
神戸家・勘定場

表題・作成凶 年代 形態・数量 整理番号

神戸家・勘定場

　冒頭の解題で述べたように、神戸家は経営を統括する明確な組織を持たなかったため、本サブフオ

ンドの組織に限定した歴史を記述することは難しい。そのため記述が重複してしまうが、より詳細に

記述すれば以下の通りとなる。

　経営組織としての神戸家も、犬山の鵜飼屋神戸弥兵衛家政の次男神戸文左衛門安政が、1669（寛文

9）年に名古屋元材木町に間口5間・奥行ユ7問の家屋敷を代金100両で買い取ったことに始まる。本

家の鵜飼屋神戸家は、犬山を拠点とする在地土豪の系譜を持ち、豊臣政権期から木曾・飛騨の材木輸

送において「木曽川二方役」として特権的地位を保持し、領主用木を中心に経営を展開していた。し

たがって、犬山屋神戸家の経営も、本家の鵜飼屋神戸家がそうであったように当初は材木商を中心と

したものであり、例えば犬山屋神戸家は鵜飼屋神戸家が材木を江戸の奈良屋茂左衛門などに販売する

場合の仲介を行うというような関係にあった〔所1967・1970年〕。1688（元禄元）年ごろには余剰資

金を他商人への間接投資にまわすか、あるいは領主権力への金融を行っている。さらに1694（元禄7）

年には、商業への直接投資を行い絹・麻・木綿などを扱うようになる。しかし、一方では領主米を引

当とした金融を大規模に展開するようになり、1706（宝永3）年には経営内容は領主金融に集中して

いく。つまり、商業経営を展開する方向には向かわなかったのである〔大石1951年〕。

　18世紀に入ると経営活動は名古屋近辺と江戸における都市・農村地主に収敏していくことになる。

近代になると、地主経営に加えて、鉄道会社や銀行、あるいはビール会社の設立にも関与する。

　したがって、本項目には、元詰木町（木挽町二丁目）神戸家もしくは勘定場における経営活動のな

かで授受作成管理された文書を収録した。

　主要な経営帳簿は、目録（その1）に体系的に配列してあるので、今回収録分は目録（その2）に

引き続き極めて断片的である。（その1）の主要帳簿と関連するのは、「金出入津」と「金出入帳」の

二項目である。後者の金出入帳は今回分は収入と支出の差し引き計算がなされていないもので、（そ

の1）収録分とは別系統の帳簿の可能性があるが、機能は類似するので同一項目に配列しておいた。

　「金融」では、帳簿は（その1）に収録されており、今回は（その2）も含めて帳簿に関連する借

金証文などの書付型史料がある。特に「領主金融」では、尾張藩家臣成瀬大和守等への金融にかかわ

って興味深い内容の書状がやりとりされている。

　近代文書では企業経営へ関与した関係で神戸家に残されたものが目立つ。それは、海島銀行・蟹江

銀行・尾西鉄道株式会社・丸三麦酒の四つであり、いずれも現存している文書の年代は明治30年前後

に集中している。

　名古屋における土地経営については、木挽町・和泉町・末広町が旧町人地であり、木挽町は近世の

元材木町・下材木町における、和泉町は近世の五条町における、末広町は近世の塩町における神戸家

の町屋敷経営を引き継いで行われている可能性が高い。それに対して、江川端町・台所町・東二葉町

は旧武家地であるから、その貸地・貸家経営は近代になってからのものであるかもしれないが、近世

に領主金融は非常に活発であったので、その結果として武家地における土地経営が実質的には近世に

既に始まっていた可能性はある。

　「預金」という項目は、あるいは「経営全体」のなかに位置づけるべきであったかもしれないが、

階層構造を深くしすぎないためにシリーズレベルに引き上げた。近代における地主を中心とした経営

活動のなかで必要となりいくつかの銀行で当座預金口座を開設している。そのために預金通帳を始め

とする様々な文書が残されている点が近世の経営文書にはない特徴である。なお、ここに挙げられて
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いる三井銀行・第百三拾四国立銀行・枇杷島銀行・明治銀行・第一銀行はいずれも口座を開設してい

るだけであって、先述の海島銀行・蟹江銀行とは異なり設立や経営に関与しているわけではない、と

いう大きな違いがあることに注意していただきたい。

経営全体

金出入改

金銀出入改覚帳（後欠）神戸孫右衛門 享保19年正月 横長半・4葉 い415－8

金出入帳

戌年金銀出入仮調帳　葵園（七代目茂元） （幕末力） 横長半（一ツ綴）・1冊 い460・3

九ノ年分 （明治9年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い459－1

十年分入之記 （明治10年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い459－2

十一聴入之記 （明治ll年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い459－3

当分覚（7・8月の収入と支出） （明治前期） 横長半（一ツ綴）・1冊 い459－4

（9月の収入と支出） （明治前期） 横長半（ニッ綴）・1冊 い459・5

諸帳簿

覚（金銀支払覚）　同（神戸）分左衛門→神戸弥左衛門 （元文4年ヵ）未正月 横長半（ニツ綴）・1冊 い415・9

（帳簿断簡；古金等の金額） （元文年間） 横切紙・1葉 い415－6

（米・綿等の名古屋・江戸・大坂相場書上） （近世） 横長半（ニツ綴）・1冊 い415・3

覚（諸入用書上） （近世後期） 横長半（一ツ綴）・1冊 い461－4

（米高、名前書上） （近世後期） 横長美・2葉 い462－3

（願書27通宛先書上、宛先は名古屋町人） （近世後期） 横長半（一ツ綴）・1冊 い463－10

噌蘭町神戸家での徽縮行為にまたカミる出 （近世後期） 横長半（一ッ綴）・1冊 い463－11

（貸金覚帳） （近世） 横長半（一ツ綴）・1冊 い464－2

積金穀勘定之記 明治23年12月 横長半（一ツ綴）・1冊 い574

奉公人・雇人

奉公人請状之事（八助請状、寺請証文貼り継ぎ） 享保11年2月 竪継紙・1通 い427
濃州加賀野井村親藤次郎・同所請人吉左衛門→名古屋
元中木町犬山屋分左衛門

証（年来勤切、金子授与につき請取）　児玉金左衛門 明治9年6月5日 竪継紙・1通 い396・7

→神戸分左衛門

証（御傭人の約定につき）　名古屋市桶屋町鈴木庄士 明治23年4月1日 罫紙・1冊 い447－11

郎、愛知郡寛政村親戚保証人岩室直次郎・名古屋市桜
町鬼頭久四郎→神戸分左衛門

証（御傭人の約定につき）　名古屋市吹出町長尾義 明治26年1月15日 「神戸氏蔵」罫紙・1通 い447－10

方・同市吹出町保証人親戚木村卯之助→神戸分左衛門

証（御傭人の約定につき）　名古屋市小林町安井光 明治26年3月16日 罫紙・1通 い447－9

啓・名古屋市葛町保証人神谷福彦→神戸分左衛門
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仕切状

御売分仕切状（牡丹桔丸仕切りにつき）　河内屋七
　郎兵衛→神戸分左衛門

延享5年7月5日 竪継紙1通 い488

売渡証文等

指引目録（仕切表金銀につき）　河内助作兵衛（内淡 卯11月15日 竪紙・1通 い501。7

路町一丁目）→神戸分左衛門

覚（神戸新田納米現金での売付につき）神戸文左 3月4日 竪紙・1通 い449－7

衛門→口入名和前新田与左衛門

その他の書付型史料

請作申田畑之事（高15石分）愛知郡日比津村庄屋預 元禄9年2月10日 酵母紙・1通 い544
り主茂右衛門→重兵衛

覚（京都村田長兵衛方へ＝登セ金依頼状）　鏡屋新五 （江戸前期）卯4月22日 竪切紙・1通 い445－4

郎→神戸普海

覚（代金覚書）堀田半右衛門→神戸孫右衛門 （江戸前期）子12月3日 竪紙・1通 い445－2－8

覚（品代請求につき）　六左衛門→犬山屋勘四郎 （近世）子閏正月 竪継紙・1通 い402・1

（槙代請取覚）　代市助・太兵衛→犬山屋久助 （近世）7月13日 竪継紙・1通 い402－2

（石船代金等書付）藤十郎→車町久助 （近世）子7月13日 竪継紙・1通 い402－3

（鉄品等請取覚）　かちや孫十郎→くるま町久助 （近世）極月□日 竪継紙・1通 い402－4

覚（二代請取につき）　自鳥大工善吉→神戸庄八郎 （近世）閏正月6日 竪紙・1通 い402－5

覚（釘代請取につき）　かちや伝六・受取主大工善吉→ （近世）閏正月6日 竪紙・1通 い402－6

神戸庄八郎

覚（船作料等請取につき）　自学善吉→犬山屋庄八郎 （近世）子3月2日 竪紙・1通 い402－7

覚（代銀覚書）仁右衛門→犬山即日八郎 （近世）4月17日 竪継紙・1通 い402－8

覚（船作料代請取につき）藤十郎→分左衛門代庄八 （近世）子2月19日 横切紙・1通 い403・1

覚（たはこ代署請取につき）　五兵衛→繁左衛門 （近世）子2月19日 横切継紙・1通 い403－2

覚（三木等差遣につき）　嘉兵衛→船原左衛門 （近世）3月19日 横切継紙・1通 い403－3

覚（納米代金受取につき）　賀野幸右衛門→神戸分左 （近世後期）戌4月12日 竪紙・1通 い477－12
衛門

覚（籾100俵代金ならびに運賃共請取につき）　山 （近世）丑5月18日 竪継紙・1通 い503・2－3

本藤九郎内佐助→神戸弥左衛門内忠八郎・長兵衛

口上（新田米切手）萱津屋みせ→犬山屋嘉兵衛 （近世）申7月20日 竪切紙・1通 い445－3。25

（差引勘定書付） （近世） 横切紙・1通 い415－13

（なへふた入木代・神戸彦七小豆島高高等覚書） （近世） 横切継紙・1通 い415－14

金預り謹券　三輪喜七→神戸分左衛門 明治9年1月6日 竪紙・1通 い447－5

金預り証書　三輪喜七→神戸分左衛門 明治10年3月21日 罫紙・1通 い447－6

神戸分左衛門様　商業銀行→神戸分左衛門 4月19日 封筒・1点 い601・8・0

（早川様の小切手の義、不注意により約定額と相違
@した件につき）　商業銀行預金係→神戸分左衛門

4月19日 横切継紙・1通 い601－8－1
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金融

個別金融

（貸金ならびに）前々より利受取候覚 （享保年間～元文年間） 横切継紙・1通 い417－24

覚（種油などの質取証文）神戸分左衛門→今市屋忠 延享3年8月 竪紙・1通 い484
次郎

覚（去暮払方勘定過上金不足のため拝借金願）喜 安永8年2月 竪紙・1通 い449－22

八（花押）→旦那様

子霜月限　宇治二三郎左衛門 子霜月 包紙・1点 い525－1－0

売越斉働麟1錫編薩還郷売切代金 寛政4年6月 竪継紙・1通 い525－1－1

書高話一札事（茶道具10品を質物とした借金の返
@済日限延引仕りたきにつき）　宇治屋三郎左衛門

巳4月 竪紙・1通 い525－1－2

→神戸文左衛門

証文二通　　熱田新田高羽茂左衛門様 （文化4年9月） 包紙・1点 い420－0

質流譲り渡シ申田地証文之事　熱田新田弐拾番割田 文化4年9月 竪紙・1通（封紙付） い420－1

地譲り主脚羽茂左衛門・同所親類証人惣四郎・同所庄
屋久田宅左衛門→犬山屋辰治郎

添証文之事（本証文の金子受取、反畝歩改めにつ 文化4年10月 竪紙・1通（封紙付） い420・2

き）　熱田新田弐拾番割高羽茂左衛門→犬山屋辰治
郎

継騨1編騰蓉漏話晶晶籠蛍灘 天保3年12月 竪紙・1通 い509

衛門→儀右衛門

滞家質差入方之事　山屋喜六・山屋八蔵・間瀬伝蔵→ 天保9年3月 竪紙・1通 い507
神戸文左衛門

乍欝圭碧囎囎銀魏騒雫薯1こ金子を （近世） 竪継紙・1通 い527－1

奉學鍔騰～鰭野饗灘簿籠欝 子8月 竪継紙・1通 い527。2

武兵衛・納屋町治右衛門・元材木町分左衛門

乍舞細細妻輸撰號養駆二二；蓄 子8月 竪継紙・1通 い527－3

伝馬町武兵衛・納屋町治右衛門・元材木町分左衛門

三二奉願上口上（えひや町信濃屋五兵衛よりの質　物の御切米手形22通分の米を渡すよっ命じてほ

@しいとの願書控）　　　　　　　　　　元材木町分左衛門、元材木町町

亥12月 竪継紙・1通 い527－4

代分七郎・分六郎

覚（信濃屋五兵衛御切米手形の米を渡さない経過 亥12月 竪継紙・1通 い527－5

の説明書）　元材木町分左衛門

乍灘二二鰻羅三二三二轟之繧 子8月 竪継紙・1通 い527－6

馬町武兵衛・納屋町治右衛門・元材木町分左衛門

乍恐奉願上申御事（海老屋町信濃屋五兵衛金子之
@儀につき将明けを命じてほしいとの願書および

子9月 竪継紙・1通 い527－7

町代奥書下書）伝馬町武兵衛・納屋町治右衛門・元
材木町分左衛門

乍恐奉願上申御事（海老町信濃屋五兵衛金子之儀
@につき将明けを命じてほしいとの願書下書）

子8月 竪継紙・1通 い527・8
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伝馬町武兵衛・納屋町治右衛門・元材木町分左衛門

覚（楠村・利屋村などへの貸付金の元本・利子書付） 亥11月20日 横折紙・1通 い477・6

臼井忠助→桶屋町

口上（お遣いへ付貸致し呉れ下様に申す義取替申 （近世）2月 小切紙・1通 い547－23

すにつき）吉郎治→山岸

（池田氏息女の借用金子、祠堂金に上げるため受取 12月22日 横切継紙・1通 い477－29・2

り依頼状）河村嘉修→神戸分左衛門

諸用書付 （近世） 袋・1点 い415・0・1

（包紙） （近世） 包紙・1点 い415－0－2

（筆屋町与八郎・長崎町源兵衛書入金利足之覚） （近世） 横切継紙・1通 い415－1

益屋町与八郎殿書入金四拾八両銀拾弐匁利足之覚 （近世） 横切継紙・1通 い415－2

領主金融

成瀬大和守

覚（納米預り金子取替え置くにつき）　神戸分左衛 享保18年12月5日 竪切紙・1通 い442－1

門→長谷川儀左衛門

覚（郷納蔵米・納米代金銀差引払いにつき）　神戸 丑12月5日 竪継紙・1通 い442・2

分左衛門→長谷川儀左衛門

覚（大和形様納米売代金受取につき）　神戸分左衛 丑極月27日 竪切紙・1通 い442－3

門→長谷川儀左衛門

覚（小木村新田米預り置につき）　神戸分左衛門→ 丑12月22日 竪切紙・1通 い442－4

長谷川儀左衛門

覚（御蔵米・成瀬大和絵様納米預り質物取貸付につ 竪紙・1通 い442－5
き）

（預かり手形、質物などの相談につき書状）　長谷 12月晦日 横切継紙・1通 い442－6

川儀左衛門→神戸分左衛門

（大宝新田御願一件、江戸表・郡方交渉状況につき 11月7日 横切継紙・1通 い442－7

書状）長谷川儀左衛門→神戸分左衛門

口上（頼母子講加入願） 2月22日 横切継紙・1通 い442－8

（古渡回書入金証文仕替につき書状）　長谷川儀左 竪継紙・1通 い442－9

衛門→神戸分左衛門

（借用金増額願につき書状）丹羽忠左衛門→神戸分 9月17日 竪紙・1通 い442－10
左衛門

（借用金残金受取につき書状）　丹羽忠左衛門→神戸 9月22日 竪紙・1通 い442－11
分左衛門

（200両ならびに80両金差引、古渡村元借60両の利息残金支払いにつき書状）　丹羽忠左衛門→神戸
11月24日 竪継紙・1通 い442－12

分左衛門

（成瀬）大和守様御屋敷寅納米御払方之通 包紙・1点 い442－13

成瀬大和守当寅年納米之内二丁払方之覚　長尾佐 卯3月6日 横長半（一ツ綴）・1冊 い442－14
五郎

（一札案文の通り認め替え等につき書状）儀右衛 2月1日 横切継紙・1通 い442・15
門→文左衛門

＊大和様古渡り家賃差引書付、夫銀ノ事の手紙モ 包紙・1点 い548－0
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神戸家・勘定場／金融／領主金融／成瀬大和守

入（包紙使用前は寛保元年の証文）

子盆前　家賃之覚（日付、人名、家賃額書付） （近世）子 横長半（一・ツ綴）・1冊 い548－1

周年御物成花代金之事 戌6月 小切紙・1通 い548－2

古渡御拍屋敷家賃請取覚（家賃額、受取月日書付） （酉） 横切継紙・1通 い548・3

覚（午・未年の値段相立てるにつき）長尾三五郎→ 2月 小切紙・1通 い548・4

神戸分左衛門

（関聯騎妻櫻黙劇む三分盟懸夏 12月8日 横切継紙・1通 い548－5

篠田庄右衛門→神戸文左衛門

上　古渡御屋敷　三二代金請取 包紙・1点 い548－6－0

覚（納米量・代金書付）　米や彦兵衛→七左衛門 酉極月 小切紙・1通 い548－6－1

申年御物成之内三代金事　古渡村庄屋甚左衛門・文 寛保元年5月13日 横切紙・樋 い548－6－2

右衛門→成瀬大和守様御内

覚（錫引留など書付）　松尾内三九郎→神戸 7月23日 横切継紙・1通 い548・7

丑盆前家賃（人名、家賃額書付） （近世） 横長半（一ツ綴）・1冊 い548－8

（昨年物成米高、代金など算用書付） 竪紙・1通 い548・9

覚垂謬欝1鯵翻隣裏戯画輪蕊 子12月 竪継紙・1通 い548－10

石を支出）

子想灘瀦晶黙黙纂躍嘉鑛舗 子12月 竪継紙・1通 い548－11

への年賦返済に使用）

藁縄義藩融融錨囎細細 竪美継紙・1通 い548－12

代として使用）

用事書付 袋・1点 い417－0

噸雛鳥…輸羅・徽之書付鰭入金年符ノ 包紙・1点 い417－1－0

書典に畿繍幽幽難擁蠕鶴望 包紙・1点 い417－1・1－0

の事

（轍翻捻執縛手取直し候様役人どもへ 横切継紙・1通 い417－1－1－1

（螺鱗辮家賃収入不足につき拾五年賦 辰12月 横切継紙・1通 い417－1－1－2

覚（御年賦金等指引見積書） 12月 横切継紙・1通 い417－1。2

覚（金子請取につき） 元文3年12月 横切紙・1通 い417－2

（腰熱論i謙願物として30両当暮迄借金 6月13日 横切継紙・1通 い417・3

分左衛門分（上金返金通知）丁代武左衛門・源七 戌（寛保2年ヵ）4月 竪継紙・1通 い417・4

覚（野垣殿金指引書付） 竪継紙・1通 い417・5

中市場（福瓦半左衛門親類書） （近世） 横切継紙・1通 い417－6

成瀬藤左衛門様御買物手形、手形一通もくろく一 包紙・1点 い417－10・0
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神戸家・勘定場／金融／領主金融／成瀬大和守

通、長谷川様来状有

覚艦齢li醗醜繍纏鯵三ケ胴こ 竪紙・1通 い417－10イ

（細螺醐き餓隷鋸麟謝繍依 4月13日 横切継紙・1通 い417－10・2

（鰻轟潔1き餓撫鋳聡鵜鴇青続きに 4月29日 横切継紙・1通 い417－10・3

（質物道具長持の）合封印　＊い417－10－3に添付か 竪紙・1通 い417404

覚（預け金600両引き合わせ、手形階子につき）　同 2月12日 横切継紙・1通 い417・10－5

（神戸）分左衛門→神戸弥左衛門

（新規に19両借用願）　長谷川儀左衛門→神戸分左衛 卯月1日 竪紙・1通 い417－10－6

門

（鰯合舗罷魏豪毅鵬覇借用につき書 卯月10日 竪紙・1通 い417・10－7

成瀬修理

（借用金請取書付）　永田宇右衛門→犬山三文左衛門 午11月25日 竪継紙・1通 い417・7

寛保二戌正月三三 寛保2年正月 付札・1点 い417・22－0

預り申金子之事（成瀬修理勝手入用として700両、 元禄16年12月 竪紙・1通 い417－22－1

返納は知行所のうち300石、写し、成瀬修理の裏
書）　加賀源右衛門・町野繕左衛門・三宅紋右衛門・脇

部郷右衛門・榊原伝右衛門→神戸分左衛門・井筒屋重
兵衛・大高屋善九郎

口上（成瀬修理への貸上金覚書） 横切継紙・1通 い417・22－2

覚（利足支払につき書上）永田宇右衛門→神戸分野 12月29日 横切継紙・1通 い417・22－3

衛門

（米下値知行方下免のため利金御勘弁につき書状） 午7月13日 横切継紙・1通 い417・8

（難あ講騒簸薯翠辮鳴魏鵜 包紙・1点 い417・9－0

門→神戸分左衛門

（石川成座方借用金借り替え整わずにつき書状） ll月20日 横切継紙・1通 い417・9－1

永田宇右衛門→神戸分左衛門

飯川三郎左衛門

証文弐通 封筒・1点 い495－8－0

借用申金子之事（別紙地頭物成取締を以って） 飯 文政元年7月 竪紙・1通 い495－8－1

川三郎左衛門知行所大秋村文左衛門→永田屋幸蔵御
取次

借用申金子之事（知行所物成取締借用金証文） 飯 文政3年9月 竪紙・1通 い495－8－2

川三郎左衛門→元材木町永田屋幸蔵

（借用金返済につき） 寅7月5日 小切紙・1通 い495－8－3

借用申金子之事（知行所物成取締借用金）飯川三 文政3年9月 竪紙・1通（封紙付） い495・8－4

郎左衛門→元材木町永田屋幸蔵
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神戸家・勘定場／金融／領主金融／その他

その他

借用申金子之事　窪木藤＋郎・安井新兵衛→文左衛門 享和3年4月 竪紙・1通 い499－13

請糊鰭藻撃裟ll村群羅碧賭無誌姦 文化9年12月 竪紙・1通 い514

右衛門→城之越村金主清左衛門

永代二言候田地内輪実意一札之事（実正は無代に 文化11年6月 竪紙・1通 い491
て譲請け候儀紛れこれなきにつき）高木八郎左
衛門内小川嘉十郎・岡井嘉平治→犬山屋文左衛門

手形壱通　松山藤右衛門殿かし金　→松山藤右衛 文政7年7月19日 包紙・1点 い549－0
門

借用申金子之事（札金2両）松山藤右衛門→神戸文 文政7年7月 竪紙・1通 い549－1

左衛門

（弩編彗禽鍛にても借用仕りたきにつ 7月12日 横切紙・1通 い477・26

裁判

貸金請求之訴　名古屋治安裁判所→刑事補田嶋 明治17年 封筒・1点 い610－0

裁編二業轍ら経鑛繍課騰鴇嚢 明治16年4月16日 「裁許用」用箋・1冊 い610－1

他判事1名、書記1名→愛知県尾張国名古屋区下園町4
丁目1番地51番邸平民海沼平七外4名惣代兼同県同国
同区上長者町6番屋敷平民　控訴者堀田吉蔵他控訴者
2名、被控訴者1名

裁編編継台老蟹瀦聯繋繍撫難 明治16年1月23日 「裁許用」用箋・1冊 い610－2

名古屋幽幽戸町1町目平民三輪喜七代言人　原告千賀
金五郎他被告2名

約定証（借用金返済の日延べ願い）　総代堀田吉蔵 明治15年11月16日 罫紙・1通 い610－3

→三輪喜七

身代限御取消願　平民被告人船橋藤七、海沼平七、小 明治17年3月3日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い610－4

川伊三郎、杉山彦左衛門、同区皆戸町1丁目三輪喜七→
名古屋始審裁判所長判事小松弘隆

身代限御取消願（下書）　名古屋区南鷹匠町18番邸平 明治17年3月 罫紙・1通 い610－5

民被告人船橋藤七他3名→名古屋始審裁判所長判事小
松弘隆

預鷹野指呼蠣騰茎期平撒纂茱 明治17年1月20日 「証券界紙」用箋・1通 い610－6

文一→三輪喜七

委任証（海沼平七他6名との事件において拙者の代 明治17年1月20日 「証券界紙」用箋・1通 い610－7

理人とするにつき）　三輪喜七→服部甲山

借用金証券（金200円）　小田原町1丁目5番地12番屋 明治13年1月11日 竪美紙・1通 い610－8－1

敷金借主近藤徳左衛門他1名、他海沼ら加判人7名→三
輪喜七

「執行願番号」 小切紙・1通 い610－8－2

その他

（田町正覚寺預け金関係文書写し・貼り込み帳） （文政年間） 横長半（一ツ綴）1冊 い460－1
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神戸家・勘定場／材木取引

材木取引

（代金請取帳か）　木引利右衛門→元町分左衛門 横長半（一ツ綴）・1冊 い405

地主経営全体

書類草案

借地受作証書草案 （明治年間） 封筒・1点 い587－0

宅地賃借証券（草案） （明治年間） 「鴎汀書屋」用箋・1冊 い587・1・1

土地賃借証券（草案） （明治年間） 「鴎汀書屋」用箋・1冊 い587・1－2

地所借用証券（草案） （明治年間） 「鴎汀書屋」用箋・1冊 い587・1－3

土地賃借契約証書（草案） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587・1－4

（受作証文用紙、「化」＝愛知郡化物新田力） （明治年間） 印刷用紙・1通 い587・1－5

（借地証券用紙） （明治年間） 印刷用紙・1通 い587・1－6

（小作証券の修正に関する書状下書き）→分左衛 （明治年間） 洋紙便箋（鉛筆書き）・1 い587－1－7

門 通

（宅地賃借証券用紙、紀左衛門新田） （明治年間） 印刷用紙・1冊 い587－2

（受作証文用紙、喜左衛門新田） （明治年間） 印刷用紙・1冊 い587・3

（二十三年度「十人郭者へ当ル分」の米16石余を正 （明治24年ヵ）1月 小切紙・1通 い587・4・1

月27日までに着船指示、混入文書）

地所借用証券（草案、神戸新田田畑共普通） （明治年間） 「神戸蔵書」罫紙・1冊 い587・4－2

神戸銀之亮様　小作証書草稿入　神戸直蔵→神戸 （明治年間） 封筒・1点 い587－4・3－0

銀之亮

（至急返事要請につき書状）直彦→銀之亮 （明治年間）8月2日 横切紙（朱書）・1通 い587－4－3－1

（組合規約の儀につき書状）直彦→銀之亮 （明治年間）2月20日 横切継紙・1通 い587－4－3－2

木挽町二丁目神戸分左衛門様　南大津町神戸直彦→ （明治年間） 封筒・1点 い587－4－4－0

神戸分左衛門

（土地賃借契約証の下書、田畑の分） （明治年間） 洋紙便箋（鉛筆書き）・1

ﾊ
い587－4－4－1

（土地賃借契約証の下書、山林及葭生の分） （明治年間） 洋紙便箋（鉛筆書き）・1

ﾊ
い587－4－4－2

（土地賃借契約証の下書、宅地分） （明治年間） 洋紙便箋（鉛筆書き）・1

ﾊ
い587－4－4－3

（土地賃借契約証の草案） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587－5

（宅地賃借契約証の草案） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587・6－1

（宅地賃借契約用紙） （明治年間） 印刷用紙・1冊 い587－6・2

（耕地受作証下書） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587－7－1

（耕地受血契約用紙） （明治年間） 印刷用紙・1冊 い587－7・2

（山林借地契約証書草案）　→神戸分左衛門 （大正年間） 印刷用紙・1冊 い587－8－1

（宅地借地契約証書草案）　→神戸分左衛門 （大正年間） 印刷用紙・1冊 い587－8－2
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神戸家・勘定場／地主経営全体／書類草案

（田畑借地契約証書草案）　→神戸分左衛門 （大正年間） 印刷用紙・1冊 い587－8－3

（田畑賃借契約証草案） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587・9

（山林及葭生ノ分の土地賃借契約証草案） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587－10

借地受作証券（不用の草案） 明治24年1月1日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い587－11

（土地賃借契約証草案） （明治年間） 「神戸氏蔵」用箋・1通 い587－12

新田不明

覚（田四二の三納米勘定書写）柳橋友蔵→龍山屋源 文化5年12月 横切紙・1通 い499－16
蔵

（新田払方明細書き上げ） 文化10年 竪継紙・1通 い596－1

御作徳米借用証文之事　米借主勘三郎・同借主文蔵・ 文政6年12月 竪継紙（封紙つき）・1通 い400
請合2名、同借主要助・請合4名、同借主平蔵・請合4名→
御庄屋

覚（籾代金覚書） （近世）丑5月 竪紙・1通 い449－16

覚（新田米切手）　こえつや忠七→犬山屋嘉兵衛 （近世）卯霜月晦日 竪切紙・1通 い445・1・30

覚鱈郡●棘郡の硝’家数．人数’割当金顯 横切継紙・1通 い541－3－1

（神戸新田の割当金銀額書付） （近世）辰 竪切紙・1通 い541－3・2

覚（新田諸入用差引勘定書付） （近世）未2月6日 横切紙・1通 い417－22－6

覚（差引帳面金請取につき領収書）与市→分左衛 （近世）未2月6日 横切継紙・1通 い417－22－7

門

（断簡） （近世力） 断簡・1点 い417・22・8

当量年御年貢之事（後欠） （近世）酉 横切紙・1通 い503・2・1

覚（内外葭山代・川運上など差引勘定につき） 戌正月15日 竪継紙・1通 い503－2－11

地離覧鑑騨婆舞総鍵耀羅病　定）

（近世）戌7月20日 竪継紙・1通 い429

当戌年分 （近世）戌11月 横切紙・1通 い503－2・2

覚（十ヶ年分入用元金・納米等覚書） （近世）亥3月14日 竪継紙・1通 い430

4月9日 横切紙・1通 い608・7－6

覚（新田分1ヶ年の献金など受取につき） 11月29日 横切紙・1通 い608・7・4

覚（蔵米2石受取につき）　かにへ本町惣右衛門→水 （近世）12月 竪紙・1通 い445－1－6

鳥ませんへや弥十郎

（神戸新田周辺村落名と銭高の書付） （近世） 横長半（一ツ綴）・1冊 い412－20

九月十八日迄丁丁（三小屋へ渡シ金等支払覚） （近世） 竪継紙・1通 い431

覚（新田開発損益見積書） （近世） 竪継紙・1通 い428

酉丁年下畑見立帳 （近世） 横長半（一ツ綴）・1冊 い458

（小作人ごとの面積と米高の書上） （近世） 横長美（一ツ綴）・1冊 い462－4
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検見中指出し（米高を「村方」と「他村」に区分して （近世） 横長美（一ツ綴）・1冊 い462・5

集計）

覚（御見取所検見入用書付） （近世） 横折紙・1通 い463－8

（入用金払方書上） （近世後期） 横長半（一ツ綴）・1冊 い464・8

覚（掟米引き方割合書） （近世） 横折紙・1通 い464－9

覚（年貢米・役銀など差し引き地主取り分見積書） 竪継紙・1通 い503－2－4

覚（年貢米・役銀など差し引き地主取り分見積書） 竪切継紙・1通 い503－2－14

（道の間数書付） 竪切紙・1通 い541－1

覚（人名・手釣書付） 横切紙・1通 い541－4

（子・寅・午・酉年の返納米など算用書付） 横切継紙・1通 い547－11

覚（人名、米高書上） 横切紙・1通 い608－9－7

割合之記 （明治） 横長半（一ツ綴）・1冊 い463・1

公儀との関係

触書等

（小玉銀通用、新金銀引替などにつき御触書4本写） （正徳5年4月22日） 横切継紙・1通 い482－1

金銀御吹替御触留（正徳4年御触書と請書の写） （正徳4年） 横切継紙・1通 い482・2

（新欝金通用につき触書写） 竪継紙・1通 い417－11

（銀吹替え、帝銀古血割合につき山城国中触書写） 辰8月 横切紙・1通 い417－12

筑波

覚（新金銀通用につき為替之者共等覚書） 辰5月12日 横切継紙・1通 い417－13

覚（新金引替割合無差別通用につき、後欠） 横切継紙・1通 い417－14－1

覚（門門小判目等覚書） 断簡・1点 い417・14－2

（新旧金引替増歩停止につきお知せ） 8月23日 横切継紙・1通 い417－15

連絡

大宝前新田之儀につき林氏ヨリ宮原氏へ返報（包 （宝暦3年10月） 包紙・1点 い547－12・0

紙使用前は10月14日付書状）　→愛知郡海西郡宝
地村大字神戸新田神戸分左衛門

（犬山神戸弥左衛門よんどころなき御頼みの儀につき、願出候はば出精し取り扱う旨）林又左衛 宝暦3年10月13日 横切継紙・1通 い547－12－1

門→宮原善兵衛

口上之覚（風邪のため元日の御奉行所御礼お断り 巳12月 竪紙・1通 い608－2

につき）　犬山屋文左衛門→真野鉄蔵

（役所へ他所より客来あるため品々借用願）永田 4月18日 竪切継紙・1通 い547・5

宇右衛門・後藤増右衛門・鈴木元右衛門→犬山屋文左
衛門

（御道具を遣わした者に渡し下さるべき旨）鈴木 4月20日 横切継紙・1通 い547－1

元右衛門・後藤増右衛門・永田宇右衛門→犬山屋文左
衛門

（昨日借用した中央・花生など書付）　永田宇右衛 4月22日 竪継紙・1通 い547－14

門・後藤増左衛門→犬山屋文左衛門
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覚（中央・花生など借用品々書付） 4月 竪継紙・1通 い547－22

（大宝前新田成立時の証文など所持の照会）　斉藤 8月9日 竪切継紙・1通 い547－19
歳蔵・樋口茂兵衛→犬山三文左衛門

（騰瀧二二二審辮蘇謙所 9月1日 竪切紙・1通 い547－9

（明後7日に他所から役所へ立ち寄る方があるにつ
@き御道具借用仕りたき旨）　永田宇右衛門・後藤増

10月5日 竪継紙・1通 い547－15

左衛門・鈴木元右衛門→神戸文左衛門

覚（三幅対掛物・硯箱・屏風など借用品々書付） 10月5日 竪継紙・1通 い547・20

（屏風拝借願につき）　鈴木元右衛門・後藤増左衛門・ 10月6日 竪継紙・1通 い547－13
永田宇右衛門→犬山文左衛門

（大宝前新田取立の儀に関する役所よりの証文を写し差し出し申すべき旨）森村甚左衛門役所→
10月20日 竪切紙・1通 い547－18

犬山屋神戸文左衛門

＊（中納言様明日御着城出迎えにつき書状）　地方　勘定工芸役→神戸文左衛門

横切紙（封紙つき）・1通 い418－1－14

御用金・貸上金

分左衛門分（上金返金通知）丁代武左衛門・源七 戌（寛保2年ヵ）4月 竪継紙・1通 い417－4

（米買先納金につき留帳）（明和8～安永5） （明和8～安永5年） 横長美（一ツ綴）・1冊 い462－1

御用金請取拾壱通 安永7年8月11日 包紙・1点 い496－0

覚（御借上金割付につき）塩町→元材木町宇六 （安永7年） 竪切継紙・1通 い496－1

覚（借上金請取につき）正面寺町丁代喜兵衛→下材 （安永7年）戌8月11日 竪切紙・1通 い496・2
木町宇六

（元材木解熱春野分子上金書付） （安永7年）戌8月 竪切紙・1通 い496－3

御借上金砂（受取につき）町代→久右衛門 （安永7年）戌8月 小切紙・1通 い496－4

御山上金割（受取につき）　組頭吉右衛門・下材木町 （安永7年）戌8月10日 小切紙・1通 い496－5
町代→二世木町宇六

御借上二割（受取につき）　吉右衛門・町代→五兵衛 （安永7年）戌8月10日 小切紙・1通 い496・6

御借上金工（受取につき）　吉右衛門町代→利助 （安永7年）戌8月 小切紙・1通 い496。7

覚（町内御三上金120両貴殿居宅・拍借家へ割付に
@つき）　組頭武左衛門→犬山屋文左衛門

（安永7年）戌8月10日 竪継紙・1通 い496－8

覚（御三上金請取につき）　正万寺町二代喜兵衛→恵 （安永7年）戌8月11日 竪切紙・1通 い496－9
春

（安永7年）戌8月10日 札・1通 い496・10

覚（御借上金割付につき）　小舟町二代幸助→元材木 （安永7年）戌8月10日 竪切継紙・1通 い496－11
町制春

町方検断三百両三請取書　鳥井印 寛政12年3月29日 包紙・1点 い550－0

覚（調達金100両受取覚）検断役→犬山屋文左衛門 （寛政12年）申3月29日 横切継紙・1通 い550－1

享和2年4月22日 包紙・1点 い555－O
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覚（調達金50両請取につき）検断役→犬山絶叫左衛

@門
（享和2年）戌4月22日 小切紙・1通 い555－1

町内御新開御払切手受取 享和3年3月22日 包紙・1点 い499－4・0

覚（御切手請取につき）　又右衛門→文左衛門 正月2日 横切継紙・1通 い499－4－1

「（割印）一、金八両　　文左衛門」（全文） 札・1通 い499・4。2

請文 （文化2年11月） 包紙・1点 い425－0

六義鋸艶製響鮮醤撫～刷子巽 文化2年ll月 竪紙・1通（封紙付） い425－1

郎・永田伝兵衛→犬山屋文左衛門

預り金之覚 （文化9年） 横切紙・1通 い499－22

胡弓 （天保8年3月16日） 包紙・1点 い495－7－0

覚（貧民為施金請取につき）御救所掛り諏訪助四郎 天保8年3月16日 竪紙・1通 い495－7・1

→神戸文左衛門

町御奉行所町役銀引当御手形 （嘉永元年12月） 包紙・1点 い495・4－0

覚（調達金請取につき）　町奉行所→犬山屋文左衛門 嘉永元年12月 竪切紙・1通 い495－4－1

（犬山悪文左衛門分の十ヶ年調達金元利書上） 嘉永元年 折紙・1通 い495－1

　　　　　　　　　　　御取扱三輪武右衛門様・御奉行所調達金御手形

@村井　戌十二月廿五日名代条助受取
（嘉永3年12月） 包紙・1点 い495－2－0

覚（調達金請取につき）　町奉行所→犬山屋文左衛門 嘉永3年12月 竪切紙・1通 い495。2－1

町御奉行所調達御手形 （嘉永5年正月） 包紙・1点 い495－3－0

覚（調達金請取につき）　町奉行所→犬山屋文左衛門 嘉永5年正月 竪切紙・1通 い495－3－1

覚（御国恩冥加差上金請取書写）　町奉行所→材木 安政3年11月8日 竪紙・1通 い495－6－1

聖霊兵衛・犬山屋文左衛門・大鐘屋藤七・麻屋直助

覚（献金請取につき）　当方御用会所→犬山主文左衛

@門
（安政3年）辰11月10日 小切紙・1通 い495・6・2

御軍用至誠預金御請取通 （慶応4年）辰2月 包紙・1点 い495－5・0

御軍用につき至誠差上金請取通　地方御勘定所→ 慶応4年2月 横折紙・1通 い495－5－1

神戸文左衛門

御借上金受取 包紙・1点 い422－0

（二六控地3ヶ所、文左衛門宅2ヶ所、同控地4ヶ所分上納金請求書）義左衛門・喜市
5月 竪紙・1通 い422・2

覚（金子請求書、受取文言追記）　丁代平左衛門（名 丑5月25日 竪切紙・1通 い422・3

古屋塩町）→元材木町宇島

五条町御寺上金（文左衛門控地分町彫上金書付） 札・1通 い422・4

覚（御借上金割符覚）　小船町→元材木町文左衛門 丑5月 竪切紙・1通 い422－5

御門上金割廿三日迄御特出シ（281匁余受取につ 丑5月 小切紙・1通 い422－6

き）　下材木町吉右衛門→元材木町宇六

御借上金面廿三日迄指出シ（28匁余受取につき） 丑5月 小切紙・1通 い422・7

吉右衛門→利助

御借上金割廿三日迄玉出シ（28匁余受取につき） 丑5月23日 小切紙・1通 い422－8

吉右衛門→久右衛門
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御借上金割廿三日迄指出シ（56匁余受取につき） 丑5月23日 横切紙1通 い422－9

吉右衛門→又兵衛

（上納金請求書、受取文言画筆）　治郎九・市郎左衛 5月12日 竪切紙・1通 い422－10

門→宇六

（上納金請求書、受取文言一筆）　治郎九・市郎左衛 5月12日 竪切紙・1通 い422－11

門→宇六

（犬山屋分左衛門分上納金未進につき上申書） 亥5月20日 横切継紙・1通 い424

冥罰期町聡慧艘盤解手代判金上納 亥閏正月29日 竪切紙・1通 い499－3－1

（新開御払切手代金納入につき）　→元材木三文左 札・3通 い499－3－2

衛門

御新開御切手当調達金請取書　七間町 包紙・1点 い499・5・0

覚（御払御切手代金請取につき）　上七山町佐兵衛 戌12月9日 小切紙・1通 い499－5－1

→犬山平文左衛門

（新開御切手御出茶通候様につき、受取文言追筆） 4月2日 竪切紙・1通 い499－6

正万寺町→神戸

（御切手代金差出につき、受取文言雨粒）　上七間 札・1通 い499－7

町丁代佐兵衛→元材木町文左衛門

御新開御加地子米御切手受取　大がねや 包紙・1点 い499－8・0

（石高・代銀差引勘定書付） 小切紙・1通 い499－8－1

覚（調達金受取につき）　川方屋善右衛門→神戸文左 巳11月23日 竪切継紙・1通 い499－9

衛門

借用申当分調達金之事（陣屋取扱金当分繰合につ 文化元年7月 小切紙・1通 い499・10

き借用証文写）西村嘉一郎・浜嶋勝四郎・吉田三輪
蔵・村井源太郎・永田伝兵衛、（奥書）太文左→犬山屋文

左衛門

覚（海西郡大宝前新田天明6年分ほか調達金書上） 子12月24日 横切紙・1通 い499－11

覚（元禄2年以後12年分の金高書上、後欠） 横切継紙・1通 い499－12

覚（八間分の銀160匁請求につき、受取文言追這出 亥12月 竪切継紙・1通 い499－14

形）塩町丁代庄右衛門→元材木町分右衛門

覚（調達金出金・返済記録、未から亥の5年間） 横切継紙・1通 い499－15

覚（米切手金調印につき）検断役→犬山屋辰次郎 7月25日 竪紙・1通 い499・19・1

覚（米切手金調印につき）　→犬山屋辰次郎 7月29日 竪紙・1通 い499－19－2

覚（文左衛門拍新開御切手代わり戻しにつき、端裏
@に「神」）　→（文左衛門）

亥5月 竪切紙・1通 い499－20

（外材木町・塩町・新田・正万寺町より預かり御切手 横切継紙・1通 い499・21

枚数書上）

覚（加藤久右衛門様への貸金書付）　組頭 小切紙・1通 い499－23

覚（町割出金受取につき）家守庄助→神戸 亥5月晦日 小切紙・1通 い499－24

覚（町割金受取につき）下材木町庄助→神戸 亥8月晦日 小切紙・1通 い499－25

覚（御新田御手形米代請取につき）又右衛門（元材 戌12月8日 小切紙・1通 い499・26

木町福島屋）→文左衛門

覚（新開地代金請取につき）　山本屋吉右衛門→犬山 亥11月21日 小切紙・1通 い499・27

一32一



神戸家・勘定場／公儀との関係／御用金・貸上金

旗業出資

海島銀行

海嶋銀行書類　神戸 明治26年12月7日 封筒・1点 い601－0

委任状（海島銀行の株主総会時の代理人を定める 明治27年7月7日 印刷用紙・1通 い601－1－1

につき）　神戸分左衛門

領収証（海島銀行第1期70株配当金35円受取につ 明治27年7月19日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601・1・2

き）　海西郡宝地村大字神戸新田28番戸神戸分左衛
門代理長尾義方→株式会社海島銀行御中

委任状（海島銀行株主総会などに際しての委任状） 明治28年 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601・1・3

神戸分左衛門

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　尾張国津島町株 封筒・1点 い601－7－0

式会社海島銀行→名古屋市木挽二神二分左衛門

（海島銀行第二期定式総会および役員改選挙への 明治28年1月10日 株式会社海島銀行便 い601－7－1

出席要請につき）　尾張国海島町株式会社海島銀行 箋・1通

→神戸分左衛門

（株金第二回払い込み期間の通知につき）尾張国 3月22日 葉書・1通 い601－7－2

津島町株式会社海島銀行→海西郡宝地村大字神戸新
田神戸分左衛門

（海島銀行設立が認可されたので一株につき金12 明治26年12月29日 葉書・1通 い601・7・3

円50銭つつ払い込みなりたき旨）株式会社海島
銀行→名古屋市木挽町神戸文左衛門

（聾騨貼謬釜澤算簸鑛1鵬騰畜 明治28年7月3日 葉書・1通 い601・74

銀行→海西郡宝地村神戸分左衛門

（海島銀行第四回払い込み通知）　津島町株式会社 明治28年3月12日 葉書（ペン書き）・1通 い590－7－6

海島銀行→神戸分左衛門

増資原案（海島銀行の資本金10万円増加しこれを
@2000株に分け、一株50円とすることなどにつき）

「株式会社海島銀行」用

ｳ・1通

い601－1－4

（1月12日の株主臨時総会で資本金増資が決議され 明治29年2月25日 印刷用紙・1通 い601－1－5

たにつき通知）　津島町株式会社海島銀行→神戸分
左衛門

株式申込書（海島銀行新株70株引請け申したき旨） 明治29年3月1日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601－1－6

愛知県海西郡宝地村大字神戸新田28番戸神戸分左衛
門→株式会社海島銀行頭取水野長八

領収証（70株の証拠金70円領収につき）津島町株 明治29年3月5日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601－1－7

式会社海星銀行→神戸分左衛門

領収証（50回分の金500円領収につき）株式会社海 明治29年4月11日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601－1－8

島銀行→神戸分左衛門

委任状（代理人を立てるにつき）神戸分左衛門 明治29年4月15日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601・9・1

委讐鯉解騰離白しに際し代理人を立 明治29年4月 罫紙・1通 い601－9・2

記（海島銀行旧・新株券の代金受取につき）　神戸 明治29年4月31日 「神戸三蔵」用箋・1通 い601・9・3

分左衛門→早川勘七

証鋼縢i醗高高高高高高欝繁昌 明治29年4月17日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601－9－4

定証）神戸分左衛門（抹消）→早川勘七
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（攣望騰縦旙島漂暴錨灘難鷹 明治29年3月20日 葉書・1通 い601－2

銀行→名古屋市木挽町神戸分左衛門

（来る1月12日に定式・臨時株主総会を開くにつき 明治28年12月31日 葉書・1通 い601・3

参集下されたき旨）　津島町株式会社海島銀行→
名古屋市木挽町神戸分左衛門

（前回の新株申し込み通知の記載訂正につき）　尾 2月27日 葉書・1通 い601－4

輝国津島町株式会社海島銀行→名古屋市木挽町神戸
分左衛門

証帯鋼譲黎菖嘱蓄翻1噺妊 明治29年4月17日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い601－5

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　尾張国津島町株 封筒・1点 い601－6・0

式会社海島銀行→名古屋市木挽町神戸分左衛門

（新株証拠金払い込みの通知）株式会社海島銀行→ 明治29年3月14日 竪切紙・1通 い601－6－1

神戸分左衛門

蟹江銀行

設立

蟹江銀行設立用書類、其他同行二二ル書類　神戸 明治27年4月 封筒・1点 い590－0

（創業総会開催通知）　蟹江銀行創立委員 （明治）27年4月5日 印刷用紙・1通 い590－6－9－1

神戸分左衛門殿　蟹江銀行創立委員→神戸分左衛門 封筒・1点 い590・6・5・0

（一株につき一円ずつ添えて申込書差出通知）　蟹 3月29日 印刷用紙・1通 い590・6・5－1

江銀行発起人二代蟹江次郎以下7名→神戸分左衛門

神戸分左衛門殿　蟹江銀行創立委員→神戸分左衛門 明治27年4月5日 封筒・1点 い590－6－9－0

（号数・年月日・印鑑欄のある未記入の印刷用紙） 印刷用紙・1通 い590・6・10・1

株式会社蟹江銀行営業広告　蟹江銀行 明治27年5月 印刷物・2通 い590－6－10－2

株式会社蟹江銀行設立目論見書ならびに定款 （明治27年） 印刷小冊子・1冊 い590－9－1

（明治27－29年の蟹江銀行との関係のメモ）　（神 罫紙・1通 い590・9－1－1

戸分左衛門か）

監査役

（本日の創業総会での監査役に当選通知）蟹江銀 （明治27年）4月10日 葉書（ペン書き）・1通 い590－74

行創立委員→神戸分左衛門

（当行上半期利益配当の協議のため順行通知）　蟹 明治28年7月10日 葉書（ペン書き）・1通 い590－7－7

江銀行→監査役神戸分左衛門

当割書（監査役当選通知）　蟹江銀行頭取蟹江次郎→ 明治29年1月20日 蟹江銀行用箋・1通 い590－6－1

神戸分左衛門

（増資本の件につき協議のため当行へ来参通知） 明治29年2月5日 蟹江銀行用箋・1通 い590－6・2

蟹江銀行→神戸分左衛門

（拙者都合により監査役退任するにつき）　神戸分 明治29年3月9日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い590・2・6

左衛門→蟹江銀行頭取蟹江次郎

増資

委任状（蟹江銀行株30株）　神戸仲雄 委任状用紙・1通 し、590－6－3－1
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承諾書（蟹江銀行株30株を債主名義に書替えにつ 埜村商店用箋・1通 い590・6－3－2

き）神戸仲雄

神戸分左衛門様蟹江銀行→神戸分左衛門 封筒・1点 い590－6－4－0

（増資募集のための新株分配方法決定通知）蟹江 明治29年2月29日 蟹江銀行印刷用紙・1通 い590・6－4－1

銀行→神戸分左衛門

（新株申し込みにあたってのメモ） 小切紙・1通 い590－6－4・2

総会

委任状（下書、神戸二二を28年度上半期総会の代理 明治28年7月 罫紙・1通 い590・2・4

人とするにつき）　神戸分左衛門

（株主定式総会開催通知）　蟹江銀行→神戸分左衛門 7月10日 葉書（ペン書き）・1通 い590－7－5

営業報告書

第一期営業報告表　蟹江銀行 明治27年6月30日 印刷小冊子・1冊 い590－9－2

第三期 明治28年上半期 営業報告書 株式会社 明治28年6月30日 印刷小冊子・1冊 い590・8

蟹江銀行

第三期 明治28年上半期 営業報告書 株式会社 明治28年6月30日 印刷小冊子・1冊 い590・9・3

蟹江銀行

第四期 明治28年下半期 営業報告書 株式会社 明治28年12月31日 印刷小冊子・1冊 い590・9－4

蟹江銀行

株式

監査役神戸分左衛門殿　蟹江銀行→神戸分左衛門 封筒・1点 い590－6－7－0

（当行株金第二回払い込み延期通知）　蟹江銀行→ 明治27年8月23日 横切紙・1通 い590－6－7－1

神戸分左衛門

（当銀行設立諒可につき株式第一回払い込み通知） 明治27年5月6日 葉書に印刷・1通 い590－7・1

蟹江銀行→神戸分左衛門

（引き受け株券第二回払い込み通知）　蟹江銀行→ 明治28年3月9日 葉書サイズに印刷・1通 い590－7－2

神戸高雄

（引き受け株券第二回払い込み通知）　蟹江銀行→ 明治28年3月9日 葉書サイズに印刷・1通 い590－7－3

神戸分左衛門

株券名義付替

委任証（下書、神戸分左衛門の代理人を蟹江家とす 明治27年4月10日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い590・2・3

るにつき）　海西郡宝地村大字神戸新田28番戸神戸
分左衛門

株券名義付替依頼書　愛知県海東郡蟹江町大字蟹江 明治27年11月31日 横切継紙・1通 い590－2－2

本町売渡人蟹江次郎・同県海西郡宝地村大字神戸新田
28番戸神戸分左衛門→株式会社蟹江銀行株式係御中

株券名義付替依頼書　売渡人神戸二丁・買受人神戸知 明治29年3月26日 「神戸三蔵」用箋・1通 い590－2－5

水→株式会社蟹江銀行株式課御中

委任状（下書、株券名義書き換えにつき）　神戸知 明治29年5月1日 罫紙・1通 い590－2－9

水

株券名義高高依頼書　売渡人神戸分左衛門→株式会 明治29年 「神戸三蔵」用箋・1通 い590－2－7

社蟹江銀行株式課御中
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記（蟹江銀行株代金など差し引き勘定書付） （明治年間） 「株式会社蟹江銀行」用

ｳ・1通

い590－2－8

神戸仲雄関係

神戸仲雄へ蟹江銀行株券三拾株貸渡シにつき同人 明治28年3月1日 封筒・1点 い590－5－4－0

ヨリ差入レタル証券ならびに二写

証（神戸仲雄蟹江銀行雇入の身元保証に差入れる
@ため蟹江銀行株券30株借用）株券借用本人神戸

明治28年3月1日 罫紙・1通 い590－5－4－1

門下・保証人神戸まつ→神戸分左衛門

記（13株損金・手数料ほか計85銭3厘受取）蟹江銀 （明治年間） 横切紙・1通 い590－5－1

行→神戸分左衛門

証（1円50銭書替え手数料として受取）蟹江銀行→ 明治29年3月27日 蟹江銀行領収書用紙・1 い590－5－2

神戸智水 通

証（30株に対する払い込み金375円受取）　蟹江銀 明治28年4月30日 蟹江銀行領収書用紙・1 い590・5－3

行→神戸仲雄 通

二丁一件につき賃銀千五百円御内千壱百円受取証 明治29年3月27日 封筒・1点 い590－4・2－3－0

領収証（預け置き金1100円）株式会社蟹江銀行支配 明治29年3月26日 蟹江銀行用箋・1通 い590－4・2－3－1

人心得戸谷廷治郎→神戸分左衛門

神戸分左衛門様　神戸直彦→神戸分左衛門 封筒・1点 い590－4－2－1・0

証（神戸仲雄への貸付残り金の返済を年賦とする 明治31年8月31日 「株式会社蟹江銀行」用 い590－4－2－1－1

につき）　株式会社蟹江銀行常務取締吉田甚平・取締 箋・1通

役頭取蟹江次郎→神戸仲雄

（仲雄一件につき書状）直彦 8月21日 横切継紙・1通 い590－4－2・1・2

年賦金借用証券（金294円を無利子で8年間、下書） 明治31年8月30日 罫紙・1通 い590－4－2。2

借用主神戸仲雄・保証人神戸まつ→株式会社蟹江銀行
御中

証（金15円謝金として受取につき）　名古屋市主税 明治32年1月26日 弁護士太田鉄吉事務所 い590一牛1

町廿一番戸弁護士太田鉄吉事務所→神戸分左衛門 領収書用紙・1通

借入

預金証券（控、162円余預かり置くにつき）預り主 明治28年1月15日 罫紙・1通 い590－2－1

神戸分左衛門→株式会社蟹江銀行御中

副証書（別段預金元利とも返金につき）　神戸分左 明治28年1月15日 罫紙・1通 い590－3－1

衛門→株式会社蟹江銀行御中

預金証券（金162円50銭）　預り主神戸分左衛門→株 明治28年1月15日 罫紙・1通 い590－3－2

式会社蟹江銀行御中

〔封筒〕（借入金162円50銭本日返金につき受取書） 明治29年3月27日 封筒・1点 い590・3・0

証（預けおき金162円50銭受取につき）株式会社蟹
@江銀行取締役吉田甚平・支配人心得戸谷廷治郎→神戸

明治29年3月27日 罫紙・1通 い590・3－3

分左衛門

その他

領収証（約束手形利子）蟹江銀行支配人心得戸谷廷 明治27年11月30日 横切紙・1通 い590－6－8

治郎→神戸分左衛門

神戸十二亭亭高高証書　蟹江 （明治年間） 包紙・1点 い590－1・O

一36一



神戸家・勘定場／企業出資／蟹江銀行／その他

契約証（損害賠償の予定額受取につき）株式会社 明治32年3月31日 「株式会社蟹江銀行」用 い590－1－1

蟹江銀行頭取蟹江次郎・同行取締役吉田甚平・服部治 箋・1通

郎七・鈴木甚右衛門→神戸分左衛門

神戸分左衛門殿（封筒のみ）蟹江銀行→神戸分左衛

@門
2月5日 封筒・1点 い590－6－6・0

尾西鉄道株式会社

設立

尾西鉄道株式会社創立用書類　神戸 明治27年3月 封筒・1点 い583・0

契約証（尾西鉄道株式会社設立の儀につき）神 明治27年2月8日 小切紙・1通 い583－1

私設鉄道株式会社発起認可及鉄道敷設申請書・尾 明治27年2月26日 印刷物・1通 い583・50

西鉄道株式会社仮定款　→発起人連署

三無離il難麗騨及野壷申出尾 明治27年 印刷物・1通　　　　　1！ い583・5

神戸分左衛門殿　尾西鉄道株式会社創立事務所→神 封筒・1点 い583－36・0

隻分左衛門

委任状（尾西鉄道株式会社設立認可出願書へ調印 （明治27年目） 印刷用紙・1通 い583・36－1

之件）

委任状（創業費等承認の件など） （明治27年ヵ） 印刷用紙・1通 ‘い583－36－2

（本会社設立事件につき発起人総会開会致したき 明治27年3月17日 罫紙・1通 い583－3

旨）　尾西鉄道株式会社創立事務所→神戸分左衛門

加署罷鵜欝欝野鷲難論霧響 明治27年3月19日 罫紙・1冊 い583－2

郡宝地村大字神戸新田三八番戸神戸分左衛門→尾西
鉄道布設発起人御中

（青柳・岡本の運動の方針などの詳細ご報告申し上 明治27年4月16日 葉書・1通 い583－31

げたきにつき）　尾西鉄道株式会社創立事務所→名
古屋市木挽町神戸分左衛門

（尾西鉄道布設に関し逓信省の技師久野氏実地山 明治27年9月6日 葉書・1通 い583・30

量に来る旨参考までに御報告申し上げるにつ
ｫ）　海西郡津島町尾西鉄道株式会社創立事務所→
名古屋市木挽町神戸分左衛門

／

御離纏縫聴講解讐認幽幽箆 明治29年1月21日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い583・37・2

逓信大臣白根平一

木挽町神戸分左衛門様　冨津町木野方水野長一→木 （明治29年）1月28日 封筒・1点 い583－37－0

挽町神戸分左衛門

（別紙命令書に対する請書に調印のうえ使いの者 （明治29年）1月28日 横切紙・1通 い583－37・1

へお渡し下されたきにつき書状）水野長一→神
子分左衛門

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　尾西鉄道株式会 （明治29年1月30日） 封筒・1点 い583・35－0

社発起人惣代→名古屋市木挽町神戸分左衛門

（緊選㍊翻遡贈ぎ雛鋪町回 明治29年1月30日 罫紙・1通 い583－35－1

鉄道株式会社発起人惣代水野長一→神戸分左衛門

（囎耀鵠櫨慰謝艦齢叢論の通 明治29年5月 会社の印刷用紙・1通 い583－16

（江森・貴殿払い込みの件につき）尾西鉄道事務所 明治29年6月3日 葉書・1通 い583－42－1
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→名古屋市木挽町神戸分左衛門

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　尾西鉄道株式会 （明治29年力） 封筒・1点 い583・42－O

社創立事務所→神戸分左衛門

（株主の会合へ実印携帯にての出席要請）　尾西鉄 明治29年6月4日 尾西鉄道株式会社用 い583－36・3

道株式会社創立事務所→神戸分左衛門 箋・1通

神戸分左衛門殿　尾西鉄道株式会社創立事務所→神 （明治29年6月） 封筒・1点 い583・41・0

寺分左衛門

尾西鉄道株式会社申合規則 （明治29年6月） 竪半半・1冊 い583－41・1

（本月10日名古屋市金城館において創業総会を開 明治29年6月11日 印刷用紙・1通 い583・41・2

き創業費の件など議決につき）　尾西鉄道株式会
社創立委員長青樹英二→神戸分左衛門

明治27年1月ヨリ同29年5月迄ノ創業費 （明治29年6月） 印刷物・1通 い583－41・3

（創業総会での議決事項報告）尾西鉄道株式会社創 明治29年6月11日 印刷用紙・1通 い583・43－4

立委員長青樹英二→神戸銀之助

海西郡宝地村大字神戸新田神戸銀之助殿　尾西鉄 （明治29年6月11日） 封筒・1点 い583－43・0

道株式会社創立事務所→海西郡宝地村大字神戸新田
神戸銀之助

尾西鉄道株式会社仮定款 （明治29年6月11日） 印刷物・1通 い583－43－1

尾西鉄道株式会社申合規則 （明治29年6月11日） 印刷物・1通 い583・43－2

明治27年1月ヨリ同29年5月分ノ創業費 （明治29年6月11日） 印刷物・1通 い583－43・3

（本月10日創業総会の通知）愛知県海西郡津島町尾 明治29年6月 印刷用紙・1通 い583－19

西鉄道株式会社創立委員長青樹英二→神戸分左衛門

神戸分左衛門様御中　栄琴楼井東→神戸分左衛門 （21日） 封筒・1点 い583－40。0

（委任状送付につき調印願い）栄議題井東→神戸 21日 横切紙・1通 い583－40・1

委任状神戸銀之助 明治29年10月3日 罫紙・1通 い583・40－2

（送付した印鑑用紙に記名・調印し、大至急送付下 明治29年11月12日 小切紙（洋紙、こんにゃ い583－15

さるにつき）　尾西鉄道株式会社 く版）・1通

（第一回払込金12月5日までに払いまれたき旨通 明治29年11月12日 印刷用紙・1通 い583－18

知）　尾西鉄道株式会社→神戸分左衛門

（証拠金貴殿にて払い込みの儀につき）　津島町尾 （明治年間）5月30日 横切継紙・1通 い583。4

西鉄道株式会社創立事務所員→神戸分左衛門

規則

（遅延利息金の率引き上げをめぐる臨時総会議決
@が逓信大臣より認可された旨通知）　尾西鉄道株

明治30年4月13日 葉書・1通 い583・27

式会社→海西郡宝地村神戸分左衛門

（定款第10条の挿入認可の旨通知）　尾西鉄道株式 明治31年3月18日 葉書・1通 い583・24

会社→海西郡宝地村大字神戸新田廿八番戸神戸銀之
助

尾西鉄道株式会社申合規則 （明治年間） 尾西鉄道株式会社用箋 い583－17
・1冊

報告書

神戸分左衛門殿　尾西鉄道株式会社→神戸分左衛門 （明治29年12月） 帯1点 し、583－47－0
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