
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

吉田惣兵衛氏文書(2)目録

1 392-3 1支配 村借証文を新証文に切り替え
につき書状

金穀方御用所 生津村庄屋宗
兵衛・其外連印
中

状 1 近世.正.20 包紙あり

2-1 392-2 1支配 村借証文を新証文に切り替え
につき書状

鈴木治左衛門
他1名

生津村庄屋・年
寄・頭百姓中

状 1 近世.12.9 包紙あり

2-2 392-1 1支配 米預り手形を新証文に切り替
えにつき書状

鈴木治左衛門
他1名

生津村庄屋宗
兵衛

状 1 近世.12.20 包紙あり

3 393 1支配 先納銀元利皆済につき覚え 金穀方 生津村 状 1 近世戌.10

4 446-40 1支配 年限内に村方より尼崎藩へ上
納すべき旨の書状

平元太郎他1名 役人中 状 1 近世.11.23 文中に上納物の名称
なし、年貢関係か

5 398-1 1支配 宗門方役人の異動につき瓦林
組廻状

岡本市之進 上瓦林村他15
村庄屋中

状 1 近世.正.20

6 446-41 1支配 生津・武庫村へ泊まる尼崎藩
役人名の書付け

状 1 近世.-.18 岩下兵蔵他2名、前
欠か

7 446-13 2法令 触れ断簡 状 1 近世

8 412-8 2法令 墓地及び埋葬取締細則制定・
施行につき県布達

兵庫県令森岡
昌純

書冊 1 明治17.12.24 1884 墓地及び埋葬取締
細則の条目内容も記
載

9 413-20 2法令 皇太子に親王誕生につき国旗
掲揚等祝意を表すべき通牒の
旨伝達

武庫村小西甚
平

生津村吉田区
長

状 1 明治34.5.3 1901 封筒あり、蒟蒻版
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10 391 3土地・貢租（近世） 旱損・虫害につき破免願い下
書き

状 1 近世

11 415-5 3土地・貢租（近世） 酉年年貢勘定書 庄屋治兵衛 武兵衛 状 1 近世戌.正.吉

12 415-6 3土地・貢租（近世） 不足米勘定書 状 1 近世

13 415-1 3土地・貢租（近世） 米30俵割付につき俵数・名前
書き上げ

状 1 近世酉.2.24

14 419 3土地・貢租（近世） 米預かりにつき覚え 生津村庄屋宗
兵衛

升屋要之助 状 1 近世戌.10.晦

15 394 4土地・貢租（近代） 水害による地租特別免除申請
に対し不受理の通知

神戸税務管理
局長曽我祐保

武庫村白井庄
蔵外拾八人

仮綴 1 明治32.2.4 1899 武庫村役場、生津区
長を通して伝達。封
筒あり

16 413-17-3 4土地・貢租（近代） 明細帳に脱漏・未登載の社寺
所有地所につき、地価修正結
果と同様申請を徹底すべき旨
通達

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.3 1901 請求413-17-1～3封
筒一括、蒟蒻版

17 440 4土地・貢租（近代） 所得決定額通知書 神戸税務管理
局長曽我祐保

吉田惣平 状 1 明治34.8.1 1901

18 398-2 5村政・村況（近世） 諸勘定皆済につき大庄屋組
廻状

岡本市之進 小曽根村他13
村庄屋中

状 1 近世.12.9

19 396 5村政・村況（近世） 千石夫米・組入用銀の割賦書 瓦林組 生津村 状 1 文久2.11.11 1862
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20 401 5村政・村況（近世） 藩役人出向につき酒肴・人足
賃等代金通い帳

新屋源次郎 横帳 1 近世戌.12

21 397 5村政・村況（近世） 組入用銀ほか割賦書 組中 生津村 状 1 近世戌.11

22 399-2 5村政・村況（近世） 生津村入用銀勘定 まるや弥三郎 生津村庄屋惣
兵衛

状 1 近世戌.12.5 虫損

23 399-1 5村政・村況（近世） 生津村入用銀勘定 尼崎灘屋利兵
衛

生津村宗兵衛 状 1 近世戌.12.4 虫損

24 400 5村政・村況（近世） 生津村入用覚え 仮綴、 5 近世～明治

25 446-16 5村政・村況（近世） 生津村掛り銀書付け 状 1 近世 銀額（30匁余）のみ

26 446-7 5村政・村況（近世） 生津村庄屋関係銀の勘定覚
え

松嶋屋七五郎 平野屋徳次郎 状 1 近世

27 446-31 5村政・村況（近世） 生津村関係銀勘定書 状 1 近世 生津村の「1町5反」に
つき

28 415-2 5村政・村況（近世） 村関係米・金銀渡し方控え 状 1 近世

29 415-4 5村政・村況（近世） 銀・米代銀受取につき覚え 瓦林組 生津村 状 1 近世戌.12.19

30 446-43 5村政・村況（近世） 生津村人足の覚え 横帳 1 近世酉12.9～
同戌.5
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31 446-39 5村政・村況（近世） 生津村分木材代の覚え 竹屋弥兵衛 生津村丈勘右
衛門

状 1 近世戌.極

32 446-42 5村政・村況（近世） 芋等代金仕切書 八百屋三右衛
門

生津村庄屋 状 1 近世戌.12 虫損

33 446-37 5村政・村況（近世） 魚代仕切書 尼 魚□ 生津村 状 1 近世

34 428-2 5村政・村況（近世） 返済済みの利足銀を再度借
用につき覚え

昆陽問屋助太
夫

生津村役人中 状 1 近世午.12.28

35 428-3 5村政・村況（近世） 利足銀受取の覚え 瓦林組 生津村 状 1 近世戌.3.19

36 446-2 5村政・村況（近世） 願書下書き 状 1 近世

37 411-3 6村政・村況（近代） 西昆陽他3区新区長就任につ
き通知

武庫村役場 大字生津村吉
田区長

状 1 明治32.2.8 1899 他3区：常松・東武
庫・守部、封筒あり､
蒟蒻版

38 411-8 6村政・村況（近代） 生津村区長当選通知書 武庫村長小西
甚平

吉田惣平 状 1 明治34.3.2 1901 封筒あり

39 411-7-1 6村政・村況（近代） 生津村区長選挙当選者届け 生津村区長代
理者白井寅松

武庫村長小西
甚平

状 1 明治35.1 1902 当選者は増田幸右衛
門

40-1 416-6 6村政・村況（近代） 生津村区長辞任届け下書き 生津村区長吉
田惣平

武庫村長松本
四郎兵衛

状 1 明治32.2 1899
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40-2 411-7-2 6村政・村況（近代） 生津村区長辞表届け 生津村区長吉
田惣平

武庫村長小西
甚平

状 1 明治35.1 1902

41 411-9 6村政・村況（近代） 生津村区長・代理者選挙投票
用紙

状 1 (明治35) (1902) 19枚一括

42 411-2 6村政・村況（近代） 村会議員改選にともない選挙
人名簿を関係者へ縦覧につき
通知

武庫村小西甚
平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.3.27 1901 封筒あり､蒟蒻版

43-1 411-5 6村政・村況（近代） 武庫村会議員選挙につき公
告

武庫村長小西
甚平

吉田惣平 状 1 明治34.4.18 1901 封筒あり､蒟蒻版

43-2 411-6 6村政・村況（近代） 武庫村村会議員選挙の公告
および会場変更通知

状 3 明治34.4.18～
25

1901 封筒あり､蒟蒻版

44-1 407-1 6村政・村況（近代） 村会議員和解につき連印証
明書

生津村増田幸
右エ門他2名

常吉村取噯人
桜井又治

状 1 明治34.8.17 1901

44-2 407-2 6村政・村況（近代） 生津村連署証書差し入れに
つき書状

桜井又治 大長兵蔵他1名 状 1 (明治34)8.17 (1901) 封筒あり

45 407-3 6村政・村況（近代） 取噯人桜井又治より差し入れ
の生津村連署証書を返送され
たい旨書状

吉田惣平 東武庫村大長
兵蔵他1名

状 1 明治34.9.16 1901

46 416-5 6村政・村況（近代） 西武庫村との確執の件につき
官吏出張の旨報知

東武庫村 生津村中 状 1 近代 封筒あり

47 403 6村政・村況（近代） 守部村・生津村聯合仮避病院
設置届け写し

守部村管理者
福田万蔵他1名

武庫村長松木
四郎兵衛

状 1 明治28.8.1 1895
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48-1 412-5 6村政・村況（近代） 種痘接種対象者氏名の提出
につき依頼

武庫村役場 生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.3.7 1901 封筒あり､蒟蒻版

48-2 412-3 6村政・村況（近代） 生津村内で種痘未接種の者
を出頭させるよう通知

武庫村長小西
甚平

生津村区長 状 2 明治34.4.30 1901 未接種者名簿あり､封
筒あり､蒟蒻版

48-3 412-4 6村政・村況（近代） 種痘接種実施の案内 武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.11.5 1901 封筒あり､蒟蒻版

49 412-6 6村政・村況（近代） 不時の県視察に備えて区内の
衛生管理に注意するよう通達

武庫村長小西
甚平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.5.4 1901 封筒あり､蒟蒻版

50 412-7 6村政・村況（近代） 家畜病発生による家畜・汚染
物品移動禁止区域指定につ
き通知

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.8.9 1901 封筒あり､蒟蒻版

51 412-2 6村政・村況（近代） 伝染病予防のための講話会
開催につき案内

武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.9.12 1901 封筒あり､蒟蒻版

52 411-4 6村政・村況（近代） 衛生組合委員の選出につい
て通知

武庫村役場 生津村区長中 状 1 明治34.7.31 1901 封筒あり､蒟蒻版

53 413-12 6村政・村況（近代） 清国と交戦中につき、国民募
兵に備え、村内の退役将校等
の有無を調査するよう依頼

武庫村役場 各村管理者 状 1 明治28.3.21 1895 封筒あり

54 414 6村政・村況（近代） 武庫村壮丁予修会規則 状 1 明治 蒟蒻版

55-1 413-10 6村政・村況（近代） 軍人家族救済制度設立に関
する要望意見書、および軍人
家族救済会規約

第十師団長貞
愛親王

兵庫県知事大
森鐘一

仮綴 2 明治33.9.4 1900 封筒あり、蒟蒻版
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55-2 413-11 6村政・村況（近代） 武庫村農会・軍人家族救済会
設立等の件協議につき役場出
頭要請

武庫村長小西
甚平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.3.2 1901 封筒あり

55-3 413-13-3 6村政・村況（近代） 軍人家族救済会会員氏名に
つき報告要請

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.3.13 1901 請求番号413-13-1
～3一括

56 413-24 6村政・村況（近代） 軍隊演習費用等支払方に関
する区長会決定事項につき欠
席者へ通知

武庫村小西甚
平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.9.4 1901 封筒あり

57-1 413-8 6村政・村況（近代） 第四師団機動演習施行の際
の宿舎布団準備状況につき照
会

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.10.7 1901 封筒あり、蒟蒻版

57-2 413-3 6村政・村況（近代） 宿舎用布団を友行村区長あて
へ回送するよう通達

武庫村役場出
張所

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.10.18 1901

58-1 412-1 6村政・村況（近代） 脳脊髄膜炎流行につき秋季
機動演習に影響ないよう指示

武庫村長小西
甚平

生津村区長 状 1 明治34.10.14 1901 封筒あり､蒟蒻版

58-2 413-15 6村政・村況（近代） 機動演習に際し武庫村避病
院に関し協議するべき点あり
役場出頭要請

武庫村長小西
甚平

生津村区長 状 2 明治34.10.15 1901 封筒あり、蒟蒻版

59-1 413-2 6村政・村況（近代） 武庫村付近で予定されている
陸軍機動演習につき相談のた
め役場へ出頭要請

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.10.10 1901 封筒あり､蒟蒻版

59-2 413-7 6村政・村況（近代） 機動演習の件相談につき役場
出頭要請

武庫村長小西
甚平

生津村区長 状 1 明治34.10.11 1901 封筒あり、蒟蒻版
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60 413-5 6村政・村況（近代） 機動演習の際の軍宿舎待遇
費計算の件につき面談したく
役場出頭要請

武庫村長小西
甚平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.11.22 1901 封筒あり､蒟蒻版

61 413-4 6村政・村況（近代） 秋季機動演習についての第
四師団長の礼状を関係者へ
伝達

武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.10.29 1901 封筒あり､蒟蒻版

62 441-6 6村政・村況（近代） 第四師団機動演習陪観者心
得、および生津村在郷軍人・
赤十字社社員へ通知するよう
依頼

状 1 (明治34) (1901) 蒟蒻版、封筒入り､請
求番号441-1～6紐
一括

63 402 6村政・村況（近代） 西宮皇典考究所・東武庫村宮
普請寄付金割

仮綴 1 明治26 1893

64 413-13-2 6村政・村況（近代） 広田神社寄付金とりまとめの
件につき通知

武庫村長小西
甚平

生津村区長福
田弥平

状 1 明治34.2.7 1901 請求番号413-13-1
～3一括

65 413-17-1 6村政・村況（近代） 社寺建設修覆等は出願の上
許可を受けるべき旨の県通達
を再度徹底するよう通牒

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.3 1901 請求413-17-1～3封
筒一括、蒟蒻版

66 413-25 6村政・村況（近代） 神職名簿調製のため村社神
職の氏名等につき回答依頼

武庫村長代理
助役西村久市
郎

吉田生津村区
長

状 1 明治34.8.27 1901 封筒あり、蒟蒻版

67 413-9-1 6村政・村況（近代） 神武降誕大祭会寄付募集代
理人の許可取り消しにつき通
達

武庫村長小西
甚平

吉田生津村区
長

状 1 明治34.9.4 1901 封筒あり、蒟蒻版
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68 413-23-3 6村政・村況（近代） 神宮奉斎会大麻頒布および
粗品拝受のための名簿提出に
つき照会

武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.11.20 1901 請求413-23-1～3封
筒一括、蒟蒻版

69 424-8-3 6村政・村況（近代） 武庫村農会会則 仮綴 1 (明治34) (1901) 蒟蒻版

70 424-8-1 6村政・村況（近代） 農会会員数の報告および会
員募集につき依頼

武庫村長小西
甚平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.3.5 1901 蒟蒻版

71 424-1-2 6村政・村況（近代） 武庫村農会加入申込方法に
つき通達

武庫村長小西
甚平

武庫村農会設
立委員中

状 1 明治34.3.13 1901 請求番号424-1-1・2
封筒一括、蒟蒻版

72 424-1-1 6村政・村況（近代） 農会設立の件等協議につき役
場へ出頭要請

武庫村役場 生津村吉田惣
平

状 1 明治34.3.16 1901 請求番号424-1-1・2
封筒一括、蒟蒻版

73 424-8-2 6村政・村況（近代） 農会会員名簿提出につき依
頼

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.4.8 1901 蒟蒻版

74 424-4 6村政・村況（近代） 農会その他協議事項あり区長
会開催につき出頭要請

武庫村長小西
甚平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.4.27 1901 封筒あり、蒟蒻版

75 424-3 6村政・村況（近代） 武庫村農会設立認可につき
通知

武庫村長小西
甚平

武庫村農会設
立委員吉田惣
平外十名

状 1 明治34.9.23 1901 封筒あり、蒟蒻版

76-1 424-5 6村政・村況（近代） 農会役員選挙につき通達綴り 武庫村役場 吉田生津村区
長

仮綴 2 明治34.9.26 1901 農会会員名簿添付、
封筒あり、蒟蒻版

76-2 424-2 6村政・村況（近代） 農会役員決定につき通知 高寺 吉田 状 1 (明治34).10.1 (1901) 封筒あり

－9－ 尼崎市立地域研究史料館



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

吉田惣兵衛氏文書(2)目録

76-3 424-7 6村政・村況（近代） 武庫村農会役員選挙開票結
果につき通知

武庫村長小西
甚平

武庫村農会設
立委員吉田惣
平

仮綴 1 明治34.10.2 1901 封筒あり、蒟蒻版

77 409 6村政・村況（近代） 武庫村農会会長へ諸事務引
き継ぎにつき設立会へ出頭依
頼

武庫村長小西
甚平

農会設立委員
吉田惣平

状 1 明治34.10.11 1901 封筒あり

78 424-6 6村政・村況（近代） 農会委員会にて明治34年度
経費収支予算の件協議につき
出頭要請

武庫村農会会
長高寺市良右
衛門

武庫村農会委
員吉田惣平

状 1 明治34.11.4 1901 封筒あり、蒟蒻版

79 423-3 6村政・村況（近代） 兵庫県農事試験場長講話会
開催の案内

武庫村役場 生津村区長中 状 1 明治32.2.25 1899 封筒あり、蒟蒻版

80 423-6 6村政・村況（近代） 兵庫県農事試験場試作の裸
麦等参観の案内

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.5.11 1901 封筒あり、蒟蒻版

81 423-5 6村政・村況（近代） 兵庫県農事試験場より苗代実
況視察につき通知

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.12 1901 封筒あり、蒟蒻版

82 423-4 6村政・村況（近代） 農事講話会開催の案内、軍隊
演習費用の件協議につき通達

武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.9.2 1901 封筒あり、蒟蒻版

83 423-2 6村政・村況（近代） 農事試験場参観の案内 武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.9.7 1901 封筒あり、蒟蒻版

84 423-11 6村政・村況（近代） 農事試験場畿内支場技師に
よる講話会の案内

武庫村長小西
甚平

生津村区長 状 1 明治34.12.19 1901 封筒あり、蒟蒻版

85 423-15 6村政・村況（近代） 害虫駆除のための畦の雑草焼
却につき通達

武庫村役場 区長・虫害駆除
予防委員中

状 1 明治34.2.13 1901 封筒あり、蒟蒻版
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吉田惣兵衛氏文書(2)目録

86-1 423-14 6村政・村況（近代） 害虫駆除に適した短冊形苗代
の奨励につき通達

武庫村役場 生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.4.17 1901 封筒あり、蒟蒻版

86-2 413-6-1 6村政・村況（近代） 短冊形苗代の郡吏視察の件
につき出頭要請

武庫村役場 生津村 状 1 明治34.6.4 1901 蒟蒻版、請求番号
413-6-1・2封筒一括

87 423-7 6村政・村況（近代） 苗代の害虫駆除方法の相談
につき役場へ出頭要請

武庫村役場 各区村区長 状 1 明治34.6.19 1901 封筒あり、蒟蒻版

88-1 423-10 6村政・村況（近代） 津名・三原両郡で害虫発生に
つき武庫郡内での駆除予防を
督励の旨通達

武庫村役場 生津村区長・害
虫駆除予防委
員中

状 3 明治34.7.2 1901 封筒あり、蒟蒻版

88-2 423-8 6村政・村況（近代） 津名・三原両郡で害虫発生に
つき武庫郡内での駆除予防を
督励の旨通達

武庫村長小西
甚平

各大字村区長 状 1 明治34.8.1 1901 封筒あり、蒟蒻版

89-1 423-9-1 6村政・村況（近代） 害虫駆除予防徹底の旨通達 武庫村役場 各村区長中・虫
害予防委員中

状 1 明治34.8.3 1901 蒟蒻版、請求番号
423-9-1・2封筒一括

89-2 423-9-2 6村政・村況（近代） 害虫駆除講習会の案内 武庫村役場 各村区長中 状 1 明治34.8.3 1901 蒟蒻版、請求番号
423-9-1・2封筒一括

90 422 6村政・村況（近代） 除虫液・散虫液の数量書上げ 状 1 近代

91 434-4 6村政・村況（近代） 武庫井番水人足名前書付、殺
虫・除虫用油配布控え

状 1 明治34.6 1901

92 423-1-1 6村政・村況（近代） 葉煙草栽培指定外地区での
栽培禁止等につき通達

武庫村長小西
甚平

生津村区長福
田弥平

状 1 明治34.2.7 1901 蒟蒻版
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吉田惣兵衛氏文書(2)目録

93-1 423-12 6村政・村況（近代） 石灰の肥料使用禁止につき通
達

武庫村長小西
甚平

生津村区長福
田弥平

状 1 明治34.2.27 1901 封筒あり、蒟蒻版

93-2 423-13 6村政・村況（近代） 石灰の肥料使用禁止の県令
に反対する業者の動向に注意
すべき旨通達

武庫村長小西
甚平

生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.3.16 1901 封筒あり、蒟蒻版

94-3 423-1-2 6村政・村況（近代） 石灰の肥料使用禁止につき通
達

武庫村役場 状 1 明治

95 413-16 6村政・村況（近代） 製皮廃棄物からつくる肥料の
試験結果につき通達

武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.8.5 1901 封筒あり、蒟蒻版

96-1 413-13-1 6村政・村況（近代） 村会議案で協議された県税戸
数割等級に対する生津村人
民の適合状況を調査するよう
依頼

武庫村長小西
甚平

生津村区長福
田弥平

状 1 明治34.2.27 1901 請求番号413-13-1
～3一括

96-2 413-6-2 6村政・村況（近代） 収税官吏による証券印税諸帳
簿検査につき照会

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.4 1901 蒟蒻版、請求番号
413-6-1・2封筒一括

96-3 439 6村政・村況（近代） 所得税の件につき問合せあり
出頭要請書

西宮税務署 生津村吉田惣
平

状 1 明治34.6.13 1901

96-4 411-1 6村政・村況（近代） 他市町村にて直接国税を納め
る村民を届出るよう通達

武庫村役場 村区長 状 1 明治34.9.28 1901 封筒あり､蒟蒻版、選
挙関係

96-5 413-23-1 6村政・村況（近代） 国県税収納時期に際し、納税
や地目変換・土地異動等届出
を怠らないよう一般へ周知・徹
底すべき旨通達

武庫村役場 各村区長中 状 1 明治34.11.20 1901 請求413-23-1～3封
筒一括、蒟蒻版
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吉田惣兵衛氏文書(2)目録

96-6 406 6村政・村況（近代） 村税滞納覚え 状 1 (明治34) (1901) 塩川新吉､明治32～
34年度分

97-1 413-22 6村政・村況（近代） 自家用醤油製造を申告済み
の者は仕込みのたびの申請は
不要の旨の税務署通達を伝
達

武庫村役場 東武庫村区長
中

状 1 明治34.8.7 1901 封筒あり、蒟蒻版

97-2 413-23-2 6村政・村況（近代） 自家用醤油製造の申告に関
する通牒を伝達

武庫村役場 各村区長中 状 1 明治34.11.20 1901 請求413-23-1～3封
筒一括、蒟蒻版

98 413-19 6村政・村況（近代） 明治33年度協議費収支決算
書の提出につき照会

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.7.2 1901 封筒あり、蒟蒻版

99 413-18 6村政・村況（近代） 明治34年度協議費歳入出予
算表の提出につき照会

武庫村役場 生津村区長吉
田惣平

状 1 明治34.4.17 1901 封筒あり、蒟蒻版

100 410 6村政・村況（近代） 役場からの賦課金を村内で割
当・徴収につき控え

仮綴 1 明治

101 416-4 6村政・村況（近代） 戸数割預り金・出費勘定書 状 1 近代

102 415-3 6村政・村況（近代） 地租割・戸数割賦課金額書き
上げ

状 1 近代

103 446-30 6村政・村況（近代） 村費地租割り領収証 生津村区長 竹口藤平治 状 1 (明治30年
代).12.15

104 446-17 6村政・村況（近代） 東武庫村他3村高掛り金書上
げ

状 1 明治
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吉田惣兵衛氏文書(2)目録

105 416-1 6村政・村況（近代） 生津村高掛り米違算分の利息
勘定書

状 1 近代

106 446-26 6村政・村況（近代） 生津村他2村勘定書 状 1 近代

107 435 6村政・村況（近代） 村関係領収書等綴り 仮綴、 19 明治20～32 1887～
1899

108 416-2 6村政・村況（近代） 村入用支払いにつき記 状、仮 3 近代

109 404 6村政・村況（近代） 村入用支払い書き付け 状 3 明治28､同31 1895、
1898

110 416-3 6村政・村況（近代） 金額・名前書き上げ 状 1 近代

111 408 6村政・村況（近代） 酒の通い 長谷川由松 村方 状 1 明治33.2～
34.2

1900～
1901

112 447-1 6村政・村況（近代） 封筒 武庫村役場 生津村区長吉
田惣平ほか

封筒 10 明治30年代 請求番号446-1・2紐
一括

113 413-14 6村政・村況（近代） 韓国京釜鉄道（株）設立につ
き株式応募の案内

武庫村長小西
甚平

生津村区長福
田弥平

仮綴 1 明治34.2.7 1901 封筒あり

114 413-21-2 6村政・村況（近代） 明治33年度兵庫県統計材料
として里道延長・里道の橋数
等につき、調査報告依頼

武庫村役場 生津村区長 状 2 明治34.6.6 1901 請求413-21-1～2封
筒一括、蒟蒻版
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吉田惣兵衛氏文書(2)目録

115 413-21-1 6村政・村況（近代） 別紙告示の旨を生津村掲示
場に掲示するよう照会

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.6 1901 別紙なし、請求413-
21-1～2封筒一括、
蒟蒻版

116 413-26 6村政・村況（近代） 本村条例第3号の手数料を今
回告示をもって発行するにつ
き、周知のため別紙掲示する
よう要請

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.20 1901 条例・手数料につい
ては不詳､封筒あり､
蒟蒻版

117 413-9-2 6村政・村況（近代） 村内の貯蓄・財産蓄積に顕著
な者、および村の重要物産に
関する調査依頼

武庫村長小西
甚平

吉田生津村区
長

状 1 明治34.9.4 1901 封筒あり、蒟蒻版

118 413-1 6村政・村況（近代） 尋常高等小学校准教員養成
講習会・小学校裁縫専科正教
員養成講習会開設につき案
内

武庫村役場 各村区長 状 1 明治34.10.31 1901 封筒あり､蒟蒻版

119 395 7戸口・諸改 生津村長次郎一家家出につ
き人別除き届けの下書き・控え

状 2 寛政2.正 1790

120 413-17-2 7戸口・諸改 寄留者簡閲点呼参会許可願
いを七月以降神戸聯隊区司
令部では受け付けない旨通達

武庫村役場 生津村区長 状 1 明治34.6.3 1901 請求413-17-1～3封
筒一括、蒟蒻版

121-1 417 8農業経営・流通 干鰯通い 安台屋太郎兵
衛

生津村宗兵衛 横帳 1 寛政6.正.吉 1794

121-2 425-5 8農業経営・流通 干鰯代銀請取の覚え 樋口屋伊右衛
門

生津村惣兵衛 状 1 近世辰.12.1
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121-3 426 8農業経営・流通 鯡粕ほか売物通い 大坂うつぼ鷲谷
半治郎

森田九蔵他1名 横帳 1 明治22.2 1889

122 425-3 8農業経営・流通 油代銀の覚え 生津村惣兵衛 東富松善左衛
門

断簡 1 近世子.7.24

123 418 8農業経営・流通 木綿代支払いの覚え 西富松利左衛
門

生津村惣右衛
門

状 1 近世戌.9.14

124 415-7 8農業経営・流通 米代銀勘定書 五右衛門 惣右衛門 状 1 近世.極.15

125 425-2 8農業経営・流通 俵代銀請求の覚え 状 1 近世

126 425-4 8農業経営・流通 作相米勘定の覚え 状 3 近世

127 420 8農業経営・流通 奉公人おひろ給金・前借り分
の計算書

吉田惣平 請人お三津他1
名

状 1 明治20.12 1877

128 425-1 8農業経営・流通 菜種・実綿・米の代金につき覚
え

市右衛門 吉田宗治郎 状 1 明治

129 446-35 9金融 借銀返済の覚え 佐右衛門 ■(惣カ)兵衛 状 1 近世.7.12

130 428-4 9金融 元利銀皆済の覚え 藤平治 生津村惣兵衛 状 1 近世申.10.16

131 428-1 9金融 利足銀請取の覚え 状 1 近世戌.11.24

132 428-5 9金融 利銀勘定の覚え 状 1 近世
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133 446-32 9金融 銀渡し方の覚え 生津惣兵衛 状 1 近世丑.正.14

134 446-36 9金融 銀札受取の覚え 西大嶋住吉屋
吉右衛門

生津村万助 状 1 近世丑.7.2

135 446-34 9金融 銀受取の覚え 状 1 近世酉.12.20

136 446-44 9金融 銀額書き付け ひけ安 状 1 近世 「五拾壱匁四分七
厘」のみ

137 446-46 9金融 銀額書き付け 状 1 近世 「七百七十五匁」のみ

138 446-33 9金融 米高・利足米の書き付け 状 1 近世

139 446-12 9金融 頼母子につき書状下書き 状 1 近世

140 427 9金融 頼母子掛金など書付 状 8 (明治22) (1889)

141 446-19 9金融 頼母子掛金貸付につき覚え 状 1 明治

142 446-1 9金融 勧業債券申込用紙 （株）日本勧業
銀行中

状 1 明治34 1901 未使用

143 446-27 9金融 勘定書・領収証 辰井直七 吉田 状 1 近代.11.2

144 446-20 9金融 勘定書 西吉田 池田木下 状 1 近代
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145 442-2 10治水・水利 西昆陽村内出水をめぐり争論
中につき同村への進物を停止
すべき旨、生津村百姓より意
見書

利左衛門他1名 生津村庄屋惣
兵衛

状 1 近世.閏6.23 包紙あり

146 432 10治水・水利 生津村へ水分けの件につき回
答書

桜井又治 生津村管理者
吉田惣平

状 2 明治-.8.16 一部破損

147-1 434-3 10治水・水利 土砂上げ・杭打ち人足の四か
村村高割り勘定書

状 1 近世 四か村：東武庫・西武
庫・常吉・生津

147-2 429 10治水・水利 武庫井組四か村入用控え 生津村 横帳 1 明治28.4.吉 1895

148-1 434-6 10治水・水利 井掛り関係封筒 常吉村管理者
大野弥右衛門

生津村管理者
吉田惣兵衛

封筒 1 明治-.1.20 本紙なし

148-2 434-5 10治水・水利 井掛り金納入につき書状 西武庫村管理
者高寺寅吉

生津村管理者
吉田惣平

状 1 明治-.12.4 封筒あり

149 434-1 10治水・水利 水利関係費用割り書付 状 2 近世

150 434-2 10治水・水利 杭木設置箇所・本数書上げ 状 1 近世

151 446-11 10治水・水利 北代樋・石田樋の寸法覚え 状 1 明治

152 431 10治水・水利 圦樋工事費覚え 尼 村弥 生津村戸長 状 2 明治-.3.21､明
治-.5.14

圦樋=いりひ
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153 430 10治水・水利 川辺郡稲野村所属堤塘修繕
費用および各村割りにつき通
知

武庫村長松本
四郎兵衛

桜井常吉区長 仮綴 1 明治31.4.24 1898

154 405 10治水・水利 武庫川横手堤防落成記念相
撲費用への寄付割り付け

生津村区長 状 1 明治31.8.22 1898

155 433 10治水・水利 猪名川改修計画に対する陳
情書下書き

尼崎市園田島ノ
内三俣水利組
合

仮綴 1 昭和25 1950 袋あり

156 438 11家 婚礼荷物目録 仮綴 1 天保15 1844 虫損

施行規則第5条(1)により非公開

157 437 11家 婚礼儀式の次第 状 2 近世

158 442-4 11家 法事への訪問等につき書状 河内屋儀助 吉田惣兵衛 状 1 近世.7.8

159 442-3 11家 神事につき親戚共々訪問願う
旨書状

松本 吉田惣兵衛 状 1 近世.9.16

160 446-5 11家 年賀状 状 1 (近世) 裏に一日の行いを反
省するための24ヶ条
書上げ、虫損甚大

施行規則第5条(1)により非公開

161 442-1 11家 贈品に対する礼状 守部代松本虎
太郎

吉田惣兵衛 状 1 明治28.閏5.20 1895

162 446-8 11家 三社託宣写し 生津村仁介 状 1 慶安4.3.23 1651 三社：天照大神・八
幡大菩薩・春日大明
神
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163 446-50 11家 祈祷料神納・大麻進上等につ
き書状

内宮御師一ノ木
重太夫

元朝講願主 状 1 近世.正.2 木版

164 446-14 11家 皇大神宮大麻初穂料・暦拝受
関係書綴り

神戸楠町五丁
目神宮奉斎会
兵庫本部

仮綴 1 明治34

165 446-49 11家 大麻進上等につき書状 御師中川安太
夫

吉田惣兵衛 状 1 近世.9.吉

166 446-48 11家 例年通り村方へ参上につき書
状

中川安太夫内
今橋六左衛門
他1名

吉田惣兵衛・講
中

状 1 近世.12.7

167 442-5 11家 今月末に生津へ参上する予
定につき書状

原田藤左衛門 生津庄屋 状 1 近世.10.22

168 446-47 11家 例年通り参上につき書状 原田伊右衛門 吉田惣兵衛 状 1 近世.11.15 虫損甚大

施行規則第5条(1)により非公開

169 436 11家 妊婦の腹帯装着法・妊娠中の
心得等につき書付

吉田万輔 状 1 享和2.8 1802

170 446-25 11家 乳の妙薬製法 状 1 近世 虫損

171 446-51 11家 灸の場所の書き付け 状 1 近世

172-1 446-52 11家 万金丹伊勢朝熊本社印改正
につき記

伊勢朝熊本社
長城生忠政ほ
か

状 3 明治25.6、明
治31.1

1892,189
8

印刷物
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172-2 446-4 11家 本方万金丹 伊勢朝熊社城
生氏

その他 1 近代 丸薬・袋入り、未開
封、内務省免許印・
売薬印紙貼付

173 445 11家 奉納四国八十八ヶ所霊場納
経帳

生津村吉田惣
兵衛

書冊 1 文政10.3.吉 1827

174 444 11家 新改正摂津国名所旧跡細見
大絵図

心斎橋通久太
郎町河内屋喜
兵衛他1名

図 1 天保7.3校正再
刻

1836 120×130㎝、虫損甚
大につき取扱注意

175 443 11家 三十三ヶ所巡礼道程木版絵
図

板元西江州今
津船場蔵屋四
郎三郎

図 1 近世 61×65㎝､今津：現
滋賀県高島郡今津
町

176 446-15 11家 雑俳投句 生津村初正 状 1 近世 冠付、点者春暦斎

177 446-3 11家 漢詩「早春閑遊」 状 1 欠年 五言律詩

178 446-45 11家 漢詩「回天詩」写し 状 1 欠年 藤田東湖作、前半部
分のみ

179 421 11家 火術伝授の覚え 吉田万助 状 3 近世 火術:大砲・火矢・の
ろしを扱う技術

180 446-29 11家 護身法観念 状 1 欠年 加持祈祷法

181 446-6 11家 人生の心得・心掛け 状 1 (近世) 木版、虫損甚大

施行規則第5条(1)により非公開
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182-1 441-4 11家 日本赤十字社総会の出席手
続等につき通知

日本赤十字社
武庫村委員

日本赤十字社
社員吉田惣平

仮綴 1 明治34.6.10 1901 蒟蒻版、封筒入り､請
求番号441-1～6紐
一括

182-2 441-5-2 11家 日本赤十字社第10回総会出
席届

生津村赤十字
社社員吉田惣
平

日本赤十字社
武庫郡委員部
中

状 1 明治34.6.12 1901 請求番号441-5-1・2
封筒一括､441-1～6
紐一括

182-3 441-1 11家 赤十字社第10回総会出席者
の宿所届出の件、および汽車
船割引証送付につき通知

日本赤十字社
武庫村分区委
員

日本赤十字社
員吉田惣平

状 3 明治34.6.28 1901 総会入場券・汽車船
割引証添付、封筒入
り､請求番号441-1～
6紐一括

182-4 441-2 11家 赤十字社総会配布物受取の
ための手続き書類交付につき
通知

日本赤十字社
武庫村分区委
員

日本赤十字社
員吉田惣平

状 2 明治34.6.29 1901 封筒入り､請求番号
441-1～6紐一括

182-5 441-3 11家 日本赤十字社員の皇太神宮
拝観手続きにつき通知

日本赤十字社
武庫村分区委
員

日本赤十字社
社員吉田惣平

状 1 明治34.7.1 1901 蒟蒻版、封筒入り､請
求番号441-1～6紐
一括

183 441-5-1 11家 日本赤十字社終身社員の条
件として年拠金一括納入を案
内する通知

武庫村分区委
員

赤十字社員吉
田惣平

状 1 明治35.1.20 1902 蒟蒻版、請求番号
441-5-1・2封筒一
括､441-1～6紐一括

184 446-38 11家 寝具代の覚え も□や半兵衛 生津村惣兵衛 状 1 近世戌.9.22

185-1 446-23 11家 魚代仕切書 尼 仁左衛門 惣右衛門 状 1 近世.10.10

185-2 446-24 11家 魚代仕切書 大こく屋仁左衛
門

状 1 近世.12

－22－ 尼崎市立地域研究史料館



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

吉田惣兵衛氏文書(2)目録

186 446-28 11家 食料品買物の覚え 状 1 近世

187 446-9 11家 普請代銀書上げ断簡 断簡 1 近世

188 446-18 11家 万覚え帳写し 状 1 (寛政2.9.吉) (1790) 表紙と冒頭5行のみ

189 446-21 11家 諸費書上げ 状 1 近代

190 446-22 11家 銀額・名前書上げ 状 1 近世

191 446-10 11家 人名書上げ 状 1 近代 上村又三郎他4名

192 446-57 11家 断簡 断簡 3 近世

193 447-2 11家 包紙・下書き類 包紙ほ 1 欠年 31枚一括､請求番号
446-1・2紐一括
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