
四郎兵衛新田／近代

18歩より生じる収穫米を皆貴殿へ渡すにつき〉
海西郡十四山村大字神戸新田八拾八番地小川只助、保
証人小川綱蔵→神戸分左衛門
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飛島新田古台分／経営費用／その他

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

飛島新田古台分

　既述したように、大宝前新田は1723（享保8）年に大幅縮小した。縮小した堤防の外側で、開発当

初の堤防の内側を「大宝前新田古台」と呼んでいたようである。この「古台」は1801（享和元）年に

再開発されることとなった。1802（享和2）年3月26日に大宝前新田庄屋只助体周蔵が古台会所守・

組頭に、同組頭平吉と十右衛門が古台組頭兼役に、金七・忠右衛門が古台水廻り兼役にそれぞれ任命

されている（あ3417）。さらには1803（享和3）年12月には飛島新田古台分庄屋唯助が確認される

（あ3417末尾）ので、それ以前に大宝前新田と飛島新田古台分の双方の庄屋を小川唯助が兼ねること

になったと思われる。

　藩との関係では、1805（文化2）年11月25日より飛島新田に検地役人が出張し、12月8日半阿分へ

移り、15日に終了した（あ3417末尾）。検地された地積は92町2反9畝24歩であり、これを受けて新

田の管理権が藩から地主に委譲されることになるのだが、92町余のうち80町分については1798（寛政

10）年から1802（享和2）年にかけての調達金・上納金など合計5600両を引当とし、残り12町2反9

畝24歩の分については1229両3歩銀3匁を支払うことによってそれは実現された。そして、それまで

の調達金証文と金子受取書は勘定所に返却されたという（以上い351）。以上の手続きを経て、1806

（文化3）年9月に「地渡」が行われることになった。

　以上が現段階で把握している大宝前新田古台の再開発経過であるが、子細な検討を経たものではな

いので誤りを多く含むものと思われる。そもそも、大宝前新田古台の正確な範囲が未確認であり、ど

うやら飛島新田の一部分と服岡新田の一部分なのではないかと現段階では思われるがそれも確認でき

ていない。角川地名辞典によれば、飛島新田は、大宝前新田荒廃地を「寛政11年藩の許可を得て鳥ヶ

地新田庄屋の佐野周平と鎌島新田庄屋の木村徳右衛門が発起人となり、6人の援助者を得て再開発に

着手。（中略）享和元年完成し（中略）文化3年服岡新田が当地から独立。」とあり、上記の再開発経

緯と異なる内容となっている。これは古台分ではない部分の飛島新田開発経緯なのであろうか。

　本項目で特筆されるのは、明治26、27年に、同新田に存在する網引を廃増する件にかかわる様々な

文書33件である。

経営費用

その他

古台年々利足受取書 袋・1点 い576－0

覚（盆前分利息受取書）　ふしゃ太七（名古屋堀江町） 亥7月12日 小切紙・1通 い576－1

→犬山屋小右衛門

覚（当子の盆前の歩銀受取）　ふしゃ太七（名古屋堀 子7月13日 横切継紙・1通 い576－2

江町）・はりまや茂兵衛→神戸文左衛門・御店源蔵

覚（金40両受取）　川名屋久兵衛後家→神戸文左衛門 子7月13日 竪切紙・1通 い576・3

覚（口銭受取）　川名屋久兵衛→犬山屋文左衛門 亥12月大晦日 横切紙・1通 い576－4

覚（二二の暮歩銀受取）　ふしゃ太七（名古屋堀江町） 亥12月29日 横切継紙・1通 い576－5

→神戸文左衛門

覚（分銀催促状）茂平・太七→神戸文左衛門 12月29日 横切紙・1通 い576－6

覚（歩銀受取）　ふしゃ太七→犬山屋小右衛門 戌7月13日 横切紙・1通 い576－7

覚（口銭受取）　川名屋久兵衛→神戸文左衛門 戌7月13日 横切継紙・1通 い576－8
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飛島新田古台分／経営費用／その他

覚（利息受取）　はかすや茂平、取次太七→犬山屋小右 酉12月29日 竪切紙・1通 い576－9

衛門

覚（利息を米切手で受け取り）　川名屋久兵衛→犬山 亥7月13日 竪切紙・1通 い576・10

屋小右衛門

覚（利息を米札で受け取り）　川名屋久兵衛→犬山屋 酉12月29日 横切紙・1通 い576－11

小右衛門

（12月29日利息支払い書付） 小切紙・1通 い576・12

覚（元金千両の利息金40両米切手にて受取証文） 寅5月4日 横切紙・1通 い576－13

川名屋久兵衛後家→神戸文左衛門

覚（子極月までの分銀受け取り）　藤屋二七→神戸 子極月晦日 横切継紙・1通 い576－14

文左衛門

覚（7月より極月までの分40両受取）川名屋久兵衛 子極月大晦日 竪切紙・1通 い576・15

後家豊→神戸文左衛門

覚（300両六ヶ月分利息受取）伊藤次郎左衛門（名古 子7月13日 横切継紙・1通 い576・16

屋茶屋町）→神戸文左衛門

覚（盆前歩銀、銀札にて受取）　ふしゃ太七（名古屋堀 丑7月13日 横切紙・1通 い576－17

江町）・はりまや茂平→神戸文左衛門・源蔵

覚（丑極月までの利息受取）　藤屋太七・はりまや茂 子7月13日 横切紙・1通 い576・18

平→神戸文左衛門・源蔵

覚（酉冬11月証文金500両米札で受取）　藤屋太七・ 寅5月2日 横切継紙・1通 い576－19

はりまや茂平→神戸文左衛門・源蔵

覚（子盆前利息米札にて受取）　川名屋久兵衛→神戸 子7月3日 竪切紙・1通 い576－20

文左衛門

地渡一件

願書等

古台地所一札　→萱津屋伊右衛門 文化3年2月朔日 包紙・1点 い552－0

（取替金子30両請取申上候につき）　（萱津屋）伊右 （文化3年）正月23日 横切継紙・1通 い552－1

衛門→文左衛門

一札理事（大宝前新田古台地所の仲間金入りお断 文化3年正月 竪美紙・1通 い552－2

り申上げるにつき）　豊津屋伊右衛門→犬山屋文
左衛門

（大宝前新田地先古台分飛嶋新田へ組込の地代金 寅5月 横切継紙・1通 い498・1

につき申渡）　→犬山屋文左衛門・大宝前新田庄屋
只助

（大宝前新田古台之儀につき三千金調達申渡）　→ 9月25日 横切継紙・1通 い498・2

犬山艶文左衛門

（大宝前新田古台之儀につき三千金調達申渡、い 9月25日 横切継紙・1通 い498－3

498－2と同文か）　→犬山屋文左衛門

（大宝前新開御普請御入用金のうち三千両調達に 8月 横切継紙・1通 い498－4

つき申渡）　→大宝前新田庄屋唯助

（飛島新田地所引当調達金3000両の利息差延べ申 12月 横切継紙・1通 い608－7・7

渡）　→犬山屋文左衛門

（飛島新田古台の調達金額につき）　→大宝前新田 丑12月 横切継紙・1通 い608・7・8

庄屋只助
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飛島新田古台分／近代一般

近代一般

海西郡飛島新田元起之郷汐除甲七百拾九番荒蕪地 明治27年7月3日 袋・1点 い573・0

反別弐反蛙飛歩感謝曲筆総計反別血塗九反八畝

ｪ謝購糞痴羅熱感瑳査
衛ヨリ受取契約証壱通　神戸

契調書響讐覇難群雄縫鋳 明治27年7月3日 罫紙・1冊 い573・2

天野佐兵衛・黒宮保則→神戸分左衛門

地騰細細騨驚欝鰹 明治32年3月24日 「名古屋地方裁判所管
煬�ﾘ人役場」用箋・1

い573－1

鳥ヶ地新田黒宮保則）　公証人諸冨保義他5名

領収証（公正証書手数料）　名古屋区裁判所管内公証 明治32年3月28日 印刷用紙・1通 い573－4

人諸富保義役場

（飛島の件につき書状）　春日井郡新川町天野佐兵衛 11月18日 横切継紙・1通（封筒付） い573－3

→神戸分左衛門

＊融融糠騰腱鵠
罫紙・1冊 い592－9

飛島古堤廃却

飛嶋古田墨刑書類入 明治26年12月 袋・1点 い570－0

神戸分左衛門様　黒宮保則→神戸分左衛門 5月2日 封筒・1点 い570－1・0

（桟鋸熟慮論三親鵠盤縛の次第 4月29日 横切継紙・1通 い570－1－1

（飛島廃堤地石の売却代金450円の支払い方法につ
@き書状）保則→天野

12月16日 横切継紙・1通 い570・2

春日井郡新川町天野佐兵衛様　飛島村大字服岡犬飼 9月11日 封筒・1点 い570・3・0

卯輔→天野佐兵衛

（堤塘廃却地の儀をめぐる地主総代とのやりとり　につき書状）犬飼卯輔→天野佐兵衛
9月11日 横切継紙・1通 い570－3－1

本県西春日井郡新川町天野佐兵衛様　海西郡宝地 明治27年8月19日 封筒・1点 い570－4・0

村大字鳥ヶ地新田黒宮保則→天野佐兵衛

（飛島へ出張し木村と面会、石繰上場所の件などに （明治27年）8月19日 横切継紙・1通 い570－4－1

つき書状）

記（石松・地代金など書付） 竪紙・1通 い570。5

二丁費用覚 明治26年10月 横半半（一ツ綴）・1冊 い570－6

西春日井郡新川町天野佐兵衛様　海西郡飛島村大 明治27年8月19日 封筒・1点 い570－7－0

字服岡犬飼卯輔→天野佐兵衛

（廃鶴山の儀、村方も反対地主も半数以上反対の状況などにつき書状）犬養卯輔→天野佐兵衛
（明治27年）8月19日 横切継紙・1通 い570－7・1

（村有土地売却の件議決につき町村制第127条第3
@により許可願）　海西郡飛島村長犬飼卯輔→海西郡

明治27年6月12日 「飛島村役場」用箋・1冊 い570・8

参事会海西郡長横田太一郎

不用堤塘無代価御下渡之儀申請（不用堤防2町9反8
@畝3歩）　愛知県海西郡飛島村長犬飼卯輔→愛知県知

明治27年1月27日 「飛島村役場」用箋・1通 い570－9
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飛島新田古台分／飛島古堤廃却

事時任為基

神戸様　愛知県西春日井郡新川町天野佐兵衛→神戸 封筒・1点 い570－10・1・0

（犬飼よりの申付回答の必要無之につき書状）庄 7月12日 横切継紙・1通 い570－10－1－1

□→木挽町

（下作地飛島水廻り請地願い、廃却後の堤の取扱な 7月10日 横切継紙・1通 い570－10・1－2

どにつき書状）犬飼卯輔→天野佐兵衛

（頂戴物のお礼につき） 小切紙・1点 い570－10－1－3

神戸様　愛知県西春日井郡新川町天野佐兵衛→神戸 封筒・1点 い570・10・2－0

西春日井郡新川町天野佐兵衛様　海西郡飛島村木 明治27年7月14日 封筒・1点 い570－10－2・1－0

村肝太郎・佐野芳三郎→天野佐兵衛

（下地を桑畑とするよう当村（飛島村）へ仰せ付け （明治27年）7月14日 横切継紙・1通 い570・10－2－1－1

られるよう祈願につき）　木村二太郎・佐野芳三郎
→天野佐兵衛

（丈量相片付くも、松・石・作地につき種々申込人多 明治27年7月16日 葉書・1通 い570－10－2。1－2

いためご処置ご勘考願いにつき）　海西郡宝地村
大字鳥ヶ地黒宮保則→本県西春日井郡新川町天野佐
兵衛

（石松入札の儀などにつき書状）天野→神戸 7月7日 竪紙・1通 い570・10・2・1－3

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　海西郡飛島村犬 3月16日 封筒・1点 い570・11－O

飼卯輔→神戸分左衛門

（不用堤の地形実測詳細取り調べの儀につき）　犬 3月16日 「飛島村役場」用箋・2通 い570。11－1

飼卯輔→神戸分左衛門

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　名古屋市新柳町 4月19日 封筒・1点 い570・12－0

しすやニテ犬飼卯輔→名古屋市木挽町神戸分左衛門

（不用堤町下場の震賃工事補助金の儀につき書状） 4月19日 横切継紙・1通 い570－12・1

犬卯→神戸分左衛門

（検見、黒宮・島津との面会、県庁の根帳取調べのこ 10月27日 横切継紙・1通 い570。13

となどにつき書状）　天野→神戸

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　犬飼卯輔→名古 明治27年1月27日 「飛島村役場」封筒・1点 い570－14・0

屋市木挽町神戸分左衛門

（本日村会で議決された別紙の件をすぐに郡役所
@に上申するにつき）　犬飼卯輔→神戸分左衛門

（明治27年）1月27日午
繧S時

横切継紙・1通 い570－14。1

野州予算（金額、人名など書付） 竪切紙・1通 い570・15

（石売却値段の値引きにつき）愛知県海西郡宝地村 明治27年12月15日 葉書・1通 い570・16

大字鳥ヶ地新田黒宮保則→名古屋市木挽町弐丁目神
身分左衛門

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　愛知県西春日井 封筒・1点 い570・17

郡新川町天野佐兵衛→神戸分左衛門
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服岡新田下之郷／全体

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

服岡新田下之郷

　「覚（服強陣田名請人書上）」（い355－7）によれば、享和元年開発、1805（文化2）年12月検地と明

記されている。この検地における服岡新田全体の名請人のうち半分近くは同新田の岡谷惣七が名請人

であるが、神戸家以外の名古屋の商人2名分も岡谷惣七と同じくらいの田畑を名請けしている。

　服岡新田には和泉之郷・笹之郷・古台郷の三郷があり、郷ごとに庄屋役が置かれていた（あ3440－3

末尾）。このうちの古台郷が服岡新田下之郷であり、先述の四郎兵衛新田替え地分6町5反歩のこと

である（あ2515、あ3440－1、2）。6町5反歩の高は65石8斗8升3合であった。この時点の名請人の

なかにも神戸新田の小作人の名前が見え、両新田の密接な関係が窺われる。さらに服岡新田下之郷庄

屋辰右衛門は神戸新田組頭でもあり（い355－1）、総じて地主の地域的な支配が、単に支配人を通じた

小作人把握だけで成り立っているのではなく、村役人・名請人などといった領主支配と複合的連関構

造を成していたらしいことが窺われる。

　今回収録分の点数は37件と少なく、近世後期の年貢免状9通や明治期の土地購入関係文書が8件あ

る。

全体

三橋定渡金六ヶ村割符書写 嘉永3年7月 竪半（ニツ綴）・1冊 い452

上　神戸様　服岡新田　服岡新田→神戸 包紙・1点 い505－0

口糧懸監薦垂（犠賜鶴盆翻勲 申5月 竪紙・1通 い505・1

神戸

掟米徴収

服腰臨盒瓢粥上納米引分ケにつき勘定 文政4年5月29日 竪半（ニツ綴）・1冊 い451

下之郷戌年分納米 亥5月7日 横切紙・1通 い416－5

（石高差引勘定書付） 横切継紙・1通 い416－7

覚（田方減免分覚書） 横切紙・1通 い416・9

経営費用

下之郷入用金請取之通　神戸勘定場→下之郷庄屋辰 嘉永3年2月 竪半半・1冊 い416－2
右衛門

嘉永四年辛亥三月六日下之郷小百姓へ貸米割合控 （嘉永4年）3月6日 横切紙・1通 い416・6

二二之覚（亥年分） （嘉永4年）亥 横切継紙・1通 い416－3

（下之郷入用金書付断簡） 5月4日 横切継紙・1通 い416・4

覚（金銀受渡書付） 横切継紙・1通 い416－8
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土地

土地台帳訂正

服岡新田字下等ノー二四百四拾七番土地台帳名義 （明治26年） 封筒・1点 い571－0

誤謬訂正願書（廿六年九月廿九日附）写、ならび
に右指令（廿六年十月三日附）

土地台帳名称書換願（控）　海西郡宝地村大字神戸新 明治26年9月29日 罫紙・1通 い571・1

田神戸分左衛門、海東郡蟹江村大字蟹江本町吉田甚平
→愛知県知事時任為基

（土地台帳名義更記之件免許につき）　愛知県知事 明治26年10月3日 「愛知県」用箋・1通 い571－2

時任為基→海西郡飛島村大字服岡新田地主神戸分左
衛門

年貢・村入用負担

覚（服罪新田下之郷免状）　雑佐太、武甲→右郷地主 嘉永元年ll月 竪美継紙・1通 い733－1

犬山屋文左衛門へ

覚（服罪新田下之郷免状）　雑佐太、武蔀→右新田地 嘉永2年11月 竪美継紙・1通 い733－2

主神戸文左衛門へ

覚（服岡新田下之郷免状）　雑佐太、半蔀→右郷地主 嘉永3年11月 竪美継紙・1通 い733－3

犬山屋文左衛門方

覚（服岡新田下之郷免状）　二佐太、武蔀→下郷地主 嘉永4年ll月 竪美継紙・1通 い733－4

犬山重文左衛門へ

覚（服岡新田下之郷免状）　雑佐太、二二→二郷地主 嘉永5年11月 竪美継紙・1通 い733－5

犬山屋文左衛門へ

覚（服岡新田下之郷免状）　雑佐太、武蔀→二郷地主 嘉永6年ll月 竪美継紙・1通 い733－6

犬山屋文左衛門へ

覚（服岡新田下之門下状）雑橋太、高丁丁、丁丁→右 嘉永7年ll月 竪美継紙・1通 い733－7

郷地壁虎山屋文左衛門へ

覚（服岡新田下之郷免状）　高十練、半蔀→下新田地 安政2年ll月 竪美継紙・1通 い733－8

主犬山屋文左衛門へ

覚（服罪新田下之郷免状）　森町九、奥喜左→右新田 安政6年11月 竪美継紙・1通 い733－9

地主犬山屋文左衛門へ

覚（服罪新田下之郷の取米の定め）　奥喜左→右新 文久元年ll月 竪美継紙・1通 い729－7

田地主犬山屋文左衛門

戌年免割帳入 嘉永3年2月17日 袋・1点 い416－0

三年免割諸入用帳 嘉永3年2月17日 三半（ニツ綴）・1冊 い416－1

（上納・拝借金差引き勘定） （慶応2年11月） 小切紙・1通 い729－10－1

覚（服岡新田などの見取米書上げ）　伊小膳、江半 慶応2年11月 横切継紙・1通 い729－10・2

三、武湊→右巻之地主岡谷惣七・犬山文左衛門他2名

近代土地購入

福岡新田字下チノー二下之郷ト云四反八畝四歩大 明治15年12月11日 封筒・1点 い593－10－1

谷謙造ヨリ購買ニヨリ請取ル証券

請作証　海西郡福岡新田右請作人犬飼善十郎→神戸分 明治15年12月11日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い593－10－2

左衛門

永代地所売渡副証券（福岡新田のうち反別4反8畝4 明治15年12月11日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い593－10－3
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歩）　海西郡飛鳥新田大谷謙造→神戸分左衛門

地所永代売渡証券（福岡新田のうち4反8畝8歩） 明治15年12月10日 竪美紙・1通 い593・10－4

海西郡飛島新田売主大谷謙造他新田請人1名→海西郡
神戸新田神戸分左衛門

服岡新田字下チ之三四反別弐反○廿八歩明治十七
@年十月十八日大谷ことヨリ買受につき同人売渡
@シ証券壱通右二附属書壱通、右地所之内大谷甚
@右衛門請作地につき同人ヨリ差入レ候証券壱通

（明治17年10月18日） 封筒・1点 い572－0

十七年十月十八日付　神戸

証（土地売渡証文の代金記載と実代金の相違ある
@旨証明いたすにつき）　海西郡服岡新田大谷こと、

明治17年10月18日 罫紙・1通 い572・1

後見人1名→神戸分左衛門

永代地所売渡証券（尾張国海西郡服岡新田字下千
@之三四反別2反28歩）　尾張国海西郡服岡新田九十

明治17年10月18日 罫紙・1冊 い572・2

一番地右地所売渡主大谷こと他2名→尾張国海西郡神
戸新田神戸分左衛門

証（借地米右日限に相違なく渡すにつき）　海西郡 明治17年10月18日 罫紙・1通 い572－3

服岡新田右借地本人大谷甚左衛門→神戸分左衛門
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海部郡の新田／鍋蓋新田／願書・一件留

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

海部郡の新田

　本大項目は全く便宜的なものでしかない。大宝前（神戸）新田にいる神戸家の支配人は海部郡の諸

新田の経営にも関与していたように見受けられるが、そのうちの点数の少ない三つの新田の史料をこ

こにまとめたに過ぎない。

①鍋蓋新田

　この新田は大宝前（神戸）新田の北方にあり、村高370石余、反別25町余、戸数7、人口53という

小規模の新田である（角川地名辞典）。収録史料からすると、享保期から神戸家はこの新田に土地を

持っていたらしい。そしてそれは小川二丁を通してのものであったらしいことが納米の請取通帳（あ

1683）から知られる。また、地主は少なくとも神戸家のほかに伊藤次郎左衛門がいたこともわかる。

　この新田経営に関する史料は、（その2）では30点（1727（享保12）～1775（安永4）年）しがな

かったが、今回は58点収録した。点数が多いのは掟米の送り状で全て近世のものと思われる。

②潤屋新田

　大宝前（神戸）新田の北東隣にあり、1823（文化6）年成立、反別2町余の新田である〔角川地名

辞典〕。この新田に関する史料は、（その2）では1839（天保10）年「南野跡検地帳」1点のみであっ

た。今回も同年の南江外野幽境杭打ちに関する証文写ほか2点のみである。

③鳥ヶ地新田

　この新田は大宝前（神戸）新田の北東隣にあり、この新田の百姓が大宝前（神戸）新田へ多く出作

していたというように、神戸新田とは密接な関係にあった。前回は地券3枚のみであったが、今回は

明治24年の地所購入関係文書7点がある。

④三輪外繰出（さんとそとくりだし）新田

　神戸新田南方約3キロメートルに位置する。明治17年に神戸新田「積三三」小川三蔵が神戸新田小

玉金七ほか2名から三論外繰出新田の地所を購入している。地所共有約定証書謄本などが8点ある

（明治17～32年）。

鍋蓋新田

願書・一件留

（噸黎轄讐繋駕善墨縄踏 3月19日 竪継紙・1通 い504－1

右→鍋蓋新田庄屋

乍恐奉願上前口上温覚（二瀬痛領を犬井・善太二村
@より上納仰せ付けられ下されたきにつき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海

宝暦4年閏2月 竪半（ニッ綴）・1冊 い504－2

東郡鍋蓋新田庄屋武兵衛→森村甚左衛門様明御役所

戌三月廿一日洩潮一件入用書付 包紙・1点 い504－3－0

口上之覚（鍋蓋新田浅瀬痛場所物成を犬井・善太両
@村より直に上納仰せ付けられたきにつき願書

戌閏2月 竪半（ニッ綴）・1冊 い504・3－1

写）右新田地主共

（洩瀬痛領米を以後井組惣代二ヶ村より直上納に
ﾂき願書下書）

竪継紙・1通 い504－3－2

乍恐奉願上候御事（三瀬年貢米直上納につき）海 宝暦4年4月 横長半（一ツ綴）・1冊 い504－4

東郡鍋蓋新田庄屋武兵衛

乍恐口上憎憎（漏瀬痛白米を犬井村・善太郎新田両 戌3月 横切継紙・1通 い504・8
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村より御上納仕儀につき）　鍋蓋新田地主元材木
半文左衛門・右同断茶屋丁次郎左衛門

（鴇蒙麟騨願辮齪耀鰭轄淳瀬 竪継紙・1通 い504・9

乍恐口上之覚（犬井村・善太郎新田両村より御上納 戌3月 竪継紙・1通 い504－10

仕筈之洩瀬痛領米遅滞のため地主共より取替上
納につき願書下書）　鍋蓋新田地主元標木町文左
衛門・右同断茶屋町次郎左衛門→土岐市右衛門

樫神部構黙括紅鱒轡轡誉禦 戌3月 竪継紙・1通 い504・11

経営収支

覚（鍋蓋新田勘定金受取につき領収書）　伊藤次郎
　左衛門→神戸分左衛門

申2月5日 横切紙・1通 い417－22・4

掟米運搬

積送り申楽之事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 午12月9日 竪紙・1通 い445－1－3

兵衛→神戸文左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り中米之事（茶屋町分鍋蓋新田納米）　右（鍋 卯11月25日 竪紙・1通 い445－1－4

蓋）新田武兵衛→神戸分左衛門

覚（米送り状）　鍋ふた新田武兵衛→犬山屋嘉兵衛 午12月9日 竪切紙・1通 い445－1。5

積送り誤謬幹事　鍋蓋新田武兵衛→神戸分左衛門・伊 午12月 竪紙・1通 い445－1・7

藤治郎左衛門

覚（二二積分書上）鍋蓋新田武兵衛→川合嘉兵衛 寅11月 横切継紙・1通 い445－1－9

覚（納米積送につき）　鍋蓋新田武兵衛→神戸嘉兵衛 寅11月3日 竪切紙・1通 い445－1・13

積送り申米之事（鍋蓋納米）右（鍋蓋）新田武兵衛→ 寅10月17日 竪紙・1通 い445－1－14

神戸嘉兵衛

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 寅12月2日 竪紙・1通 い445－1－15

→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り申米軍事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 卯正月 竪紙・1通 い445－1－16

兵衛→神戸分左衛門

積送り申米之事　右（鍋蓋）新田武兵衛→伊藤治郎左 卯11月29日 竪切紙・1通 い445－1・18

衛門

積送リ申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 卯11月29日 竪切紙・1通 い445・1－19

→神戸分左衛門

積送リ申米之事（納米）鍋蓋新田武兵衛→神戸嘉兵 寅9月18日 竪切紙・1通 い445－1－20

衛

積送り申米之事（鍋蓋新田米）右（鍋蓋）新田武兵衛 寅12月24日 竪切紙・1通 い445－1－26

→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 寅12月4日 竪紙・1通 い445－1－27

兵衛→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

積送リ申米旧事（鍋蓋新田納米）　右新田武兵衛→ 卯12月12日 竪切紙・1通 い445－1－29

神戸分左衛門

覚（米積送につき）　右（鍋蓋）新田武兵衛→犬山屋分 巳12月16日 竪紙・1通 い445－1・33

左衛門

覚（米積送り高書上）　鍋蓋新田武兵衛→犬山十分左 巳12月15日 竪紙・1通 い445－1－35
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衛門・呉服屋治郎左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　右新田武兵衛→ 巳12月16日 竪紙・1通 い445－1－36

神戸分左衛門

積送り町彫弔事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 丑12月8日 竪紙・1通 い445－1－43

→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

覚（米積送りにつき）　鍋蓋新田庄屋武兵衛→神戸分 丑12月12日 竪紙・1通 い445・1－45

左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り廻米野鴨（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 卯ll月16日 竪継紙・1通 い445・1－46

兵衛→神戸分左衛門

積送り野州之事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 辰12月 竪紙・1通 い445－1－49

兵衛→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り申米下男（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 辰12月9日 竪切紙・1通 い445・1－51

兵衛→犬山屋分左衛門・呉服屋治郎左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 辰12月 竪切紙・1通 い445－1－52

兵衛→犬山屋分左衛門・伊藤治郎左衛門

送り申米之事（鍋蓋新田米）鍋蓋新田武兵衛→本材 寅12月6日 竪紙・1通 い445－1・55

木町文左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 卯10月26日 竪紙・1通 い445－1－56

→神戸分左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 未11月20日 竪切紙・1通 い445－2－1

→神戸文左衛門

積送り申米重事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 子12月1日 竪切紙・1通 い445－2－3

兵衛→神戸文左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り南米緯書（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 子12月18日 竪切紙・1通 い445－2・5

兵衛→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り申米重事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 子12月 竪切紙・1通 い445－2－6

→神戸分左衛門・伊藤治郎左衛門

覚（納米積送高書上）鍋蓋新田武兵衛→永田善治郎 子9月29日 竪切紙・1通 い445・2－7

覚（鍋蓋新田手作米送り状） 竪紙・1通 い4452－14

覚（鍋蓋新田納米送り状）右（鍋蓋）新田武兵衛→神 子12月1日 竪切紙・1通 い445・2－24
戸文左衛門・伊藤治郎左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 閏11月26日 竪切紙・1通 い445－2－26

→伊藤治郎左衛門

積送り焼米之事（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 閏11月26日 竪切紙・1通 い445－2。27

兵衛→神戸文左衛門

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 未12月3日 竪紙・1通 い445－2－28

→神戸分左衛門

積送り申米国事（鍋蓋新田納米）右村（鍋蓋新田） 未11月5日 竪切紙・1通 い445－3－5

庄屋武兵衛→神戸分左衛門

積送り申米一事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 申11月15日 竪切紙・1通 い445・3・4

→神戸分左衛門

積送申納米之事（鍋蓋新田）右（鍋蓋）新田武兵衛→ 申11月23日 竪切紙・1通 い445・3－11

神戸分左衛門

積送申米之事（鍋蓋新田納米）右（鍋蓋）新田武兵衛　→神戸分左衛門

申12月6日 竪切紙・1通 い445－3－13
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覚（鮫ヶ地納米積送りにつき）　鍋蓋新田武兵衛→犬 申12月22日 竪切紙・1通 い445－3－15

山屋嘉兵衛

積送申納米淫事　右（鍋蓋）新田武兵衛→伊藤次郎左 戌12月26日 竪切紙・1通 い445・3－16

衛門

積送り申納米記事　鍋蓋新田武兵衛→神戸分左衛門 戌12月21日 竪切紙・1通 い445－3－17

積送り申納米旧事（鍋蓋新田）右（鍋蓋）新田武兵衛 戌12月26日 竪切紙・1通 い445・3・18

→神戸文左衛門

積送り北米興醒（鍋蓋新田納米）　右（鍋蓋）新田武 戌11月20日 竪切紙・1通 い445－3－19

兵衛→神戸文左衛門

積送り野望之事（鮫ヶ地新田納米）鍋蓋新田武兵 未12月16日 竪切紙・1通 い445・3・20

衛→元材木町犬山屋御内嘉兵衛

積送り申米之事（鍋蓋新田納米）　鍋蓋新田武兵衛 未11月4日 竪切紙・1通 い445－3－24

→神戸分左衛門

牛屋新田

為取替証文望事（潤劇烈田南堤外野跡堤根留境杭 （天保10年11月） 「鴎汀書屋」罫紙・1通 い453－6

打ちにつき証文写）　門屋新田庄屋服部周吉→神
戸新田庄屋重右衛門・忠右衛門

覚（潤屋新田堤高さ等普請覚）　右（門屋新田）庄屋周 亥8月 竪紙・1通 い449・12－1

吉→福井倉助

覚（堤高さ等普請覚）　右（民屋新田）庄屋周吉→福井 亥8月 竪紙・1通 い449－12・2

焼判

鳥ヶ地新田

鳥ヶ地新田買受書類入　神戸銀之助→ 明治24年4月 封筒・1点 い559－0

売渡証券（鳥ヶ地新田地主会所よりの新道潰米、新 明治24年 罫紙・1通 い559－1

用水井随想売渡につき）　海西郡＋四山村大字六
条新田百十四番地佐藤泰助→海西郡宝地村大字神戸
新田二八番地神戸銀之助

記（海西郡宝地村大字鳥ヶ地新田井領米・新道潰米
@買得につき証明願い）　大字神戸新田神戸銀之助

明治24年4月11日 竪紙・1通 い559。2

不在膠付代印早川忠兵衛→大字鳥ヶ地新田御支配御
中

記（金5円受取につき）　檸場新田早川儀平→神戸 （明治24年）4月11日 小切紙・1通 い559－3

証寵常縣轟漱象轍耀き襲謡 明治24年4月11日 罫紙・1冊 い559－4

海西郡宝地村大字鳥ヶ地新田四番地伊藤源三郎他10
名→神戸銀之介

地所売渡証券（鳥ヶ地新田字三原合計反別5反2畝 明治24年3月31日 罫紙・1冊 い559－5

26歩）　海西郡十四村大字六条新田百十四番地売渡
人佐藤泰助、保証人1名→海西郡宝地村大字神戸新田
廿八番戸神戸銀之助

（本年麦5升引などの儀につき近々申し上げる旨） 断簡・1点 い559－6

三院外繰出新田

明治弐拾四年拾弐月弐拾九日諸冨保義役場二於テ
@繰出新田共有約定証券謄本　神戸

i代売渡地所証券（愛知県海西郡三十外繰出新田

明治24年12月29日

ｾ治17年3月

封筒・1点

G継紙・1通

い595－2－0

｢595－2－1
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の土地）　海西郡神戸新田15番地地所売主児玉金七
他2名、保証人1名→同郡同新田積米掛り小川綱蔵

地所共有約定証書謄本（神戸分左衛門他9名によ 明治24年12月29日 「名古屋地方裁判所管 い595・2－2

る）　名古屋区裁判所管内公証人諸冨保義役場 内公証人役場」用箋・1

領収証（原本手数料など金4円77銭5厘領収につき） 明治24年12月29日 印刷用紙・1通 い595。2・3

名古屋区裁判所管内公証人諸冨保義役場

尾張国海西郡丙国村大字三稲外繰出新田地所共有 明治32年2月21日 封筒・1点 い595－1・0

約定証券神戸

領収証（公正証券手数料金2円22銭5厘領収につき） 明治32年2月21日 印刷用紙・1通 い595・1－1

名古屋区裁判所管内公証人諸冨保義役場

地薯鍵碧練羅呂警鶉瀦矯菱　の土地売却のため）　　　　　　　　　　　名古屋区裁判所管内公証人 明治32年2月21日 「名古屋地方裁判所管

煬�ﾘ人役場」用箋・1

い595－1－2

諸冨保義役場

地所共有約定証書謄本（神戸分左衛門他9名によ 明治24年12月29日 「名古屋地方裁判所管 い595－1－3

る）　名古屋区裁判所管内公証人諸冨保義役場 内公証人役場」用箋・1
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愛知郡の新田

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

愛知郡の新田

　この大項目も前項同様全く便宜的であり、後述の大高源兵衛新田を除く愛知郡の五つの新田・村を

ここに一括したというだけである。ただ地図1に示したように、これらの新田・村は熱田神宮の東南

方で大高源兵衛新田よりも北に位置し、一定の地域的なまとまりは存在したようである。

①化物新田

　加福新田の俗称で、明治期は愛知郡前浜村に属していた〔角川地名辞典〕。神戸家は明治15年にこ

の新田に地所を買得し地主経営を行った。（その2）では地券と「小作掟米取立帳」が主であったが、

本目録にはこの買得に関する「永代地所売渡証券」を含む史料が収録されている（い568－7）。ただし、

神戸家はこれより以前にこの新田に関与していたようで、明治13年「化物新田墾關費金之証」との表

題を持つ封筒のみが残されている（い568－LO）。封筒の中身は明治16～18年の文書のため確定はでき

ない。そのほか、明治16～35年の共有地関係の文書が26点、明治14～23年の堤防関係の文書が11点あ

る。

②紀左衛門新田（豊田村・呼続村）

　明治11年に愛知郡豊田村に属し、同22年に呼続村に属した〔平凡社地名辞典〕。（その2）収録分は

もっぱら地券と小作証書であったため、この新田と神戸家の関係が不明確であったが、本目録には、

まず「土地買得」として明治13年に春日井郡土器野村天野佐兵衛らとともに地所を購入した一連の文

書があり（い561）、神戸家の関与の様相を知る手がかりとなる。次に「地所賃貸」として明治24～35

年の文書が22点、第三に「堤敷地葭生地交換」関係の文書が16点（明治15～17年）、第四に「堤防」

としてその土地に関する史料が46点（明治4～18年）、最後に明治22年の「破堤」関係文書が6点あ

る。

③八左衛門新田（星崎村）

　明治11年に愛知郡星崎村に属した〔角川地名辞典〕。神戸家は明治11年にこの新田に田畑宅地6町

7反余を前出の紀左衛門新田でも登場した天野佐兵衛とともに購入していることなどが、「土地買得」

14点の文書（明治11～13年）から判明する。そのほか、「開墾事件」では星崎村立松善兵衛が川筋の

土地を開墾したが、それが神戸家を含めた他の地主所有地に影響するということで問題となった事件

に関係する文書32点（明治13～15年）が目立つ。

④千竈村

　これは明治11～20年の村名である〔角川地名辞典〕。明治13年に神戸家がこの村に地所を購入した。

「買得」にはこの土地取得に関係する「地所売渡証券」ほか関連文書が22点あるほか、明治20年の

「地所譲渡証券」が1点ある。

⑤笠寺村

　これは明治22年に前浜村から改称された近代行政村の笠寺村を指す。神戸家はこの村の四二烏山の

地所を明治29年に購入し、上烏山共有地の地権者の一人となった。明治38年には地所を売却している。

笠寺村に関する文書は全てこの共有地に関するもので点数は81点と比較的多いが、そのほとんどは明

治29～38年の地租領収書である。
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化物新田

土地取得

明治十五年壬午一月廿八日化物新田買得約定証 明治15年1月28日 包紙（「鴎汀書屋」用箋） い568・7－0

・1点

記（化物新田売却地代金736円受取につき）　加藤 明治15年3月 竪切紙・1通 い568・7－1

勝壽→神戸分左衛門

記（化物新田売却地代金計400円受取につき）　加 明治15年2月28日 竪紙・1通 い568－7－2

藤勝壽→神戸分左衛門

永代地所売渡証券（前浜村議温服（旧称化物新田） 明治16年11月14日 竪美継紙・1通 い568－8

の荒田6町4反4霊園）　愛知郡前盛村地淫売渡人加
藤勝壽、同村保証人加藤又三郎→海西郡神戸新田神戸
分左衛門

永代地所売渡証券（前浜丁字丁丁（旧称化物新田） 明治16年11月14日 竪美継紙・1通 い568・9

の荒田1町6反1難曲）　愛知郡前濱村地所売渡人加
藤勝壽、同村保証人加藤又三郎→神戸分左衛門

地所売渡証券（前浜村字加福五ノ切の地所）　愛知 明治20年11月 罫紙・1冊 い568－6

郡千竈村四百七拾六番戸地主譲受山崎徳左衛門他13
名→海西郡神戸新田神戸分左衛門

共有地

化物新田明治十六年十一月十四日附加藤勝壽ヨリ 封筒・1点 い568－0

買得証、同人ヨリ天野佐兵衛始メ五名へ買得証、
共有地仲間申合規則、共有地分裂買得証

化物新田墾開費金之証　神戸分左衛門 明治13年4月25日 封筒・1点 い568－1－0

記茎欝懸農紐増作雑齪蔽延難 明治18年7月 小切紙・1通 い568千1

→神戸分左衛門

証（新田諸費2円45銭3厘受取につき）　化物新田支 明治19年4月18日 小切紙・1通 い568－1－2

配人→神戸分左衛門

証（化物新田諸入費金受取につき）　化物新田支配 明治18年9月8日 小切紙・1通 い568－1－3

人→神戸分左衛門

証（明治17年諸入費など受取につき）　旧化物新田 明治18年1月11日 小切紙・1通 い568－1・4

支配人→神戸分左衛門

証（明治17年常備金2円50銭受取につき）　右新田 明治17年7月27日 小切紙・1通 い568－1－5

支配人加藤又三郎→神戸分左衛門

証（明治17年常備金24円2銭1厘受取につき）右新 明治17年7月27日 小切紙・1通 い568・1－6

田支配人加藤又三郎→神戸分左衛門

証（明治16年諸入費など金5円8銭4厘受取につき） 明治17年2月25日 小切紙・1通 い568－1－7

化物新田支配人加藤又三郎→神戸分左衛門

証（明治16年諸入費・支払常備金2円50銭受取につ 明治16年8月30日 小切紙・1通 い568－1・8

き）　化物新田加藤又三郎・同仙之助→神戸分左衛門

証（明治16年諸入費など金1円19銭3厘受取につき） 明治16年8月30日 小切紙・1通 い568－1－9

化物新田支配人加藤又三郎・加藤仙之助→神戸分左衛

証（堤築造費・支払常備金など受取につき）　化物 明治16年3月7日 小切紙・1通 い568－1－10

新田支配人加藤又三郎・加藤仙之助→神戸分左衛門

証（事件取扱人入費割賦金5円41銭7厘受取につき） 明治16年6月6日 小切紙1通 い568－1－11
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化物新田支配人加藤又三郎・加藤仙之助→神戸分左衛

証（神戸よりの証拠金返戻金残金15円19銭4厘受取 明治18年9月 小切紙・1通 い568－1・12

につき）　支配人加藤又三郎→神戸分左衛門

化物新田諸入費受取証（神戸分左衛門半株分） （明治14～16年） 横折紙・1通 い568－1－13

永代売渡共有地証券　愛知郡砂越村地虫売渡人加藤 明治16年11月14日 罫紙・1冊 い568－3

勝壽、同村保証人加藤又三郎→見田三右衛門・神戸分
左衛門・天野佐兵衛ほか9名

化物新田共有地仲満申合規則　見田七右衛門・神戸 明治16年ll月 三半（ニツ綴）・1冊 い568・4

分左衛門・天野佐兵衛ほか9名

化物新田共有地所高木芳・天野佐兵衛・見田七右衛
@門・菅井東作共有権売渡シ登記済証券　神戸

明治27年2月 封筒・1点 い594－0

共有地所共有権売渡証券（愛知郡笠寺村などの土 明治27年1月26日 罫紙・1冊 い594－1

地）　東春日井群団美村113番戸売渡人高木芳他3名
→海西郡宝地村大字神戸新田28番戸神戸分左衛門

証（共有地の共有権の一部を売り渡した代金180円 明治27年1月 竪紙・1通 い594－2

受取につき）東春日井郡味美村113番戸高三芳、他
後見人1名→海西郡宝地村大字神戸新田神戸文左衛門

化物新田四名共有地収支決算帳 封筒・1点 い567－0

化物新田・撞木江築留西　明治廿八年掟米取立帳 明治29年4月21日 横長半（一ツ綴）・1冊 い567－1

写　加藤勝壽

記（化物新田共有地小作米代金一人当たり60円づ 明治34年2月16日 罫紙・1通 い567・2

つ送付につき）　加藤勝壽→菅井東作・神戸分左衛
門・天野佐兵衛

明治三拾三年度　化物新田共有地収得決算報告 明治34年3月16日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い567－3

（写）加藤勝壽

明治参拾四年十二月　化物新田貸地料米取立帳 明治35年5月29日 罫紙・1冊 い567－4

共有地分　写　加藤勝壽

明治三十二年度　化物新田共有地収支決算帳　加 竪半（一ツ綴）・1冊 い567・5

藤二二

堤防

明治十四年期巳六月廿五日化物新田築堤出金之証 明治14年6月25日 封筒・1点 い568－5－0

金額壱千八百廿円　神戸

化物新田築三入費金請取証　山崎徳左衛門・加藤勝 横折紙・1通 い568・5。1

寿→神戸分左衛門

記（神戸より返却された証拠金受取につき）　支配 明治19年7月 小切紙・1通 い568－5・2

人加藤又三郎→神戸分左衛門

証（常備集金2円50銭受取につき）化物新田支配人 明治20年7月10日 小切紙・1通 い568－5－3

加藤又三郎→神戸分左衛門

証（明治19年諸入費支払金から常備集金を引いた
@残金3円6厘受取につき）　化物新田支配人加藤又

明治20年7月10日 小切紙・1通 い568－5－4

三郎→神戸分左衛門

明治廿二年巳丑九月十八日旧暦八月十七日海囎化 明治22年9月18日 封筒・1点 い568－2－0

物新田破堤につき薄金請取書

証（普請費割賦金25円10銭領収につき）　旧称化物 明治23年8月 竪切紙・1通 い568・2－1

新田支配人立松亮次郎・加藤又三郎→神戸分左衛門
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愛知郡の新田／化物新田／堤防

仮請取証（化物新田堤防破損所修繕費金40円受取 明治22年9月19日 罫紙・1通 い568－2・2

につき）　化物新田支配人立松亮次郎→神戸分左衛

記（化物新田工事費金50円受取につき）加藤勝壽 明治22年9月17日 小切紙・1通 い568－2－3

→神戸分左衛門

証（明治22年通弊費など金29円62銭2厘など領収に 明治23年4月27日 竪切紙・1通 い568－2－4

つき）　化物新田支配人立松亮次郎・加藤又三郎→神
戸分左衛門

証（明治31年減分化物新田諸入費割賦・同年常備金 明治32年1月14日 竪切紙・1通 い568－2・5

引き去る残金83円25銭受取につき）化物新田支
配人加藤又三郎・立松亮次郎→神戸分左衛門

紀左衛門新田（豊田村・呼続村）

土地取得

証（愛知郡豊田村所有地売渡代金受取につき）　岡 明治13年4月4日 罫紙・1通 い447－2

田小八郎→神戸分左衛門・瀧兵右衛門・天野佐兵衛

証（愛知郡豊田村所有地売渡代金受取につき）　岡 明治13年4月30日 罫紙・1通 い447－3

田小八郎→神戸分左衛門・瀧兵右衛門・天野佐兵衛

勘定書（金利覚書）　天功→神戸 （明治後期）2月25日 早智・1冊 い447・4

新川天野佐兵衛様　証書類在中　滝兵右衛門→天 9月17日 封筒・1点 い561－0

野佐兵衛

記（豊田村田畑売却に際し頭金受取りにつき）　岡 明治13年5月3日 罫紙・1通 い561－1－1

田小八郎→天野佐兵衛・神戸分左衛門・滝兵右衛門

証（豊田村田畑売却に際し頭金受取証）　岡田小八 明治13年4月30日 罫紙・1通 い561－1－2

郎→天野佐兵衛・神戸分左衛門・滝兵右衛門

所有地売渡シ約定証（旧称紀左衛門新田の内拙者 明治13年4月3日 竪紙・1通 い561－1－3

拍の分田畑宅地ほか）　岡田小八郎他2名→天野佐
兵衛・神戸分左衛門・滝兵右衛門

証（神戸分左衛門よりの借用金50円受取りにつき） 明治13年9月30日 罫紙・1通 い561－2

天野佐兵衛→神戸分左衛門

御艦舖酷織腰糊紀砦鶉臨野唱生 明治13年5月24日 罫紙・1通 い561－3

田新助→天野佐兵衛・神戸分左衛門・滝兵右衛門

証（豊田村三九樋伏替入費金受取につき）　（佐野） 明治13年10月7日 小罫紙・1通 い561－4

伊兵衛→神戸

記（星崎村開盤拒障一件手数料受取りにつき）　千 明治13年10月21日 罫紙・1通 い561・5

賀金五郎→神戸分左衛門

口上（愛知郡役所へ貴命の如く届け済みにつき預 8月4日 横切継紙・1通 い561－6

かっていた別冊御返戻につき）　久一→天野

紀左衛門新田買受につき明治十三年五月四日岡田
@小八郎ヨリ売渡シ証券壱通　神戸

封筒・1点 い593－4－1

証照照糊翻讐腿糊し罰四郷墨 明治17年5月23日 罫紙・1冊 い593・4・2

知郡豊田村九十番地岡田忠左衛門他9名→天野佐兵
衛、神戸分左衛門

預り置地券証（預り地の字、反別など書き上げ） 明治14年8月12日 罫紙・1冊 い593－4－3

憲兵右衛門→神戸分左衛門、天野佐兵衛

紀左衛門新田永代売渡証券　岡田小八郎　滋賀県 明治13年5月4日 罫紙・1冊 い593－4－4
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