
特34.05　 北島家文書

番号枝番 小枝番 史 料 名 年　　月　　日 差出人（作成者）・受取人 形態･法量 点数 備　　　　　　　考

1 地所売渡証書綴 こより綴 1 １０点合綴

1 地所売渡証及び売買反別写 明治２３年２月４日
河北郡種谷村字下矢田英長八→北島三
平

罫紙綴（3丁）

2 地所売渡証及び売買反別写 明治２３年２月４日
河北郡種谷村字下矢田寺西忠兵衛→北
島三平

罫紙綴（2丁）

3 地所売渡証及び反別写 明治３２年４月４日
河北郡西英村字多田中川伊左衛門→北
島三平

罫紙綴（2丁）

4 地所売渡証書及び反別明細書 明治４０年１月７日
売渡人河北郡種谷村字上矢田坂本六兵
衛→北島三平

罫紙綴（2丁）

5 地所売渡証書及び反別明細書 明治３６年１月２６日
売渡人河北郡種谷村字上矢田山崎吉左
衛門→北島三平

罫紙綴（2丁）

6 地所売渡証書及び反別明細書 明治３０年３月２９日
売渡主河北郡種谷村字上矢田北川重太
郎→北島三平

罫紙綴（3丁）

7 地所売渡証書及び反別明細書 明治３２年２月２８日
売渡人河北郡種谷村字上矢田清水端喜
次郎→北島三平

罫紙綴（2丁）

8 地所売渡証書及び反別明細書 明治３２年２月２８日
売渡人河北郡種谷村字上矢田竹本善四
郎→北島三平

罫紙綴（2丁）

9 地所売渡証書及び反別明細書 明治２９年２月１４日
売渡主河北郡種谷村字上矢田奥野ハツ→
北島三平

罫紙綴（2丁）

10 地所売渡証書及び反別明細書 明治２９年２月１４日
売渡主河北郡種谷村字中山中本太右衛
門→北島三平

罫紙綴（2丁）

2 地所売渡証書綴 こより綴 1 ２点合綴

1 地所売渡証書及び反別明細書 明治３２年２月２２日
売渡人河北郡種谷村字上矢田山本理平
→北島三平

罫紙綴（2丁）

2 地所売渡証及び反別写 明治２８年１月１５日
河北郡西英村字多田大橋久三郎→北島
三平

罫紙綴（2丁）
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3 土地売渡関係証書綴 こより綴 1 １４点合綴

1 共有土地持分売渡証書及び共有土地内訳書 明治３６年１月２６日
売渡人河北郡種谷村字上矢田山崎吉左
衛門→北島三平

罫紙綴（4丁）
「大正１４年６月２０日　土地名義人
変更に付登記申請書」綴込

2 土地売渡証書及び反別明細書 明治３９年２月２８日
売渡人河北郡種谷村字下矢田英栄松→
北島正吉

罫紙綴（4丁）
「大正１４年５月５日　不動産売
買契約書」綴込

3 土地売渡証書及び反別明細書 明治４３年１月２６日
河北郡英田村字上矢田山崎吉左衛門→
北島正吉

罫紙綴（4丁）
「大正９年７月６日　土地名義
人表示変更登記申請書」綴込

4 土地売渡証書及び反別明細書 明治４４年２月２４日
河北郡英田村字下矢田宮前市三郎→北
島正吉

罫紙綴（4丁）
「大正９年３月５日　土地名義
人表示変更登記申請書」綴込

5 土地売渡証書 大正９年２月２９日 売渡人金沢市竪町多田源兵→北島正吉    罫紙（1丁）

6 土地売渡証書及び反別明細書 明治４３年２月１４日
河北郡英田村字上矢田山崎吉左衛門→
北島正吉

罫紙綴（2丁）

7 土地売渡証書及び反別明細書 明治４２年２月２日
売渡人河北郡英田村字上矢田山崎宗次
郎→北島正吉

罫紙綴（2丁）

8 土地売渡証書 明治４２年２月２日
売渡人河北郡英田村字上矢田坂本六兵
衛→北島正吉

   罫紙（1丁）

9 土地売渡証書及び反別明細書 明治４０年２月４日
売渡人河北郡種谷村字上矢田中川久右
衛門→北島正吉

罫紙綴（2丁）

10 土地売渡証書及び反別明細書 明治３９年２月２８日
売渡人河北郡種谷村字下矢田英与右衛
門→北島正吉

罫紙綴（2丁）

11 土地売渡証書及び反別明細書 明治４０年４月１０日
売渡人河北郡種谷村字中山谷口伊三郎
→北島正吉

罫紙綴（3丁）

12 土地売渡証書 大正５年３月１４日
売渡人河北郡英田村字上矢田山崎吉左
衛門→北島正吉

   罫紙（1丁）

13 土地売渡証書及び反別明細書 大正５年３月１０日
売渡人河北郡英田村字上矢田山崎吉左
衛門→北島正吉

罫紙綴（4丁）

「小作請書　小作人河北郡英
田村字上矢田山崎吉左衛門→
北島正吉」綴込

14 土地売渡証書及び請作証書 大正５年１月２７日
河北郡英田村字上矢田竹本善四郎→北
島政吉

罫紙綴（2丁）
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4 土地売渡関係証書綴 こより綴 1 ２点合綴

1 土地売渡証書及び反別明細書 明治３７年３月１１日
売渡人河北郡種谷村字中山吉本与市郞
→北島三平

罫紙綴（2丁）

2 土地売渡証書及び反別明細書 明治３７年３月１０日
売渡人河北郡種谷村字中山山崎三次郎
→北島三平

罫紙綴（2丁）

5 請作証書など綴 こより綴 1 １２点合綴

1 金子借用契約証 明治４０年３月２６日
河北郡種谷村字上矢田竹本善四郎→北
島正吉

       罫紙

2 請作証文 明治４２年
請作河北郡英田村上矢田山崎宗次郎・同
郡同村山崎吉左衛門→北島正吉

       罫紙

3 請作証文 明治３２年２月
請作主河北郡種谷村字下矢田清水与三
兵衛・右受主同郡同村山本小松→北島三
平

      一紙

4 請作証書 明治４０年２月
請主河北郡種谷村字上矢田中川久右衛
門・証人同郡同村同字山崎吉左衛門→北
島政吉

       罫紙

5 受作米証 明治４３年４月５日
河北郡英田村字下矢田英栄松→北島三
平

       罫紙

6 請作証文 明治４３年３月
請主河北郡英田村上矢田山崎吉左衛門・
請主河北郡英田村上矢田山崎宗次郎→
北島正吉

       罫紙

7 請作証 （明治３２年）
請作本主河北郡種谷村字上矢田清水端
喜次郎・右請主竹本甚四郎→北島三平

      一紙

8 請作証 明治３０年
請作本主河北郡種谷村字上矢田北川重
太郎・右受主同郡同村字同竹本甚四郎→
北島三平

      一紙

9 請作証 明治３２年２月
請作本主河北郡種谷村字上矢田竹本甚
四郎・右受主山崎吉左衛門→北島三平

      一紙

10 小作証 明治４４年２月
河北郡英田村下矢田宮前市三郎・請人清
水与三兵衛→北島三平

       罫紙
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11 用水堤堀鑿費領収証 明治４４年２月２４日
河北郡英田村下矢田宮前市三郎→北島
三平

       罫紙

12 土地相受に付年合納証 明治３７年３月１１日
受人河北郡種谷村字中山山崎三治郞・保
証人同郡同村同字山田善五郎→

       罫紙

6 地所売渡書及び明細書 明治４１年４月６日
売渡人　西砺波郡埴生村大字道林寺
堀田弥太郎→金沢市中牧町北島政吉

罫紙綴
（２丁）

1

7 土地買戻契約証 明治４３年１月２６日
金沢市中牧町北島正吉→山崎吉左衞
門

罫紙 1

8 田祖など諸税領収証書綴 こより綴 2 封筒有

1 田祖など諸税領収証書綴   こより綴 1 ３１点合綴

1 昭和十八年度第二期分田以外ノ地租領収証書 昭和１９年１月２９日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙

2 昭和十八年度第二期分田以外ノ地租領収証書 昭和１９年１月２９日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉・坂本重隆

       切紙

3 昭和十八年分田租領収証書 昭和１９年２月
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙

4 昭和十九年度県税村税地租附加税領収証書 昭和１９年５月２９日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙

5 昭和十九年度県税村税地租附加税領収証書 昭和１９年５月２９日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙

6 昭和十九年前期万造領収書 ８月 下矢田区長→北島正吉        切紙

7 昭和十九年後期万造領収書 １月 下矢田区長→北島正吉        切紙

8 昭和十九年度田租領収証書 昭和２０年１月２３日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙

9 昭和十九年度第一期分地租（田以外）領収証書 昭和１９年１０月
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙

10 昭和十九年度第一期分地租（田以外）領収証書 昭和１９年１０月
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
正吉

       切紙
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11 昭和十九年度前期分地租割会員割領収証書 昭和１９年５月２５日
河北郡英田村農業会長渡辺兼武→北島
正吉

       切紙

12 昭和十九年度後期分地租割会員割領収証書 昭和１９年１１月２５日
河北郡英田村農業会長渡辺兼武→北島
正吉

       切紙

13 昭和二十年度前期分区費割当額領収証書 昭和
河北郡英田村字上矢田区長事務所→北
島正吉

       切紙

14 昭和二十年度前期万雑領収証書 昭和２０年８月１５日 河北郡英田村字中山区長→北島政吉        切紙

15 昭和二十年前期万造領収書 昭和 下矢田区長→北島政吉        切紙

16 昭和十九年度後期村税領収書 （昭和） →北島        切紙

17 昭和二十年度後期分区費割当額領収証書 昭和
河北郡英田村字上矢田区長事務所→北
島正吉

       切紙

18 昭和二十年度後期万雑領収証書 昭和 河北郡英田村字中山区長→北島政吉        切紙

19 昭和二十年度後期万造領収書 昭和２１年１月 下矢田区長→北島政吉        切紙

20 昭和二十年度会員割地租割領収証書 昭和２０年１１月２４日 河北郡英田村農業会長→北島正吉        切紙

21 昭和二十年度会員割地租割領収証書 昭和２０年１１月 河北郡英田村農業会長→北島三平        切紙

22 昭和二十年度分地租附加税納税告知書兼領収証 昭和２０年１１月２５日
河北郡英田村長渡辺兼武・河北郡英田村
収入役中井与五郎→北島正吉

       切紙

23 昭和二十年度分地租附加税納税告知書兼領収証 昭和２０年１１月２５日
河北郡英田村長渡辺兼武・河北郡英田村
収入役中井与五郎→北島三平

       切紙

24 昭和二十年度精算書 昭和        切紙

25 昭和二十二年度後期分区費割当額領収証書 昭和
河北郡英田村字上矢田区長事務所→北
島政吉

       切紙

26 納税・村万雑など書上 昭和２０年３月８日        切紙

27 昭和二十二年度経費領収証 昭和２２年１２月１５日 英田村農業会長田川久一→北島正吉        切紙

28 昭和二十二年度県税地租増徵分納税告知書兼領収証書 昭和２２年１０月２５日
河北郡英田村長河原重義・河北郡英田村
収入役中井与五郎→北島正吉

       切紙

29 昭和二十二年度県税地租増徵分納税告知書兼領収証書 昭和２２年１０月２５日
河北郡英田村長河原重義・河北郡英田村
収入役中井与五郎→北島正吉

       切紙

30 昭和二十二年度後期万雑費領収書 昭和 下矢田区長山本弥作→北島正吉        切紙

31 昭和二十二年度万雑費領収書 昭和２３年１月２１日 中山区長→北島政吉        切紙
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2 田祖など諸税領収証書綴   こより綴 1 ８点合綴

1 昭和十八年分田租領収証書 昭和１９年２月２５日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
三平

       切紙

2 昭和十九年度前期分地租割会員割領収証書 昭和１９年５月２５日
河北郡英田村農業会長渡辺兼武→北島
三平

       切紙

3 昭和十九年度県税村税地租附加税領収証書 昭和１９年５月２９日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
三平

       切紙

4 英田村字御門区費繰替金（前期分）領収証 昭和１９年９月７日 字下矢田区長英善吉→北島三平        切紙

5 昭和十九年度後期分地租割会員割領収証書 昭和１９年１１月２５日
河北郡英田村農業会長渡辺兼武→北島
三平

       切紙

6 昭和十九年度田租領収証書 昭和２０年１月２３日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北島
三平

       切紙

7 昭和二十二年度県税地租増徵分納税告知書兼領収証書 昭和２２年１０月２５日
河北郡英田村長河原重義・河北郡英田村
収入役中井与五郎→北島三平

       切紙

8 昭和二十二年度経費領収証 昭和２２年１２月１５日 英田村農業会長田川久一→北島三平        切紙

9 農地関係書類綴 昭和１９年～２３年 北島
こより綴
（35丁）

1

10 年貢米記録 昭和２０年５月 北島
ノート
（27丁）

1

11 地租及び地租附加税など諸税領収証書一件
切紙・こよ
り綴・葉書

16

封筒「昭和２０年９月１７日　大
阪市大淀区大仁西大阪工業試
験所松尾清→金沢市馬場一番
丁北島正嗣

1 昭和二十年度県税地租附加税増徵分領収証書 昭和２１年３月３０日 収入役→北島三平 切紙

2 昭和二十年度県税地租附加税増徵分領収証書 昭和２１年３月３０日 収入役→北島正吉 切紙

3
昭和二十一年度分地租地租附加税納税告知書
兼領収証書

昭和２１年１１月３０日
河北郡英田村長代理助役加藤朋三
郎・河北郡英田村収入役中井与五郎
→北島正吉

切紙
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4
昭和二十一年度分地租地租附加税納税告知書
兼領収証書

昭和２１年１１月３０日
河北郡英田村長代理助役加藤朋三
郎・河北郡英田村収入役中井与五郎
→北島三平

切紙

5 御門区二十一年前期万雑費立替金領収証 ２１年８月１４日 切紙

6 昭和二十一年度後期分万造地価割領収証 年未詳 下矢田区長川宮与作→北島政吉 切紙

7 昭和二十一年度前期万造領収証 ８月１４日 下矢田区長→北島正吉 切紙

8 昭和二十一年度後期地価割領収証 昭和２１年１２月２９日 御門区長山崎菊松→北島正吉 切紙

9 昭和二十一年度万雑地租割領収証書 昭和 河北郡英田村字中山区長→北島政吉 切紙

10 昭和二十一年度前期分区費割当額領収証書 ８月１４日
河北郡英田村字上矢田区長事務所→
北島正吉

切紙

11 昭和二十一年度後期分区費割当額領収証書 昭和２２年１１月２０日
河北郡英田村字上矢田区長事務所→
北島正吉

切紙

12 1 昭和二十二年度地租県税村税附加税領収証書 昭和２２年６月３０日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北
島三平

2 昭和二十二年度前期分区費割当額領収証書 昭和
河北郡英田村字上矢田区長事務所→
北島政吉

3 昭和二十二年度地租県税村税附加税領収証書 昭和２２年６月３０日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北
島正吉

4 昭和二十二年度地租県税村税附加税領収証書 昭和２２年６月３０日
河北郡英田村収入役中井与五郎→北
島正吉

13 昭和二十二年度万雑費領収証 昭和２２年８月１５日 下矢田区長→北島正吉 切紙

14 登記に付戸籍抄本など書類依頼 ７月３１日
西砺波郡埴生村道林寺北龍吉→金沢
市馬場一番丁北島正嗣

葉書

15 計算覚書 年未詳 切紙

16 領収書渡方など覚書 年未詳 切紙

こより綴
(4枚)
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12 政府買収農地代金送金案内 葉書 4

1 政府買収農地代金送金案内 昭和２２年７月２日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→市内馬場一番丁北島正吉

葉書

2 政府買収農地代金送金案内 昭和２２年１０月２日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→金沢市馬場一番丁北島正吉

葉書

3 政府買収農地代金送金案内 昭和２３年２月２日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→市内馬場一番丁北島正吉

葉書

4 政府買収農地代金送金案内 ９月２９日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→金沢市馬場一番丁北島正吉

葉書

13 買収令書送付及び報賞金申請に付案内 昭和２２年７月２９日
金沢市小坂地区農地委員会長→北島
政吉

切紙 1 封筒有

14 買収令書送付に付添状 昭和２３年２月２日
金沢市小坂地区農地委員会→北島正
吉

切紙 1 封筒有

15 西砺波郡埴生村道林寺土地表示登記一件 罫紙・葉書 3 封筒有

1 西砺波郡埴生村道林寺土地表示登記に付委任状 昭和 金沢市馬場一番丁北島正嗣 罫紙

2 売渡土地登記間違に付書簡 昭和２３年３月１６日 富山県石動町宇佐見祐吉→北島正嗣 罫紙

3 道林寺土地登記簿間違方に付書簡 昭和２３年３月２０日
石動町宇佐見祐吉→金沢市馬場一番
丁北島正嗣

葉書

16 道林寺土地登記簿間違方に付書簡 （昭和２３年）３月２５日 宇佐見祐吉→北島正嗣 罫紙 1 封筒有

17 普通預金通帳 昭和２３年４月７日
株式会社北國銀行浅野川支店→北島
正嗣

通帳 1 包袋有

18
政府買収農地代金送金及び農地証券保護預か
り案内

昭和２３年４月 日本勧業銀行金沢支店→北島政吉
一紙
（印刷）

2 封筒有

19 北島三平宛買収令書送付に付依頼状 昭和２３年５月１２日
河北郡英田村農地委員会長→北島正
嗣

罫紙 1

20 買収令書送付に付添状 昭和２３年６月３日
金沢市小坂地区農地委員会→北島正
嗣

切紙 1 封筒有
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21 書簡封筒 封筒 6

1 封筒 昭和
石川県河北郡英田村農地委員会→金
沢市馬場一番丁北島正嗣

封筒
封筒上書「２２年７月１日令書
２３年５月１３日到来」

2 封筒 昭和
金沢市小坂地区農地委員会→金沢市
馬場町一番丁北島正嗣

封筒
封筒上書「第七次　２３年１０月
６日発令、２４年１１月１２日来」

3 封筒 昭和 封筒
封筒上書「第四次分令書　昭
和２２年１２月２日発行、昭和２
３年５月２０日受取」

4 封筒 昭和 封筒
封筒上書「第五次分令書　昭
和２３年２月１日発行、昭和２３
年５月２０日受取」

5 封筒 ８月１０日
金沢市小坂農地委員会→金沢市馬場
一番丁北島正吉

封筒 封筒上書「第二次農地買収令書」

6 封筒 年未詳
金沢市小坂地区農地委員会→金沢市
馬場町北島正吉

封筒

22 補償金交付決定通知書 こより綴 4

1 補償金交付決定通知書 昭和２４年２月１日 石川県知事→北島正嗣
こより綴
（9枚）

2 補償金交付決定通知書 昭和２４年２月１日 石川県知事→北島正嗣
こより綴
（3枚）

3 補償金交付決定通知書 昭和２４年２月１日 石川県知事→北島正嗣
こより綴
（11枚）

4 補償金交付決定通知書 昭和２４年２月１日 石川県知事→北島正吉
こより綴
（2枚）

23 買収農地報賞金決定に付案内 昭和２４年２月２３日
金沢市小坂地区農地委員会→金沢市
馬場一番丁北島正嗣

葉書 1

24 政府買収農地代金送金案内 葉書 4

1 政府買収農地代金送金案内 昭和２４年４月１６日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店→
金沢市馬場一番丁北島正嗣

葉書

2 政府買収農地代金送金案内 ２９日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→市内馬場町北島正嗣

葉書

3 政府買収農地代金送金案内 昭和２４年９月２９日
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→金沢市馬場町北島正嗣

葉書

4 政府買収農地代金送金案内 昭和２４年
金沢市石浦町日本勧業銀行金沢支店
→市内馬場町北島正嗣

葉書

25 農地買収の件通知 昭和２４年１１月１０日
河北郡英田村農地委員会長加藤朋三
郎→北島正吉

切紙綴
（2枚）

1
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26
解放農地の国家補償期成同盟について（調査
依頼）

昭和３３年３月２２日
金沢市農地解放者同盟調査担当者中
堀常八→馬場校下町会長

こより綴
（９枚）

1

27 田畑地番など書上 年不詳 罫紙 2 便箋「大日本帝国政府」

28 計算書 年未詳 罫紙 2

29 農地等被買収者実態調査票の記入の仕方 年未詳 総理府
一紙
（印刷）

1

30 包封 年未詳 包封 1 農地買収関係

31 上矢田地所面積対価など覚書 年未詳
こより綴
（４枚）

1

32 年貢米（小作）契約記録 年未詳
こより綴
（17丁）

1
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