
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

1 1 1 支配 領主年代記（正保～元禄） 状 1 近世

2 2 5 村政・村況（近世） 諸色付込帳 摂州武庫郡友
行村庄屋茂右
衛門

書冊 1 元禄11.5.3 1698 虫損・水損

3 3 1 支配 国絵図作成につき友行村東
西南北書付覚え写し

友行村役人太
兵衛

状 1 享保6 1721 元禄11年に庄屋・年
寄から奉行に宛てた
ものの写し、虫損・一
部破損・水損

4 4 2 法令 金銀吹替えにつき触書写し 安房、飛騨 摂州武庫郡
村々庄屋・年
寄・寺社

仮綴 1 正徳4.5.26 1714

5 5 2 法令 新金銀通用につき触書写し 安房、飛騨 仮綴 1 享保3.閏10 1718 虫損

6 6 3 土地・貢租（近世） 地下算用覚え日記 横帳 1 元文3.12.吉 1738 虫損

7-1 7-1 3 土地・貢租（近世） 月役人足割方帳 横帳 1 元文4.12 1739 虫損・表紙破損

7-2 7-2 3 土地・貢租（近世） 月役人割方帳 七郎兵衛他16
名・年寄・庄屋

横帳 1 元文5.12 1740 虫損

8 8 10 治水・水利 人足覚え帳 庄屋茂右衛門 横帳 1 元文6.正.吉 1741 虫損

9 9 5 村政・村況（近世） 年貢・諸役掛り等勘定につき
連判証文

友行村年寄市
郎右衛門・百姓

庄屋茂右衛門 状 1 寛保元.8 1741 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

10 10 5 村政・村況（近世） 守るべき事柄につき連判一札 友行村百姓七
郎兵衛他16名

庄屋・年寄 状 1 寛保2.12 1742 虫損

11 11 3 土地・貢租（近世） 隣在出作定役米支配銀覚え
案文

友行村庄屋・年
寄・百姓代

奉行（大坂番
所）

仮綴 1 延享元.4.18 1744 汚損・虫損

12 12 5 村政・村況（近世） 廻り年寄を定年寄に改めたき
願い

友行村五郎兵
衛・悴長重郎

庄屋茂右衛門 状 1 延享元.12 1744

13 13 2 法令 諸司代阿部飛騨守京都触書
写し

仮綴 1 明和3.11.7 1766

14 14 2 法令 申渡し覚え 友行村百姓幸
右衛門他14名

庄屋新右衛門、
年寄五郎兵衛

書冊 1 寛政元.11 1789 虫損

15 15 2 法令 村方へ申渡書写し 主税 仮綴 1 近世戌.8 虫損大、取扱注意

16 16 2 法令 盗賊・博奕取締法度相守るべ
き一札

百姓幸右衛門
他25名

庄屋、年寄 状 1 寛政2.3 1790 虫損・水損

17 17 5 村政・村況（近世） 願書留 庄屋新右衛門 仮綴 1 寛政6.8.5～
10.8.28

1794

18 18 3 土地・貢租（近世） 地下算用帳 地下百姓代甚
右衛門他1名

年寄・庄屋 仮綴 1 寛政9.12 1797 水損

19 19 5 村政・村況（近世） 米穀高値につき消費倹約取
締方申合せ一札

村役人 状 1 近世戌.11.15
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

20-1 20-1 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文化8.11.17 1811

20-2 20-2 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋茂右衛門、
年寄平兵衛

横帳 1 文化10.12.5 1813

20-3 20-3 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋茂右衛門、
年寄平兵衛

横帳 1 文化12.12.5 1815

20-4 20-4 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文化13.12.5 1816 汚損・虫損

20-5 20-5 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文政元.12.5 1818 鼠損・裏表紙破損

20-6 20-6 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文政3.12.5 1820 鼠損大

20-7 20-7 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋長兵衛、年
寄次郎兵衛

横帳 1 文政4.12.5 1821 虫損

20-8 20-8 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋長兵衛、年
寄平左衛門

横帳 1 文政5.12.5 1822

20-9 20-9 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋長兵衛、年
寄次郎兵衛

横帳 1 文政6.12.5 1823

20-10 20-10 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋長兵衛、年
寄治郎兵衛

横帳 1 文政7.12.5 1824 水損・虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

20-11 20-11 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋長兵衛、年
寄治郎兵衛

横帳 1 文政8.12.5 1825 水損・鼠損・虫損

20-12 20-12 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋次郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政9.11.17 1826 虫損

20-13 20-13 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋次郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政10.11.17 1827

20-14 20-14 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政11.11.17 1828 汚損・虫損

20-15 20-15 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政12.11.17 1829 汚損・虫損

20-16 20-16 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政13.11.17 1830 汚損

20-17 20-17 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保2.11 1831 水損・鼠損にて表紙
破損

20-18 20-18 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保3.11.17 1832 虫損

20-19 20-19 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保4.11 1833 汚損

20-20 20-20 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保5.11.17 1834 虫損・水損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

20-21 20-21 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保6.11.17 1835 汚損・虫損・水損

20-22 20-22 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保8.11.17 1837 虫損

20-23 20-23 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保9.11.朔 1838 虫損・水損

20-24 20-24 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保10.12.朔 1839

20-25 20-25 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保11.12.朔 1840 水損

20-26 20-26 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 天保12.12.朔 1841 虫損

20-27 20-27 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋治郎兵衛、
年寄利右衛門

横帳 1 天保13.12.朔 1842 虫損・鼠損・水損

20-28 20-28 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋次郎兵衛、
年寄利右衛門

横帳 1 天保14.12.朔 1843 水損

20-29 20-29 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋利右衛門、
年寄宗右衛門

横帳 1 天保15.12.朔 1844 左下鼠損

20-30 20-30 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 弘化2.12.朔 1845
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

20-31 20-31 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 弘化4.11 1847 鼠損・汚損・水損

20-32 20-32 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 嘉永元.12.2 1848 虫損

20-33 20-33 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 （嘉永2）酉 1849 表紙破損・水損

20-34 20-34 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄午右衛門

横帳 1 嘉永3.12.2 1850 虫損・汚損

20-35 20-35 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 嘉永4.12.2 1851

20-36 20-36 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄午右衛門

横帳 1 嘉永5.11.23 1852 虫損

20-37 20-37 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 嘉永7.11.26 1854 水損・汚損

20-38 20-38 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政2.11.26 1855 表紙破損

20-39 20-39 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政3.11.28 1856 鼠損

20-40 20-40 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政4.11.29 1857
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

20-41 20-41 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政5.12.3 1858 汚損

20-42 20-42 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政6.11.28 1859 汚損

20-43 20-43 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 横帳 1 万延元.11.27 1860

20-44 20-44 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 庄屋治郎兵衛 横帳 1 文久2.12.4 1862 表紙破損・虫損

20-45 20-45 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 横帳 1 元治元.12.4 1864

20-46 20-46 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 横帳 1 明治元.12.6 1868 虫損・汚損

20-47 20-47 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 横帳 1 明治2.11.2 1869

20-48 20-48 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 横帳 1 明治3.11.23 1870

20-49 20-49 3 土地・貢租（近世） 米銀差引帳 横帳 1 明治4.12.7 1871

21 21 5 村政・村況（近世） 支配目録帳 百姓、村方出作
百姓、時友村で
作年番、山田村
出作百姓

庄屋茂右衛門、
年寄平兵衛

横帳 1 文化10.12.5 1813 下部鼠損・水損

22-1 22-1 2 法令 触状写し 庄屋茂右衛門 横帳 1 文政3.10.吉 1820 水損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

22-2 22-2 2 法令 触書控え帳 友行村 横帳 1 文政11.5.吉 1828 鼠損・虫損

22-3 22-3 2 法令 触書控え帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 天保7.正.吉 1836 汚損

22-4 22-4 2 法令 触書控え帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 天保7.12.吉 1836 汚損

22-5 22-5 2 法令 触書控え帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保9.9.吉 1838 虫損・汚損

22-6 22-6 2 法令 触書控え帳 友行村庄屋利
右衛門

書冊 1 弘化2.12 1845 汚損

23 23 3 土地・貢租（近世） 支配割賦目録帳控え 仁右衛門他6
名、附添百姓定
治郎

奉行 横帳 1 文化13.12 1816 虫損

24 24 2 法令 法度書写し 書冊 1 文政6.10 1823 虫損大・汚損・鼠損

25 25 5 村政・村況（近世） 村小入用帳 友行村百姓代・
年寄・庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政7.3 1824 汚損・虫損

26 26 2 法令 触書渡し帳 友行村 横帳 1 文政11.5.吉 1828 虫損

27 27 1 支配 郷方順村の節書上げ控え 庄屋・年寄・百
姓代

笠井新蔵他1名 仮綴 1 文政11.12.18 1828

28 28 5 村政・村況（近世） 近年村方困窮につき組内ヶ条
申合せ一札

村方百姓惣代9
名・年寄3名・庄
屋

岸添吉左衛門 状 1 文政12.8 1829 前部破損・虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

29-1 29-1 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 文政13.11 1830

29-2 29-2 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保2.11.16 1831 虫損

29-3 29-3 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保4.11.16 1833 上部鼠損・前部虫損
につき取扱注意

29-4 29-4 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保5.11.16 1834

29-5 29-5 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保6.11.16 1835 水損

29-6 29-6 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 （天保7）
申.11.15

1836

29-7 29-7 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保8.11.16 1837 虫損

29-8 29-8 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保11.11.16 1840 下部鼠損・虫損

29-9 29-9 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保12.11 1841 虫損

29-10 29-10 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保13.11 1842 下部鼠損・水損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

29-11 29-11 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 天保14.11 1843 虫損

29-12 29-12 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 2 嘉永2.11.16 1849 巻込み文書1点あり、
虫損

29-13 29-13 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 嘉永3.11.16 1850 上部鼠損

29-14 29-14 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

名塩村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 嘉永4.11 1851 汚損

29-15 29-15 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 嘉永5.11.16 1852 虫損

29-16 29-16 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 （嘉永6）
丑.11.16

1853 虫損

29-17 29-17 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 嘉永7.11 1854

29-18 29-18 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 安政2.11.16 1855 虫損

29-19 29-19 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 安政3.11.16 1856 虫損

29-20 29-20 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 安政4.11.16 1857 下部鼠損・虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

29-21 29-21 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 安政5.11 1858 虫損

29-22 29-22 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 安政6.11.16 1859

29-23 29-23 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 文久元.11.16 1861 虫損

29-24 29-24 3 土地・貢租（近世） 大仲組割賦取決めにつき一
札

塚口村他9村庄
屋

友行村年寄 状 1 慶応元.11 1865

30-1 30-1 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 庄屋五郎兵衛 書冊 1 天保3.12 1832 鼠損・汚損

30-2 30-2 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 弘化4 1847 上部鼠損・虫損

30-3 30-3 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 嘉永元 1848 虫損

30-4 30-4 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 嘉永2 1849 上部鼠損・虫損

30-5 30-5 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 嘉永5 1852 汚損

30-6 30-6 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 近世子 虫損・汚損

30-7 30-7 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 庄屋五郎兵衛 書冊 1 近世丑

30-8 30-8 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 近世午
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岡治茂夫氏文書(1)目録

30-9 30-9 3 土地・貢租（近世） 支配銀ほか代銀覚え帳 書冊 1 近世亥 汚損

31 31 3 土地・貢租（近世） 尼領他領入組割賦目録 両方村役人 横帳 1 天保4.12 1833

32 32 5 村政・村況（近世） 倹約ヶ条書写し 庄屋仁右衛門 書冊 1 天保6.12.晦 1835 虫損・汚損

33 33 2 法令 倹約出法帳 仮綴 1 天保7.5.16 1836

34 34 5 村政・村況（近世） 近年村々困窮につき嶋上嶋
下諸事申合せ書写し

状 1 天保8.2.1 1837 水損・破損・虫損

35-1 35-1 5 村政・村況（近世） 歩行家修復入用帳 横帳 1 天保9.12.吉 1838 水損・虫損

35-2 35-2 5 村政・村況（近世） 歩行修復入用帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政3.12.吉 1856 水損・虫損

36 36 3 土地・貢租（近世） 分銅員数帳控え 摂州武庫郡入
組友行村庄屋
利右衛門他1名

分銅役所 書冊 1 弘化5.3.25 1848 水損

37 37 3 土地・貢租（近世） 桝員数書出し帳控え 友行村庄屋仁
右衛門

桝庁 書冊 1 安政3.6.8 1856 鼠損

38 38 5 村政・村況（近世） 公儀より触書受取り帳 友行村役人 横帳 1 安政4.6 1857 水損・表紙破損

39 39 5 村政・村況（近代） 病気につき年寄役放免願い 友行村年寄・頭
百姓・庄屋

佐々木筬左衛
門

状 1 明治3.6 1870
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岡治茂夫氏文書(1)目録

40 40 6 村政・村況（近代） 友行村区歳出入予算表 仮綴 1 明治34 1901

41 41 3 土地・貢租（近世） 友行村検地帳 青山大膳亮内
検地惣奉行・検
地本〆

書冊 1 延宝5.10.2 1677 虫損

42 42 3 土地・貢租（近世） 友行村延宝5年検地帳写し 友行村庄屋茂
右衛門

岡崎弥次兵衛
他3名

書冊 1 元禄11.5.3 1698 虫損・鼠損・水損

43 43 3 土地・貢租（近世） 友行村名寄帳 書冊 1 正徳2.7.29 1712 汚損

44 44 3 土地・貢租（近世） 友行村名寄帳 書冊 1 元文5.3.吉 1740 虫損

45 45 3 土地・貢租（近世） 友行村名寄帳 書冊 1 寛延4.3 1751 虫損大

46 46 3 土地・貢租（近世） 友行村名寄帳控え 岡治茂右衛門 書冊 1 寛政7.9 1795

47 47 3 土地・貢租（近世） 田方内見奥寄毛揃え帳 摂州川辺郡千
僧村

書冊 1 文政6.10 1823 鼠損・汚損

48-1 48-1 3 土地・貢租（近世） 田方植付け届書上げ帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政7.6 1824 汚損

48-2 48-2 3 土地・貢租（近世） 田方植付け届書上げ帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政8 1825 上部虫損大

48-3 48-3 3 土地・貢租（近世） 田方植付け届書上げ帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政11.5 1828
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岡治茂夫氏文書(1)目録

49-1 49-1 3 土地・貢租（近世） 田立毛菜床小前帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政7.8 1824 汚損

49-2 49-2 3 土地・貢租（近世） 田立毛菜床小前帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政8.8 1825 虫損

49-3 49-3 3 土地・貢租（近世） 田立毛菜床小前帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政9.8 1826 汚損・虫損

50-1 50-1 3 土地・貢租（近世） 立毛内見合附寄帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政7.8 1824 汚損・虫損

50-2 50-2 3 土地・貢租（近世） 立毛内見合附寄帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政8 1825

51-1 51-1 3 土地・貢租（近世） 立毛内見小前帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政7.8 1824 汚損・鼠損・虫損

51-2 51-2 3 土地・貢租（近世） 田稲作内見小前帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 文政8 1825 虫損

52 52 3 土地・貢租（近世） 友行村名寄帳 岡治茂右衛門 書冊 1 文政7.8.吉 1824 汚損・虫損

53 53 3 土地・貢租（近世） 長谷川領名寄帳 書冊 1 近世 虫損

54 54 3 土地・貢租（近世） 長谷川領出作田地控え 書冊 1 近世 汚損・虫損

55 55 3 土地・貢租（近世） 田地反別書出帳 書冊 1 近世 左下鼠損、虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

56 56 3 土地・貢租（近世） 長谷川丹後守領友行村名寄
帳

書冊 1 近世 汚損

57 57 3 土地・貢租（近世） 年貢免定写し 書冊 1 享保4.2.吉 1719 虫損

58 58 3 土地・貢租（近世） 役高引高帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 延宝9.6 1681 虫損・水損・紙劣化
につき取扱注意

59 59 3 土地・貢租（近世） 小屋庄組物成払い目録 友行村 書冊 1 天和3.10 1683 鼠損・汚損・虫損

60-1 60-1 3 土地・貢租（近世） 年貢割付状 状 1 正徳5 1715 虫損・汚損・後欠、享
保19年の断簡巻き込
み一括

60-2 60-2 3 土地・貢租（近世） 年貢割付状 小林太右衛門
他3名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 寛政2.11.15 1790 鼠損・汚損

60-3 60-3 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 小林太右衛門
他3名

友行村惣百姓 状 1 寛政4.11.15 1792

60-4 60-4 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 小林太右衛門
他2名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 寛政5.11.15 1793 虫損

60-5 60-5 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 小林平太夫他3
名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 寛政9.11.15 1797 虫損・汚損

60-6 60-6 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 小沢平太夫他3
名

友行村庄屋惣
百姓

状 1 寛政10.11.15 1798 虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

60-7 60-7 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 小沢平太夫他3
名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 寛政11.11.15 1799 鼠損

60-8 60-8 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 宝田平右衛門
他3名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化2.11.15 1805 虫損

60-9 60-9 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 宝田平右衛門
他3名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化3.11.15 1806 虫損

60-10 60-10 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 宝田平右衛門
他3名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化6.11.15 1809 虫損

60-11 60-11 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 宝田平右衛門
他4名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化7.11.15 1810 虫損

60-12 60-12 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 大澤久蔵他5名 友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化9.11.15 1812

60-13 60-13 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 大澤久蔵他2名 友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化10.11.15 1813

60-14 60-14 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 堀江半兵衛他3
名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化13.11.15 1816 虫損

60-15 60-15 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 堀江半兵衛他3
名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文化14.11.15 1817 虫損

60-16 60-16 3 土地・貢租（近世） 年貢割付帳 堀江半兵衛他3
名

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文政2.11.15 1819 汚損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

60-18 60-18 3 土地・貢租（近世） 年貢割付状 堀江半兵衛他3
人

友行村庄屋・惣
百姓

状 1 文政4.11.15 1821 虫損

60-17 60-17 3 土地・貢租（近世） 年貢割付請状 百姓平左衛門
他10名、山田村
庄右衛門、時友
村年番他7名

庄屋茂右衛門・
年寄

状 1 文政2.11.17 1819 虫損

60-19 60-19 3 土地・貢租（近世） 年貢割付状 小堀主税 庄屋・年寄・百
姓

状 1 文政9.11 1826 汚損

60-20 60-20 3 土地・貢租（近世） 年貢割付状 堀百助他2名 友行村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 文政11.12 1828 虫損

61 61 3 土地・貢租（近世） 定免願い下書き 友行村庄屋・年
寄・頭百姓

長谷川平左衛
門他2名

状 1 元文5.4 1740 鼠損につき取扱注意

62-1 62-1 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄・頭百姓

藤野彦兵衛他2
名

状 1 延享4.3 1747 虫損

62-2 62-2 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

神永直右衛門 状 1 寛延4.3 1751 虫損

62-3 62-3 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

神永直右衛門
他1名

状 1 宝暦2.3 1752 虫損

62-4 62-4 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 宝暦4.2 1753 虫損

62-5 62-5 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 宝暦6.3 1755 虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

62-6 62-6 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 宝暦7.3 1756 汚損

62-7 62-7 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 宝暦10.3 1760 汚損

62-8 62-8 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 宝暦11.3 1761 虫損

62-9 62-9 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 宝暦12.閏4 0 鼠損・虫損

62-10 62-10 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 明和元.7 1764 虫損

62-11 62-11 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 明和2.4 1765 虫損

62-12 62-12 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他2
名

状 1 明和3.4 1766 虫損・汚損

62-13 62-13 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢平太夫他1
名

状 1 明和4.4 1767 虫損

62-14 62-14 3 土地・貢租（近代） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小野又左衛門
他2名

状 1 明和8.4 1771 虫損

62-15 62-15 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小野又左衛門
他2名

状 1 明和9.3 1772 虫損

－18－ 尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

62-16 62-16 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小野又左衛門
他2名

状 1 安永2.2 1773

62-17 62-17 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

黒沢安右衛門
他1名

状 1 安永3.3 1774 虫損

62-18 62-18 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

黒沢安右衛門
他2名

状 1 安永4.2 1775 虫損

62-19 62-19 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

田沼弥右衛門
他2名

状 1 安永7.2 1778 虫損

62-20 62-20 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

田沼弥右衛門
他1名

状 1 安永9.2 1780 虫損

62-21 62-21 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

夕田弥太兵衛
他2名

状 1 天明7.2 1787 虫損

62-22 62-22 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

夕田弥太兵衛
他2名

状 1 天明8.2 1789 虫損

62-23 62-23 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

夕田弥太兵衛
他2名

状 1 寛政元.2 1789

62-24 62-24 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

夕田弥太兵衛
他2名

状 1 寛政5.2 1793 虫損

62-25 62-25 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

夕田弥太右衛
門他2名

状 1 寛政6.2 1794 虫損

－19－ 尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

62-26 62-26 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

竹内金兵衛他2
名

状 1 寛政12.2 1800

62-27 62-27 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

稲垣郡兵衛他2
名

状 1 文化7.2 1810 虫損・汚損

62-28 62-28 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

稲垣郡兵衛 状 1 文化8.2 1811 虫損

62-29 62-29 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

山口喜八他2名 状 1 文化11.2 1814 虫損、年貢米納覚え
巻込み一括

62-30 62-30 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

山口喜八他2名 状 1 文化12.2 1815

62-31 62-31 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢新三郎他2
名

状 1 文化15.2 1818 虫損

62-32 62-32 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小沢新三郎他2
名

状 1 文政2.2 1819 虫損

62-33 62-33 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

須藤亀右衛門 状 1 文政5.2 1822 虫損

62-34 62-34 3 土地・貢租（近世） 年貢皆済目録 友行村庄屋・年
寄

小堀主税役所 状 1 文政10.3 1827

63 63 3 土地・貢租（近世） 先納銀元利返済につき請取
証

時友村年番伊
兵衛

庄屋茂右衛門 状 1 延享元.11 1744
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

64-1 64-1 3 土地・貢租（近世） 上納米銀皆済帳 横帳 1 文化8.2.13 1811 汚損・鼠損

64-2 64-2 3 土地・貢租（近世） 年貢銀請取上納帳 庄屋茂右衛門 横帳 1 文化8.10.4 1811 虫損

64-3 64-3 3 土地・貢租（近世） 上納米銀皆済帳 庄屋茂右衛門 横帳 1 文化9.12.5 1812 鼠損・汚損

64-4 64-4 3 土地・貢租（近世） 年貢米上納帳 庄屋茂右衛門 横帳 1 文化10.10.吉 1813 虫損

64-5 64-5 3 土地・貢租（近世） 年貢上納米帳 庄屋茂右衛門 横帳 1 文化10.10.吉 1813 虫損・水損

64-6 64-6 3 土地・貢租（近世） 年貢上納帳 庄屋茂右衛門 横帳 1 文化10.10.吉 1813 虫損

64-7 64-7 3 土地・貢租（近世） 上納銀取立帳 横帳 1 文化12.12.吉 1815 虫損

64-8 64-8 3 土地・貢租（近世） 上納銀請取納帳 横帳 1 文化10.10.5 1813 汚損・虫損

64-9 64-9 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀取通覚え帳 横帳 1 文政3.9.吉 1820 虫損

64-10 64-10 3 土地・貢租（近世） 上納銀請取納め帳 横帳 1 文政6.10.吉 1823 汚損

64-11 64-11 3 土地・貢租（近世） 年貢納め帳 庄屋長兵衛 横帳 1 文政7.10.27 1824 虫損

64-12 64-12 3 土地・貢租（近世） 上納銀取立帳 庄屋治郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政9.12 1826 汚損・鼠損

64-13 64-13 3 土地・貢租（近世） 年貢銀受取帳 庄屋治郎兵衛 横帳 1 文政9.8 1826 汚損・虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

64-14 64-14 3 土地・貢租（近世） 年貢銀受取帳 友行村庄屋・年
寄

横帳 1 文政10.8 1827 汚損

64-15 64-15 3 土地・貢租（近世） 年貢銀受取帳 友行村役人 横帳 1 文政11.12 1828 汚損

64-16 64-16 3 土地・貢租（近世） 上納取立帳 （友行）村役人 横帳 1 文政11.12 1828 虫損

64-17 64-17 3 土地・貢租（近世） 上納銀取立帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保2.12.5 1831 汚損・虫損

64-18 64-18 3 土地・貢租（近世） 上納銀取立帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保3.12.5 1832

64-19 64-19 3 土地・貢租（近世） 上納取立帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保4.12 1833 汚損

64-20 64-20 3 土地・貢租（近世） 上納米銀覚帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保5.12 1834 虫損・汚損

64-21 64-21 3 土地・貢租（近世） 上納銀取立帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保6.12.5 1835 水損・虫損

64-22 64-22 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀取立帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 天保8.9.吉 1837 汚損・鼠損・虫損

64-23 64-23 3 土地・貢租（近世） 年貢納め帳 横帳 1 天保10.9.吉 1839 汚損

64-24 64-24 3 土地・貢租（近世） 上納銀受取帳 横帳 1 天保13.12.吉 1842 汚損

－22－ 尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

64-25 64-25 3 土地・貢租（近世） 上納銀受取控え帳 横帳 1 天保15.12.吉 1844 汚損

64-26 64-26 3 土地・貢租（近世） 上納銀受取控え帳 横帳 1 弘化2.12.吉 1845 汚損

64-27 64-27 3 土地・貢租（近世） 上納銀受取帳 庄屋利右衛門 横帳 1 弘化4.11.吉 1847 汚損・虫損

64-28 64-28 3 土地・貢租（近世） 上納米銀受取帳 庄屋利右衛門 横帳 1 嘉永元.11.吉 1848

64-29 64-29 3 土地・貢租（近世） 上納米銀請取控え帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永3.11.吉 1850 汚損・虫損

64-30 64-30 3 土地・貢租（近世） 上納米銀受取帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永4.12.6 1851 汚損

64-31 64-31 3 土地・貢租（近世） 上納米銀請取帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永6.12.4 1853 水損

64-32 64-32 3 土地・貢租（近世） 上納米銀請取帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政3.11.28 1856 鼠損

64-33 64-33 3 土地・貢租（近世） 上納米銀請取帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政4.11.29 1857 汚損

64-34 64-34 3 土地・貢租（近世） 上納米銀請取帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政5.12.3 1858 汚損・鼠損

64-35 64-35 3 土地・貢租（近世） 上納米銀請取帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政6.11.3 1859 汚損

65-1 65-1 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 庄屋茂右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 文化8.12.5 1811 鼠損大・虫損

65-2 65-2 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 横帳 1 文化10.12.5 1813 汚損・鼠損・虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

65-3 65-3 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 庄屋茂右衛門、
年寄平兵衛

横帳 1 文化12.12.5 1815 虫損

65-4 65-4 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文政元.12.5 1818 鼠損・虫損大

65-5 65-5 3 土地・貢租（近世） 四分方直段目録 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文政3.11.17 1820 汚損

65-6 65-6 3 土地・貢租（近世） 四分方直段目録 庄屋長兵衛、年
寄次郎兵衛

横帳 1 文政4.11.16 1821 虫損

65-7 65-7 3 土地・貢租（近世） 四分方直段目録 庄屋長兵衛、年
寄平左衛門

横帳 1 文政5.11.16 1822 汚損

65-8 65-8 3 土地・貢租（近世） 四分方直段目録 横帳 1 文政7.12.16 1824 裏表紙欠、汚損

65-9 65-9 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 庄屋長兵衛、年
寄治郎兵衛

横帳 1 文政8.11.16 1825 鼠損

65-10 65-10 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 庄屋治郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政9.11.17 1826 汚損・虫損

65-11 65-11 5 村政・村況（近世） 四分方直段支配目録 庄屋治郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政10.11.17 1827 虫損

65-12 65-12 3 土地・貢租（近世） 四分方直段支配目録 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政11.11.17 1828 虫損・汚損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

66-1 66-1 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文化8.11.17 1811 汚損

66-2 66-2 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋茂右衛門、
年寄平兵衛

横帳 1 文化10.11.17 1813 汚損

66-3 66-3 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋茂右衛門、
年寄平兵衛

横帳 1 文化12.11.16 1815

66-4 66-4 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文化13.11.16 1816 鼠損・汚損

66-5 66-5 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文政元.11.17 1818 汚損

66-6 66-6 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

横帳 1 文政3.11.16 1820 汚損

66-7 66-7 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋長兵衛、年
寄平左衛門

横帳 1 文政5.11.16 1822

66-8 66-8 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋長兵衛、年
寄治郎兵衛

横帳 1 文政6.11.16 1823 鼠損

66-9 66-9 3 土地・貢租（近世） 免割帳 武庫郡友行村 書冊 1 文政7.3 1824 虫損

66-10 66-10 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋長兵衛、年
寄次郎兵衛

横帳 1 文政8.11.16 1825 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

66-11 66-11 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋治郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政9.11.17 1826 汚損・虫損

66-12 66-12 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋治郎兵衛、
年寄源吉

横帳 1 文政10.11.17 1827 汚損・虫損

66-13 66-13 3 土地・貢租（近世） 免割帳 摂州武庫郡友
行村

横帳 1 文政11.3 1828 虫損・汚損

66-14 66-14 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政11.11.17 1828 鼠損・汚損

66-15 66-15 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政12.11.17 1829 汚損・虫損

66-16 66-16 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保2.11.17 1831 汚損・虫損

66-17 66-17 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保3.11.17 1832

66-18 66-18 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保4.11.17 1833 汚損

66-19 66-19 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保5.11.17 1834 虫損

66-20 66-20 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保7.11.17 1836 汚損
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66-21 66-21 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保8.11.17 1837 虫損・鼠損

66-22 66-22 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保9.11.朔 1838 汚損

66-23 66-23 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保10.12.朔 1839

66-24 66-24 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保11.12.朔 1840

66-25 66-25 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋治郎兵衛、
年寄利右衛門

横帳 1 天保13.12.朔 1842 虫損

66-26 66-26 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋次郎兵衛、
年寄利右衛門

横帳 1 天保14.12.朔 1843 汚損・虫損

66-27 66-27 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋利右衛門、
年寄宗右衛門

横帳 1 天保15.12.朔 1844 鼠損

66-28 66-28 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 弘化2.12.朔 1845 鼠損・汚損

66-29 66-29 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 弘化4.11.24 1847 汚損

66-30 66-30 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 嘉永元.12.2 1848
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66-31 66-31 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 嘉永2.12.2 1849 汚損・表紙破損

66-32 66-32 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 嘉永3.12.2 1850

66-33 66-33 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄午右衛門

横帳 1 嘉永4.12.6 1851 虫損・鼠損

66-34 66-34 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄午右衛門

横帳 1 嘉永5.12.23 1852 汚損・破損

66-35 66-35 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 嘉永6.12.4 1853 汚損

66-36 66-36 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 嘉永7.11.26 1854 鼠損

66-37 66-37 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政2.11.26 1855

66-38 66-38 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政3.11.28 1856 汚損

66-39 66-39 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋仁右衛門、
年寄治郎兵衛

横帳 1 安政4.11.29 1857 虫損・汚損

66-40 66-40 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 1 安政5.12.3 1858
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66-41 66-41 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 2 安政6.11.28 1859

66-42 66-42 3 土地・貢租（近世） 免割帳・年貢庭計り帳 横帳 2 万延元.12.8 1860 横帳2点一綴

66-43 66-43 3 土地・貢租（近世） 免割帳 庄屋治郎兵衛 横帳 1 文久2.12.4 1862

66-44 66-44 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 1 元治元.12.4 1864 虫損

66-45 66-45 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 1 慶応3.12.5 1867 汚損

66-46 66-46 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 1 明治元.12.6 1868 鼠損

66-47 66-47 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 1 明治3.11.23 1870 鼠損

66-48 66-48 3 土地・貢租（近世） 免割帳 横帳 1 明治4.12 1871

66-49 66-49 3 土地・貢租（近世） 租税取立帳 横帳 2 明治5.11 1872 横帳2点一綴、汚損

67-1 67-1 3 土地・貢租（近世） 年貢庭帳 友行村庄屋茂
右衛門

横帳 1 文化12.10.吉 1815 虫損

67-2 67-2 3 土地・貢租（近世） 蔵納庭計り米覚帳 横帳 1 天保3.12 1832 鼠損

67-3 67-3 3 土地・貢租（近世） 年貢庭帳 庄屋五郎兵衛 横帳 1 天保3.9.吉 1832 鼠損
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67-4 67-4 3 土地・貢租（近世） 年貢米庭帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保6.10.7 1835 汚損

67-5 67-5 3 土地・貢租（近世） 年貢庭帳 横帳 1 天保13.9.24 1842 汚損

67-6 67-6 3 土地・貢租（近世） 年貢庭帳 庄屋利右衛門、
年寄惣右衛門

横帳 1 天保15.9.17 1844 鼠損

67-7 67-7 3 土地・貢租（近世） 年貢庭帳 庄屋利右衛門、
年寄仁右衛門

横帳 1 弘化2.9.28 1845

67-8 67-8 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り帳 横帳 1 嘉永元.11.24 1848 汚損

67-9 67-9 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り帳 庄屋利右衛門 横帳 1 嘉永2.11.22 1849 汚損・虫損

67-10 67-10 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り控帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永3.11.25 1850 鼠損・水損・虫損

67-11 67-11 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り控帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永4.12.6 1851 鼠損

67-12 67-12 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り控帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永7.11.26 1854

67-13 67-13 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り控帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永7.11.26 1854

67-14 67-14 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り控帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政3.11.28 1856 汚損

67-15 67-15 3 土地・貢租（近世） 庭計り米控え帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政4.11 1857 汚損
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67-16 67-16 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り帳 横帳 1 文久2.12.4 1862

67-17 67-17 3 土地・貢租（近世） 年貢庭計り米銀控帳 横帳 1 慶応元.12.23 1865 汚損

68 68 3 土地・貢租（近世） 阿部鉄丸様年貢為遣帳 横帳 1 文政元.10.5 1818 水損虫損

69 69 3 土地・貢租（近世） 二条蔵詰米諸入用帳 摂州武庫郡鹿
塩村、

仮綴 1 文政11.3 1828 水損

70 70 3 土地・貢租（近世） 二条蔵詰米諸入用追割帳 横帳 1 文政11.8.20 1828 汚損

71 71 3 土地・貢租（近世） 十分一大豆口米銀納覚帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 文政12.11.17 1829 汚損・虫損

72-1 72-1 3 土地・貢租（近世） 宥免割賦帳 横帳 1 文政12.12 1829 汚損・虫損

72-2 72-2 3 土地・貢租（近世） 宥免割賦帳 庄屋仁右衛門、
年寄平右衛門

横帳 1 天保7.12.吉 1836 汚損・鼠損

73 73 3 土地・貢租（近世） 先納覚帳 庄屋五郎兵衛、
年寄仁右衛門

横帳 1 天保2.12.20 1831 水損・虫損

74 74 3 土地・貢租（近世） 用捨米割賦帳 横帳 1 天保6.12.29 1835 汚損

75-1 75-1 3 土地・貢租（近世） 年貢勘定帳 小横帳 1 天保10.12 1839 水損

75-2 75-2 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 天保12.11.吉 1841
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75-3 75-3 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 友行村庄屋治
郎兵衛

小横帳 1 天保13.12.朔 1842 虫損

75-4 75-4 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋利右衛門 小横帳 1 天保15.12.吉 1844

75-5 75-5 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋利右衛門 小横帳 1 弘化2.12.吉 1845 汚損

75-6 75-6 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋利右衛門 小横帳 1 弘化3.12.吉 1846 汚損

75-7 75-7 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋利右衛門 小横帳 1 弘化4.12.吉 1847

75-8 75-8 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋利右衛門 小横帳 1 嘉永2.12.吉 1849 汚損・虫損

75-9 75-9 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 嘉永3.12.吉 1850 虫損・汚損

75-10 75-10 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 嘉永4.12.吉 1851

75-11 75-11 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 嘉永5.12.吉 1852 汚損・虫損

75-12 75-12 3 土地・貢租（近世） 年貢上納銀控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 嘉永6.12.29 1853

75-13 75-13 3 土地・貢租（近世） 年貢米銀帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 安政元.12.18 1854

75-14 75-14 3 土地・貢租（近世） 年貢上納控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 安政5.12.29 1858

75-15 75-15 3 土地・貢租（近世） 年貢上納控帳 庄屋仁右衛門 小横帳 1 安政6.11.28 1859
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76 76 3 土地・貢租（近世） 永引書上げ帳 友行村 書冊 1 天保15.7 1844 鼠損・汚損

77 77 3 土地・貢租（近世） 貢納帳 横帳 1 慶応2.12.吉 1866 汚損・水損

78 78 3 土地・貢租（近世） 祖祝米控帳 横帳 1 明治13.12.吉 1880 汚損・虫損・水損

79 79 7 戸口・諸改 宗旨帳雛形 冊子 1 寛保元 1741 汚損

80-1 80-1 3 土地・貢租（近世） 引越につき人別送り一札 播州多可郡上
比延村 山上徳
左衛門、伯父、
年寄、庄屋

摂州友行村庄
屋新右衛門、年
寄、請主

状 1 宝暦3.3 1753 虫損

80-2 80-2 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札 丹波国氷上郡
下新庄村 親・
年寄作右衛門、
庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋新右
衛門

状 1 宝暦12.7 1762 鼠損・虫損

80-3 80-3 7 戸口・諸改 養子証文 伊丹仲少路村
池尻屋孫兵衛

友行村権右衛
門

状 1 明和6.3 1769 虫損

80-4 80-4 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札 中佐治村 親幸
助、村役人

摂州武庫郡友
行村庄屋新太
郎

状 1 寛政12.極 1800

80-5 80-5 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 丹波氷上郡中
竹田村庄屋友
治郎

摂州武庫郡友
行村庄屋新太
郎

状 1 文化5.10 1808 破損
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80-6 80-6 7 戸口・諸改 引越につき人別送り一札 伊丹植松村庄
屋兵右衛門

摂州武庫郡友
行村庄屋平左
衛門

状 1 文化9.12 1812 虫損

80-7 80-7 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 別所村八百屋
親三右衛門、庄
屋

摂州武庫郡友
行村庄屋平左
衛門

状 1 文化9.5 1812

80-8 80-8 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 別所村瓦ふき
屋 親庄兵衛、
庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋茂右
衛門

状 1 文化10.9 1813 鼠損

80-9 80-9 7 戸口・諸改 養女につき人別送り一札 野間村 親勘右
衛門、庄屋

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 文化10 1813 虫損

80-10 80-10 7 戸口・諸改 養女につき人別送り一札 野間村 親四郎
右衛門、庄屋

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 文化12.1 1815 鼠損・虫損

80-11 80-11 7 戸口・諸改 女房縁組み仕りたき一札 友行村百姓定
治郎

庄屋茂右衛門 状 1 文化12.3.15 1815 山口喜八他2名宛の
庄屋奥書あり、汚損・
虫損

80-12 80-12 7 戸口・諸改 人別送り一札 播州三木郡蓮
花寺年庄屋宝
林坊

摂州武庫郡友
行村茂右衛門

状 1 文化13.4 1816 虫損・汚損

80-13 80-13 7 戸口・諸改 人別送り一札 大坂三郷ノ内
南組南養人町
二丁目年寄 天
王寺屋八兵衛

摂州武庫郡友
行村庄屋茂右
衛門

状 1 文化13.11 1816 虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

80-14 80-14 7 戸口・諸改 人別送り一札 年寄鉄丸屋六
兵衛

摂州武庫郡友
行村庄屋茂右
衛門

状 1 文政2.3 1819 鼠損

80-15 80-15 7 戸口・諸改 引越につき人別送り一札 伊丹中少路村
庄屋甚兵衛

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 文政2.6 1819

80-16 80-16 7 戸口・諸改 養子不縁にて差戻しにつき人
別送り一札

摂州川辺郡西
難波村 親作兵
衛、庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋茂右
衛門

状 1 文政3.正 1820 鼠損

80-17 80-17 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 守部村庄屋三
右衛門

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 文政4.4 1821 鼠損

80-18 80-18 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 川辺郡荻野村
庄屋半兵衛

友行村庄屋長
兵衛

状 1 文政5.4 1822 汚損・鼠損

80-19 80-19 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 田能村庄屋、年
寄

摂州武庫郡友
行村庄屋長兵
衛

状 1 文政5.正 1822 鼠損

80-20 80-20 7 戸口・諸改 引越につき人別請取り一札 友行村年寄源
兵衛

友行村庄屋長
兵衛

状 1 文政7.3 1824 虫損

80-21 80-21 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 塚口村親作兵
衛、庄屋

摂州武庫郡友
行村役人

状 1 文政9.正 1826 水損

80-22 80-22 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 摂州川辺郡水
堂村庄屋治右
衛門

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

状 1 文政9.4 1826
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岡治茂夫氏文書(1)目録

80-23 80-23 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札 養子人親梅屋
浅治郎、伝法村
庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋五郎
兵衛

状 1 文政13.5 1830 水損

80-24 80-24 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 鹿塩村親治郎
兵衛、庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋五郎
兵衛

状 1 文政13.2 1830 鼠損・虫損

80-25 80-25 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 但州生野銀山
白口町年行司
中村善右衛門

友行村庄屋五
郎兵衛

状 1 文政13.2 1830

80-26 80-26 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 生野銀山白口
町年行司中村
善右衛門、親

摂州武庫郡友
行村庄屋五郎
兵衛

状 1 文政13.12 1830 鼠損

80-27 80-27 7 戸口・諸改 養女につき人別送り一札 摂州西成郡大
坂安治川南4丁
目年寄 淡路屋
茂兵衛、親

武庫郡友行村
庄屋五郎兵衛

状 1 天保6.正 1835

80-28 80-28 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札 兄庄兵衛、辻村
庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋五郎
兵衛

状 1 天保6.2 1835 虫損

80-29 80-29 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 兄利兵衛、鳴尾
村庄屋藤右衛
門

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保7.2 1836 80-30と同内容

80-30 80-30 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 兄利兵衛、鳴尾
村庄屋藤右衛
門

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保7.正 1836 80-29と同内容
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岡治茂夫氏文書(1)目録

80-31 80-31 7 戸口・諸改 人別送り一札 原田孝三郎 友行村庄屋仁
右衛門

状 1 天保8.2.14 1837 水損

80-32 80-32 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 上池田村 親喜
兵衛、庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保8.正 1837 虫損

80-33 80-33 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 摂州川辺郡安
倉村 親平兵
衛、年寄

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保9.2 1838

80-34 80-34 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 摂州川辺郡安
倉村年寄弥三
郎

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保9.正 1838 鼠損

80-35 80-35 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 山田新田 親そ
よ、今北村庄屋

友行村庄屋仁
右衛門

状 1 天保13.正 1842 虫損

80-36 80-36 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 岡院村庄屋勝
治郎

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化3.2 1846 虫損

80-37 80-37 7 戸口・諸改 縁付につき人別引取り一札控
え

友行村治作、庄
屋

摂州川辺郡岡
院村役人

状 1 弘化3.3 1846 鼠損

80-38 80-38 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 摂州川辺郡伊
丹住吉町年寄
小兵衛他1名

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化5.正 1848

80-39 80-39 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 摂州川辺郡丸
橋村 親儀右衛
門、庄屋

摂州武庫郡友
行村年寄平右
衛門

状 1 天保11.2 1840 鼠損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

80-40 80-40 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札 摂州武庫郡広
田村 兄弥兵
衛、庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化5.2 1848

80-41 80-41 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 摂州川辺郡伊
丹住吉町年寄
小兵衛他1名

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化5.正 1848 鼠損

80-42 80-42 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 兄茂助、庄屋 摂州武庫郡友
行村役人

状 1 弘化5.正 1848

80-43 80-43 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札 摂州有馬郡生
瀬村 親助右衛
門、庄屋

友行村庄屋治
郎兵衛

状 1 文久4.正 1864 鼠損・虫損

80-44 80-44 7 戸口・諸改 人別送り一札 摂州川辺郡東
富松村庄屋朝
吉

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

状 1 元治2.12 1865 虫損・鼠損

80-45 80-45 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札 時友村庄屋市
左衛門

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

状 1 元治2.正 1865 虫損

80-46 80-46 7 戸口・諸改 養子不縁につき人別送一札 伊丹宮崎町□
□□

友行村庄屋治
郎兵衛

状 1 明治2.3.3 1869 鼠損

81-1 81-1 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 上瓦林村庄屋
市兵衛

友行村庄屋新
右衛門

状 1 宝暦14.正 1764 虫損・鼠損・汚損

81-2 81-2 7 戸口・諸改 引越につき人別請取一札 武庫庄村庄屋
孫左衛門

友行村庄屋新
太郎

状 1 文化5.4 1808 鼠損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

81-3 81-3 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札控え 摂州武庫郡友
行村 親伊兵
衛、年寄

摂州川辺郡水
堂村庄屋重助

状 1 文化7.2 1810 鼠損

81-4 81-4 7 戸口・諸改 養子離縁願い一札控え 友行村百姓新
太郎

庄屋茂右衛門、
年寄平左衛門

状 1 文化8 1811 鼠損

81-5 81-5 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州武庫郡守
部村庄屋直八

摂州武庫郡友
行村庄屋茂右
衛門

状 1 文化12.3 1815 鼠損・汚損

81-6 81-6 7 戸口・諸改 縁付につき人別送り一札控え 武庫郡友行村
庄屋茂右衛門

摂州武庫郡守
部村庄屋直八

状 1 文化12 1815

81-7 81-7 7 戸口・諸改 人別送り一札控え 友行村庄屋茂
右衛門

扇子町年寄樽
屋伊兵衛

状 1 文化13.4 1816 虫損

81-8 81-8 7 戸口・諸改 養子につき人別送り一札控え 摂州武庫郡友
行村庄屋次郎
兵衛

摂州武庫郡時
友村庄屋弥平
次

状 1 文政9.8 1826 鼠損

81-9 81-9 7 戸口・諸改 養子につき人別請取一札 摂州武庫郡時
友村庄屋弥平
次

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

状 1 文政9.10 1826 虫損

81-10 81-10 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州武庫郡武
庫庄村庄屋十
郎兵衛

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

状 1 文政10.正 1827 鼠損

81-11 81-11 7 戸口・諸改 引越につき人別送り一札控え 友行村庄屋治
郎兵衛

野間村庄屋伊
右衛門

状 1 文政10.3 1827
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岡治茂夫氏文書(1)目録

81-12 81-12 7 戸口・諸改 養子につき人別請取一札 東難波村庄屋
五郎右衛門

友行村庄屋五
郎兵衛

状 1 文政12.正 1829 鼠損・虫損

81-13 81-13 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 西難波村庄屋
覚兵衛

友行村庄屋五
郎兵衛

状 1 天保2.正 1831 虫損・鼠損

81-14 81-14 7 戸口・諸改 養女につき人別請取一札 摂州西成郡塚
本村 養子親作
左衛門、庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保11.2 1840 81-20と同内容、鼠
損・虫損

81-15 81-15 7 戸口・諸改 人別請取一札 時友村庄屋弥
平次

友行村庄屋五
郎兵衛

状 1 天保2.正 1831

81-16 81-16 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州武庫郡生
津村同家太兵
衛、庄屋

友行村庄屋 状 1 天保5.2 1834 鼠損・汚損・虫損

81-17 81-17 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 時友村夫 太右
衛門、庄屋

友行村庄屋仁
右衛門

状 1 天保8.正 1837 鼠損

81-18 81-18 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州川辺郡野
間村 親甚九
郎、庄屋

友行村役人 状 1 天保8.8 1837 鼠損・虫損

81-19 81-19 7 戸口・諸改 人別請取一札 大坂油掛ｹ町年
寄白子屋与一
郎他1名

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保10.正 1839

81-20 81-20 7 戸口・諸改 養女につき人別請取一札 摂州西成郡塚
本村 養子親作
左衛門、庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保11.2 1840 81-14と同内容、鼠
損・虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

81-21 81-21 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州西成郡九
条村利右衛門、
年寄

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保11.正 1840 81-22と同内容、水
損・虫損・鼠損

81-22 81-22 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州西成郡九
条村年寄勘兵
衛

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 天保11.正 1840 81-21と同内容

81-23 81-23 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 又兵衛新田支
配人万兵衛

友行村役人 状 1 天保12.2 1841 鼠損・汚損・虫損

81-24 81-24 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州川辺郡神
崎村庄屋甚兵
衛他1名

友行村庄屋仁
右衛門

状 1 天保12.正 1841 鼠損

81-25 81-25 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州武庫郡守
部村 夫利八、
庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化3.正 1846 鼠損・水損

81-26 81-26 7 戸口・諸改 養子につき人別請取一札 摂州川辺郡伊
丹伊勢町 養子
親辰巳屋市兵
衛、年寄

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化3.2 1846

81-27 81-27 7 戸口・諸改 人別請取一札 大坂鎗屋町年
寄帯屋仁兵衛
他1名

摂州武庫郡友
行村庄屋利右
衛門

状 1 弘化4.11 1847 虫損

81-28 81-28 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 武庫庄村庄屋
孫左衛門

友行村庄屋仁
右衛門

状 1 嘉永6.正 1853 鼠損・汚損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

81-29 81-29 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 栗山村庄屋八
左衛門

友行村庄屋仁
右衛門

状 1 安政7.2 1860 鼠損

81-30 81-30 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札 摂州菟原郡芦
屋村庄屋又左
衛門

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

状 1 慶応3.2 1867

81-31 81-31 7 戸口・諸改 養子不縁につき人別戻し一札
控え

摂州武庫郡友
行村庄屋治郎
兵衛

摂州川辺郡大
麻村庄屋多美
弥

状 1 明治2.11.6 1869 汚損・虫損

81-32 81-32 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札写し 摂州川辺郡東
桑津村松兵衛、
庄屋

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 近世 鼠損

81-33 81-33 7 戸口・諸改 縁付につき人別請取一札写し 大坂南新町2丁
目小山屋清兵
衛、年寄

摂州武庫郡友
行村庄屋仁右
衛門

状 1 近世

82 82 7 戸口・諸改 忠兵衛山田村へ宅替えにつ
き一札写し

友行村庄屋、年
寄、忠兵衛

（山田村）庄屋、
年寄

仮綴 1 安永8.正 1779 鼠損、忠兵衛より友
行村庄屋宛宅替え願
い写し一綴

83 83 8 農業経営・流通 奉公人召抱えにつき連印一 友行村惣百姓 村役人 仮綴 1 天明2.極 1782

84 84 7 戸口・諸改 人別請取につき覚え 少路村庄屋宗
左衛門

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 文化15.3.23 1818 虫損

85-1 85-1 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 文政13.2 1830 虫損・鼠損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

85-2 85-2 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 天保5.2 1834 汚損・鼠損

85-3 85-3 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 書冊 1 近世 鼠損・汚損

85-4 85-4 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 天保14.2 1843 汚損・虫損

85-5 85-5 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 弘化2.2 1845 汚損・虫損

85-6 85-6 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 近世申.2 ボールペンにて年号
書込あり、汚損・虫損

85-7 85-7 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 近世酉.2 ボールペンにて年号
書込あり、汚損・虫損

85-8 85-8 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 近世戌 汚損、鉛筆にて年号
書込あり

85-9 85-9 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 安政3.2 1856 汚損

85-10 85-10 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 安政7.2.18 1860 水損・汚損・鼠損

85-11 85-11 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 文久3.2 1863 汚損・水損・鼠損

85-12 85-12 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 文久4.2 1864 鼠損

85-13 85-13 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 明治3.2 1870 水損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

85-14 85-14 7 戸口・諸改 人数増減点合帳 友行村 書冊 1 明治4.3 1871 汚損・鼠損

86-1 86-1 7 戸口・諸改 家数人数書上げ帳控え 友行村庄屋、年
寄、百姓代

小堀主税役所 書冊 1 文政11.11 1828 鼠損・汚損

86-2 86-2 7 戸口・諸改 家数人数寄目録 友行村 書冊 1 近世丑 汚損・鼠損

86-3 86-3 7 戸口・諸改 家数人数書上げ帳 友行村 書冊 1 天保2.2 1831 汚損・鼠損

86-4 86-4 7 戸口・諸改 家数人数男女寄目録 友行村 書冊 1 天保7.2 1836 鼠損・汚損

86-5 86-5 7 戸口・諸改 家数人数寄目録 友行村 書冊 1 天保9.2 1838

86-6 86-6 7 戸口・諸改 家数人数寄目録 友行村 書冊 1 天保10.12 1839 虫損・汚損

86-7 86-7 7 戸口・諸改 家数人数目録 友行村 書冊 1 天保14 1843 汚損・虫損

86-8 86-8 7 戸口・諸改 高并に家数人数書上帳控え 友行村庄屋治
作、年寄利右衛
門

津久井治郎兵
衛

書冊 1 天保15.3.20 1844 汚損・虫損

86-9 86-9 7 戸口・諸改 家数人数寄目録 友行村 書冊 1 嘉永3.2 1850 汚損・鼠損

87-1 87-1 7 戸口・諸改 一向宗門徒書上げ帳 友行村 書冊 1 文政12.2 1829 虫損・汚損、鉛筆書
あり
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岡治茂夫氏文書(1)目録

87-2 87-2 7 戸口・諸改 一向宗門徒書上げ帳 友行村 書冊 1 文政13.2 1830 汚損・虫損、鉛筆書
あり

87-3 87-3 7 戸口・諸改 一向宗門徒書上げ帳 友行村 書冊 1 天保2.2 1831 汚損、鉛筆書あり

88-1 88-1 7 戸口・諸改 真言宗門徒書上げ帳 友行村 書冊 1 文政13.2 1830 汚損・虫損

88-2 88-2 7 戸口・諸改 宗旨家数等書上げ帳 友行村 書冊 1 天保3.2 1832 鉛筆書あり

88-3 88-3 7 戸口・諸改 宗旨家数等書上げ帳 友行村 書冊 1 天保4.2 1833 汚損・虫損

89-1 89-1 7 戸口・諸改 宗門改め寺請并に家数人別
牛馬員数帳控え

友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政7.3 1824 汚損

89-2 89-2 7 戸口・諸改 宗門改め寺請并に家数人別
牛馬員数帳控え

友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政10.3 1827

89-3 89-3 7 戸口・諸改 宗門改め寺請并に家数人別
牛馬員数帳控え

友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政10.3 1827 汚損・虫損

89-4 89-4 7 戸口・諸改 宗門改め寺請并に家数人別
牛馬員数帳控え

友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政11.3 1828 汚損・虫損

90-1 90-1 7 戸口・諸改 宗門改め寺請并に家数人別
増減寄帳控え

友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政10.3 1827

90-2 90-2 7 戸口・諸改 宗門改め寺請并に家数人別
増減寄帳控え

友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政11.3 1828 汚損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

91-1 91-1 7 戸口・諸改 友行村百姓五人組改め帳控
え

友行村庄屋、年
寄

小沢新三郎他2
名

書冊 1 文政元.11.27 1818 汚損・鼠損

91-2 91-2 7 戸口・諸改 友行村百姓五人組改め帳控
え

友行村庄屋、年
寄

小沢新三郎他2
名

書冊 1 文政2.11.28 1819 挟込文書一件（状3
点）あり、汚損、鼠損
大・閲覧停止

91-3 91-3 7 戸口・諸改 仕置五人組帳控え 友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政10.3 1827

91-4 91-4 7 戸口・諸改 仕置五人組帳控え 友行村百姓代、
年寄、庄屋

小堀主税役所 書冊 1 文政11.3 1828 虫損・汚損

91-5 91-5 7 戸口・諸改 五人組改め帳 書冊 1 文政12.2 1829 汚損・鼠損・虫損

92-1 92-1 7 戸口・諸改 宗旨送り手形 寺本村昆陽寺
遍照院

友行村観音寺 状 1 明和6.3.5 1769 鼠損・虫損、ボール
ペン書込あり

92-2 92-2 7 戸口・諸改 宗旨送り手形 桑津村安楽寺 伊丹町清厳寺 状 1 文化9.2 1812 鼠損・汚損、ボール
ペン書込あり

92-3 92-3 7 戸口・諸改 宗旨送り手形 寺町如来院 友行村観音寺 状 1 文政12.正 1829 虫損・鼠損、ボール
ペン書込あり

92-4 92-4 7 戸口・諸改 宗旨送り手形 西蓮寺 石蓮寺村奥法
寺

状 1 弘化3.2 1846 鼠損、ボールペン・
鉛筆書込あり

93 93 7 戸口・諸改 人別送りにつき一札 友行村願主 親
甚左衛門、庄屋
甚吉

松平遠江守領
分友行村庄屋
仁右衛門

状 1 天保8.正 1837 鼠損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

94-1 94-1 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行高宮清右
衛門他1名

書冊 1 天保10.2 1839 鼠損・虫損

94-2 94-2 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 高宮清右衛門
他1名

書冊 1 天保12.2 1841 虫損

94-3 94-3 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行岡沢和平
太他1名

書冊 1 弘化2.2 1845 汚損

94-4 94-4 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行岡沢和平
太他1名

書冊 1 弘化5.2 1848 汚損・鼠損

94-5 94-5 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行押鴨宗吾
他1名

書冊 1 嘉永5.2 1852 汚損

94-6 94-6 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行押鴨宗吾
他1名

書冊 1 嘉永7.2 1854 汚損

94-7 94-7 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行押鴨宗吾
他1名

書冊 1 安政4.2.22 1857 汚損

94-8 94-8 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行井出吾助
他1名

書冊 1 文久4.2 1864 鼠損・汚損

94-9 94-9 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行井出吾助
他1名

書冊 1 元治2.2 1865 鼠損・虫損

94-10 94-10 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 奉行井出吾助
他1名

書冊 1 慶応2.2 1866 汚損・鼠損・虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

94-11 94-11 7 戸口・諸改 宗門改帳控え 友行村 佐野七郎右衛
門

書冊 1 明治3.2 1870 汚損・虫損

95 95 戸口・諸改 寺社改め帳 摂州武庫郡友
行村

書冊 1 慶応元.8 1865 破損

96 96 戸口・諸改 西武庫村養専寺､本願寺一派
興正寺下寺である旨の口上

下間式部卿 小堀仁右衛門 状 1 延宝9.7.20 1681 包紙あり

97 97 戸口・諸改 難波村浄元寺､本願寺一派興
正寺下寺である旨の口上

下間式部卿 小堀仁右衛門 状 1 延宝9.7.23 1681 包紙あり

98 98 戸口・諸改 友行村観音寺につき本山より
末寺である旨証文

高野山大楽院 小堀仁右衛門 状 1 貞享3.7.28 1686 包紙あり

99 99 戸口・諸改 友行村寺社改め帳下書き 庄屋茂右衛門
他1名

書冊 1 元禄9.6 1696

100 100 戸口・諸改 歓喜天永代浴油料受取につ
き一札

昆陽寺年預通
照院他１寺

友行村庄左衛
門

書冊 1 享保5.8.18 1720 虫損

101 101 戸口・諸改 種池通い道が境内を通る件に
つき一札

友行村観音寺 種漬衆中 書冊 1 享保6.5.9 1721

102 102 戸口・諸改 常法寺無住につき川村七右
衛門忰観海を住職としたき旨
願上げ

友行村庄屋平
右衛門他1名

長谷川平左衛
門他2名

状 1 元文4.6 1739 虫損､川村七右衛門
は天満堀川蒔田和
泉守蔵屋敷内居住

103 103 戸口・諸改 宗旨寺送り証文 播州多可郡杉
原谷鳥羽村善
慶庵

状 1 寛延元.10 1748 虫損
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岡治茂夫氏文書(1)目録

104 104 戸口・諸改 牛頭天王社へ常夜灯明料とし
て田地寄付につき一札

大坂信濃町尼
屋半七他1名

友行村常法寺
他2名

状 1 寛延2.12 1749

105 105 戸口・諸改 塚口御坊境内松木伐取りにつ
き一札

摂州塚口村庄
屋十兵衛他9名

下間式部卿他1
名

状 1 明和2.8 1765 虫損

106 106 戸口・諸改 興門本堂再建費割り方の控え 友行村浄元寺
門徒

横帳 1 明和6 1769

107 107 戸口・諸改 大破の観音寺境内庫裏他修
覆の件につき口上

友行村庄屋仁
右衛門

寺社方役所 状 1 近世丑.5.27

108 108 戸口・諸改 観音寺地蔵寄進帳 書冊 1 文化12.正 1815

109-1 109-1 戸口・諸改 厨子・御堂修覆につき寄進帳 支配人源吉 書冊 1 文化12.4 1815

109-2 109-2 戸口・諸改 厨子・御堂修覆につき無尽目
録

支配人源吉 書冊 1 文化12.4.24 1815

110 110 戸口・諸改 地蔵堂再建奉加帳 支配人源吉 書冊 1 文化12.8 1815

111 111 戸口・諸改 御願塚村西光寺弟子僧を牛
頭天王社宮守に遣わすにつき
人別引請け一札雛形

御願塚村何寺
他1名

友行村他１村役
人中

状 1 天保6.10 1835

112 112 戸口・諸改 裁許絵図・証文の本紙所持せ
ざる旨口上書雛形

摂州川辺郡何
村何寺他1寺

寺社役所 書冊 1 天保11.9 1840
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岡治茂夫氏文書(1)目録

113 113 戸口・諸改 昆陽村西宿寺弟子僧を牛頭
天王社宮守に遣わすにつき人
別引請け一札

昆陽村西宿寺
他1名

友行村他1村役
人中

状 1 天保12.2 1841

114 114 戸口・諸改 行基開帳上物入用控え帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 弘化4.3 1847

115 115 戸口・諸改 末社秋津嶋神社由緒取調書 須佐男神社社
掌上山一郎他4
名

兵庫県知事大
森鐘一

書冊 1 明治33.7.19 1900 友行・時友村立会

116 116 戸口・諸改 末社牛頭神社由緒取調書 須佐男神社社
掌上山一郎他4
名

兵庫県知事大
森鐘一

書冊 1 明治33.7.19 1900 友行・時友村立会

117 117 戸口・諸改 西本願寺・興正寺本末争論及
関係書状類

状 14 延宝9～寛政3 1681～
1791

虫損､14点袋一括

118-1 118-1 金融 田地売り渡し証文 友行村庄屋治
右衛門他2名

友行村茂右衛
門

状 1 延宝8.極.26 1680 売主つち松､虫損

118-2 118-2 金融 田地譲り渡し証文 友行村庄屋喜
右衛門他

友行村茂右衛
門

状 1 貞享4.12.24 1687 譲主治右衛門､虫損

118-3 118-3 金融 田地譲り渡し証文 友行村孫右衛
門他2名

友行村茂右衛
門

状 1 元禄10.12 1697 虫損

118-4 118-4 金融 田畑譲り渡し証文 時友村十郎兵
衛他3名

友行村茂右衛
門

状 1 享保20.閏3.3 1735 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

118-5 118-5 金融 田地譲り渡し証文写し 善兵衛他2名ほ
か

公事役十人衆
中ほか

書冊 1 元文3.11.16～
宝暦9.11

1738～
1759

118-6 118-6 金融 田地譲り渡し証文 友行村甚右衛
門他2名

友行村茂右衛
門

状 1 文化3.11 1806 虫損

118-7 118-7 金融 田地譲り渡し・小作請負証文
写し

友行村伊右衛
門他4名

友行村茂右衛
門

書冊 1 文化6.9 1809 虫損

118-8 118-8 金融 田地譲り渡し証文 友行村甚右衛
門他2名

大坂玉沢町布
屋七兵衛

状 1 文化7 1810 虫損

118-9 118-9 金融 田地譲り渡し証文 友行村甚右衛
門他1名

友行村幸次郎 状 1 文化7.12 1810 鼠損

119 119 金融 田地質物証文・小作請負証文 友行村茂右衛
門他1名

友行村万兵衛 状 1 安政5.12 1858

120 120 金融 建家質物差入れ証文 友行村五郎兵
衛他2名

友行村茂右衛
門

状 1 明治元.12.2 1868

121-1 121-1 金融 金子借用証文 枚田久左衛門
他2名

友行村茂右衛
門

状 1 宝暦11.12 1761

121-2 121-2 金融 友行村方水論一件につき出
役入用金借用証文

猪名寺村小頭
小十郎他2名

友行村役人中 状 1 文政6.7.16 1823

121-3 121-3 金融 銀子借用証文 友行村次郎兵
衛他6名

舟屋久兵衛 状 1 嘉永元.8 1848 破損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

121-4 121-4 金融 銀子借用証文 友行村五郎兵
衛他8名

友行村役人中 状 1 嘉永元.8 1848

121-5 121-5 金融 銀子借用証文 友行村庄屋利
右衛門他3名

多田院村籏(ﾏ
ﾏ)兵衛

状 1 嘉永元.11.29 1848

121-6 121-6 金融 銀子借用証文 友行村五郎兵
衛他8名

友行村役人中 状 1 嘉永元.12 1848

121-7 121-7 金融 銀子借用証文 友行村みよ他8
名

友行村役人中 状 1 嘉永3.6 1850

121-8 121-8 金融 銀子借用証文 山田村所(ﾏﾏ)
右衛門

友行村仁右衛
門

状 1 嘉永3.12 1850 虫損･しみあり

121-9 121-9 金融 銀子借用証文 友行村米次郎
他5名

友行村重次郎 状 1 近世

122 122 金融 野間村又左衛門所持田地は
茂右衛門の買受け・所有であ
る旨一札

野間村六兵衛
他1名

友行村茂右衛
門

状 1 享保元.11.29 1716

123 123 土地・貢租（近世） 屋敷借り受け一札 友行村勘兵衛
他1名

友行村茂右衛
門

状 1 享保21.3.11 1736 虫損

124 124 金融 田地売代銀年賦銀覚え帳 横帳 1 寛政6.12 1794

125 125 農業経営・流通 伊丹新町米屋吉兵衛振り手
形銀不渡り出入りにつき控え

書冊 2 寛政8.12.18～
同9.2.16

1796～
1797

振り手形等の写し1点
含む
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

126 126 金融 家質銀・預ケ銀滞り出入りにつ
き控え

書冊 1 文化5.2.19～
同年.4.12

1808 表紙に「弐番帳」と記
載､虫損

127 127 金融 預ケ銀・家質銀出入り控え 友行村 書冊 1 文化5.7.朔～
同年.9.17

1808 表紙に「三番帳」と記
載

128 128 農業経営・流通 米売掛代銀等滞り他出入り控
え

友行村 書冊 1 文化5.9.25～
同6.正.13

1808～
1809

表紙に「四番帳」と記
載

129 129 土地・貢租（近代） 願書・返答書控え 書冊 1 享和3.閏正.13
～文化7.2.22

1803～
1810

虫損

130-1 130-1 金融 借財返済方控え 久代村治兵衛
他6名

取扱人森村甚
右衛門他2名

書冊 1 文化11.9 1814

130-2 130-2 農業経営・流通 実綿売り捌き方手狭・村々難
渋につき嘆願書

御料私領摂河
州七百八拾六
ケ村惣代

書冊 1 文政6.5.25 1823

131 131 金融 領主借入銀差引帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保2.12 1831

132 132 土地・貢租（近世） 凶作につき米拝借願書写し 友行村百姓惣
代治郎他2名

伊藤亀治 書冊 1 天保4.11.23 1833

133 133 土地・貢租（近世） 無利足三ヶ年賦拝借米割賦
帳

横帳 1 天保4.12.29 1833

134 134 土地・貢租（近世） 年貢米未納につき米拝借証
文

時友村出作年
番嘉兵衛他3名

友行村年寄仁
右衛門他1名

状 1 天保4.12.晦 1833
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

135 135 土地・貢租（近世） 拝借米割賦帳 横帳 1 天保8.正 1837 鼠損

136 136 土地・貢租（近世） 拝借米控え 庄屋利右衛門 横帳 1 嘉永2.12.25 1849

137 137 金融 質物証文の差戻しにつき一札 友行村茂右衛
門他2名

大坂布屋新三
郎

状 1 文久2.5 1862

138 138 金融 野間村五郎右衛門質入れ借
用銀出入りにつき加判人への
書状

佐藤源二郎 野間村藤右衛
門

状 1 近世.12.24 包紙あり

139 139 治水・水利 大市庄百間樋・野間友行村水
論公事につき大坂への召喚
状

備前他1名 野間村他1村庄
屋・年寄

状 1 丑(慶安2).8.5 (1649) 虫損､請求番号139
～142包紙一括

140 140 治水・水利 百間樋・野間村水論につき取
替手形

上大市村庄屋
善兵衛他17名

松平隼人正与
力大西権之丞
他3名

状 1 慶安2.8.10 1649 虫損､請求番号139
～142包紙一括

141 141 治水・水利 水引き込みにつき申し渡し 松平隼人与力
大西権之丞他3
名

野間・友行百姓
中

状 2 丑(慶安2).8.10 (1649) 図あり､請求番号139
～142包紙一括

142 142 治水・水利 水引き込みにつき申し渡し 曽我丹波与力
大須加伝左衛
門他3名

野間村他1村 状 3 慶安2.1219 1649 虫損､請求番号139
～142包紙一括

143 143 治水・水利 野間井・生津村水論裁許請け
状

野間村庄屋九
左衛門他6名

奉行 状 1 貞享5.3.18 1688 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

144 144 治水・水利 野間井用水取樋伏替修覆費・
樋数等諸色付込帳

友行村茂右衛
門他1名

書冊 1 正徳元 1711

145 145 治水・水利 武庫川樋普請帳 横帳 1 享保2.11.朔 1717

146 146 支配 切畑村・山子18ケ村立会土砂
留普請帳

松平遠江守家
来荒井藤助他1
名

書冊 1 享保14.正 1729

147 147 家 岡治氏関係諸出入り覚書 友行村岡治氏 書冊 1 元文3.7.18 1739 一部水論関係､虫損

148 148 治水・水利 伊孑志村悪水抜より新溝堀立
の件郷中への申渡しにつき願
上げ

野間村庄屋仙
右衛門他1名

長谷川平左衛
門他2名

状 1 元文5.7.29 1741 請求番号148～151･
161木箱一括

149 149 治水・水利 伊孑志村悪水抜より新溝堀立
の件につき一札

野間本郷村々
庄屋他1名

小林村庄屋他1
名中

状 2 元文5.7.21 1741 請求番号148～151･
161木箱一括

150 150 治水・水利 伊孑志村悪水抜より用水もら
い溝堀立につき郷人足赦免
願上げ

野間他1村庄
屋・年寄

代官 状 1 元文5.7.15 1741 請求番号148～151･
161木箱一括

151 151 治水・水利 伊孑志村悪水抜より新溝堀立
の件につき一札

野間村庄屋仙
右衛門他4名

長谷川平左衛
門他2名

状 1 元文5.7.21 1741 請求番号148～151･
161木箱一括

152 152 治水・水利 武庫川用水取り樋古木古釘
受取につき覚え

友行村庄屋茂
右衛門他2名

藤沢作兵衛 状 1 延享元.11.10

153 153 治水・水利 武庫川取り樋新継足入用割
賦銀受取につき覚え

東富松村庄屋
幸右衛門

友行村茂右衛
門

状 1 子(延享元).
極.15

包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

154 154 治水・水利 武庫川樋継足割賦銀友行村
分受取につき覚え

松平遠江守内
藤田権六他1名

東富松村庄屋
幸右衛門他2名

状 1 延享元.12.16

155 155 治水・水利 武庫川表普請人足差出を水
掛り筋村々へも申し付けるよう
願上

上瓦林村庄屋
理兵衛他15名

奉行 状 1 延享4.6.2 請求番号155～157
袋一括

156 156 治水・水利 武庫川表普請人足差出訴訟
につき返答書

武庫郡・川辺郡
18村庄屋・年寄

状 2 延享4.7 請求番号155～157
袋一括

157 157 治水・水利 武庫川表普請人足差出訴訟
につき返答書

状 1 延享4 請求番号155～157
袋一括

158 158 村政・村況（近世） 願書控え 書冊 1 宝暦2.正 1752 虫損・破損

159 159 村政・村況（近世） 伊丹への牛道拡張につき道
料請取一札

野間村庄屋仙
右衛門他3名

友行村茂右衛
門他4名

状 1 宝暦7.3 1757

160 160 治水・水利 常吉村大田溝堰所取水争論
下済につき取替せ証文

常吉村庄屋若
右衛門他2名

時友村庄屋惣
兵衛他14名

状 1 宝暦8.7.27 1758

161 161 治水・水利 伊孑志村地先新樋取払をめぐ
る出入りにつき申渡し写し

友行村 書冊 1 宝暦9.12 1759 虫損､請求番号148
～151･161木箱一括

162 162 治水・水利 武庫川表用水取り樋伏替え大
積帳

常田重平治他1
名

書冊 1 天明3.5 1783

163 163 治水・水利 武庫川表用水取り樋伏替え大
積帳

常田重平治他1
名

書冊 1 天明3.5 1783
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岡治茂夫氏文書(1)目録

164 164 治水・水利 武庫川表新田中野村新杭出
入り用帳

書冊 1 寛政5.8.21～
同6.4.26

1793

165 165 治水・水利 武庫川表新田中野村新杭出
入り控え

庄屋新右衛門 書冊 1 寛政5.8.21 1793 虫損

166 166 治水・水利 野間井水論につき取替和融
済口証文写し

書冊 2 寛政6 1794

167 167 治水・水利 野間・友行用水堰論出入り一
件控え

野間村庄屋長
左衛門他6名

奉行 書冊 1 寛政6.7.16 1794

168 168 治水・水利 友行・野間村用水出入りにつ
き願書等控え

書冊 1 寛政8.3.13～
同年.9.16

1796

169 169 治水・水利 野間井用水出入り願書等控え 書冊 1 寛政7.4.21 1795 茂右衛門所持

170 170 治水・水利 友行・野間村用水出入り願書
等控え

書冊 1 寛政7.4.21 1795

171 171 治水・水利 水論出入りにつき諸入用覚え
帳

横帳 1 寛政7.4 1795

172 172 治水・水利 野間井用水出入り願書控え 友行村庄屋庄
左衛門他1名

書冊 1 寛政7.9.6～同
8.4.24

1795～
1796

173 173 治水・水利 友行・野間村用水出入り願書 書冊 1 寛政7.9.5～同
8.2.3

1795～
1796

虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

174 174 治水・水利 立会分間帳 書冊 1 寛政8.7.3～同
年.10.9

1796 分間：測量の意､鼠損

175 175 治水・水利 観音堰論所の控え 井元友行村 書冊 1 寛政8.8.朔～
同9.7.朔

1796～
1797

虫損

176 176 治水・水利 野間井組七ケ村高覚え 状 1 近世

177 177 治水・水利 内分取扱存寄り書 絵師仲村宗治 双方論人衆中 書冊 1 近世巳.9 鼠損

178 178 治水・水利 番人足水貰い方心得違いに
つき詫び一札

生津村百姓代
吉兵衛

友行村他1村役
人中

横帳 1 寛政11.12 1799

179 179 治水・水利 水論分間帳 野間村他1村 横帳 1 享和2.7.17 1802 破損

180 180 治水・水利 百間樋掛り新規普請につき願
書控え・分合樋一件控え

野間村他1村 書冊 1 文化5.5.25～
同年.7.22

1808 表紙に「壱番」と記載

181 181 治水・水利 武庫川合樋一件控え 野間村他1村 書冊 1 文化5.7 1808 表紙に「弐番」と記載

182 182 治水・水利 茂右衛門所持田地より自分所
有田地へ筧掛越し余水引込
みにつき一札

野間村五左衛
門

友行村茂右衛
門

状 1 文政2.5 1819

183 183 治水・水利 野間井水論につき願書控え 書冊 1 文政6.6.16～
同年.7.20

1823

184 184 治水・水利 用水樋数書上げ帳 友行村年寄次
郎兵衛他1名

小堀主税役所 書冊 1 文政6.12 1823
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

185 185 治水・水利 野間井用水引き方出入りにつ
き下四ケ村より願書・返答書の
写し

書冊 1 文政7.5.15 1824 表紙に「壱番帳面」と
記載､下四ケ村：東富
松・武庫庄・西富松・
塚口､虫損

186 186 治水・水利 野間井用水引き方出入りにつ
き和談取扱人口上控え

書冊 1 文政7.4 1824 鼠損・虫損

187 187 治水・水利 樋方・山方奉行見分の控え 友行村庄屋五
郎兵衛

文政13.正.19 1830

188 188 治水・水利 山田村他三ケ村と昆陽村の井
水出入りに検使派遣につき言
上書

山田村他3村 奉行 状 1 近世.7

189 189 治水・水利 山田村他三ケ村と昆陽村の井
水出入りに検使派遣につき言
上書

山田村他3村 奉行 状 1 近世.7.17 虫損

190 190 治水・水利 昆陽村新田中野村と池尻村
他三八ケ村水除堤争論につき
裁許書

状 1 近世

191 191 治水・水利 野間井用水一件控え 書冊 1 近世 虫損・しみあり

192-1 192-1 土地・貢租（近世） 村領地替え証文写し 時友村庄屋弥
市兵衛他1名

友行村庄屋権
右衛門

状 1 元禄7.6.19 1694

192-2 192-2 土地・貢租（近世） 村領地替え証文 時友村庄屋平
右衛門他2名

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 元禄14.6.25 1701 虫損

－59－ 尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

192-3 192-3 土地・貢租（近世） 村領地替え証文 友行村庄屋庄
左衛門他1名

友行村庄屋茂
右衛門

状 1 宝永3.12.15 1706 虫損

192-4 192-4 土地・貢租（近世） 村領地替え証文 時友村年寄弥
三兵衛他2名

友行村庄屋太
兵衛

状 1 享保20 1735 虫損

192-5 192-5 土地・貢租（近世） 村領地替え証文 時友村年寄善
右衛門他2名

友行村庄屋太
兵衛

状 1 享保20.12 1735 虫損

193 193 土地・貢租（近世） 綿虫入り不作､百姓困窮につ
き借米願上

友行村庄屋太
兵衛他3名

秋庭又市他2名 状 1 享保11.2 1726

194 194 土地・貢租（近世） 村領地替えによる高増減の件
につき一札

時友村平左衛
門他7名

友行村庄屋茂
右衛門他2名

状 1 元文5.3 1740 虫損

195 195 土地・貢租（近世） 替え地による高増減の件につ
き一札

友行村平右衛
門他15名

友行村庄屋茂
右衛門他1名

状 1 元文5.3 1741 虫損

196 196 治水・水利 友行村水押帳控え 横帳 1 元文5 1741 元文5.6.9洪水の記
事あり

197 197 土地・貢租（近世） 不作につき立毛・綿作畝引き
割賦の件口上書

平兵衛他14名 庄屋茂右衛門 状 1 寛保元.8 1741

198 198 村政・村況（近世） 出作出入諸事願書控え 庄屋茂右衛門 書冊 1 寛保元.8 1741

199 199 村政・村況（近世） 出作高への諸入用銀割賦を
めぐり出入りにつき訴状

友行村庄屋茂
右衛門他6名

奉行 状 1 寛保元.8 1741
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200 200 村政・村況（近世） 出作出入り訴訟入用銀負担に
つき村中連判帳

友行村 横帳 1 寛保元.8.25 1741

201 201 村政・村況（近世） 出作時友村分年貢・諸入用銀
勘定書

友行村茂右衛
門他1名

状 1 寛保2.正 1742

202 202 村政・村況（近世） 時友村出作高へ割賦の諸入
用銀不納につき訴状

庄屋茂右衛門
病気につき代
五郎兵衛他2名

奉行 状 1 寛保2.7 1742

203 203 土地・貢租（近世） 時友村出作百姓が諸支配銀
支払勘定帳への印形拒否した
件につき申上

友行村庄屋茂
右衛門他2名

奉行 状 1 延享元.12.7 1744 虫損

204 204 村政・村況（近世） 時友村出作出入りの件奉行所
より仰渡しにつき友行村・時友
村出作より申上げ一札

友行村庄屋茂
右衛門他18名

奉行 状 1 延享2.5.24 1745 虫損

205 205 土地・貢租（近世） 稲・綿作のうち格別不作の綿
作へ年貢用捨を割付られたい
旨願上

出郷百姓吉兵
衛他

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 延享4.10 1747

206-1 206-1 土地・貢租（近世） 綿作用捨帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文化8.11.17 1811

206-2 206-2 土地・貢租（近世） 綿作用捨割り帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文化12.11.16 1815

206-3 206-3 土地・貢租（近世） 綿作用捨割り帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文政3.11.16 1820
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207-1 207-1 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文化8.11.17 1811 鼠損

207-2 207-2 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文政3.11.16 1820

207-3 207-3 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保2.12.5 1831

207-4 207-4 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 安政4.11.29 1857

207-5 207-5 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 明治3.11.23 1870

208 208 土地・貢租（近世） 綿作場帳 横帳 1 文化12.11.16 1815

209 209 村政・村況（近世） 長谷川氏領友行村出作百姓
出訴につき支配銀割賦目録
帳写し

横帳 1 文化13.12 1816 袋あり

210 210 村政・村況（近世） 長谷川氏領友行村出作百姓
支配銀割賦方出入りにつき入
用控え

横帳 1 文化14.正 1817 袋あり

211 211 村政・村況（近世） 長谷川氏領友行村出作百姓
支配銀割賦関係証文控え

阿部鉄丸領分
友行村仁右衛
門他6名

奉行 書冊 1 文政元.5 1818 鼠損

212 212 村政・村況（近世） 庄屋分家惣右衛門が日役を
勤める件につき申分あり､自分
たちも日役勤めたい旨願上げ

友行村百姓又
右衛門他4名

庄屋長兵衛 状 1 文政6.4 1823
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213 213 土地・貢租（近世） 綿作方見分帳 横帳 1 文政5.9.3 1822 鼠損

214 214 土地・貢租（近世） 綿作不作につき年貢宥免願
い

友行村平左衛
門他1名

須藤亀右衛門
他2名

状 1 (文政5).9 (1822) 鼠損

215 215 村政・村況（近世） 役人細見廻村諸入用組割り
帳

横帳 1 文政7.12.5 1824

216 216 土地・貢租（近世） 田方植付届け書上げ帳 友行村庄屋長
兵衛他1名

小堀主税役所 書冊 1 文政8.5 1825 虫損

217-1 217-1 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保7.12.5 1836

217-2 217-2 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保8.12.16 1837

217-3 217-3 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保9.11.朔 1838

217-4 217-4 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保10.12.朔 1839

217-5 217-5 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保11.12.朔 1840

217-6 217-6 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保12.12.朔 1841
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217-7 217-7 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 天保13.12.朔 1842

217-8 217-8 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 天保14.12 1843 しみあり

217-9 217-9 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 天保15.12 1844 鼠損

217-10 217-10 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋利右衛門 横帳 1 弘化2.12 1845

217-11 217-11 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋利右衛門 横帳 1 弘化4.11.18 1847 虫損

217-12 217-12 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋利右衛門 横帳 1 嘉永元.2 1848 しみあり

217-13 217-13 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永3.12.2 1850

217-14 217-14 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永4.12.6 1851

217-15 217-15 土地・貢租（近世） 下作米銀取り帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永6.12.4 1853

217-16 217-16 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永7.11.26 1854

217-17 217-17 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 安政2.11.26 1855

217-18 217-18 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 安政3.11.26 1856
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217-19 217-19 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 安政4.11.29 1857

217-20 217-20 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政5.12.3 1858

217-21 217-21 土地・貢租（近世） 下作宛米銀取立帳 庄屋治郎兵衛 横帳 1 文久2.12.4 1862

217-22 217-22 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 岡治茂右衛門 横帳 1 慶応元.12 1865

217-23 217-23 土地・貢租（近世） 下作宛米銀取立帳 横帳 1 慶応2.11 1866

217-24 217-24 土地・貢租（近世） 下作年貢入り帳 横帳 1 慶応2.12.上旬 1866

217-25 217-25 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 慶応3.12 1867

217-26 217-26 土地・貢租（近世） 下作宛米銀取立帳 横帳 1 慶応3.12.5 1867

217-27 217-27 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 明治元.12 1868

217-28 217-28 土地・貢租（近世） 下作米銀勘定帳 横帳 1 明治2.12.上旬 1869

217-29 217-29 土地・貢租（近世） 下作宛米取立帳 横帳 1 明治3.12 1870

217-30 217-30 土地・貢租（近世） 下作米銀取立帳 横帳 1 明治4.12 1871

217-31 217-31 土地・貢租（近世） 下作宛米銀取立帳 横帳 1 明治4.12.15 1871
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217-32 217-32 土地・貢租（近世） 下作取立算用帳 横帳 1 明治4.12 1871

217-33 217-33 土地・貢租（近代） 下作貢米取立算用帳 横帳 1 明治6.12 1873 虫損

217-34 217-34 土地・貢租（近代） 小作租税金取立帳 横帳 1 明治6.12 1873 虫損

217-35 217-35 土地・貢租（近代） 小作貢米勘定帳 横帳 1 明治7.10 1874

217-36 217-36 土地・貢租（近代） 下作入米勘定帳 横帳 1 明治9.10 1876

217-37 217-37 土地・貢租（近代） 下作宛米勘定帳 横帳 1 明治10.12 1877

217-38 217-38 土地・貢租（近代） 下作入米控え帳 岡治茂右衛門 横帳 1 明治10.11 1877

217-39 217-39 土地・貢租（近代） 下作入米控え帳 横帳 1 明治11.12.上
旬

1878

217-40 217-40 土地・貢租（近代） 下作宛米勘定帳 横帳 1 明治11.12 1878

217-41 217-41 土地・貢租（近代） 下作宛米勘定帳 横帳 1 明治12.12 1879 虫損

217-42 217-42 土地・貢租（近代） 下作入米控え帳 横帳 1 明治12.10 1879

217-43 217-43 土地・貢租（近代） 小作宛米勘定帳 横帳 1 明治13.10 1880

217-44 217-44 土地・貢租（近代） 小作宛米勘定帳 横帳 1 明治14.10 1881
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217-45 217-45 土地・貢租（近代） 下作入米控え帳 横帳 1 明治14.旧
10.13

1881

217-46 217-46 土地・貢租（近代） 下作入米控え帳 横帳 1 明治15.12 1882

217-47 217-47 土地・貢租（近代） 小作宛米勘定帳 横帳 1 明治15.旧12 1882

217-48 217-48 土地・貢租（近代） 小作納米勘定帳 友行村岡治政
吉

横帳 1 明治18.1 1885

217-49 217-49 土地・貢租（近代） 小作宛米勘定帳 東本岡治 横帳 1 明治8.10 1875 虫損

217-50 217-50 土地・貢租（近代） 小作宛米勘定帳 東本岡治 横帳 1 明治19 1886

217-51 217-51 土地・貢租（近代） 小作入米控え帳 東本岡治 横帳 1 明治19 1886 虫損

217-52 217-52 土地・貢租（近代） 小作米受取控え帳 本岡治小作掛 横帳 1 明治21 1888 虫損

217-53 217-53 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治 横帳 1 明治22 1889

217-54 217-54 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治 横帳 1 明治23 1890

217-55 217-55 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治 横帳 1 明治24 1891

217-56 217-56 土地・貢租（近代） 小作米受取控え帳 本岡治 横帳 1 明治26 1893
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217-57 217-57 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治氏 横帳 1 明治27 1894

217-58 217-58 土地・貢租（近代） 小作米取高控え帳 本岡治氏 横帳 1 明治31.10 1898 虫損

217-59 217-59 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治氏 横帳 1 明治32 1899

217-60 217-60 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治氏 横帳 1 明治33 1900 虫損

217-61 217-61 土地・貢租（近代） 小作米受取帳 本岡治氏 横帳 1 明治34 1901

217-62 217-62 土地・貢租（近代） 小作米取立勘定帳 岡治茂夫 横帳 1 明治35 1902

217-63 217-63 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治氏 横帳 1 明治35 1902

217-64 217-64 土地・貢租（近代） 小作米受取控え帳 本岡治氏 横帳 1 明治36 1903

217-65 217-65 土地・貢租（近代） 小作米受取控え帳 本岡治 横帳 1 明治37 1904

217-66 217-66 土地・貢租（近代） 小作米受取帳 本岡治 横帳 1 明治40 1907 破損

217-67 217-67 土地・貢租（近代） 小作米受取帳 横帳 1 明治41 1908

217-68 217-68 土地・貢租（近代） 小作米受取帳 本岡治 横帳 1 明治42.旧10.
下旬

1909

217-69 217-69 土地・貢租（近代） 小作米受取帳 本岡治氏 横帳 1 明治43 1910

－68－ 尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考
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217-70 217-70 土地・貢租（近代） 小作米受取帳 本岡治氏 横帳 1 大正3 1914

217-71 217-71 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治氏 横帳 1 大正4 1915

217-72 217-72 土地・貢租（近代） 小作米当座受取帳 本岡治氏 横帳 1 大正5 1916

217-73 217-73 治水・水利 小作米当座受取帳 横帳 1 大正6 1917

218 218 治水・水利 友行村水押し田畑控え 書冊 1 慶応2.8 1866 鼠損

219 219 土地・貢租（近代） 土地登記名義書換え請求訴
訟答弁につき区会開催につき
参集すべき旨通達

区会議長小西
甚平

友行村区会議
員岡治龍蔵

仮綴 1 明治34.9.15 1901 原告川辺郡切畑村､
被告友行村の答弁に
ついての議案も添付

220-1 220-1 土地・貢租（近代） 小作米蔵入り控え帳 本岡治氏 横帳 1 明治44 1911

220-2 220-2 土地・貢租（近代） 小作米蔵入り控え帳 本岡治 横帳 1 大正2.11.下旬 1913

221 221 村政・村況（近世） 長尾山見分宿泊入用割りにつ
き覚え

切畑村 大鹿村組他3組
庄屋中

状 1 近世.2.28 請求番号221･222包
紙一括

222 222 村政・村況（近世） 土砂留奉行宿泊入用銀割賦・
徴収につき廻状の写し

加茂村七右衛
門

大鹿村他3村庄
屋中

状 2 近世子.8 廻状添え状1点含む､
請求番号221･222包
紙一括

223 223 土地・貢租（近世） 金楽寺村へ質入れ田地控え
帳

友行村百姓 書冊 1 近世
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岡治茂夫氏文書(1)目録

224 224 治水・水利 武庫川以西大洪水切所水入
り絵図

図 1 (元文5) 1740 元文5.6.9夜・同
年.7.28夜～29に大
洪水あり､69×109㎝､
虫損

225 225 治水・水利 武庫川周辺水利絵図 図 2 近世 145×106㎝､
108×157㎝､虫損

226 226 治水・水利 寛政年中水論絵図 岡治茂右衛門 図 1 (寛政) 1801 裏面に岡治氏による
定書記す､絵師仲村
宗治筆・岡治氏所有
物(非村持),134×407
㎝

227 227 土地・貢租（近代） 友行村地籍図 横帳 1 明治13.5.10 1880

228 228 支配 御用銀赦免願上 友行村庄屋茂
右衛門他1名

佐藤源次郎 状 2 寛保2.4 1742

229-1 229-1 支配 御用銀赦免惣百姓より願上の
旨申上げ

友行村茂右衛
門他1名

佐藤源次郎 状 1 寛保2.4 1742

229-2 229-2 支配 領主への御用銀赦免願上に
つき依頼状

友行村百姓七
郎兵衛他13名

友行村庄屋茂
右衛門他1名

状 1 寛保2.4.3 1742

230-1 230-1 支配 御用銀返済につき村々割り方
の覚え

時友村年番甚
右衛門他4名

庄屋茂右衛門 状 1 寛保3.12 1743

230-2 230-2 支配 御用銀返済につき村々割り方
の覚え

時友村年番伊
兵衛他6名

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 延享元.2 1744
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230-3 230-3 支配 御用銀返済につき村々割り方
の覚え

時友村出作年
寄新右衛門他7
名

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 延享2.12 1745

230-4 230-4 支配 御用銀返済につき村々割り方
の覚え

時友村出作年
番次左衛門他7
名

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 延享3.12 1746 虫損

230-5 230-5 支配 御用銀返済につき村々割り方
の覚え

時友村出作年
番藤右衛門他7
名

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 寛延元.12 1748

230-6 230-6 支配 御用銀返済につき村々割り方
の覚え

時友村出作年
番五右衛門他7
名

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 寛延2.12 1749

231 231 農業経営・流通 大坂表下屎百姓直請の腰札
申請に友行村は加わらない旨
願上げ

友行村百姓七
郎兵衛他13

庄屋茂右衛門
他1名

状 1 寛保4.2.11 1744

232 232 家 薬湯処方伝授書 亀岡周助勝直
極

入江九郎兵衛 状 1 寛政5.4 1793 連城湯の材料分量・
効能記す

233 233 農業経営・流通 万多羅寺村弥市兵衛酒株改
めにて役人印形なく闕所と
なった旨申上

桑津村伊左衛
門伯父伊丹荒
物屋善兵衛

役所 状 1 寛政6.10 1794

234 234 農業経営・流通 西桑津村酒株一件出入り控え 書冊 1 寛政6.4 1794

235-1 235-1 農業経営・流通 桑津村治郎右衛門酒株相続
につき三人の持合とする旨取
替しの一札写し

伊左衛門他1名 利左衛門 状 1 天明8.8 1788
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235-2 235-2 農業経営・流通 桑津村治郎右衛門酒株相続
につき三人の持合とする旨取
替しの一札写し

桑津村伊左衛
門他1名

利左衛門 状 1 天明8.8 1788

235-3 235-3 農業経営・流通 桑津村治郎右衛門酒株名前
替えにつき口上

桑津村酒造人
伊兵衛他3名

役所 状 1 天明8.8 1788

235-4 235-4 農業経営・流通 天明5年以来の酒造米高につ
き覚え

西桑津村酒株
人伊左衛門

北在酒家年行
事衆中

状 1 寛政6.3 1794

235-5 235-5 農業経営・流通 西桑津村伝右衛門ら所持酒
造株を貸株のところ差戻し出
入りにつき申上げ

西桑津村庄屋
利左衛門

北在酒家年行
司衆中

状 1 寛政6.5 1794

235-6 235-6 農業経営・流通 北組株年行司へ伊兵衛酒造
株の件につき照会

友行村茂右衛
門

状 1 寛政6.9 1794 虫損

235-7 235-7 農業経営・流通 酒株の所有状況につき書上
げ

桑津村願人伊
左衛門他3名

役所 状 1 寛政6.9.11 1794

235-8 235-8 農業経営・流通 伊左衛門酒株書上げへの年
寄奥印を取り除きたい旨願上
げ

桑津村願人年
寄五郎右衛門
他1名

役所 状 1 寛政6.9.13 1794

235-9 235-9 農業経営・流通 牧落村仁右衛門酒株の件に
つき口上

桑津村利左衛
門従弟友行村
幸次郎

役所 状 1 寛政6.9 1794

235-10 235-10 農業経営・流通 酒株貸付の件伊左衛門と出
入りにつき口上

桑津村利左衛
門他3名

役所 状 1 寛政6.10.18 1794
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236 236 村政・村況（近世） 助松屋九郎兵衛より預り物控
え

横帳 1 享和元.正 1801

237 237 村政・村況（近世） 長谷川氏領友行村甚右衛門
他3名身代限り附立て帳

友行村甚右衛
門他15名

奉行 横帳 1 文化8.12.17 1811

238 238 村政・村況（近世） 村髪結・番非人・博奕人三ヶ
条言上向々願書控え

摂河村々惣代 書冊 1 文政9.2 1826

239 239 村政・村況（近世） 江戸廻米規定書・郡中願書写
し

摂州菟原郡
村々惣代鍛冶
屋村庄屋市左
衛門他12名

小堀主税役所 書冊 1 文政9 1826

240 240 村政・村況（近世） 家土蔵・納屋建て替え書上げ
帳

友行村庄屋治
郎兵衛他2名

小堀主税手代
坂根豊三郎

書冊 1 文政10.8.29 1827

241 241 支配 見掛け御用銀名前帳村方控
え

友行村庄屋五
郎兵衛

横帳 1 文政12.6.25 1829

242-1 242-1 支配 高掛り御用銀割符帳 友行村 横帳 1 文政12.7 1829

242-2 242-2 支配 高掛り・見掛け御用銀覚え帳 横帳 1 文政13.12 1830

242-3 242-3 支配 高掛り・見掛け御用銀覚え帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保2.12.5 1831

242-4 242-4 支配 高掛り・見掛け御用銀覚え帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保3.12 1832
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243 243 支配 御用銀上納の通い 横帳 1 文政12.9 1829 鼠損

244 244 支配 西宮駅への助郷人足代銀受
取覚え

西宮庄屋植村
七右衛門

友行村 仮綴 1 文政13～安政
7

1830～
1860

245 245 金融 冥加加勢金銀上納目録 友行村庄屋仁
右衛門他1名

伊藤亀作 横帳 1 天保5.正.25 1834

246 246 支配 改革・大坂出火等臨時入用割
賦帳

庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保5.12 1834 鼠損

247 247 金融 冥加銀取立帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保7.6 1836

248 248 金融 調達講掛銀割賦帳 横帳 1 天保8.12 1837 虫損

249-1 249-1 村政・村況（近世） 御手宛米割賦帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保8.正 1837

249-2 249-2 村政・村況（近世） 御手宛割賦帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永3.11 1850

250 250 金融 調達講請取通い 尼崎勘定元他4
名

友行村 横帳 1 天保10 1839

251 251 村政・村況（近世） 大砲費用割賦帳 横帳 1 天保13.12.20 1842

252 252 村政・村況（近世） 明暗寺前出役の取締印書改
めにつき証

明暗寺出役代
魯堂

友行村役人中 状 1 天保14.4 1843
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253 253 支配 尼崎藩主厄除け祈祷執行の
控え

書冊 1 天保15.5 1844

254 254 支配 本丸普請御用銀受取の通い 中島大助他2名 友行村役人中 書冊 1 弘化3 1846

255 255 村政・村況（近世） 賄い小取替え帳 生瀬屋善三郎 友行村役人中 横帳 1 嘉永元 1848

256 256 支配 寺強盗被害届 友行村社僧常
法寺他2名

奉行 状 1 嘉永6.6.8 1853

257 257 支配 異国船渡来につき軍用人足
控え

庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永7.9.19 1854

258 258 金融 銀札引請控え帳 横帳 1 安政4.6.11 1857

259 259 支配 軍用人足賃控え帳 横帳 1 元治元.12 1864

260 260 家 家督相続届 岡治龍蔵他1名 武庫村長橋本
四郎兵衛

書冊 1 明治27.3 1894

261-1 261-1 農業経営・流通 桑津村利左衛門酒株一件奥
印の件につき書状

状 1 近世.5.29 請求番号261-1～21
包紙一括

261-2 261-2 農業経営・流通 幸治郎に対する慰労・源次郎
差し遣し等につき書状

布屋七兵衛 岡治茂右衛門 状 1 近世.7.4 虫損､請求番号261-
1～21包紙一括

261-3 261-3 農業経営・流通 南部表へ他行中訪問受ける
につき礼状

小川左門 岡治茂右衛門 状 1 近世.7.4 請求番号261-1～21
包紙一括
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261-4 261-4 村政・村況（近世） 返済銀出入りの件大坂町奉行
所への願出につき書状

状 1 近世.12.12 請求番号261-1～21
包紙一括

261-5 261-5 農業経営・流通 桑津村利左衛門酒株一件子
息より伝え聞くにつき書状

入江利左衛門 岡治茂右衛門 状 1 近世.9.23 請求番号261-1～21
包紙一括

261-6 261-6 農業経営・流通 桑津村酒株一件につき事を急
がないようにすべき旨書状

助松屋九郎兵
衛

岡 茂右衛門 状 1 近世.6.6 虫損､請求番号261-
1～21包紙一括

261-7 261-7 農業経営・流通 桑津村酒株出入り､相手伊左
衛門差上げの書付の奥印に
つき申上げ

桑津村利左衛
門

役所 状 1 寛政6.9 1794 請求番号261-1～21
包紙一括

261-8 261-8 農業経営・流通 理左衛門酒株一件等につき
頼み上げの書状

九郎兵衛 茂右衛門 状 1 近世.12.朔 請求番号261-1～21
包紙一括

261-9 261-9 支配 御用筋あるため九郎兵衛来宅
を一日延期するよう伝える書
状

月番江川庄作 糀町助松屋九
郎兵衛

状 1 近世.3.26 請求番号261-1～21
包紙一括

261-10 261-10 農業経営・流通 酒株出入り伊左衛門書付奥
書一件使いをもって伝えられ
るにつき返事

入江利左衛門 岡治茂右衛門 状 1 近世.9.15 請求番号261-1～21
包紙一括

261-11 261-11 農業経営・流通 酒株一件につき酒造年行司
へ親類友行村茂右衛門が訪
ねた項目につき覚え

利左衛門 状 1 近世寅.9 請求番号261-1～21
包紙一括

261-12 261-12 農業経営・流通 桑津村酒株一件につき願上
げ

桑津村庄屋利
左衛門他2名

役所 状 1 寛政6.9 1794 請求番号261-1～21
包紙一括
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261-13 261-13 農業経営・流通 桑津村酒株一件理左衛門印
形預け置き等につき書状

九 茂 状 1 近世.9.13 請求番号261-1～21
包紙一括

261-14 261-14 家 先年隠居・落髪したことや西
国順礼につき書状

了観 茂右衛門 状 1 近世.6.10 虫損､請求番号261-
1～21包紙一括

261-15 261-15 家 入湯に関わる指図等につき書
状

了観他1名 岡治茂右衛門 状 1 近世.3.21 請求番号261-1～21
包紙一括

261-16 261-16 村政・村況（近世） 立毛見分の日にちにつき覚え 昆陽村役人 長兵衛他1名 状 1 近世.閏-.11 請求番号261-1～21
包紙一括

261-17 261-17 家 狂言せりふ抜書き 状 1 近世 請求番号261-1～21
包紙一括

261-18 261-18 家 後日参上の約束・お産の事等
につき書状

状 1 近世.6.13 虫損､請求番号261-
1～21包紙一括

261-19 261-19 金融 清右衛門他7名分元利銀につ
き覚え

状 1 近世 請求番号261-1～21
包紙一括

261-20 261-20 家 追悼・追善の句書上げ 状 1 近世 請求番号261-1～21
包紙一括

261-21 261-21 農業経営・流通 売買世話につき書状 播岡 岡治茂右衛門 状 1 近世.4.10 請求番号261-1～21
包紙一括

262 262 家 御遺状百箇條 書冊 1 近世 写本
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263 263 支配 長谷川氏領講株立て・加入人
名前

書冊 1 近世辰.12

264 264 支配 積立主法講仕法帳 御講方 書冊 1 近世

265 265 支配 調達講仕法帳 勘定元 友行村 書冊 1 近世

266-1 266-1 村政・村況（近世） 節季揃・大黒舞村中米麦集め
帳

友行村 横帳 1 天明7.11 1787

266-2 266-2 村政・村況（近世） 節季揃・大黒舞村中米麦集め
帳

友行村役人 横帳 1 文化7.12 1810

267-1 267-1 村政・村況（近世） 番給・節季揃大黒舞米麦渡し
帳

西方役人 横帳 1 天保8.9 1837

267-2 267-2 村政・村況（近世） 番給・節季揃大黒舞米麦渡し
帳

西方役人 横帳 1 安政2.3 1857

268-1 268-1 村政・村況（近世） 村方取替物控え帳 庄屋新太郎 横帳 1 文化4.12 1807

268-2 268-2 村政・村況（近世） 村方取替物控え帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 天保9.正 1838

269-1 269-1 村政・村況（近世） 村方諸払い渡し帳 友行村 横帳 1 文政11.7 1828

269-2 269-2 村政・村況（近世） 村用諸払い渡し帳 庄屋五郎兵衛 横帳 1 文政13.12 1830

270-1 270-1 村政・村況（近世） 村用金銀出入り帳 庄屋五郎兵衛 横帳 1 天保3.10 1832
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270-2 270-2 村政・村況（近世） 村用金銀出入り帳 庄屋五郎兵衛 横帳 1 天保5.5 1834

271 271 金融 尼崎藩引替役所銀札貯置人
名前帳

友行村年寄仁
右衛門他1名

伊藤亀作 横帳 1 天保5.正.25 1834

272 272 村政・村況（近世） 村諸入用控え帳 友行村 横帳 1 天保10.6 1839

273-1 273-1 村政・村況（近世） 高掛り御用銀割り帳 横帳 1 天保13.10 1842

273-2 273-2 村政・村況（近世） 御用銀高掛り控え帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政6.11.28 1859

274 274 村政・村況（近世） 村方諸式取替帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 嘉永3.3 1850

275-1 275-1 村政・村況（近世） 支配目録 庄屋新太郎他1
名

横帳 1 文化4.12.5 1807

275-2 275-2 村政・村況（近世） 支配目録 年寄平左衛門 横帳 1 文化6.12.5 1809

275-3 275-3 村政・村況（近世） 支配目録 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文化8.12.5 1811 破損

275-4 275-4 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文化12.12.5 1815 破損

275-5 275-5 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文政元.12.5 1818
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275-6 275-6 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文政2.12.5 1819

275-7 275-7 村政・村況（近世） 支配目録帳 年寄平左衛門
他1名

横帳 1 文政3.12.5 1820

275-8 275-8 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋長兵衛他1
名

横帳 1 文政5.12.5 1822

275-9 275-9 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋長兵衛他1
名

横帳 1 文政6.12.5 1823

275-10 275-10 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋長兵衛他1
名

横帳 1 文政7.12.5 1824

275-11 275-11 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋長兵衛他1
名

横帳 1 文政8.12.5 1825

275-12 275-12 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 文政9.12.5 1826

275-13 275-13 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 文政10.12.5 1827

275-14 275-14 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政11.12.5 1828

275-15 275-15 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政12.12.5 1829
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275-16 275-16 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政13.12.5 1830 中は白紙

275-17 275-17 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保2.12.5 1831

275-18 275-18 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保3.12.5 1832

275-19 275-19 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保4.12.5 1833

275-20 275-20 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保5.12.5 1834

275-21 275-21 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保6.12.5 1835

275-22 275-22 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保7.12.5 1836

275-23 275-23 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保8.12.5 1837

275-24 275-24 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保9.11.1 1838

275-25 275-25 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保10.12.1 1839
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275-26 275-26 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保11.12.1 1840

275-27 275-27 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 天保13.12.1 1842 虫損

275-28 275-28 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋次郎兵衛
他1名

横帳 1 天保14.12.1 1843 鼠損

275-29 275-29 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 天保15.12.1 1844 鼠損

275-30 275-30 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 弘化2.12.1 1845

275-31 275-31 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 弘化4.11.24 1847

275-32 275-32 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 嘉永元.12.2 1848 鼠損

275-33 275-33 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永3.12.2 1850

275-34 275-34 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永5.11.23 1852

275-35 275-35 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永6.12.4 1853
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275-36 275-36 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永7.11.26 1854

275-37 275-37 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政2.11.26 1855

275-38 275-38 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政3.11.28 1856

275-39 275-39 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政4.11.29 1857

275-40 275-40 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政5.12.3 1858

275-41 275-41 村政・村況（近世） 支配目録帳 横帳 1 安政6.11.28 1859

275-42 275-42 村政・村況（近世） 支配目録帳 横帳 1 万延元.11.27 1860

275-43 275-43 村政・村況（近世） 支配目録帳 庄屋治郎兵衛 横帳 1 文久2.12.4 1862

275-44 275-44 村政・村況（近世） 支配目録帳 横帳 1 元治元.12.4 1864

275-45 275-45 村政・村況（近世） 支配目録帳 横帳 1 慶応3.12.5 1867

275-46 275-46 村政・村況（近世） 支配目録帳 横帳 1 明治元.12.6 1868

275-47 275-47 村政・村況（近世） 支配目録帳 横帳 1 明治3.11.23 1870
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276 276 村政・村況（近世） 郷附け覚え帳 友行村庄屋五
郎兵衛

横帳 1 近世丑

277 277 村政・村況（近世） 村方金銀出入り帳 横帳 1 近世 前後表紙の表面が剥
落・文書表題等判読
不可能

278 278 村政・村況（近世） 村方日役人足覚え帳 村役人 横帳 1 安政2.正 1855

279-1 279-1 村政・村況（近世） 歩行普請入用割賦帳 阿部領百姓惣
代仁右衛門他1
名

庄屋茂右衛門
他3名

横帳 1 文化14.12 1817

279-2 279-2 村政・村況（近世） 歩行普請入用割り符帳 阿部領百姓惣
代仁右衛門他1
名

庄屋茂右衛門
他3名

横帳 1 文化14.12 1817

279-3 279-3 村政・村況（近世） 歩行普請入用割賦帳 横帳 1 天保12.12 1841

280 280 村政・村況（近世） 髪結歩行藤吉一件入用割り
控え

横帳 1 近世

281 281 村政・村況（近世） 歩行髪結市蔵作事・母死去余
内銀につき費割り帳

役人・惣百姓 横帳 1 文政9.12 1826 西方・東方立会

282-1 282-1 村政・村況（近世） 歩行合力割合帳 横帳 1 文政10.12 1827

282-2 282-2 村政・村況（近世） 番人合力割合帳 横帳 1 文政10.12 1827
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283 283 村政・村況（近世） 臨時番人合力割符帳 役人・惣百姓 横帳 1 天保12.7 1841 西方・東方立会

284 284 村政・村況（近世） 歩行番人合力割賦帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 安政元.12 1854

285 285 村政・村況（近世） 歩行取次合力帳 横帳 1 近世子.12.5

286 286 土地・貢租（近世） 先納銀控え帳 横帳 1 天保9.10 1838

287 287 土地・貢租（近世） 御宥免割賦帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保12.12 1841

288 288 土地・貢租（近世） 年貢諸掛り取立仮帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 近世

289 289 治水・水利 井水出入諸事控え 友行村 横帳 1 享和2.正 1802

290 290 治水・水利 野間井水論出入につき諸入
用帳

横帳 1 文政7.12.9 1824

291 291 治水・水利 役人杭木通い 髭茶屋安右衛
門

横帳 1 天保6.3 1835

292-1 292-1 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋新太郎他1
名

横帳 1 文化2.11.17 1805

292-2 292-2 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文化10.11.17 1813
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292-3 292-3 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文政元.11.17 1818

292-4 292-4 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋茂右衛門
他1名

横帳 1 文政2.11.16 1819

292-5 292-5 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋長兵衛他1
名

横帳 1 文政6.11.16 1823

292-6 292-6 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋長兵衛他1
名

横帳 1 文政7.11.16 1824

292-7 292-7 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 文政9.12.5 1826

292-8 292-8 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 文政10.12.5 1827

292-9 292-9 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政11.12.5 1828

292-10 292-10 土地・貢租（近世） 村方出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政12.12.5 1829

292-11 292-11 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋五良兵衛
他1名

横帳 1 文政12.12.5 1829

292-12 292-12 土地・貢租（近世） 村方出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政13.12.5 1830
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292-13 292-13 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 文政13.12.5 1830

292-14 292-14 土地・貢租（近世） 村方出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保3.11.5 1832

292-15 292-15 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保3.11.17 1832

292-16 292-16 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保5.12.5 1834

292-17 292-17 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保6.12.5 1835

292-18 292-18 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保7.11.5 1836

292-19 292-19 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保8.11.5 1837

292-20 292-20 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保9.11.朔 1838

292-21 292-21 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保10.12.朔 1839

292-22 292-22 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保11.12.朔 1840
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292-23 292-23 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 天保12.12.朔 1841

292-24 292-24 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋治郎兵衛
他1名

横帳 1 天保13.12.朔 1842

292-25 292-25 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋治良兵衛
他1名

横帳 1 天保14.12.朔 1843

292-26 292-26 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 天保15.12.朔 1844 破損

292-27 292-27 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 弘化2.12.朔 1845

292-28 292-28 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 弘化4.11.24 1847

292-29 292-29 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋利右衛門
他1名

横帳 1 嘉永元.12.2 1848 鼠損

292-30 292-30 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永2.12.2 1849

292-31 292-31 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永4.12.6 1851

292-32 292-32 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永5.11.23 1852
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292-33 292-33 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永6.12.4 1853

292-34 292-34 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永7.11.26 1854

292-35 292-35 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政2.11.26 1855

292-36 292-36 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政3.11.28 1856

292-37 292-37 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政5.12.5 1858

292-38 292-38 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 安政6.11.28 1859

292-39 292-39 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 万延元.11.27 1860

292-40 292-40 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 庄屋治郎兵衛 横帳 1 文久2.12.4 1862

292-41 292-41 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 元治元.12.4 1864 鼠損

292-42 292-42 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 慶応3.12.5 1867

292-43 292-43 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 明治元.12.6 1868

－89－ 尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

岡治茂夫氏文書(1)目録

292-44 292-44 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 明治4.12.6 1871 鼠損

292-45 292-45 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 乙酉(文政8） (1825) 表紙欠

292-46 292-46 土地・貢租（近世） 出作勘定帳 横帳 1 嘉永2 1849 表紙欠

293-1 293-1 村政・村況（近世） 博奕掛諸式入用帳 横帳 1 文化11.12.8 1814

293-2 293-2 村政・村況（近世） 博奕掛り諸式入用帳 横帳 1 文化11.12.8 1814

293-3 293-3 村政・村況（近世） 博奕掛り諸式入用帳 横帳 1 文化12.11.19 1815

294 294 村政・村況（近世） つね・宇兵衛掛り諸入用帳 横帳 1 文政12.10.21 1829 虫損

295-1 295-1 村政・村況（近世） 生瀬屋善四郎賄方控え 友行村 横帳 1 文政12.正 1829 虫損・汚損

295-2 295-2 村政・村況（近世） 生瀬屋辰蔵賄い控え 横帳 1 天保5.正 1834

295-3 295-3 村政・村況（近世） 賄い小取替え帳 生瀬屋長兵衛 友行村役人中 横帳 1 天保15 1844

296 296 村政・村況（近世） 弥兵衛・きぬ無尽仕法割賦帳 村方 横帳 1 天保3.12 1832

297 297 金融 新調達講掛銀帳 横帳 1 天保10.12 1839
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298 298 金融 積立講銀月掛け上納帳 友行村世話方
庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永7.4 1854 鼠損

299 299 金融 積立講世話方名前帳 横帳 1 (嘉永7) 1854 しみあり

300 300 村政・村況（近世） 村方帳簿類を五郎兵衛より請
取につき控え

庄屋仁右衛門
他1名

横帳 1 嘉永4.2.23 1851

301 301 村政・村況（近世） 施行割り帳 市元 横帳 1 嘉永5.12.15 1852

302 302 村政・村況（近世） 施行米出方控え帳 西方・東方 横帳 1 万延2.3.5 1861

303 303 村政・村況（近世） 賄い勘定帳 ひげ安兵衛 野間村他1村役
人中

横帳 1 近世未.正

304 304 金融 銀取立帳 横帳 1 近世子

305 305 土地・貢租（近世） 先納銀等受取書 金穀方ほか 友行村役人中
ほか

仮綴 1 近世

306 306 土地・貢租（近世） 十分一大豆代銀・口米代銀等
取り集め控え

横帳 1 近世亥

307 307 支配 上野御宮普請手伝い御用銀
上納受取の通い

家松進右衛門
他1名

友行村役人中 横帳 1 天保13 1842

308 308 支配 御用につき召喚状 山本鉄弥ほか 友行村他1村ほ
か

仮綴 1 近世
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309 309 戸口・諸改 宗旨人別請取一札写し 西難波村光明
寺

東富松真光寺 状 1 寛政10.正.26 1798 友行村仁右衛門忰
養子罷越につき

310 310 村政・村況（近世） 友行村高・家数・人数書上げ
帳

友行村庄屋利
右衛門他1名

中嶋大助 書冊 1 弘化3.4.10 1846

311 311 土地・貢租（近世） 友行村内土地境界出入り控
え・出作地書上げ

断簡 1 享保9～安永3 1724 前後欠

312 312 村政・村況（近代） 山本次郎平より什長仲間へ差
入れの一札預り書

岡治平太 什長樋口正市
郎他1名

状 1 明治6.3 1873

313 313 土地・貢租（近世） 友行村永引分書上げ帳 年寄利右衛門 岸添与治右衛
門

書冊 1 天保5.7 1834

314 314 土地・貢租（近世） 年貢・米納・銀納控え帳 小横帳 2 近世

315 315 土地・貢租（近世） 年貢四分方銀納六分米納控
え

横帳 1 近世午.10

316 316 土地・貢租（近世） 河内屋常三郎出払い年貢米
帳

横帳 1 近世 破損

317 317 土地・貢租（近世） 御手形覚え帳 庄屋五郎兵衛
他1名

横帳 1 天保4.12 1833

318 318 村政・村況（近世） 諸入用銀東方・西方高割り帳 小横帳 1 安政6.11.28 1859

319 319 土地・貢租（近世） 金銀上納覚え 状 1 近世
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320 320 土地・貢租（近世） 友行村年貢米津出し依頼に
つき覚え

冨又 庄屋仁右衛門 状 1 近世寅.11.22

321 321 土地・貢租（近世） 二条蔵納年貢米内拵え人足
差配につき一札

京御池通大宮
西江入町差配
人井筒屋五郎
三郎他1名

摂州川辺郡他1
郡各惣代中

仮綴 1 文政9.11 1826 鼠損､請求番号321
～323一綴

322 322 土地・貢租（近世） 二条蔵納年貢米取扱につき
一札

（横大路問屋金
三郎）

仮綴 1 (文政10) (1827) 後欠､鼠損､請求番号
321～323一綴

323 323 土地・貢租（近世） 二条蔵納年貢米取扱につき
一札

(鳥羽大沢丈左
衛門他1名)

仮綴 1 (文政10) (1827) 前欠､鼠損､請求番号
321～323一綴

324 324 治水・水利 武庫川取樋古木釘受取・樋方
役所へ差上につき書状

とまつ幸右衛門 野間他1村庄屋
中

状 1 近世.11.11

325 325 治水・水利 用水引き方入用割り出入り出
訴につき奥書き

書冊 1 近世 しみあり

326 326 治水・水利 宝暦年中小林他2村新樋取払
い出入りにつき書き抜き

仮綴 1 明治26 1895

327 327 支配 枡座弦掛枡・木地枡買受け・
改め直しにつき覚え

状 2 近世申.4.22

328 328 支配 大多福豆調達依頼および受
取覚え

鈴木吉之助ほ
か

友行村庄屋利
右衛門ほか

仮綴 1 近世

329 329 支配 御用大多福豆の調達につき
依頼書

郷方 庄屋仁右衛門 状 2 近世.4.23・8.8
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330-1 330-1 支配 御用銀下げ渡しにつき書状 大庄屋岸添吉
右衛門

友行村庄屋五
郎兵衛他1名

状 2 近世丑.7.7

330-2 330-2 支配 御用銀の件相談につき召集
状

大庄屋岸添吉
右衛門

友行村庄屋五
郎兵衛他1名

状 1 近世.閏3.18

331 331 金融 講仕法書 尼崎勘定元 状 1 嘉永4.6 1851

332 332 村政・村況（近世） 友行村支配銀立替え出入りに
つき申合せ一札

仁右衛門他6名 状 1 文化15.4 1818

333 333 村政・村況（近世） 銀子勘定書 郷方ほか 友行村仁右衛
門他1名ほか

仮綴 1 近世

334 334 戸口・諸改 寄進銀受取証 友行村中 状 1 近世.3.16

335 335 村政・村況（近世） 蝋燭・酒等代銀請求書 津国屋清右衛
門

友行村役人衆
中

横帳 1 文政元 1818

336 336 村政・村況（近世） 村諸入用覚え 横帳 1 近世

337 337 戸口・諸改 地蔵菩薩再建勧化帳 勧化世話人源
吉

書冊 1 文化12.正.7 1815

338 338 支配 暴瀉病流行につき大目付触
れ写し

田辺壮蔵 横帳 1 近世午(安政5
ｶ).9.8

(1858) 破損

339 339 村政・村況（近代） 友行村戸籍の尼崎県第11区
への提出につき書状

第11区仮戸長
松田嘉平

友行村里正中・
村吏中

状 1 (明治4).7.26 (1871) 包紙あり
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340 340 支配 尼崎藩新領村々奉行巡見が
支障無く終わったことにつき礼
の廻状

大庄屋岸添吉
左衛門

南野村他2村新
領村々庄屋中

状 1 丑(文政
12).3.23

(1829)

341 341 村政・村況（近世） 虚無僧取締・証文受け渡し等
の件につき書状綴り

岸添与治右衛
門ほか

南野村他1村庄
屋中ほか

仮綴 1 近世

342 342 土地・貢租（近代） 小作米取り帳 横帳 1 近代

343 343 家普請見取り図 図 1 近世 34×23.5㎝

344 344 村政・村況（近世） 村明細帳・絵図等仕立て雛形
帳

書冊 1 近世

345 345 村諸入用勘定書 仮綴 1 近世

346 346 治水・水利 野間井水利絵図 図 1 近世 81×95㎝､虫損

347 347 治水・水利 野間井水利絵図 図 1 近世 81×56㎝､虫損
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