
愛知郡の新田／紀左衛門新田（豊田村・呼続村）／土地取得

近江国蒲生郡八幡回心町23番地売主岡田小八郎他1名
→瀧兵右衛門他2名

地所賃貸

愛窪難聴里箋鰐羅丙具査証 明治28年12月 封筒・1点 い566－0

（天野佐兵衛・神戸分左衛門の所有地、呼続村大字
@豊田（紀左衛門新田堤外）の土地を賃借するに際
@しての取り決め）

「神戸氏蔵」罫紙・1冊 い566－1

領収証（手数料金2円49銭6厘領収につき）名古屋 明治25年10月22日 印刷用紙・1通 い566－2

区裁判所管内公証人諸富保義役場

証（呼続村大字豊田の土地反別7反1歩を借用する
@　　　　愛知県東春日井二心岡村大字二重堀三十　につき）

明治25年10月 罫紙・1通 い566－3

六番戸松永左衛門→天野佐兵衛、神戸分左衛門

地所貸借証書抄録正本　公証人諸富保義・松永左衛 明治28年12月23日 「名古屋地方裁判所管 い566－4

門 内公証人役場」用箋・1

地所貸借証書抄録正式謄本　公証人諸富保義・松永 明治28年12月23日 「名古屋地方裁判所管 い566－5

左衛門 内公証人役場」用箋・1

地所貸借証書抄録正本　公証人諸富保義・松永左衛 明治25年12月23日 「名古屋地方裁判所管 い566－6

門 内公証人役場」用箋・1

愛知郡呼続町大字豊田三六ノ割明治三十三年四月
@ヨリ同三十四年十月三十日迄前島丈之助へ賃貸

ﾙ講塞襲鯉襯孕至青撃　十八年十月迄貸地契約公正証書　　　　　　　　　　　　　　　　天野、神戸

封筒・1点 い569－0

囎晶晶繊懇騰羅
明治33年5月28日 「名古屋地方裁判所管

煬�ﾘ人役場」用箋・1

い569－1

之助に賃貸）　公証人諸富保義・鵜飼友四郎・長谷川
玉三郎

領収証（契約賃金のうち勘弁金33円受取につき） 明治33年5月10日 竪紙・1通 い569・2

長谷川玉三郎→天野佐兵衛・神戸分左衛門

木挽町神戸分左衛門様　愛知県西春日井郡新川町回 封筒・1点 い569・3－0

野佐兵衛→神戸分左衛門

西春日井郡新川町天野佐兵衛殿　名古屋市南久屋 明治33年ll月2日 封筒・1点 い569－3－1－0

町三丁目百七拾番戸千賀金五郎→天野佐兵衛

（紀左衛門新田堤外貸地の解約につき書状）金五 （明治33年）11月2日 横切継紙・1通 い569－3－1－1

郎→天野

（一昨日催促の品別紙の通り申し参り候につき書
�j天野左兵衛→神戸

11月3日 横切紙・1通 い569・3－2

岐阜県加茂郡下麻生町前嶋大之助　→前島大之助 封筒・1点 い569・4－0

添約定書（借地の賃料公正証書のとおり履行いた
@すべきにつき）　　　　　　　　岐阜県加茂郡下麻生町前嶋丈之助

明治34年11月20日 罫紙・1通 い569－4・1

→神戸分左衛門・天野佐兵衛

地所賃借証書正本（写）　公証人三三保義・鵜飼友四 明治33年5月28日 「神戸氏蔵」罫紙・1冊 い569－5

郎・長谷川玉三郎
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愛知郡の新田／紀左衛門新田（豊田村・呼続村）／地所賃貸

地所賃借証書正本（呼続村大字豊田（紀左衛門新田 明治35年10月22日 「名古屋地方裁判所管 い569－6

無職応徳辮蘇謝鶏轍杢 内公証人役場」用箋・1

助に賃貸）　公証人諸冨保義・長谷川玉三郎

諸富公証役場第一万三千三百三十六号公正証書正 明治41年12月9日 封筒・1点 い593－3－1

奢甲羅衛門細字六ノ舗島丈之助へ貸渡

第縣黒焦響il晶晶莫碁圭魏顯奮罹 明治41年12月9日 「名古屋地方裁判所管

煬�ﾘ人役場」用箋・1

い593・3－2

主岐阜県加茂郡下麻生潜思島丈之助）　名古屋 冊

市中区門前町四丁目公証人諸富保義

記（委任状の訂正のため捺印下されたきことなど 竪切紙・1通 い593・3－3

につき）

第雛喬離離藷薩i鴨騒噛癖講手離 明治31年1月11日 「名古屋地方裁判所管

煬�ﾘ人役場」用箋・1

い593－3・4

熊材木商長谷川玉三郎）　名古屋市中区門前町四 冊

丁目公証人諸富保義

堤敷地・葭生地交換

豊田村葭生・堤塘交換二関スル書類 （明治17年） い741－1－0の貼札 い741－0

指紙（旧紀左衛門新田地先堤敷地の儀で相談があ 明治15年10月2日 愛知県指紙用紙（木版 い741－2

るにつき土木係への出頭要請）愛知県→名古屋 刷）・1通

区木挽町神戸分左衛門

愛知郡豊田村戸長役場　愛知県愛知郡役所　愛知 封筒・1点 い741－3・0

県愛知郡役所→愛知県戸長役場

礪編；謂毛縣篠無血醐欝1輸 明治16年9月14日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い741－3・1

申」写貼付）　海西郡神戸新田2番地神戸分左衛門、
西春日井郡土器野新田112番地天野佐兵衛→愛知県令
国貞廉平

再願（神戸・天野所有の葭生地と堤敷地の交換願、
@明治15年3月28日付「願」写、同年3月31日付副申

明治16年9月14日 「神戸財団」用箋・1冊 い741－3－2

写、豊田村略図）　海西郡神戸新田2番地神戸分左衛
門、西春日井郡土器野新田百十二番地天野佐兵衛→愛
知県令国貞廉平

愛知郡豊田村戸長役場　愛知県愛知郡役所　愛知 封筒・1点 い741－4・0

県豊田村戸長役場→愛知県愛知郡役所

願（葭生地と堤敷地の交換願に落し提出した図面
@で誤謬があったので図面下げ戻し下されたきに

明治16年7月17日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い741－4－1・1

つき）　海西郡神戸新田2番地神戸分左衛門、西春日
井郡天野佐兵衛→愛知県令国貞廉平

豊田村略図（天野・神戸所有の葭生地ならびに今般
@交換を請願している堤塘の所在）西春日井郡土

竪紙・1通 い741－4－1－2

器野新田天野佐兵衛、海西郡神戸新田神戸分左衛門

下戻ス図面（朱書） 封筒・1点 い741－4－1－3－0

豊嬰欝羅鷺瓢購讐篇離婁磐 竪継紙・1通 い741－4－1－3－1

田神戸分左衛門、西春日井郡土器野新田天野佐兵衛

木挽町　神戸分左衛門殿　徳川家従→木挽町神戸 明治17年 封筒・1点 い741－1－0

分左衛門

（堤敷地1500円をもって譲り受けたき旨書状）　辰 明治17年6月21日 横切紙・1通 い741－1－1

固守他1名→神戸分左衛門、天野佐兵衛
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愛知郡の新田／紀左衛門新田（豊田村・呼続村）／堤防

堤防

委任証・約定証（写、愛知郡豊田村のうち旧称長三
@郎新田古堤を拙者共へ附けられたき旨の請願に

明治17年7月 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い737－1

係る件）

堤防御払下ケ願（尾張国愛知郡豊田村地内の古堤） 明治17年8月 「神戸西蔵」用箋・1冊 い737－2

愛知郡豊田村94番地花井金之介他13名→愛知県令国
定廉平

委却藷離職澱騨羅甦輪屡窪 明治17年7月29日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い737・3

するにつき）花井金之助他13名

堤敷民有地置網引直シ之儀につき願　名古屋区替 明治15年11月 「愛知郡戸長役場」用 い737・4－1

地町百四番地士族中野重道他4名 箋・1通

譲渡し申地所証文盛事（字長三郎新田、巳新田堤） 明治5年3月 「愛知郡戸長役場」用箋 い737・4・2

譲り主酒井佐兵衛印、他親類1名、地所支配人1名→中 の縦切紙・1通

川直三郎

譲り渡申地所証文之事（字長三郎新田、巳新田堤） 明治5年3月 「神戸氏蔵」用箋・1通 い737・4－3

譲り主堀井佐兵衛印、親類証判1名、地所支配人1名→
中品甚三郎

永代売渡し申田畑証券（愛知郡長三郎新田地所） 明治6年7月 「愛知郡戸長役場」用 い737－4－4

地所売主内田鋼太郎他親類総代・証人・右地所支配人・ 箋・1通

地中間総代各1名

証（拙者持分の堤を残らず其許へ譲り渡すにつき） 明治4年12月 「神戸氏蔵」用箋・1通 い737・4－5

貝谷権右衛門→新田支配人仁左衛門

（旧長三郎新田堤敷民有地に御引き直しの儀につ 明治10年 竪紙・1通 い737・4－6

き）　愛知郡豊田村戸長安井吉三郎→愛知県令国貞
■

廉平

隣地民有地調　愛知郡豊田村戸長安井吉三郎 明治10年 竪紙・1通 い737－4－7

地券証御下渡願（元長三郎新田へ属し候堤の内） 明治15年11月22日 竪紙・1通 い737・4－8

名古屋区伝馬町堀田清左衛門印他4名

拝借姦直（豊田村囲堤の内）　岡田忠七他13名→愛知 明治15年11月 罫紙・1冊 い737－5

郡長正悪徳左衛門

拝借門門（豊田村囲堤の内）　岡田忠七他13名→愛知 明治15年11月 罫紙・1冊 い737－6

郡長正崎徳左衛門

拝借地雷（豊田村囲堤の内）　岡田忠七他13名→愛知 明治15年11月 罫紙・1冊 い737－7

学長正崎徳左衛門

約定証（豊田村古堤の下付請願に際しての約定） 明治17年7月29日 「神戸論蔵」用箋・1冊 い737－8

愛知郡豊田村花井金之介他13名、同村保証人1名→神
戸分左衛門、天野佐兵衛

長三郎新田堤塘之件 封筒・1点 い738・3－1

古塘拝借願（尾張国愛知郡豊田村字ル之割大手堤、 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738・3・2

下書）

記（堤の長さの尺数書上げ） 罫紙・1通 い738－3－3

届（実印が戸籍帳簿と相違するらば訂正相なりた 明治17年4月28日 罫紙・1通 い738・3・4

き旨）　岡田忠七、岡田喜兵衛→愛知郡第二組戸長衆

届（実印が戸籍帳簿と相違するらば訂正相なりた 明治17年8月28日 罫紙・1通 い738－3－5

き旨）　久野治次郎、岡田忠七→愛知郡第32組戸長衆
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愛知郡の新田／紀左衛門新田（豊田村・呼続村）／堤防

（長三郎新田雀開下付願いに際し代理を立てる旨 「千賀所用」用箋・1通 い738－3・6

の願書、下書）

（豊田村略図） 竪紙1通 い738－3・7

堤敷調書（反別、一等人名書上げ） 横折紙・1通 い738－3・8

（堤敷地周辺図面力） 竪紙・1通 い738・3・9

（堤敷地・間数図面） 竪紙・1通 い738・3・10

神戸様　村井　村井→神戸 封筒・1点 い738－3・11

堤塘御払下願（愛知郡豊田村地内） 横切継紙・1通 い738－3－12

（堤御払下願の出願につき書状）　むら井→神戸 7月24日 横切継紙・1通 い738・3・13

神戸様　村井　村井→神戸 封筒・1点 い738－3－14

記（金受取証）　名古屋禰宜町嘉兵衛→神戸 申7月25日 小切紙・1通 い738－3－15

記（42銭受取証）河内町西下→神戸文右衛門 申7月 小切紙・1通 い738－3－16

（拝領物頂戴するにつき礼状）　村井高忠→天野、神 7月8日 横切紙・1通 い738－3・17

戸

神戸様　むら井　むら井→神戸 封筒・1点 い738・3－18

（堤防場所の反あたり代金の相場などにつき書状） 7月15日 横切継紙・1通 い738－3・19

高忠→有年

（不用堤防御払下願書、下書） 横切継紙・1通 い738－3・20

（花井金之助らの持地の図面）　　　　　　， 横折紙・1通 い738・3・21

記（人足賃金受取につき）小畠随兵衛→神戸、天野 12月 竪切紙・1通 い738－3－22

（花井金之助らの持地・間尺数の書上） 横長半（一ツ綴）・1冊 い738－3・23

拝借地願（愛知郡豊田村字ル之割大手堤）　→愛知 明治18年12月 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－3・24

県令勝間田稔

指令（豊田村字ル之割大手堤借地料につき） 「神戸氏蔵」用箋・1通 い738－3・25

（安井茂三郎拝借地の儀につき） 小切紙・1通 い738－3・26

委任証（拙者都合により天野佐兵衛と神戸分左衛
@門に、豊田村字ル二割大手堤拝借地出願に関わ
@る諸事の権限を委任するにつき、下書）

明治18年12月18日 横切継紙・1通 い738－3・27

（堤塘御払い下げ願に関わる副申指し出すにつき） 小切紙・1通 い738・3・28

破堤

明治面面九月　紀右衛門新田破堤濡留用書類入 封筒・1点 い740・0

神戸

（堤群書の間数、入用の書上げ） 「愛知県」用箋・1通 い740－1

記（土俵1俵あたりの代金取り調べたにつき）服 明治22年10月17日 罫紙・1通 い740－2

岡新田都築弥助→青木治三郎

仮仕様（豊田村堤切所間数、入用など見積り） 「愛知県」用箋・1通 い740－3

（豊田村堤切所間数、入用など見積り） 「愛知県」用箋・1通 い740－4

（豊田村破堤修築に対する補助金の過剰金を所有 明治23年12月 罫紙・1通 い740－5
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愛知郡の新田／紀左衛門新田（豊田村・呼続村）／破堤

地旧地価に応じ割賦するにつき）　名古屋南本町
57番戸瀧兵右衛門他24名→佐野保兵衛

儀左衛門新田（星崎村）

土地取得

愛知郡星崎村之内八左衛門新田買請証券　天野佐 明治11年5月 封筒・1点 い621・0

兵衛、神戸分左衛門

旧撰灘藷取署治＋一年六月八日新地券名前 明治11年 包紙・1点 い621・1－0

記（八左衛門新田の土地の旧券証受け取りにつき） 明治11年6月8日 罫紙・1通 い621－1・1

星崎貼用掛鶴田茂三郎→神戸分左衛門、天埜佐兵衛

証霧翻離糟算鷺翻黙鶴 明治12年4月1日 罫紙・1通 い621－1・2

郎→神戸分左衛門、天野佐兵衛

証（八左衛門新田の土地売渡に際しての収利金受 明治13年4月12日 罫紙・1通 い621－2

取につき）　永井銀太郎代各務作之右衛門→天野佐
兵衛、神戸分左衛門

（畑反別、代金など書付） 横折紙・1通 い621－3

（尾張国愛知郡星崎村地内旧称八左衛門新田全図） 竪美（ニツ綴）・1冊 い621－4

小作掟米帳 明治12年4月 横長半（一ツ綴）・1冊 い621・5

委任状（鳴尾村永井隆治郎を拙者の部理代人とい 明治12年4月1日 「証券界紙」用箋・1通 い593－1－1

たすにつき）　尾張国愛知郡鳴尾村45番屋敷永井銀
太郎

永舗辮撃瀦編欝欝難山製騰繍 明治12年4月 罫紙（一ツ綴）・1冊 い593・1－2

45番地右地所売渡人永井銀太郎→春日井郡土器野新
田天野佐兵衛他1名

地所売買地券証御書換算（尾張国愛知郡星崎村地
@内字二割1659番地ほか）

罫紙（一ツ綴）・1冊 い593－1－3

尾張国愛知郡星崎村字南割収穫地価帳 明治12年4月 罫紙（ニツ綴）・1冊 い593－1－4

永舗驕鰭鑛醐融野山製騰繍 明治12年4月7日 罫紙（ニツ綴）・1冊 い593－1－5

45番地右地所売渡人永井銀太郎、右同郡八番地回親類
保証人永井隆治郎→春日井郡土器野新田天野佐兵衛
他1名

約定証書（愛知郡星崎村の内八左衛門新田南町の
@田畑7反1畝26歩の代価取り決めにつき）　右約

明治12年4月1日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い593－1。6

定主永井銀太郎代理永井隆治郎→天野佐兵衛、神戸分
左衛門

開墾事件

鷺鰻羅羅緊燃ま街
封筒・1通 い562－0

約定証券（星崎村大江川通の新田開墾につき約定） 明治19年4月 竪半（一ツ綴）・1冊 い562－1

名古屋区東万町右約定本人武山勘七他保証人3名→神
戸分左衛門

願纏警繍翻；総讃詔至聖山型 明治13年7月 罫紙・1冊 い562。2
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村旧称八左衛門新田地主同国海西郡神戸新田神戸分
左衛門・同地主西春日井郡土器野新田天野佐兵衛→愛
知県令国貞廉平

謝辞事（星崎村大江川通の新田開発が神戸家所有 明治13年8月28日 罫紙・1冊 い562－3

地の妨害となるにも拘わらず開発願書に連署し
たことへのお詫び）愛知郡鳴尾村永井銀太郎・星
崎村各務作之右衛門→海西郡神戸新田神戸分左衛門

名古屋木挽町京町通り下ル三軒神戸分左衛門様 封筒・1点 い562－4－1－0

名古屋呉服町五千賀金五郎

（新開地の樋の間尺相違云々の義御照会につき） 明治14年7月27日 葉書・1通 い562－4－1－1

愛知郡星崎村立松善兵衛→名古屋区呉服町五丁目千
賀金五郎

（立松善兵衛より別紙回答有るにつき）千賀金五 7月31日 横切紙・1通 い562－4・1－2

郎→神戸分左衛門

（向後開墾に関する件は武山勘七へ御示談くださ 明治15年9月28日 葉書・1通 い562・4・2

るべき旨）　立松善兵衛→神戸文左衛門、天野佐兵
衛

天野佐兵衛様、神戸文左衛門様　親展　立松善兵 明治15年7月28日 封筒・1点 い562－4・3－0

衛

（新田開発の請願書に面々が連署したのは御約定 7月28日 横切継紙・1通 い562－4・3－1

によっているにつき）　立松善兵衛→天野佐兵衛・
神戸文左衛門

名古屋上呉服丁五丁目千賀金五郎様　愛知郡星崎 封筒・1点 い562－4・4－0

村立松善兵衛

（樋の方丈量の御山味ありたきにつき） 横切紙・1通 い562－4－4－1

（開発現場への御出掛けいたされたきにつき書状） 明治14年9月9日 横切紙1通 い562－4・4－2

立松善兵衛→千賀金五郎

愛知郡星崎村大江川通新田開墾事件願届書 封筒・1点 い562・5－0

願（星崎村大江川筋開発願は詐術を用いたもので 「鴎汀書屋」用箋・1通 い562－5－1

あり容れることなき旨）

大江川通新田開墾工事之儀願（立松善兵衛の開発
Iと墜蟹雛霜礪回報舗ε鵠　し堤防を元形に修理するよう御下命くだされた

明治15年6月23日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い562－5－2

き旨）　海西郡神戸新田神戸分左衛門・西春日井郡土
器野新田天野佐兵衛→愛知県令国貞廉平

届繍慰謝鴇ll嬰鹸縫灘漁1露 明治13年10月 罫紙・1冊 い562－5－3－1

付　神戸分左衛門・天野佐兵衛

謝辞書（地主総代を詐称したことへの謝罪書写） 明治13年8月28日 罫紙・1冊 い562・5・3－2

愛知郡鳴尾村永井銀太郎・星崎村各務作之右衛門→海
西郡神戸新田神戸分左衛門・西春日井郡土器野村天野
佐兵衛

約定証券（神戸家らが開発を承諾した際の確約七 明治13年8月28日 竪半（一ツ綴）・1冊 い562・5・3－3

条写）　愛知郡星崎村立松善兵衛→海西郡神戸新田
神戸分左衛門・西春日井郡土器野村天野佐兵衛

願（立松善兵衛による星崎村大江川筋開発御採用
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；星崎　にならざるよう御指令くだされたき旨）

明治13年7月8日 「鴎汀書屋」用箋・1冊 い562－5・4・1

村戸長役場所の貼紙付　神戸分左衛門・天野佐兵
衛→愛知県令国貞廉平

新田開墾願（大江川通、写）　愛知郡星崎村三百三十 明治13年3月30日 昌昌←一ッ綴）・1冊 い562－5・4・2
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七番地立松善兵衛、地主惣代各務作之右衛門・永井銀
太郎ほか2名→愛知県令国貞廉平

（大江川筋開発の公議結審まで工事差留願）神戸 明治13年8月17日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い562－5・4－3

分左衛門・天野佐兵衛→愛知県令国貞廉平

大江川通新田開墾之儀につき再願　神戸分左衛門・ 明治15年9月6日 罫紙・1冊 い562－5－5・1

天野佐兵衛・立松善兵衛→愛知県令国貞廉平

新田開墾願（星崎村大江川筋、写）　愛知郡星崎村雨 明治13年3月30日 罫紙・1冊 い562－5－5－2

百三十七番地立松善兵衛他4名→愛知県令国貞廉平

（新規開墾奉願地の絵図） 竪紙・1通 い562－5・5－3

謝舗鱗艘難戦幽幽瀞田面li麟 明治13年8月28日 竪紙・1冊 い562－5－5－4

四拾五番地永井銀太郎・星崎村各務作之右衛門→海蘭
郡神戸新田神戸分左衛門

約定証券（大江川通新田開発に際し確約いたす 明治13年8月28日 竪紙・1冊 い562－5－5－5

条々写）　愛知郡星崎村三拾七番地立松善兵衛→海
西郡神戸新田神戸分左衛門

大年贈榴贈講辮織総難難吉 明治15年7月17日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い562・5・6－1

たき旨）　海西郡神戸新田神戸分左衛門・西春日井郡
土器野村天野佐兵衛→愛知県令国貞廉平

新田開墾願（写、本星崎村・星崎村地先字大江川通） 明治13年3月30日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い562－5・6－2

愛知郡星崎村三百三拾七番邸立松善兵衛他4名→愛知
県令国貞廉平

（新規開墾奉願地の絵図） 竪紙・1通 い562－5－6－3

三論縫論難瑛禰融門田縣郡繍 明治13年8月28日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い562－5・6－4

四拾五番地永井銀太郎他1名→海西郡神戸新田神戸分
左衛門

約定証券（大江川通新田開発に際し確約いたす 明治13年8月28日 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い562－5－6－5

条々写）　愛知郡星崎村三拾七番邸立松善兵衛→海
西郡神戸新田神戸分左衛門

田地変換

響縷態灘i無熱田畠 明治28年1月17日 封筒・1点 い613・0

記9纏鋪難騒拷鰭虚血響智i心密 明治27年12月18日 横切継紙・1通 い613－1

50銭受取につき）　愛知郡星崎村作人山田冨右衛門
他1名→神戸分左衛門

堤防

八左衛門新田堤防修繕費賦課ノ件武山勘七約定証 明治23年5月4日 封筒・1点 い623・0

券

証（八左衛門新田堤防修繕費の一部受取につき） 明治23年10月13日 罫紙・1通 い623－1

武山勘七代人鈴木瀧三郎→神戸分左衛門

（新築地鍬下年季中の修堤費用は貴殿ご所有地に
@は賦課せず、その分は拙者が出金、償却するにつ

明治23年5月4日 罫紙（一ツ綴〉・1通 い623－2．1

き）　名古屋市東萬町廿七番戸武山勘七、他保証人4
名→神戸分左衛門
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添平間即興灘灘轡
明治28年4月8日 罫紙（一ツ綴）・1通 い623・2－2－1

天野佐兵衛

約定証券（堤防修繕費の負担などの取り決め）名 明治19年4月20日 罫紙（一ツ綴）・1冊 い623－2－2・2

古屋区右約定本人武山勘七、他保証人3名→天野佐兵
衛、神戸分左衛門

（堤防修繕費負担の義務は拙者共にある旨の添証） 明治31年5月18日 罫紙（一ツ綴）・1通 い623・2・3

名古屋市東萬町27番戸武山勘七、同市伝馬町71番戸横
井弥三吉→神戸分左衛門、天野佐兵衛

その他

委麟蝋あ観藻購審滅門田顯 明治12年7月19日 「証券界紙」用箋・1通 い621－6－2

郡鳴尾村永井銀太郎

神戸様　鈴木文一→神戸 10月29日 封筒・1点 い621－6－1－0

（夜前に豊橋より帰宅するので永井銀太郎へ係る
高Pこ緊激励を遣いの者に渡してほし

10月29日 罫紙・1通 い621・6－1－1

笠寺村

二上鳥山共有地

愛知郡笠寺村殿上鳥山畑地二村いそ成田紋九郎ヨ
@リ買受二関スル証書ならびに書付願　神戸

明治29年12月 封筒・1点 い563－O

笠寺村地所買得覚記（地代金書付）　神戸 明治29年12月 横半半（一ツ綴）・1冊 い563－1

記（共有買入地代金取替金6円51銭3厘受取につき） 6月29日 小切紙・1通 い563・2

立松太左衛門→神戸分左衛門

（登記関係書類につき書状）　□秋→鴎汀（八代目成 6月17日 横切紙・1通 い563－3

年）

愛知郡笠寺村字上鳥山共有地　三拾四年出納計算 明治35年 封筒・1通 い560・1

書（菅井氏より受取）

（笠寺村字上鳥山の地所売渡証書綴）　名古屋艶艶 明治29年12月 罫紙・1冊 い560－2

之町一番戸売主成田紋九郎、愛知郡星崎村大字本星崎
三十八番戸売主二村いそ→海東郡宝地村大字神戸新
田廿八番戸神戸分左衛門

神戸様益井→神戸 27日 封筒・1点 い560－3－0

（笠寺烏山共有地代金割合請取二二戻しなどにつ 4月27日 横切紙・1通 い560－3・1

き書状）益井拝→神戸

記（買受地代金・諸雑費四ツ割壱分受取りにつき） 明治30年6月30日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い560－3－2

神戸分左衛門→藤井東作

共有権売却代金受取証（金70円）　愛知郡笠寺村鑑
@藤勝寿相続人加藤仙之助ノ相続人鉄弓親権者加藤チ

明治38年4月12日 竪半（一ツ綴）・1冊 い560－3－3

工他1名→神戸分左衛門

笠寺村上鳥山地代金75円菅井氏領収証 明治35年3月18日 封筒・1点 い560－4－0

証（共有地代金75円受取証）菅井菊三郎→神戸 明治38年3月18日 印刷用紙（菅井受領用 い560・4・1

箋）・1通

記（上鳥山共有地代30円立松他2名分として受取に 明治38年4月7日 小罫紙・1通 い560・4・2

つき）　菅井菊三郎→神戸分左衛門
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（神戸分左衛門三井回米30年分2合受領につき） 12月 印刷用紙（役場納税用 い560－5－1

笠寺村役場 か）・1通

領収証書（地租金7銭2り）愛知郡笠寺村助役兼収入 明治30年5月3日 印刷用紙・1通 い560－5・2

役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（金5銭）愛知郡笠寺村助役兼収入役立松太左 明治30年5月3日 印刷用紙・1通 い560－5－3

衛門→神戸分左衛門

領収証書（畑租34銭6厘）　愛知郡笠寺村助役兼収入 明治30年12月1日 印刷用紙・1通 い560－5－4

役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（地租金24銭5厘）　愛知郡笠寺村助役兼収 明治30年 印刷用紙・1通 い560－5－5

入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（畑租34銭7厘）　愛知郡笠寺村助役兼収入 明治30年 印刷用紙・1通 い560・5－6

役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（地租金4銭8厘）　愛知郡笠寺村助役兼収入役 明治30年 印刷用紙1通 い560－5－7

立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（地租金7銭2厘）愛知郡笠寺村助役兼収入 明治30年11月1日 小切紙・1通 い560－5－8

役立松太左衛門→神戸分左衛門

（売り渡す共有地の字・番号・掟米・取米など書付） 明治32年2月18日 地主別掟米・取米記入 い560－5－9

立松太左衛門→神戸分左衛門 表（インク書き）・1通

（共有地掟米売却代金10円30銭4厘書附） 小切紙・1通 い560－5－10

字上鳥山掟米受取記 「神戸氏蔵」用箋・1通 い560－5－11

証（共有地掟米売却代金2円57銭6厘請取につき） 明治31年2月17日 横切紙1通 い560・5－12

立松太左衛門、菅井東作→神戸分左衛門

（別紙約定書の世話料につき） 横切継紙・1通 い560－5・13

記（笠寺村同上鳥山収支残額金8円19銭3厘受取り 明治38年4月27日 竪切紙・1通 い560－6
につき）　神戸分左衛門→立松太左衛門

（明治31年度共有地収支精算書ほか関係書類綴） 明治32年5月 罫紙・1冊 い560・7

（明治32年度共有地収支精算書ほか関係書類綴） 罫紙・1冊 い560－8－1

（金7銭領収につき）愛知郡笠寺村長兼収入役立松太 明治32年8月28日 小切紙・1通 い560－8・2

左衛門

（金3銭4厘領収につき）愛知郡笠寺村収入役立松太 明治33年3月23日 小切紙・1通 い560－8－3

左衛門

（金6銭9厘領収につき）　愛知郡笠寺村長兼収入役立 明治32年5月30日 小切紙・1通 い560－8。4

松太左衛門

（金6銭9厘領収につき）　愛知郡笠寺村長兼収入役立 明治32年9月29日 小切紙・1通 い560－8・5

松太左衛門

（金37銭領収につき）　愛知郡笠寺村長兼収入役立松 明治32年9月29日 小切紙・1通 い560－8－6

太左衛門

（金37銭領収につき）　愛知郡笠寺村長兼収入役立松 明治32年12月4日 小切紙・1通 い560－8－7

太左衛門

（明治33年度共有地精算書、諸税明細表など綴） 明治34年3月12日 罫紙・1冊 い560・9・1

領収証（地価割金2銭領収につき）愛知郡笠寺村長 明治33年3月26日 印刷用紙・1通 い560－9－2

兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（地価割金4銭2厘領収につき）　愛知郡笠寺　村長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門
明治33年4月25日 印刷用紙・1通 い560－9－3
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愛知郡の新田／笠寺村／島上鳥山共有地

領収証書（金9銭3厘領収につき）愛知郡笠寺村長 明治33年5月1日 印刷用紙・1通 い560・9－4

立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（畑真金37銭領収につき）愛知郡笠寺村 明治33年9月25日 印刷用紙・1通 い560－9－5

長道収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（金10銭領収につき）　愛知郡笠寺村長兼収 明治33年9月25日 印刷用紙・1通 い560－9－6

入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（地価割金4銭1厘領収につき）愛知郡笠 明治33年9月25日 印刷用紙・1通 い560－9－7

寺村長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（畑租37銭領収につき）　愛知郡笠寺村長 明治33年12月3日 印刷用紙・1通 い560－9・8

兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（郡費負担地価割3銭2厘領収につき）愛知 明治34年1月6日 印刷用紙・1通 い560－9－9

郡笠寺村長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（地租割金4銭8厘領収につき）　愛知郡笠 明治34年3月10日 印刷用紙・1通 い560－9－10

寺村長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

明治三十四年度共有地精算書　支配立松太左衛門→ 明治35年3月5日 罫紙・1冊 い560－10－1

共有総代神戸分左衛門

領収証書（金15銭2厘領収につき）笠寺村長兼収入 明治34年4月30日 印刷用紙・1通 い560－10・2

役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（地租割金9銭2厘領収につき）　笠寺村長兼 明治34年7月31日 印刷用紙・1通 い560－10－3

収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（錦嚢金50銭5厘領収につき）愛知郡笠寺 明治34年9月26日 印刷用紙・1通 い560－10－4

村長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（地租割金13銭5厘領収につき）　笠寺村長兼 明治34年10月25日 印刷用紙・1通 い560－10・5

収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（金24銭8厘領収につき）　笠寺村長兼収入 明治34年11月1日 印刷用紙・1通 い560－10－6

役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（畑割金53銭5厘領収につき）愛知郡笠寺 明治34年1月30日 印刷用紙・1通 い560－10－7

村長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

三糸（金2円7銭7厘領収につき）　二村源二郎→笠寺 明治35年11月13日 横切継紙・1通 い560－10－8

村役場御中

（明治35年度共有地掟米精算書、公租明細書）　立 明治36年3月16日 罫紙・1冊 い560・斜一1

松太左衛門→共有総代神戸分左衛門

領収証書（金12銭領収につき）愛知郡笠寺村長兼収 明治35年3月25日 印刷用紙・1通 い560－11－2

入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（金23銭領収につき）愛知郡笠寺村長兼収 明治35年4月30日 印刷用紙・1通 い560－11・3

入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証（地価割金14銭領収につき）愛知郡笠寺村 明治35年5月12日 印刷用紙・1通 い560・11－4

長兼収入役立松太左衛門→神戸分左衛門

領収証書（畑租金53銭5厘領収につき）愛知郡笠寺 明治35年9月29日 印刷用紙・1通 い560・11－5

村助役兼収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門

領収証（地租割14銭領収につき）　笠寺村助役兼収 明治35年9月29日 印刷用紙1通 い560－11－6

入役稲熊喬吾→神戸分左衛門

領収証書（金22銭領収につき）　愛知郡笠寺村収入役 明治35年10月30日 印刷用紙・1通 い560・11－7

稲熊喬吾→神戸分左衛門

領収証書（二二金53銭5厘につき）愛知郡笠寺三助 明治35年11月24日 印刷用紙・1通 い560－11－8

役兼収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門
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愛知郡の新田／笠寺村／字上鳥山共有地

（明治36年度共有地掟米精算書、領収書、公租明細 明治37年4月22日 罫紙・1冊 い560－12－1

表）立松太左衛門他2名→神戸分左衛門

領収証書（金3銭領収につき）笠寺村助役兼収入役 明治36年3月25日 印刷用紙・1通 い560－12－2

稲熊喬吾→神戸分左衛門

領収証書（金22銭領収につき）笠寺村助役兼収入役 明治36年4月21日 印刷用紙・1通 い560・12－3

稲熊同称→神戸分左衛門

領収証書（金23銭領収につき）笠寺村助役兼収入役 明治36年10月28日 印刷用紙・1通 い560－12・4

稲熊等外→神戸分左衛門

領収証書（金8銭領収につき）　笠寺村助役兼収入役 明治37年3月7日 ガリ版刷用紙・1通 い560－12－5

稲熊喬吾→神戸分左衛門

領収書（地価割金15銭領収につき）　笠寺村助役兼 明治36年4月21日 印刷用紙・1通 い560－12・6

収入役稲熊平野→神戸分左衛門

（地価割金15銭領収につき）愛知郡笠寺村助役兼収 明治36年9月 印刷用紙・1通 い560－12－7

入役稲熊凹凸→神戸分左衛門

領収証（地価割金1銭領収につき）愛知郡笠寺村助 明治36年4月21日 印刷用紙・1通 い560－12－8

役兼収入役稲熊平野→神戸分左衛門

領収証書（畑租金53銭5厘領収につき）愛知郡笠寺 明治36年9月29日 印刷用紙・1通 い560－12－9

村助役兼収入役稲熊門下→神戸分左衛門

領収証書（局面金53銭5厘領収につき）愛知郡笠寺 明治36年11月28日 印刷用紙・1通 い560－12。10

村助役兼収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門

記鮪麗鍵靭瀬野辮藤野懇 明治37年4月22日 罫紙・1通 い560。12・11

太左衛門

（明治37年共有地掟米精算書、配当金領収証）　立 明治38年4月13日 罫紙・1冊 い560－13－1

松太左衛門他2名→神戸分左衛門

三十七年井袖下用米（米1合領収につき）愛知郡 明治38年1月25日 ガリ版刷用紙・1通 い560・13。2

笠寺村役場→神戸分左衛門

領収書（金11銭領収につき）愛知郡笠寺村助役兼収 明治37年4月23日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560－13－3

入役稲熊門門→神戸分左衛門 通

領収証書（金1銭領収につき）愛知郡笠寺村助役兼 明治37年4月23日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560・13・4

収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門 通

領収証書（金18銭領収につき）愛知郡笠寺村助役兼 明治37年4月23日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560－13－5

収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門 通

領収書（地価割金ll銭領収につき）　愛知郡笠寺村 明治37年9月30日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560－13－6

収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門 通

領収証書（玉器雑地租金70銭領収につき）愛知郡 明治37年9月30日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560・13－7

笠寺村外役回収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門 通

領収証書（金31銭領収につき）愛知郡笠寺村収入役 明治37年10月28日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560－13－8

稲熊等外→神戸分左衛門 通

領収証書（畑及雑地69銭領収につき）愛知郡笠寺 明治37年11月29日 村役場ガリ版刷用紙・1 い560－13－9

村収入役稲熊喬吾→神戸分左衛門 通

照準村

全体

噸鷺禦酵醗離離錨響鞭有権明治34年7月26日 封筒・1点 い618－0
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愛知郡の新田／千竈村／全体

所礒禽獣鴬野難壁麟勲難 明治34年7月26日 罫紙・1冊 い618－1

戸銀之助→名古屋区裁判所熱田出張所御中

証（氷室伝兵衛・渡辺喜兵衛へ売り渡した悪水路地
@所を貴殿の名義にて売買登記を済ますにつき）

明治34年7月26日 罫紙・1冊 い618－2

愛知郡名古屋市皆戸町1丁目（署名未記入）→愛知郡海
西郡宝地村大字神戸新田神戸三左衛門

記（千竃村掟米地主割合） 横折紙・1通 い463－5

記（出張費・認め方費用等の書上） 折紙・1通 い463－6

土地取得

愛知郡千竈村買得証　外買得二二スル書類 明治13年2月 袋・1点 い558－0

（理路敷の書上）　金原辰寿・水野徳兵衛他2名→海西 明治13年3月4日 罫紙・1冊 い558－1－1

郡神戸新田神戸文左衛門・春日井郡土器野新田天野佐
兵衛

（井路敷の書上）　蔵井庄左衛門藤井要蔵他4名→海 明治13年3月4日 罫紙・1冊 い558・1－2

西郡神戸新田神戸文左衛門・春日井郡土器野新田天野
佐兵衛

（愛知郡千竈村の土地反別1畝1歩代金算用書付） 罫紙・1通 い558－1－3

地所売渡証券（千竈村字川敷・字繰出の翼翼敷・堤 明治13年2月24日 竪美継紙・1通 い558－2－1

敷反別5反1畝1歩）　愛知郡千窯村百六拾七番地右
地所売渡本人近藤忠兵衛・服部居敬、ほか保証人1名→
海西郡神戸新田神戸文左衛門・春日井郡土器野新田天
野面兵衛

地塗鞘灘辞繍購講囎欝欝 明治13年2月29日 竪美継紙・1通 い558－2－2

売渡本人金原聖寿・水野徳兵衛他2名、保証人1名→海
西郡神戸新田神戸文左衛門・春日井郡土器野新田天野
佐兵衛

地所売渡証券（千竈村字川敷反別4反壱歩）　右地 明治13年3月4日 竪美継紙・1通 い558・2・3

所売渡本人愛知郡豊田村藤井庄右衛門他3名、熱田富
江町・千竈村各1名、保証人1名→海西郡神戸新田神戸
文左衛門・春日井郡土器野新田天野佐兵衛

愛知郡千竈村買得証　神戸松 明治18年6月27日 包紙・1点 い558－2－4－0

証（売渡地所の手続きにつき）愛知郡千竈村右地頭
@売渡本人近藤官兵衛・服部居敬、保証人1名→天野佐兵

明治13年2月22日 罫紙・1冊 い558・2－4－1

衛・神戸分左衛門

証（手付金50円受取りにつき）愛知郡千窯村右代理 明治13年2月25日 罫紙・1通 い558－2－4－2

人鈴木慶十郎→氷室長峯、御取次神戸分左衛門

証（愛知郡千曳村地所売渡の手付金40円受取りに
@つき）　鈴木慶十郎→神戸分左衛門・天野佐兵衛

明治13年3月1日 竪紙・1通 い558・2・4。3

記（地券高高通分印税上納につき）　鈴木慶十郎→ 小切紙・1通 い558－2－5－1

天野、神戸

（井敷反別書付）　近藤官兵衛・服部居敬→海西郡神戸
@新田神戸分左衛門・春日井郡土器野新田天野佐兵衛

明治13年2月24日 罫紙・1冊 い558－2－5－2

記（金296円御渡被申軽爆につき）　天野→神戸 明治12年3月6日 罫紙・1通 い558－2－6－1

（本証券その他につき書状）　天野→神戸 2月2日 横切継紙・1通 い558－2－6－2

（金額書付）→一 小切紙・1通 い558・2・6・3
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愛知郡の新田／千竈村／土地取得

証（紹介手数料受納につき）鈴木慶十郎→神戸分左 明治13年3月4日 罫紙・1通 い558－2－7－1

衛門・天野佐兵衛

証（紹介手数料45円受納につき）　鈴木慶十郎→神 明治13年3月1日 「鴎汀書屋」用箋・1通 い558・2・7－2

戸分左衛門・天野佐兵衛

証（紹介手数料受取につき）　愛知郡千竈村鈴木慶十 明治13年2月24日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い558－2・7－3

郎・熱田籠屋町藤田談太郎→神戸分左衛門・天野佐兵
衛

記（地券証印税6銭受取につき）　（千竈村戸長）役場 明治13年3月10日 小切紙・1通 い558－2－7。4

→神戸分左衛門代理鈴木慶十郎

糠魏譲鈷竈羅騰講雑鰭雛罐 明治18年6月27日 竪美継紙・1通 い558－2－8

天野佐兵衛、保証人1名→海西郡神戸新田弐番地神戸
分左衛門

地所譲渡証券　愛知郡千竈村地所譲主山崎徳左衛門 明治20年1月25日 罫紙・1冊 い447－1

ほか13名→海西郡神戸新田神戸分左衛門ほか4名

記（千竃村耕地・井路敷買受のための出金書上げ） （明治13年） 横折紙・1通 い463－4
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大高源兵衛新田／掟米徴収／米納帳

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

大高源兵衛新田

　この新田は、1706（宝永3）年大高村の山口仁兵衛が開発し、地積は田畑38町8反余である。明

治11年には愛知郡鳴尾村に属した〔以上角川地名辞典〕。神戸家との関わりは開発当初からと思わ

れるが、1706年の史料を欠くために不明である。この新田には神戸家のほかにも地主がおり、3な

いし2人の地主グループを「名古屋方」と呼んでいた。

　この新田における神戸家の経営組織は現段階ではあまりょくわからない。但し、中嶋半右衛門が

名古屋方の支配人の役割を果たしていることは確実である。中嶋半右衛門は、もしも彼が後述の大

項目にある中島屋半右衛門と同一人物であるとすれば、名古屋御薗町の商人であり、神戸家とは商

業面でも経営提携を行っていた家である。つまり、大高源兵衛新田名古屋方の支配人は名古屋に居

住している。これに対して現地の新田小屋で直接地主経営に従事していると見られる人物が惣助な

いし由兵衛である。惣助には地主グループから痛分が支払われていた。

　もっとも、本目録収録分の史料は明治期のものが大半である。「近代土地売買」には、明治10～

28年にかけての「地所売渡証券」など53点がある。「延滞掟米請求事件」には、明治25年に小作人

が掟米を滞納したことに対し神戸家が裁判を起こすことになった事件の関連文書37点を収めた。

掟米徴収

米納帳

覚（源兵衛新田御年貢米積送りにつき）　源兵衛新
　田義兵衛→犬山屋兵次

申11月3日 竪切紙1通 し、445－3・37

経営費用

入用金銀帳

卯年並兵衛新田入用元利金浦　庄屋孫治郎 享保8年12月吉日 横長直紙（一ツ綴）1弛い457

その他

大高新田鼻面方面用金勘定目録　大高村源兵衛　　正徳2年8月13日 竪半（ニツ綴）・1冊　　　い455

年貢・村入用

年貢

申年三定（愛知郡源兵衛新田年貢割付状）鳥二二 宝暦2年ll月 竪継紙・1通 い503－2－10

衛門→右村庄屋・組頭・小百姓

卯年免定　写シ（愛知郡源兵衛新田）　本四七郎→ 宝暦9年11月 竪美継紙・1通 い732－1

右新田庄屋・組頭・百姓

三年免定　写シ（愛知郡源兵衛新田）　本年七郎→ 宝暦10年11月 旧師継紙・1通 い732－2

右新田庄屋・組頭・百姓

巳年免定　写シ（愛知郡源兵衛新田）磯藤七郎→ 宝暦11年11月 竪美継紙・1通 い732－3

右新田庄屋・組頭・百姓

高年高高（愛知郡源兵衛新田）高高七郎→右新田庄 宝暦12年11月 二二継紙・1通 い732－4

屋・組頭・百姓
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三年免定（愛知郡源兵衛新田）
　屋・組頭・百姓

磯藤七郎→右村庄宝暦13年11月 竪美継紙・1通 い732・5

作徳米計算

納米入用割賦

（大高新田割賦帳）

i割符帳）

酉極月 横長半（一ツ綴）・1冊

｡長半（一ツ綴）・1冊

い461・1

｢461－2

その他

（小作人ごとの面積書上帳）
　衛門

惣兵衛→紋次郎・半右 元文4年10月 横長半（一ツ綴）・1冊 い464－3

並曇主
目ロ目

（普請人足書上等）　岩田治部・今泉忠兵代鬼頭伝太夫
　ほか1名、安坂才右衛門→右新田庄屋中

享保17年4月 横長半（一ツ綴）1冊 い464－4

近代土地購入

地所売渡約定証券　愛知郡鳴尾羽咋地所売渡人永井 明治13年11月11日 罫紙・1冊 い454－1

松右衛門・愛知郡鳴尾村右親類保証人永井定右衛門→
海西郡神戸新田神戸分左衛門

証（書き入れ借用金返金につき地券証請取）　山口 明治12年3月4日 罫紙・1通 い454－2

源兵衛→神戸分左衛門

証（金請取につき）　山口源兵衛→神戸分左衛門 明治10年10月28日 罫紙・1通 い454－3

証（正徳米月割納入の約定につき）　山口源兵衛→ 明治10年10月28日 罫紙・1通 い454・4

神戸分左衛門

耕地売買無届　知多郡大高村右地所売渡人山口源兵 明治12年3月18日 罫紙・1冊 い454－5

衛・海西郡神戸新田右地所買受人神戸分左衛門→愛知
郡鳴尾村戸長御中

耕地売渡証　知多郡大高村売主山口源兵衛愛知郡熱 明治12年3月17日 罫紙・1冊 い454－6

田親類保証人鈴木七左衛門・同郡鳴尾村惣代蟹江作左
衛門→神戸分左衛門

約定亭亭（地券名義書換につき）　山口源兵衛→神 明治13年3月15日 罫紙・1通 い454。7

戸分左衛門

願（古堤払下ならびに開墾請願承諾につぎ）海西 明治13年7月1日 罫紙・1冊 い454－8

郡神戸新田神戸分左衛門→愛知郡鳴尾村戸長役場御
中

地券謹写 罫紙・1冊 い454－9

記（地租・諸入費請取につき）愛知郡鳴尾村永井松 明治14年6月 罫紙・1冊 い454・10

右衛門→海東郡神戸新田神戸分左衛門

謹（売渡した土地を買い戻すさいの確約につき）
@海西郡神戸新田右源兵衛地謡二神二分左衛門・知多郡

明治18年1月22日 罫紙・1冊 い454－11

大高村右同断下村実栗・愛知郡鳴尾村右同断永井松右
衛門・代理永井三右衛門・知多郡大高村右同断山盛増
右衛門・愛知郡鳴尾村右同断久野久兵衛・同郡同村右
同断久野増三郎・愛知郡鳴尾村右同断久野信太郎

証（地所売渡証券の証明につき）　愛知郡鳴尾村地 明治14年9月30日 罫紙・1通 い454－12

安売渡人永井松右衛門→海西郡神戸新田神戸分左衛
門
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証（地所買請のさいの口入料請取領収証〉右金円 明治10年10月25日 罫紙・1通 い454－13

請取人土屋大右衛門・右係証人柴田伝左衛門→神戸分
左衛門

証（地所買請のさいの紹介料請取領収証）愛知郡 明治13年10月11日 罫紙・1通 い454－14

鳴尾村永井定右衛門→神戸分左衛門

永代売渡地所証券（愛知郡鳴尾村旧名源兵衛新田
@のうち改正反別4町余の田畑宅地）　第七区知多

明治10年11月1日 竪美継紙・1通 い557－1

郡大高村山口留兵衛他2人→第六区海西郡神戸新田神
平分左衛門

永鯖農離慧舗醗裂手名縣鑛男 明治14年9月30日 竪無血・1通 い557－2

27番地雷地所売渡人永井松右衛門他1名→海西郡神戸
新田弐番地神戸分左衛門

愛智灘難難灘難聾盒 明治27年4月18日 封筒・1点 い564－0

済右につき約定証券壱通　神戸

地所売渡証券（鳴尾村地所代金444円58銭3厘にて 明治27年4月16日 竪半（一ツ綴）・1冊 い564－1

売り渡すにつき）　尾張国愛知郡鳴尾村四＋三番戸
売渡人久野増三郎→海西郡宝地村大字神戸新田弐拾
八番戸神戸分左衛門

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　愛知郡鳴尾村大 明治27年4月20日 封筒・1点 い564・2－1－1－O

字源兵衛組蟹江作左衛門→名古屋市木挽町神戸直面
衛門

（激増方より買い上げた1703番地所の面積が台帳
L載の面積と比べ不足するにつき書状）　歯並

（明治27年）4月20日 横切継紙・1通 い564－2－1－1－1

作左衛門→御地主神戸

（受端地丈量の件貴意に応ぜず候につき）愛知郡 明治28年1月4日 葉書・1通 い564－2・1・2

鳴尾村下江金三郎→愛知県名古屋市木挽町神戸分立
衛門

（雛騨署聖血／と麟温感幽幽 1月12日 葉書・1通 い564－2－1－3

衛組蟹江作右衛門→名古屋市木挽町神戸分左衛門

（塩気となった土地に土足しいたすよう申し上げたがこの儀小生の権利にこれなきにつき）久 明治27年9月23日 葉書・1通 い564－2－1－4

野増三郎→名古屋市木挽町神戸分左衛門

名古屋木挽町神戸分左衛門様　久野増三郎→神戸分 明治28年1月14日 封筒・1点 い564－2－1－5－0

左衛門

記（地所買受証文雛形） 横切紙・1通 い564－2－1－5－1

（小作帳・約定証至急送付くだされたきにつき書 1月14日 横切継紙・1通 い564－2－1－5－2

状）久野増三郎→神戸分左衛門

（源兵衛新田久野増三郎拍地地価・掟米書付） 小切紙・1通 い564－2・1・6

（掟米・反別書付） 横切紙・1通 い564－2－1・7

（石高・代金書付） 小切紙・1通 い564－2－1－8’

名古屋市木響町神戸分左衛門様御店長尾義方様 明治27年1月28日 封筒・1点 い564－2－1・9・0

愛知郡鳴尾村久野増三郎→長尾義方

（地所の買い上げ条件などにつき書状）　久野増三 （明治27年）1月28日 横切継紙・1通 い564－2－1－9－1

郎→神戸分左衛門様御店長尾義方

名古屋木挽町神戸文左衛門様　久野増三郎→神戸文 明治27年3月1日 封筒・1点 い564－2－1－10－0
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左衛門

（掟米相場などにつき書状）久野増三郎→神戸文左 （明治27年）3月1日 横切継紙・1通 い564・2－1－10－1

衛門

記（金1円55銭相済につき）　惣兵衛→神戸 7月9日 横切紙・1通 い564－2－1・11

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　愛知郡鳴海町朝 明治28年6月12日 封筒・1点 い564－2・1－12－0

岡清右衛門→名古屋市木挽町神戸分左衛門

（昨年来の一条落着の謝儀としての贈り物に対す 6月12日 横切紙・1点 い564－2－1－12－1

る礼状）朝岡清右衛門→神戸分左衛門

久野増三郎所有分（久野所有の田畑反別・地価・掟 横長半（一ッ綴）・1冊 い564－2－1－13

米・作人書付）

（田畑反別・地価・掟米・作人書付） 横長半（一ツ綴）・1冊 い564・2－1－14

（間数・番号・金額書付） 横折紙・1点 い564－2－1－15

地所売渡シにつき約定証（鳴尾村田畑4反7畝27歩
@を286円63銭にて売渡につき）　愛知郡鳴尾村四

明治27年4月17日 二半（一ツ綴）・1冊 い564・2－2

十三番戸久野増三郎→神戸分左衛門

愛騰麗纒鱗界轄識騰i騒．麦購　二連名宛山口源兵衛売渡証券壱通、同所永井松

･器鰭思懸弾鵜竸羅囎

明治25年10月31日 封筒・1通 い565・0

分左衛門

地所売渡証券（鳴尾村畑地など代金628円50銭にて
@売り渡すにつき）　売渡人山口源兵衛、保証人山口

明治25年10月22日 罫紙・1冊 い565－1

源一郎→海西郡宝地村大字神戸新田廿八番戸神戸分
左衛門

地所売渡証券（鳴尾村宅地など代金250円にて売り 明治25年10月22日 罫紙・1冊 い565・2

渡すにつき）　売渡人坪井幸吉、保証人山口源一郎
→海西郡宝地村大字神戸新田吐口柵戸神戸分左衛門

地所売渡証券（鳴尾村荒田代金41円にて売り渡す
@につき）　　　　　　知多郡大高村弐百七拾壱番直売渡人山口

明治25年10月22日 罫紙・1冊 い565－3

源兵衛、保証人山口源一郎→海西郡宝地村大字神戸新
田神戸分左衛門、愛知郡成尾村久野野次

（字堤外など畑宅地の反別・地価・掟米書付） 横切紙・1冊 い565－4・1

神戸氏（山口・坪井地代金など受取につき）　下村 明治25年10月31日 罫紙・1通 い565－4－2

誠

山口心地訳精算記（年限定引米代など金額書付） 罫紙・1通 い565・4－3

山口・坪井地所買受所得精算記　→神戸 明治26年3月 罫紙・1冊 い565－4－4

地所売渡証券（鳴尾村旧源兵衛新田永井松右衛門
@外内名共有地5円にて売り渡すにつき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知多郡

@大高村弐百七十一番戸売渡人山口幕兵衛、保証人山口
@源一郎→海西郡宝地村大字神戸新田廿八番戸神戸分

明治25年10月24日 罫紙・1冊 い565－4－5

左衛門、愛知郡鳴尾村久野久兵衛

地所売渡証券登記済証入 明治35年2月 封筒・1点 い557－3－0

地醗野州鵬三野罐；蹉薮穽　松右衛門→海西郡宝地村大字神戸新田弐拾八番戸神 明治35年2月22日 罫紙・1冊 い557－3－1

戸分左衛門

源兵衛新田江北上ノ切高高起二代《二成）三筆永井
@松右衛門（地主惣代）より売渡登記済証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸

明治39年12月25日 封筒・1点 い617－0
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地所売渡証券（愛知郡笠寺村の土地3筆）　愛知郡 明治39年12月25日 罫紙（一つ綴）・1冊 い617－1

笠寺村大字鳴尾16番戸売主永井松右衛門→海西郡十
四山村大字神戸新田502番地神二分左衛門

延滞掟米請求事件

〔封筒〕（「源兵衛新田廿四年度掟米請求事件用書 封筒・1点 い592－0

類、判決書五通）神戸

正寿撰（茶袋の転用ヵ）尾張名古屋伝馬町御茶所 封筒・1点 い592－1－0

（小作米請求事件第24回分の金受け取るにつき） 6月8日 小切紙（罫紙）・1通 い592－1－1

下村誠→神戸分左衛門

（事件仮割賦金受取につき）年番下村誠→神戸分左 3月7日 小切紙（罫紙）・1通 い592－1－2

衛門

神戸分左衛門様森谷事務所→神戸文左衛門 明治25年8月9日 封筒・1点 い592－2－0

（初子への記載方について）森谷事務所→神戸文左 8月9日 横切継紙・1通 い592－2－1

衛門

当千名古屋市木挽町二丁目　神戸分左衛門様　大 7月25日 封筒・1点 い592－3・0

高　下村誠拝→神戸分左衛門

（証文雛形のごとく御調製くだされたきにつき） 7月25日 横切継紙・1通 い592－3－1

下村誠→神戸分左衛門、瀧定助

（今般事件の入費に関する金子取り扱いお断り申 明治25年2月26日 葉書・1通 い5924
し上げるにつき）愛知県知多郡大高村下村→当県
名古屋市木挽町神戸分左衛門

神戸様・瀧様　三通添　大高年番より　大高年番→ 封筒・1点 い592－5－0

神戸、瀧

証（金2円受取につき）川下→神戸 6月8日 横切紙・1通 い592－5－1

舌代（借用米証券御地にて活字版に御刷り立てく 7月23日 横切紙・1通 い592－5・2

だ旧るべきにつき）年番下村誠→神戸分左衛門、
瀧定助

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　愛知郡鳴尾村久 封筒・1点 い592－6－0

野久兵衛→神戸分左衛門

（鵯維鷺流讃ξ器用懲罰3鞘 7月29日 横切継紙・1通 い592－6－1

久野久兵衛→神戸分左衛門

内訳（源兵衛組の土地の地価書上） 罫紙・1通 い592・6－2

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　愛知郡鳴尾村久 3月5日 封筒・1点 い592・7・0

野久兵衛→神戸分左衛門

（麿魏雛罷鍍論幽趣擬厳律緊 3月5日 横切継紙・1通 い592－7－1

神戸分左衛門

〔こより〕 こより・1点 い592－8・0

響黙黙購難詰藻籍 明治25年6月8日 罫紙・1通 い592－8－1

名

契雛粟騙騰鰍聖籍鵠襲甲州 明治25年2月24日 罫紙・1通 い592－8－2

寸間の結約条項）　永井松右衛門、神戸分左衛門他
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12名

＊難羅難糞藷騨腱鎚 罫紙・1冊（こよりつき） い592－9

判決書（延滞掟米請求事件につき判決書正本）名 明治25年5月23日 「判決用紙」用箋・1冊 い592－10－1

古屋区裁判所書記代理津島区裁判所書記岩間栄次郎

判決書（延滞掟米請求事件につき判決書正本）名 明治25年5月20日 「判決用紙」用箋・1冊 い592・10・2

古屋区裁判所書記代理津島区裁判所書記岩間栄次郎

判決書（延滞掟米請求事件につき判決書正本）名 明治25年5月24日 「判決用紙」用箋・1冊 い592－10－3

古屋区裁判所書記中根正雄

判決書（延滞掟米請求事件につき判決書正本）　名 明治25年5月25日 「判決用紙」用箋・1冊 い592・10・4

古屋区裁判所書記木村重□

判決書（延滞掟米請求事件につき判決書正本）名 明治25年5月19日 「判決書用紙」用箋・1冊 い592－10・5

古屋区裁判所書記代理津島区裁判所書記岩間栄次郎

（地主大森・久野・蟹江・浅井らの鳴尾村官兵衛新田 「森谷訴訟用紙」用箋 い592－11

所持地での未納分書上） （ニツ綴）・1通

源兵衛新田廿四年度小作人名帳　神戸 封筒・1点 い592－12－0

愛知郡鳴尾村源兵衛新田明治弐拾四年度小作人名 横長半（一ツ綴）・1冊 い592－12－1

帳神戸

（原告・被告人名前書上） 「森谷訴訟用紙」用箋・1 い592－13－1

（地主・小作人名、小作地高、代金書上） 「森谷訴訟用紙」用箋・1 い592－13－2

（延滞掟米請求につき訴状）　（原告神戸ら）右訴訟代 明治25年3月11日 「森谷訴訟用紙」用箋・1 い592－13－3

理人森谷三雄→名古屋区裁判所監督判事西平 冊

証拠物写　原告訴訟代理人森谷三雄→名古屋区裁判所 明治25年5月12日 「森谷三雄丁丁用紙」用 い592－13－4

監督判事西平 箋・1通

証書送付嘱託ノ申立　原告訴訟代理人森谷三雄→名 明治25年5月18日 「森谷三雄詞訟用紙」用 い592－13－5

古屋区裁判所監督判事西平 箋・1通

証拠物写（永代売渡し田地証文など証文類写）　被 明治25年5月 「伊東代言事務所用」用 い592。13－6

告訴訟代理人伊東旭→名古屋区裁判所監督判事西平 箋・1通

口頭弁論調書（掟米請求事件につき）判事西平、書 明治25年5月10日 「森谷訴訟用紙」用箋・1 い592－14

記木村重唱 通

源兵衛新田小作米請求事件記録　神戸 明治25年2月 「神戸氏蔵」用箋・1冊 い592・15

一178一


