等家従申付其外申渡書） （明治）正月一二日
勝野金之丞→中野惣太郎殿
※本文に従一位様（徳川慶勝）と記載があるので、明治一六年以前。
㊿（東京市ヶ谷・西京吉田御屋敷修繕 ニ付書付） （明治三年）一一月
副家知事→
※付札あり。
（東京浅草寿松院名古屋旧官員出張所ゟ御呼出 ニ付書状） （明治）正月二〇日
名古屋県貫属士族 奥田正香→名古屋県庁御中
（東京監察使府・鎮将府下の尾張藩士書上） （慶応四年）
※後欠。
（御小姓頭取・御小性書上） （明治）
（山の絵） （年不詳）
※「北」「西」「東」「南面」と記載されている。
 記（廻章順達 ニ付） （明治）一一月一九日
稲葉正善家扶→徳川様 御家扶中様
（願書差出 ニ付書状） （明治）
田宮□□→徳川様御邸御中
（泥江町・西柳町宅地坪数書上） （明治）
※実測図とも。
 急通辞（家令・家扶人事書付） （明治）
（家丁其外給金書上） （明治）
（家扶・近侍・女中人名書上） （明治）
（御小納戸御膳番兼帯・小納戸其外人名書上） （明治）
（家職人事覚書） （明治）

〔徳川家文書 十三〕

尾五─五〇九─一三

＊西村七右衛門への貸付金に関するもの。裏表紙が破損している。取扱注意。
①（明治六年から同九年までの貸付金及返済分書上） （明治）
②（金子借用証文案） （明治）

形態・数量

横綴  一

（江戸）寅一二月

（江戸～明治）
上野村庄屋 辻丈助㊞→棚橋忠右衛門殿

一一

横綴  一

③ 西村貸金返済法（金八万円余） （明治）
④ 西村七右衛門貸金（金八万円余） （明治）
⑤（米五千俵代金壱万五千円余残金今明日中御差出被下度 ニ付書付） （明治）
⑥（貸渡金利子借用方之儀下総国八街開墾地へ抵当として差出 ニ付書付） （明治）
明治一〇年五月二日
徳川慶勝家令小瀬新太郎代 加藤栄太郎㊞→西村七右衛門殿
⑦ 仮証（立替金弐万円受取 ニ付）
（下総国八街開墾地之内西村郡司所有地抵当で金四万弐千円借用其外 ニ付） 明治九年一二月
西村七右衛門・西村郡治→小瀬新太郎殿
⑧ 借用金証
※「本所 徳川」罫紙使用。
明治八年九月二七日
西村七右衛門㊞→徳川様 御家従中
⑨ 記（深川東元町御邸内に新規建築御土蔵入用請負金五千円受取 ニ付）
※「西村」罫紙使用。
明治八年九月
西村七右衛門㊞→徳川 御家従中
⑩ 願書（高橋御邸内貸蔵新規取建営繕向請負 ニ付前金三分一下渡し被下度旨）
※「東京租税寮印紙売捌所」罫紙使用。
明治八年九月二七日
西村七右衛門㊞→徳川様 御令扶御中
⑪（深川東元町御邸御蔵初請負前金五千円受取及利子差出 ニ付約定書）
※「東京租税寮印紙売捌所」罫紙使用。
⑫ 積書（諸材木代其外） （明治） （西村七右衛門）
※形態は縦。
明治八年九月
西村七右衛門㊞
⑬ 壱番積書（土蔵四棟分代金其外）
※形態は縦。
⑭ 記（石高書上） （明治）
西村七右衛門㊞→徳川殿
⑮ 仕切（壱万三千百八拾四円余） （明治六年）酉一二月
※印文に「東京深川東永代町」とあり。
西村七右衛門→
⑯ 記（明治八年半ヶ年分其外利足金上納 ニ付） （明治）一二月二六日
⑰（利足金書上帳） （明治） （西村七右衛門）
※形態は縦。
西村七右衛門㊞→徳川様 御家扶御中
⑱ 願書（諸材仕出し金返済猶予 ニ付） （明治）八年五月三〇日
※形態は縦。「西村」罫紙使用。
明治八年七月三一日
西村七右衛門㊞→徳川様 御家扶御中
⑲ 御猶予願（拝借金壱万六千円返納 ニ付）
※形態は縦。「西村」罫紙使用。
明治九年一月
西村七右衛門㊞→徳川様 御令扶御中
⑳（深川御邸御蔵御取建 ニ付約定書）
※形態は縦。「東京租税寮印紙売捌所」罫紙使用。添証・別紙証とも。
明治八年五月
西村七右衛門㊞→徳川様 御家従御中
㉑ 記（諸材仕出方金三千円返納証書）
明治八年五月
西村七右衛門㊞→徳川様 御家従御中
㉒ 記（諸材仕出方金壱万円返納証書）

〔徳川家文書 十四〕

尾五─五〇九─一四

① 覚（上り地高懸り書上）
※形態は横。
尾張徳川家文書目録（十八）

番

号 表

尾張徳川家文書目録（十八）

題
（江戸）寅一二月
（江戸）寅一二月

② 覚（飯米代銭代米書上）
※形態は横。
※形態は横。
（江戸）寅年一二月

③ 覚（御法事入用書上）
④ 覚（米・餅米書上）
※端裏に「自筆草案」と記載あり。

年月日

作成者
（差出→宛所）

上野村庄屋 辻丈助㊞→棚橋忠右衛門殿
上野村庄屋 辻丈助㊞→棚橋忠右衛門殿

棚橋忠右衛門㊞→右村 庄屋

平尾甚三郎㊞→右村 庄屋

（江戸）戌二月一〇日

（江戸）一〇月一六日

⑤（御勘定奉行地方公事方兼可被仰付人別夫々繰上 ニ付書状）
⑥ 覚（御領米改御用 ニ付東野村飯米木銭書付）

平尾甚三郎㊞→右村 庄屋

（江戸）寅九月二二日

蓮華寺㊞→辻丈助殿

松井喜十郎㊞→棚橋忠右衛門殿

（江戸）二月一〇日

⑦ 覚（輪中村々田方見分 ニ付東野村二泊二昼飯米木銭書付）

（江戸）寅一二月

（明治ヵ）未一二月

（年不詳）

⑧ 覚（御領知廻村御用 ニ付東野村飯米木銭書付）
⑨（西国之模様最早穏之様子 ニ付別啓）
※糊継ぎはがれ。
⑪ 覚（大豆五斗受取 ニ付）

⑩ 覚（当未年村方勘定渡金之内 江当借 ニ付）

蓮華寺㊞→辻丈助殿

（明治三年ヵ）

享保一三申年極

中島孝之丞→棚橋忠衛様・岩田熊次郎様

（江戸）寅一二月

（明治ヵ）未二月晦日

⑫ 覚（祠堂金利足奉納 ニ付）
⑬（断簡）

※差出・宛先のみで本文なし。
⑭（本文御拝借員数之義 ニ付書状断簡）
※断簡四点とも。

（明治）一一月

（明治）
（明治）二月二五日

⑯（笠松県庁おゐて御処分御調筋 ニ付書状）

⑮ 当午年入水村々（郡家村外十八ヶ村被害書上）
⑰（門戸村本田之内屋敷地返上其外 ニ付書状）

徳川邸→

徳川邸→

（明治五年）五月

一二

御連名→井関（盛艮）権令殿

中嶋孝之丞→棚橋忠衛様・岩田熊次郎様

白井武啓→

（明治五年）

中嶋孝之丞→棚橋忠衛殿・岩田熊次郎殿

⑱（門戸村地所引渡方租税振合其外 ニ付書状）

（明治五年）壬申一〇月

（明治五年）壬申八月
（明治五年）壬申一〇月

①（藩債 ニ付滞利返却御断之旨頼状）

〔明治五年 徳川家文書 十五〕（藩債消却関係）

尾五─五〇九─一五

②（負債消却方 ニ付書状）

（明治）

③（負債消却方 ニ付書状）
※細目②と同様。

④ 積書（東京廻材木代 ニ付）

※端裏に「草稿」と記載されている。

⑤（旧名古屋県より大蔵省 江申上相成負債許多消却之途尽力仕度 ニ付書状案）

形態・数量

横綴  一

横 

一

（明治）

横綴  一

〔徳川家文書 十六〕（地代請取証文）

尾五─五〇九─一六

（慶応二年～明治六年）

〔徳川家文書 十七〕

一三

尾五─五〇九─一七

＊御新田金拝借村振替覚入札・道徳前新田に関するもの。
① 午年尾州濃州江州御蔵入御免相目録（高五拾八万四千八拾九石弐斗壱升六合） （明治三年）
②（御新田金拝借村振替之儀 ニ付書状） （明治）
③（道徳前新田・船方新田・大里川南新田・津島川口新田・三稲懸廻 ニ付書付） （明治五年）申二月
④（道徳前新田・船方新田・大里川南新田・津島川口新田・三稲新田掛廻其外 ニ付書上） （明治五年）
⑤（山縣郡植野村出訴一条 ニ付書付案） （年不詳）八月一〇日
⑥（尾張国・美濃国・近江国・新田高石高書上） （年不詳）
堀田剛蔵→棚橋忠右衛門様・岩田八九郎様
⑦（御蔵御勘定 ニ付書付） （明治）
棚橋忠右衛門→堀田剛蔵様
⑧（御蔵御勘定 ニ付返書） （明治）八月二三日
⑨ 入札（壱番～十二番御払下物代書上） （明治）
加藤八郎→
⑩（行燈其外壱ばん～十六ばん入札代書上） （明治）
堀田為三郎→
⑪（一～十六入札代書上） （明治）
山本屋佐兵衛・丸屋庄蔵・同長蔵→
⑫ 覚（あんとん他壱番～拾八番入札代書上） （明治）
⑬（壱はん～十六はん入札代書上） （明治）
葭屋 孫左衛門→御屋敷 御役所
⑭ 御屋形之分御払物入札（ろ一～ろ三十三） （明治四年）未九月
戸田町 松屋新七・山口屋五兵衛・みかや新七→
⑮ 入札扣（御船蔵御払物代書上） （明治）一一月九日
※冒頭に朱書で「七」と記載されている。綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
船大工 勘之右衛門㊞→
⑯ 櫓類（御払下代書上） （明治四年）未一一月
卒 長戸吉十郎・堀田弥十郎→
⑰ 入札（野風呂弁当・赤大薬罐其外代書上） （明治）
丸屋長蔵→
⑱ 覚（のふろ・大やかん其外御払物入札代書上） （明治）
ミの屋豊吉→
⑲ 入札（御払下物代書上） （明治四年）九月
美濃屋九兵衛→内家方御局
⑳ 入札覚（あんど・燭台其外御払物代） （明治四年）九月
辰巳屋竹右衛門・同得蔵→
㉑ 御払物入札（壱ばん～十七ばん） （明治四年）未九月
吉田屋平兵衛・山本屋茂七→
㉒ 入札（ろ壱ばん～三十三御払下物代） （明治四年）九月一八日
善吉→
㉓ 覚（あんと其外御払下物入札代書上） （明治）
庄屋→上
㉔ 覚（弐百目代書上） （明治）三月二日
庄屋→御川
㉕ 記（三百十目代書上） （明治）二月二五日
㉖（福寿印御鉄漿初 ニ付縮緬其外書付） （明治）四月二四日
藤屋清七→
㉗ 覚（大水てき其外払下物代書上） （明治四年）九月二五日
上野村→
㉘（御用飛脚壱人一ト泊札） （慶応元年）丑一一月二九日
※細目㉘～㉝は一括糊付けされ、綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
上野村 庄屋→
㉙ 覚（岡田助五郎様上下四人御泊 ニ付米銭書付） （慶応二年）寅一二月
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題

年月日

作成者
（差出→宛所）

一四

形態・数量

㉚ 覚（御飛脚壱人泊り米飯木銭書付） （慶応二年）寅七月
御徒目付→上野村庄屋
㉛（御用飛脚壱人一ト泊札） （慶応二年）寅九月一五日
上野村→
㉜（御用飛脚壱人一ト泊札） （慶応二年）寅一〇月一四日
上野村→
㉝ 覚（御名代松本覚兵衛様上下弐人御泊 ニ付米銭書付） （慶応二年）寅一〇月一四日
上野村→
㉞ 覚（御普請見分出張召仕弐人一泊 ニ付米銭書付） （慶応二年）寅正月二四日
棚橋忠右衛門㊞→上野村
※細目㉞～㊳は一括糊付けされ、綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㉟ 覚（御普請所見分出張召仕弐人二泊二昼 ニ付米銭書付） （慶応二年）寅正月二三日
棚橋忠右衛門㊞→上野村
㊱（御用飛脚壱人一ト泊札） （慶応二年）寅二月一〇日
上野村→
㊲ 覚（飛脚壱人一ト泊泊米銭書付） （慶応二年）寅一二月
上野村庄屋→
㊳ 覚（御普請見分 ニ付上下四人一昼一泊米銭書付） （慶応二年）寅七月朔日
棚橋忠右衛門㊞→上野村
㊴（緋大紋其外生地代金書上） （明治）
※下ヶ札多数あり。
㊵（絹縮其外代金書上） （明治）
※下ヶ札あり。
㊶ 覚（米上納 ニ付書上） （明治二年）巳一二月
三宅伊右衛門㊞→岩田熊次郎
㊷ 覚（御引米書上） （明治二年）
㊸（道徳前新田其外御扣地御払 ニ付書付） （明治五年）壬申二月
中野熊太郎→一等家従衆御中
※下ヶ札あり。
㊹（御上下仕様 ニ付礼状） （明治）一一月二九日
御細工頭→御広敷御用達衆様
㊺ 覚（五ヶ年引 ニ付） （明治）
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㊻（女中名前・給金書上） （明治二年）
※下ヶ札あり。浜の（中老・貞慎院表使）、袖浦（釣姫様中老）、八十野（元表使格・御抱守勤）、染山（釣姫様元若年寄並）らの給金や勤め年数が
記載されている。
辰巳彦兵衛→橋本虎三郎様
㊼（御屋敷圦御入用材木端板 ニ付書状） （明治）四月六日
㊽（御屋敷内大工作業 ニ付書付） （明治）一二月一六日～二一日
㊾（大豆弐斗六升書上） （明治）
米屋傳兵衛→
㊿ 覚（大豆弐斗七升書上） （明治）
代吉→
 おほへ（米申請 ニ付） （明治）三月二三日
米傳→上様
 覚（飛忠米九石上納 ニ付） （明治）一月二日
成田屋 善吉→上
 覚（金弐両壱分相渡 ニ付） （明治）一月八日
米屋傳兵衛→上
 覚（もみ代 ニ付） （明治）三月二三日
米屋喜兵衛→上
 覚（もみ米代 ニ付） （明治）三月二七日
米屋傳兵衛→上様
（籾書上） （明治）

一五

明治六年二月
 御下屋鋪立木御払
※形態は横。長助・安藤竹三郎・加藤常三郎らの名前が記載されている。
 覚（御下屋鋪五番立木代戻り請取 ニ付） （明治六年）三月一九日
萬屋長助㊞→橋本様
（女中衣類代書上） （明治）
（もうそう竹のこ代書付） （明治六年）酉四月
萱屋町 喜三郎→
※冒頭に朱書で「三」と記載されている。
 入札（金弐両三朱） （明治六年）四月一一日
山田吉右衛門→
※冒頭に朱書で「五」と記載されている。
 入札（竹のこ代壱両弐分三朱） （明治六年）四月
中野正恕→
※冒頭に朱書で「五」と記載されている。
 入札（竹子代弐両弐分） （明治六年）四月
小川町 加藤鎌三郎→
※冒頭に朱書で「壱」と記載されている。
（竹のこ壱両弐分弐朱代） （明治六年）
畳屋 吉兵衛→
※冒頭に朱書で「四」と記載されている。
 記（竹ノ子代弐両壱分） （明治六年）酉四月
花や 新蔵→
※冒頭に朱書で「六」と記載されている。
（初度竹の子代書上） （明治六年）
※朱書で書き込みあり。
 記（弐度目竹の子代書上） （明治六年）
※朱書で書き込みあり。
 覚（棕櫚皮百枚代） （明治六年）酉三月三一日
新七→橋本様
※朱書で書き込みあり。
（元俵代書上） （明治）
成田屋 善蔵→上
※付札あり。
 覚（未十一月・申八月二日人足代其外書上） （明治五年）申九月
彦七㊞→御内家用様
（白鳥材木代書付） （明治）五月四日
上内家局→平田所
 覚（熊野行代金請取 ニ付） （明治四年）辛未一一月
山田卯六㊞外一名→
（御舟請申度儀有之 ニ付出殿願） （明治）一〇月九日
三都 正租懸り→辰巳吉兵衛殿
※付札あり。
（縷々貴示被下感泣 ニ付礼状） （明治）一〇月二五日
蟹江史郎→
（両邸初御処置振 ニ付書状） （明治）一月一五日
辰巳重房→中齢様
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。朱書で返事が書き込まれている。
（兼 而願置候田地一条痛心其外 ニ付書状） （明治）九月一一日
内藤能弘→辰巳重房殿
（兼 而御内命之真野理兵衛事件 ニ付書状） （明治）一月一八日
（蟹江）史郎→辰巳君
（名古屋表御引払御目録之通拝領冥加至極 ニ付書状） （明治四年）六月二四日
水野康功（花押）→井上喬殿・内藤能弘殿
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〔徳川家文書 十八〕

尾五─五〇九─一八

年月日
（明治三年～同六年）

作成者
（差出→宛所）

①（先般東京引移り之節御見送り等いたし呉其外 ニ付書状） （明治四年）一二日
内藤（能弘）→辰巳様
②（新邸始御払下御談義に及度 ニ付書状） （明治五年）壬申八月二七日
地券掛㊞→辰巳吉兵衛殿
③（相達儀有之明十日出頭有之度 ニ付書状） （明治）一月九日
雑税懸→辰巳吉兵衛殿
④（安清院売立方其外 ニ付書状） （明治）
⑤（丹助一条・東照宮舞楽其外 ニ付書状） （明治）二月一九日
天野壮兵衛→辰巳重房殿
⑥（華堂住宅之儀 ニ付書状） （明治）夷則（七月）一七日
勝埜（良順）→辰巳（重房）□長
⑦（勝川年貢米代として四十三円余差出 ニ付書状） （明治）三月九日
（勝野）良順→巽老先生閣下（辰巳重房）
⑧（米金四円差出取計方 ニ付書状） （明治）一月一五日
松井市兵衛→辰巳吉兵衛様
⑨ 借用金証文之事（正金千両借用案文） （明治）
借主 成田与次兵衛→徳川御邸 永田益衞殿
※端裏に「成田与次兵衛証書之案」と記載あり。
⑩ 証（金弐百円借用案文）
明治三年庚午一一月
借用主 大村金藏・証人 久助→萬屋茂兵衛殿
※端裏に「大村金藏借用金証書」と記載あり。
⑪（南新田・藪新田其外 ニ付書状） （明治）九月一四日
（橋本）善述→（辰巳）重房様
⑫（大里新田・藪新田其外買入 ニ付覚） （明治）
⑬（青木君之御一封受取 ニ付書状） （明治）六月二日
鈴木高美→辰巳重房殿
⑭（早川龍助願出事件 ニ付書状） （明治）二月一二日
友文→（辰巳）重房君
⑮ 伺書（当月朔日御払御道具惣金高 ニ付書状） （明治五年）壬申一〇月二九日
辰巳重房→
※端裏に付札あり。
⑯（願出地所手放し難き ニ付書状） （明治）一月
辰巳重房→
※端裏に「角十一件 書取」と記載されている。
⑰（松井清蔭上京 ニ付長持取扱方 ニ付書状） （明治）一一月一七日
東京 同僚→名古屋 一等家従御中
⑱（野生近日上京御長持三棹拝借 ニ付書状） （明治）一一月八日
松井清蔭→辰巳吉兵衛様
※付札あり。
⑲ 覚（芝所出来揚り方其外金銭支払 ニ付） （明治）
⑳（近日御上京之由 ニ而長持三棹御用立方 ニ付書状案） （明治）
㉑（御預簡類被下方 ニ付書状） （明治五年）壬申一一月
永田益衞→日比野正明殿外五名
㉒（武州米建相庭東京商社六・七・八月大引書付）
明治六年六月一四日
米与→
※木版の雛形に大引を書き込んでいる。
㉓（岐阜五千金之儀 ニ付書状） （明治）二月二六日
辰巳重房→松原栄隆殿
㉔（岐阜五千円之儀 ニ付書状） （明治） （白井）武啓→（辰巳）重房兄
㉕（棚板・掾板請取） （明治）五月一六日
土木掛→辰巳重房殿
㉖ 記（棚四枚代其外請取 ニ付） （明治）五月三一日
土木掛り㊞→辰巳重房殿
㉗ 記（大八車代金壱円十銭受取ニ付） （明治）五月三一日
土木掛り㊞→辰巳重房殿
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横綴  一

（明治三年～同一二年）

→辰巳（重房）殿
㉘（御漬蠟石代受取） （明治）
㉙（大豆代受取） （明治六年）酉一月
→辰巳（重房）殿
㉚ 覚（丸形硯代受取 ニ付） （明治）五月一八日
中しまや 喜助㊞→小出様
㉛ 記（堅木・鰹節代金請取 ニ付） （明治五年）壬申七月二七日
→辰巳吉兵衛殿
㉜（屋敷購入借家取建方 ニ付書状） （明治）四月二七日
正木宗兵衛→辰（巳）吉兵衛様
㉝ 記（中皿其外代金 ニ付） （明治五年）七月
橋本→辰吉（辰巳吉兵衛）様
㉞（寄桶壱荷代） （明治）
→辰巳様
㉟ 覚（二程治教録初代金請取 ニ付） （明治）六月
→辰巳殿
㊱ 覚（百川学海其外代金請取 ニ付） （明治）六月
→辰巳殿
㊲（返上金割符 ニ付書状） （明治）
鶴翁→（辰巳）吉兵衛様
㊳（硯御預り ニ付書状） （明治）極ノハテ
中□→（辰巳）重房大人
㊴（過日御内々奉願上候一件 ニ付書状） （明治）一月五日
辰巳重房→佐 顕光様
※付札あり。
㊵（県庁 江御願申上候件其外 ニ付書状） （明治六年）酉一月五日
珍兵衛→安井喜一様
㊶（少々行違之廉有之 ニ付書状） （明治）一〇月二六日
辰巳重房・伊藤祐乗→信濃屋有助外一名
㊷（其節願置候代地其外 ニ付書状） （明治）三月一〇日
→天野仁兵衛様
㊸（水野康功殿初 江拝領物 ニ付書状） （明治）一月二〇日
㊹（御書物御払相成 ニ付書状） （明治）
野間世外→辰巳吉兵衛様
㊺（盆前ゟ不快執筆難渋 ニ付書状） （明治） （野間）世外→（辰巳）吉兵衛様
㊻（逸蔵先頃東京ゟ着 ニ付書状） （明治）二三日
野間世外→辰巳吉兵衛君
㊼（私御預り笙之儀修覆返上 ニ付書状） （明治五年）一一月二八日
日比野正為→永 益衞様
㊽（岡本清様御預り篳篥吟味引替 ニ付書状） （明治五年）一一月二八日
日比野正為→辰巳吉兵衛様
㊾（山崎大次郎御預り髙麗笛引替不申 ニ付書状） （明治五年）一一月二一日
（日比野）正為→辰巳（吉兵衛）様
㊿（御預管類引渡 ニ付書状） （明治五年）壬申一一月
永田益衞→辰巳（吉兵衛）様
（暫風邪不快紫雲壱円分御払申請度 ニ付書状） （明治）三月八日
服部憲・山田武範→永田益衞様・辰巳吉兵衛様
（例之早川中甚残念且失敬恐入 ニ付書状） （明治）一一月二八日
曽根→辰巳様
（御賞典引続御渡相成哉其外 ニ付書状） （明治）九月朔
賀隆廣拝→（辰巳）吉兵衛様
（高橋石斎忰古事記書写其外 ニ付書状） （明治）一〇月二日
井上喬→永田益衞殿
（古事記一条 ニ付書状） （明治）四月一〇日
忠久拝→（植松）有園先生
※付札あり。

〔徳川家文書 十九〕

尾五─五〇九─一九

① 略記（海東郡茶屋新田五番割之内字江東分反別書上） （明治）
②（茶屋新田五番割之内反別書上） （明治）
③ 覚（海東郡茶屋新田五番割之内反別書上） （明治）
※「八年十一月廿四日飛島彦四郎持参」と記載された付札あり。
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④ 覚（海東郡茶屋新田五番割之内反別書上） （明治）
※「未申年之間 ニ聞置」と記載された付札あり。
⑤（熱田前新田図） （明治）
⑥ 飛島新田地券証之反別
（明治）
⑦（飛島新田売払 ニ付書状） （明治）一〇月一〇日
渡辺甚吉 代久助→早川様 御支配人様
⑧（飛島新田竹之郷御扣地売払価格 ニ付書状） （明治）
⑨（熱田前新田御川詰所小流登り ニ付書状） （明治三年）
⑩（熱田前新田御川行日程 ニ付覚） （明治三年）閏一〇月一四日
岡田利右衛門→
⑪ 覚（弐拾けん山代） （明治三年）閏一〇月
彦兵衛㊞→御川定番 三平様
⑫（力之口西物置大破 ニ付書状） （明治三年）一一月一〇日
御年貢地懸→御作事懸衆様
⑬ 御川詰所屋根（略図） （明治三年）
⑭（御川詰所屋根代御渡願） （明治三年）一〇月
熱田新田拾弐番所 善吉㊞→内家 御作事御役所
※付札あり。
⑮ 熱田前新田御川詰所御修復御入用
（明治三年）
岡田利右衛門懸り→
⑯（熱田前新田御川詰所御修復入用書上） （明治三年）
⑰ 覚（屋根修復代請取） （明治三年）午一一月二四日
かわら屋 平蔵→卯兵衛様
⑱（禄券施行前之様子・定光寺船蔵其外 ニ付書状） （明治）六月二九日
辰巳重房→服部保殿・橋本善述殿
※付札あり。
⑲（稲荷新田圦之儀 ニ付書状） （明治）七月七日
天野佐兵衛→橋本（善述）様
※一紙挿入あり（綴から剥がれた状態）。
⑳ 記（上田地券書上） （明治）
※下ヶ札あり。
㉑（富﨑新田反別書上） （明治）
㉒ 加家村地先新田内中新田一円
（明治）
※二紙挿入あり（綴から剥がれた状態）。
㉓（扣地茶屋渡新田 ニ付書状） （明治）八月一四日
中島延充→橋本善述様・辰巳重房様
※細目㉔と糊付けされ綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㉔ 覚（熱田前新田川東割合金 ニ付） （明治）
※細目㉓と糊付けされ綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㉕ 記（愛知郡茶屋古新田・同郡茶屋新田反別書上）
明治九年六月
※下ヶ札二点あり。
㉖（伏間瓦・唐草瓦外修繕入用書上） （明治）
㉗ 熱田前新田御川御腰懸御修復御入用積
（明治）
㉘（十九年分飛島新田外俵入・出・水上等入用書上） （明治）
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㉙（廿年分道徳新田外蔵入・水揚等入用書上） （明治）
㉚（新屋敷古圦木建中寺へ用方其外 ニ付書状） （明治）五月一七日
辰巳守・橋本善述→岡田光治殿
㉛ 受取記（張芝壱艘 ニ付） （明治）五月一六日
道徳前新田 安井彦三郎→御苗御字殿
㉜ 記（文吉船外三艘代金 ニ付） （明治）
森喜右衛門㊞→久三郎様
㉝ 砂記（旧三月十四日分其外金銭書上） （明治）
㉞ 記（張芝受取 ニ付） （明治）五月五日
道徳前所㊞→土主御中
㉟（寸法書上） （明治）
㊱ 記（船坪数書上） （明治）
竹川伊兵衛・伊藤粂八→
㊲ 証文抜写（新田堤外大手三拾間通堤為要害新田附之筈） （明治）
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㊳ 南大手藻上ヶ場（堤寸法） （明治）
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㊴（御官材合併桴之義地理局へ伺 ニ付書状） （明治）五月九日
伊藤清九郎→森喜左衛門様・二村作左衛門様
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㊵ 御返書（其御村 江材木凡百本余流材 ニ付書状） （明治）五月九日
天満村 市兵衛→元道徳前新田 戸長 御会所御中
㊶（寸法書上） （明治）
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㊷（地理局官員其外貴地出張 ニ付書状） （明治一二年）五月八日
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㊸ 記（割杭材送り ニ付） （明治一二年）卯四月九日
材木屋 伊兵衛㊞→道徳 喜三郎
㊹ 記（材木御渡シ ニ付） （明治一二年）五月五日
材彦㊞→森喜右衛門様
㊺（勾配改之義 ニ付書状） （明治）五月二二日
橋本善述初→岡田光治殿
㊻ 送状之事（三五杭材木 ニ付） （明治一二年）卯三月一四日
材木屋 庄次郎㊞→道徳新田 御会所 森喜左衛門様
㊼ 記（材木送り ニ付） （明治一二年）卯四月九日
材木屋 伊三郎→喜左衛門様
㊽ 記（割杭材御渡シ ニ付） （明治一二年）五月四日
材彦㊞→道徳新田 安井吉三郎様
㊾ 記（三尺五寸割杭代） （明治一二年）四月一五日
材彦㊞→森喜左衛門様
㊿ 記（三尺五寸杭代） （明治一二年）卯三月二二日
木屋 庄次郎㊞→道徳新田 森喜左衛門様
 記（半右衛門船送出壱艘受取 ニ付） （明治）四月一七日
道徳前新田 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
※「引合壱艘帳簿之方受取」と記載された付札あり。
記（政蔵船張送出壱艘受取 ニ付） （明治）四月二三日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
記（政蔵船送送出壱艘受取 ニ付） （明治）四月一七日
道徳前新田 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
記（飛島政蔵張出壱艘受取 ニ付） （明治）五月四日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
記（藤四郎船送出壱艘受取 ニ付） （明治）四月一七日
道徳前新田 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
記（飛島新田政右衛門送出壱艘受取 ニ付） （明治）四月一七日
道徳前新田 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
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 記（政右衛門船張出壱艘請取 ニ付） （明治）四月二二日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
 記（庄兵衛船送出壱艘受取 ニ付） （明治）四月一七日
道徳前新田 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（庄兵衛船張出壱艘請取 ニ付） （明治）四月二二日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（伊兵衛船張出壱艘請取 ニ付） （明治）四月二三日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
 記（稲本村六右衛門船張出壱艘請取 ニ付） （明治）四月
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（粂八船張出壱艘受取 ニ付） （明治）四月二四日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（粂八船張出壱艘受取 ニ付） （明治）四月二二日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（粂八船張出壱艘受取 ニ付） （明治）四月一七日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（粂八船張出壱艘請取 ニ付） （明治）五月四日
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（張出壱艘請取 ニ付） （明治）四月
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（張出壱艘請取 ニ付） （明治）四月
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（張出壱艘受取 ニ付） （明治）
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 記（張出壱艘受取 ニ付） （明治）
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
 記（張出壱艘請取 ニ付） （明治）
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
 記（張出壱艘受取 ニ付） （明治）
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
 記（張出壱艘受取 ニ付） （明治）
道徳 安井吉三郎㊞→青木治三郎殿
 道徳前新田圦古木入水覚
（明治九年）子三月一九日
→御小納戸御役所
 道徳前新田出板入札
（明治九年）子三月一九日
定蔵㊞→御小納戸御役所
（道徳前新田古木入札覚） （明治九年）子三月
丈右衛門㊞→
 道徳前新田圦古木入札之覚
（明治九年）子三月
近藤松右衛門㊞→
 道徳前新田圦古木入札
（明治九年）子三月
伴右衛門㊞→
 入札（波板） （明治九年）
伊三郎外四名→
 圦古木之覚
（明治九年）
※形態は横。
 覚（入札代） （明治九年）三月二〇日
惣左衛門→
（蓋板外覚） （明治）
さゝき中兵衛→
（敷板外覚） （明治）
笠原龍三→
（ヶ輪板枚数覚） （明治）
（檜ヶ輪板枚数覚） （明治）
中野惣太郎→

二〇
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 西京人数（計吏・同心・御口番・御中間其外） （明治）
（茶・粕天羅其外家根船へ入れる物等書上） （明治）
 記（上納金・地代金其外書上） （明治）
 記（金弐分ト弐拾三銭精算之上落手 ニ付） （明治）三〇日
山中拝→石原様
（柴田・道徳前新田年貢高書上） （明治）
 覚（金子書上） （明治）
いづミや林蔵→
 記（魚代金相渡） （明治八年）一月三日
浜会→御川懸り殿
（永田益衞屋敷畑明細書上） （明治）
 急廻状（知多郡中辛未租税前納残之分 ニ付） （明治五年）壬申九月
白井武啓→草木村・坂部村ほか三五ヶ村
 記（加家村出米之分其外 ニ付） （明治）
（建物用途 并取建諸入費書上）
明治七年一〇月
永田益衞→
（古井村田地之儀其外 ニ付書状） （明治）一一月二九日
吉田半一郎物行→五一郎君・吉兵衛君
（内家御買上田地之儀其外 ニ付書状） （明治）一一月二〇日
吉田半一郎物行→田原君
（田地御買上之歎願其外 ニ付書状） （明治）二月朔日
対馬三郎拝→田原様・辰巳様
（柴田新田新川蔵之分米五十五石久三郎 江払 ニ付書付） （明治）一〇年六月六日
（南柴田新田之米相払 ニ付相場覚） （明治一〇年）
① 記（稲荷納米五百五十六俵代金相納 ニ付蔵出之事） （明治）一〇年七月三日
徳川邸→（若狭屋久三郎）
② 記（新邸地納米弐百六拾壱俵代金相納 ニ付蔵出之事） （明治）一〇年六月二〇日
若狭屋久三郎→
③ 記（飛島納米弐百五拾石余相納 ニ付蔵出之事） （明治一〇年）五月二〇日
若狭屋久三郎→
④ 記（知多米三拾弐俵相納 ニ付蔵出之事） （明治）一〇年七月一八日
大曽根町 米屋喜兵衛→
⑤（御蓮池米六十三俵利兵衛 江相払 ニ付覚） （明治一〇年）六月一二日
⑥ 記（升取米弐石壱升八合相納 ニ付蔵出之事） （明治）一〇年八月二〇日
徳川邸→理兵衛
⑦ 記（南柴田米百八拾俵代覚） （明治）一〇年七月
⑧ 記（南柴田新田納米入札 ニ付） （明治一〇年）七月二日
※下ヶ札あり。
⑨（壱斗九升五合覚） （明治）
⑩ 記（柴田納米百八拾俵入札申請 ニ付） （明治）
萬屋甚兵衛→
⑪ 記（柴田納米壱斗九升八合御払米申請 ニ付） （明治一〇年）丑七月二日
わかさや久三郎→上
⑫ 記（柴田納米百八拾俵申受度 ニ付） （明治一〇年）七月二日
仲仕 利兵衛→上
⑬ 記（知多米弐俵御払申請度 ニ付） （明治一〇年）七月二日
※紙片「入札」とも。
⑭ 記（知多米三十弐俵直段 ニ而申請度 ニ付） （明治一〇年）七月一五日
米屋 喜兵衛→御家御衆中様
※奧に「入札 大曽根町 米屋喜兵衛」と記載されている。
⑮ 記（知多郡大里村御蔵米三拾四俵入札 ニ付） （明治一〇年）七月一五日
米や 松兵衛㊞→上
⑯ 記（知多米納米三拾弐俵入札 ニ付） （明治一〇年）丑七月一六日
米屋 清蔵㊞→上
尾張徳川家文書目録（十八）
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番

号 表

尾張徳川家文書目録（十八）

題

年月日

（明治一七年～同一八年）

作成者
（差出→宛所）

⑰ 記（知多納米三拾弐俵御払申請度 ニ付） （明治一〇年）七月一六日
仲仕 利兵衛→上
⑱（十四石八升覚） （明治）
⑲ 覚（七九竹大小其外上納 ニ付） （明治四年）一〇月
出来町 新蔵→松本勝左衛門様
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。細目⑲～㉑は糊付け一括。
⑳ 覚（葉付小竹其外上納 ニ付） （明治四年）一二月
新蔵㊞→松本勝左衛門様
㉑（てんほなし代覚） （明治）一〇月一九日

〔徳川家文書 二十〕（八雲開拓関係）

尾五─五〇九─二〇

二二

形態・数量

横綴  一

①（飯沼今明日入来其外 ニ付書状） （明治一七年）一一月二一日
（中川）庄太→吉知（吉田知行）様
※封筒とも。封筒表「東京本所区横網町一丁目十九番地 徳川殿御邸内 吉田知行殿」、封筒裏「函館港 相生町五十三番地 中川庄太」。
②（芋製粉見込・送金其外 ニ付書状） （明治一七年）一一月二一日
（片桐）助作→（吉田）知行様
※封筒とも。封筒表「東京本所区横網町壱丁目 徳川御邸内 吉田知行殿」、封筒裏「函館港相生町 中川庄太方 片桐助作」。
③（今回御当地御打合之御書類御示シ其外 ニ付書状） （明治一八年） （中川庄太）→（吉田知行）
※封筒とも。封筒表「東京本所区横網町一町め 徳川様御邸内 吉田知行殿」、封筒裏「函館港 相生町五拾三番地 中川庄太」。
④（精兄静岡転住学問 ニ付書状） （明治）一一月一七日
（片桐助作）→（吉田知行）
※細目④～⑥は封筒一括。封筒表「東京横網町 徳川様御内 吉田知行殿 蠣殻丁十二番 柳原」、封筒裏「函館県山越郡 八雲村片桐助作」。
⑤（お冨様より御祝儀難有 ニ付書状） （明治）一一月一七日
中川庄太→御家扶御中
⑥（私借用金ノ儀 ニ付書状） （明治）
中川庄太→御家扶様
⑦（金三百円照会 ニ付書状） （明治）一七年一二月一日
八雲村 片桐助作始→東京 御家扶御中
⑧（請求金 ニ付書状） （明治）一一月二九日
中川庄太→御家令様御中
⑨（八雲村開墾費函館請求金高ト八雲申上金高ト相違 ニ付書状） （明治）
函館 中川庄太・八雲 片桐助作→東京 御家令扶御中
⑩（八雲村より貴地進呈候様申来 ニ付書状） （明治一七年）一二月五日
中川庄太→御家令扶御中
※細目⑩～⑪は封筒一括。封筒表「東京本所区 横網町一町め拾九番地 徳川様御邸 吉田知行様」、封筒裏「函館区 相生町五十三番地 中川庄
太」。
⑪（愛知之藍職人出京藍玉手本差立候様八雲より申立 ニ付書状） （明治一七年）一二月五日
（中川）庄太→吉知（吉田知行）様
⑫（開墾地備金払尽東京邸請求 ニ付書状） （明治一七年）一一月一七日
（中川）庄太→御家令扶中様へ
⑬ 御預リ金支払ノ事（牧牛社へ弐百円・牧馬社へ五拾円・紡績会社御出金其外） （明治一七年） （中川）庄太→吉知（吉田知行）様
⑭（八雲村より請求金其外 ニ付書状） （明治） （中川庄太）→
⑮（病床至難 ニ付書状） （明治） （中川庄太）→
⑯（御送金御配意厚謝 ニ付書状） （明治） （中川）庄太拝→吉知（吉田知行）様
※封筒とも。封筒表「東京本所横網町一町目拾九番地 徳川様御邸内 吉田知行殿」、封筒裏「函館港 相生町 五十三番地 中川庄太」。
⑰（八雲村人気改革案 ニ付書状） （明治）一七年一二月二二日
片桐助作→吉田知行老兄
⑱（財政一件・八雲負債一件其外 ニ付書状） （明治一七年） （中川）庄太→吉知（吉田知行）様

尾五─五一〇

（明治一七年）一一月二三日

（明治）

（片桐）助作→（吉田）知行老兄

在中島郡稲葉興産場創立賛成 兼松正紀㊞→家令 大津

横綴  一

八雲村 片桐助作→御本邸 御家令扶御中

片桐助作→吉田知行様

（明治）一七年一月一八日

雑一」と記載されている。下ヶ札あり。

（明治）一七年一一月一七日

（明治）一七年一一月一七日

※鮭魚捕獲・大根播種・藍製造などの景況が記載されている。

⑲（御尋問之件々回答 ニ付書状）

（明治）
二十通一括

㉑（金七百円本年開墾費中より繰合函館中川へ御廻シ相成度照会）

⑳（本年凶荒 ニ付勤倹講預り金下渡其外 ニ付書状）

①（表紙）

〔加藤九郎右衛門初来状一括〕
※「加藤九郎右衛門初来状
②（当県有志士族興産場実施上 ニ係り中村永正等発企 ニ付書状）
直行殿

加藤大休→大津老
加藤九郎右衛門大休→大津直行殿

（加藤）大休→（大津）直行殿

（加藤九郎右衛門）→（大津直行）

（加藤）大休→大津老

加藤九郎右衛門→大津直行殿

（明治一七年）

（加藤）大休→（大津直行）

（明治）一二月二三日

（明治）一七年四月二四日

※十八代徳川義禮や伊藤次郎左衛門らの名前が記載されている。

（明治）臘月二三日

④（東照宮御輿御表具致度其外 ニ付書状）

③（義禮殿御伺之上御取計いたし度 ニ付書状）
⑤（仏具等 ニ付書状）

（明治一七年）三月九日

（明治）一七年七月一一日

⑥（義禮殿へ言上御直答有之様いたし度其外 ニ付書状）
※後欠。
※封筒とも。

⑦（東照宮事務所其外 ニ付書状）

⑧（義禮殿 江出興産有付其外 ニ付書状）

（加藤）大休→大津直行殿

（明治一七年）三月四日
（明治一七年）二月三日

⑨（義禮殿より先般給り候反物御取替被成下度御報知之趣其外 ニ付書状）

加藤九郎右衛門→大津直行殿

（加藤）大休→（大津）直行殿

加藤大休→大津直行殿

（明治一七年）三月一七日

（明治一七年）二月五日

（明治一七年）三月二五日

⑩（愚老願主となり東照宮 江弓術・鎗術・柔術奉納其外 ニ付書状）
⑪（御召下御袴之儀 ニ付書状）

⑫（従五位殿御来県呈品致其外 ニ付書状）

※従五位殿は十八代徳川義禮のこと。
⑬（東照宮神官大嶋為宜相談火鉢壱対拝借いたし度 ニ付書状）

（加藤）大休→大津老
加藤九郎右衛門→徳川義禮殿

（明治一七年）一月二二日
（明治一七年）一二月一七日

⑮（東照宮 江猿楽奉納 ニ付書状）

⑭（其節御内談置候西山初 江極密談いたし置其外 ニ付書状）

（明治一七年）

辰巳守→山本君・松田君

（加藤）大休→（大津）直行殿

（加藤九郎右衛門）→

⑯（愛知県士族加藤九郎右衛門・中村永正・伊藤正秀名前書付）

（明治一七年）二月五日

二三

徳川家 大津直行→各郡長御中

（加藤）大休→大津直行殿
明治一七年一月

（明治一七年）一九日

（明治一七年）二月九日

⑰（士族興産 ニ付中村永正義禮殿 江可申上哉も難計 ニ付書状）
⑱（高木任邦公債証書所持有之候哉承知致し度 ニ付書状）

⑲（本日御邸 江罷出候間特別拝謁可被仰付候様仕度 ニ付書状）
※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。

⑳（当県有志士族興産場創設方 ニ係り郡下出頭 ニ付宜御取計相成度旨書状控）

尾張徳川家文書目録（十八）
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題

年月日
㉑（従五位殿御帰京御機嫌克天気御伺被為済祝着其外 ニ付書状）
（明治一六年）一二月一七日

（明治）一月八日

作成者
（差出→宛所）

（加藤）大休→大津老

二四

形態・数量

士族授産発起人 加藤九郎右衛門・中村永正外一一名→

中村永正→大津直行殿

愛知県士族 加藤九郎右衛門→徳川義禮殿

※綴から剥がれた状態で挟み込まれている。従五位殿は十八代徳川義禮のこと。
㉒（特別言上仕度儀有之 ニ付願書）

加藤九郎右衛門→

明治一六年一二月二三日
（明治一六年）臘月一二日

（明治一六年）一二月一二日

㉓（士族授産方法 ニ付従五位様ヨリモ御賛成預り度願書）
㉔（東照宮 江献茶仕度 ニ付言上書）

明治一〇年三月一六日

縦 

（明治一六年）

士族授産発起人 加藤九郎右衛門・中村永正外一一名→

軍資方

元一番隊 江原久次隊 士族 岡野高英㊞外一九名など→徳川従一位殿

慶応四年～明治一〇年

鈴木小六郎→

鋪 

一

常陸国河内郡泉村 石嶋饒・同国同郡宮渕村 大野龍之助・下総国相馬

一

※士族授産有志の服部彦助・津田同意・菊永兼安・雑賀重英・成田兼吉・伊藤正秀・水谷政利・中村梢三郎・加藤勘十郎・岸上武了・中野弥

㉕（当県御滞在材木屋総兵衛御保養中奉伺度 ニ付言上書）

（明治一六年）一二月一二日

助の名前が記載されている。綴から剥がれた状態で挟み込まれている。
㉖（東照宮 江猿楽奉納仕度 ニ付言上書）
加藤九郎右衛門→徳川義禮殿

明治六年八月

㉗ 謹 而言上願（東照宮御直筆御表具切御紋付ニシキ織込之御切御下願・士族授産方法上申・一橋玄同殿江封物差上度等）
※一橋玄同は十五代徳川茂徳のこと。

一二月二五日

官軍奥羽出兵動書

号 表

尾五─五一一

① 歎願書（賞典米御分与願）

＊愛知県貫属士族が官軍につき東京・奥羽へ出兵した際の勤書をまとめたもの。

〔歎願書〕

慶応四年辰七月

平岩純祥㊞・田辺常武㊞・吉田有政㊞・林武綱㊞・津金忠恕㊞→

明治五年壬申三月四日

尾五─五一二

明治一〇年三月

※富永兼保の奥書あり。感状写二点とも。徳川従一位殿は十四代・十七代徳川慶勝のこと。
② 添願（岡埜高英初説諭 ニ付）

郡門倉村 門倉惣之助→（蜂須賀茂韶）

③ 上（奥羽追討及び八国鎮台府取建万民撫育 ニ付歎願）

道中入用金渡帳
（名古屋表立帰 ニ付）

明治四年

※冒頭「阿州侯閣下に奉言上」と記載されている。
尾五─五一三

明治四年会計表

明治七年

鋪 

一

＊「公納」「社寺」「手元」「文学」「土木」「台所」「厩」「定例賜」「臨時賜」「音信」「男給」「女給」「区費」「地並費」「臨時費」「便費」「旅費」「日当」「月費」

明治七年会計表

＊「公納」
「社寺」
「手元」
「文学」
「土木」
「旅費」
「台所」
「定例賜」
「臨時賜」
「日当」
「郵便」
「地並費」
「臨時費」
「出京費」の項目で構成される。 尾一 六
─ 〇九
（一）
「明治四年 諸入費月締帳」をまとめて表にしたもの。

尾五─五一四

尾五─五一五

明治七年分 御家禄御賞典禄米請取仕払帳
明治四年未一一月

明治八年四月

売主 座間三郎㊞・高橋小四郎・庄屋 座間七郎㊞→

─ 〇九
（四）「明治七年 諸入費月締帳」をまとめて表にしたもの。
の目で構成される。尾一 六

尾五─五一六

田畑反畝絵図面帳
（上古井村）

彦十郎ほか→
（御小納戸御役所）

横 

尾五─五一七

文化元年

縦 

熱田新田彦十郎作十郎 江借渡金 ニ付証文其他書付写

二五

尾五─五一八
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