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358 358 1支配 父病気につき御用金借入れ
御断りの件他口上

上坂部村俊蔵 状 1 嘉永7 1854

359 359 1支配 御講銀預り高覚え 上坂部村俊蔵・
七松村橋本新
右衛門

御地頭様御役
所

状 1 安政3.2 1856

360-1 360-1 1支配 郷印御借財相嵩み困窮につ
き願書

五村百姓惣代・
年寄・庄屋

状 1 午（安政5）.8 (1858) 虫損

360-2 360-2 1支配 当６月御改革願い一件につき
口上

上坂部村役人・
百姓惣代

状 1 午（安政5）.11 (1858) 虫損

361 361 1支配 御引請郷印平均割出不足の
儀につき願書

森村庄屋宇右
衛門他2名

御地頭様御役
所

状 1 近世　.3.22 破・虫損

362 362 1支配 御借入れ一条につき申し入れ
たく呼出状

広田利右衛門 東西庄屋中 状 1 近世　.11.22

363-1 363-1 1支配 御地頭様御借銀貸付け取立
て手控え

状 1 近世

363-2 363-2 1支配 御借銀貸付け手控え 横帳 1 近世

363-3 363-3 1支配 御借銀貸付け取立て手控え 横帳 1 近世

363-4 363-4 1支配 御借銀貸付け取立て手控え 状 1 近世
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364 364 1支配 御奉公人御切米頂戴の上渡
し出入り帳

徳永俊蔵 横帳 1 慶応元.12 1865 虫損

365 365 1支配 御支配未定などの件につき心
得違いの廉御詫び願書

御下上坂部村
庄屋俊蔵

御地頭様御役
所

状 1 慶応4.5.20 1868 袋あり

366 366 1支配 船越左門家臣徳永俊蔵駿府
より大坂へ差し遣わしにつき
先触控え

花崎豊蔵・田中
猶次郎

駿州府中より城
州伏見まで宿々
問屋中

状 1 未（安政
6）.11.4

(1859) 5日出立12日伏見着,
日坂,舞坂,藤川,熱
田,四日市,土山,大
津,伏見の各宿

367 367 1支配 駿府御加番祝儀献金覚え 田中猶次郎・田
中仙助

上坂部村他6ヵ
村庄屋・年寄

状 1 申（万延元）.3 (1860) 摂州七ヵ村＝上坂
部,森,七ッ松,岡山,
西市場,神田,今在家
（すべて船越領）

368 368 1支配 御用場詰上坂部村庄屋より連
印証文調印手配につき連絡
状

広田勝右衛門 徳永三治 状 1 近世　.6.13 御用場より

369 369 1支配 給米代の内へ金３両２分明日
５日までに取替遣わす様にと
の御用状

□田又左衛門 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 近世　.11.13 急用

370 370 1支配 下され候金銀米銭書付け 上坂部村 状 1 近世　.11. 虫損

371 371 1支配 冥加金上納請書他下書 状 1 近世 虫損

372 372 1支配 摂河村々百姓より役人家村土
兵衛退身の件につき嘆願書

摂河村々 状 1 近世
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373 373 1支配 上坂部村役人中惣代、郷宿ま
で同道されたき書状控え

郷宿にて4ヵ村
役人

上坂部村御役
人中

仮綴 1 欠年　.10.晦

374 374 2法令・村法 博打諸勝負慎むべく旨請書 上坂部村源七
他53名

書冊 1 安政4.3 1857 虫損

375 375 2法令・村法 博打諸勝負禁止について触
書

広田利右衛門・
福田五左衛門

上坂部村他4ヵ
村庄屋・年寄・
組頭

状 1 巳(安政4).3.8 (1857)

376 376 3土地・貢租(近世) 摂州西成郡高附帖写し 書冊 1 明和3.11 1766 虫損

377 377 3土地・貢租(近世) 名寄帖写し 書冊 1 天明4.3 1784

378 378 3土地・貢租(近世) 米方大豆方名寄帳写し 徳永俊蔵 書冊 1 文久元 1861 西市場村中村彦助
持高名寄写し取り置
き候事。小物成高・
各村分高などを記載

379 379 3土地・貢租(近世) 田地水損につき見分嘆願書 上坂部村百姓
惣代組頭浅五
郎他11名

地頭様役所 状 1 慶応元.9.6 1865 継目箇所（２ヶ所）に
差出人全員の押印あ
り

380 380 3土地・貢租(近世) 御物成米皆済聞き届け書（前
欠）

中井吉郎他2名 上坂部村庄屋・
年寄中

書冊 1 慶応元.12.22 1865

381 381 3土地・貢租(近世) 御定免延引願いにつき口上 上坂部村庄屋
俊蔵他6名

大阪府司農局
御役所

状 1 慶応4.8 1868
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382 382 3土地・貢租(近世) 米買付け覚え 中村惣代次郎
兵衛

上坂部村御役
人中

状 1 近世　.正.9

383-1 383-1 3土地・貢租(近世) 御米代取立て猶予願いたきこ
とわり状

中村次郎兵衛 坂部村御役人
中

状 1 近世　.6.晦 　　　　

383-2 383-2 3土地・貢租(近世) 御米代取立て猶予願いたきこ
とわり状

中村次郎兵衛 橋本・徳永 状 1 近世　.7.12

383-3 383-3 3土地・貢租(近世) 御米代取立て猶予願いたきこ
とわり状

中村次郎兵衛 橋本一郎兵衛・
徳永俊蔵

状 1 近世　.7.29

383-4 383-4 3土地・貢租(近世) 御米代取立て猶予願いたきこ
とわり状

中村次郎兵衛 橋本一郎兵衛・
徳永俊蔵

状 1 近世　.7 封筒あり

383-5 383-5 3土地・貢租(近世) 御米代取立て猶予願いたきこ
とわり状

中村次郎兵衛 橋本市兵衛・俊
蔵

状 1 近世　.10.27 封筒あり

383-6 383-6 3土地・貢租(近世) 御米代取立て猶予願いたきこ
とわり状

中村次郎兵衛 橋本・徳永 状 1 近世　.11.7 封筒あり

384 384 3土地・貢租(近世) 初払米津出しにつき森村・七
ツ村に問い合わせられたき旨
の書状

広田利右衛門 庄屋俊蔵・同良
助

状 1 近世　.10.10

385 385 3土地・貢租(近世) 町米売付け書上げ 状 1 近世　.12.20

386 386 3土地・貢租(近世) 伊丹伊勢町山田屋万五郎へ
の出し米書上げ

状 2 近世
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387-1 387-1 4土地・貢租(近代) 租税米金納証 戸長広田治郎
右衛門

徳永俊蔵 状 1 明治6.12 1873 384-1～5紐で一括

387-2 387-2 4土地・貢租(近代) 租税米金納証 戸長広田治郎
右衛門

徳永俊蔵 状 1 明治7.12 1874 384-1～5紐で一括

387-3 387-3 4土地・貢租(近代) 租税米金納証 戸長広田治郎
右衛門

徳永俊蔵 状 1 明治8.12 1875 384-1～5紐で一括

387-4 387-4 4土地・貢租(近代) 租税米金納証 戸長広田治郎
右衛門

徳永大蔵 状 1 明治9.12 1876 384-1～5紐で一括

387-5 387-5 4土地・貢租(近代) 租税米金納証 戸長広田治郎
右衛門

徳永大蔵 状 1 明治10.12 1877 384-1～5紐で一括

388-1 388-1 4土地・貢租(近代) 地租金請取証 戸長広田治郎
右衛門

徳永大蔵 状 1 明治11.12 1878 385-1～6紐で一括

388-2 388-2 4土地・貢租(近代) 地租金受領証 戸長広田治郎
右衛門

徳永大蔵 状 1 明治12.12 1879 385-1～6紐で一括

388-3 388-3 4土地・貢租(近代) 地租金受領証 総代辰太郎 徳永大蔵 状 1 明治13.12 1880 385-1～6紐で一括

388-4 388-4 4土地・貢租(近代) 地租金受領証（田方） 若王寺村総代 徳永大蔵 状 1 明治13 1880 4～6期分,385-1～6
紐で一括

388-5 388-5 4土地・貢租(近代) 地租金受領証 岡院村総代 徳永大蔵 状 1 明治14.3.22 1881 385-1～6紐で一括

389 389 4土地・貢租(近代) 旧東組年賦返済金他書上げ 若王寺村総代 徳永大蔵 状 1 明治14.1 1881 385-1～6紐で一括
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390 390 4土地・貢租(近代) 上坂部村地租諸入費書き 仮綴 1 明治17～19 1884～6

391 391 4土地・貢租(近代) 所得税細則送付の件連絡状 上坂部村他4ヵ
村戸長役場

上坂部村広田
利右衛門・徳永
大蔵

仮綴 1 明治20.7.27 1887 明治17～19年の諸入
用費書上げが添付さ
れている。407と関
連？

392 392 4土地・貢租(近代) 宅地所有証明書 上坂部村平民 上坂部村外4ヵ
村戸長村上民
蔵

状 1 明治22.3.29 1889 罫紙

393 393 5村政・村況(近世) 乱心者地頭様御役所へ召し
連れのため手錠拝借の旨願
書

上坂部村元右
衛門他3名

御地頭様御役
所

状 1 嘉永6.6.29 1853

394-1 394-1 5村政・村況(近世) 広田利右衛門出府滞留中拝
借金返納覚え

船越町役所 村役人 状 1 亥(文久3).8.3 (1863) 拝借人=上坂部村広
田新蔵・池田弥助・
伊八

394-2 394-2 5村政・村況(近世) 兵賦巳之助への下し金請取
覚え

船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 子(元治
元).10.6

(1864)

394-3 394-3 5村政・村況(近世) 御奉公人他の拝借金返納請
取覚え

船越町役所 上坂部村役人
中

状 1 丑(慶応
元).10.4

(1865) 拝借人＝兵賦巳之
助・御足軽広田新
蔵・御奉公人兵助

394-4 394-4 5村政・村況(近世) 御奉公人拝借金返納請取り覚
え

船越町役所 上坂部村役人
中

状 1 寅(慶応2).1.25 (1866) 拝借人=御奉公人伊
八・兵助

394-5 394-5 5村政・村況(近世) 御奉公人拝借金請取り覚え 船越町役所 上坂部村役人
中

状 1 近世　.11.11 拝借人=御奉公人弥
助
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394-6 394-6 5村政・村況(近世) 江戸表拝借金返納督促覚え 船越町役所 上坂部村役人
中

状 1 近世 拝借人=新蔵・弥助・
伊八・安平、江戸表
御奉公人

394-7 394-7 5村政・村況(近世) 拝借金返済覚え（後欠） 状 1 近世 虫損

395 395 5村政・村況(近世) 御進発御用につき勤人足賃
請取り覚え

西宮駅役人 上坂部村御役
人中

状 1 慶応元.11.25 1865 27貫文、人足27人、
兵庫継立

396 396 5村政・村況(近世) 給金請取り覚え 平兵衛 上坂部村御役
人中

状 1 寅(慶応2).2.4 (1866)

397 397 5村政・村況(近世) 東株拝借銀引請け控え帳 徳永俊蔵 横帳 1 慶応3.2 1867

398-1 398-1 5村政・村況(近世) 町内借財などにつき差入れ証
文

徳永俊蔵 東町御立会所 状 1 慶応3.2 1867 諸色高値、御進発御
用人足、その上借
財。当文書は徳永家
にて保存。

398-2 398-2 5村政・村況(近世) 町内借財などにつき差入れ証
文

三治郎 東町御立会中 状 1 慶応3.2 1867 虫損

398-3 398-3 5村政・村況(近世) 町内借財などにつき差入れ証
文

浅五郎 東町御立会中 状 1 慶応3.2 1867 虫損

398-4 398-4 5村政・村況(近世) 町内借財などにつき差入れ証
文

万兵衛 東町御立会中 状 1 慶応3.2 1867

398-5 398-5 5村政・村況(近世) 町内借財などにつき差入れ証
文

源左衛門 東町御立会中 状 1 慶応3.2 1867
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398-6 398-6 5村政・村況(近世) 町内借財などにつき差入れ証
文

□広 東町庄屋・年
寄・組頭中

状 1 慶応3.2 1867

399 399 5村政・村況(近世) 米価高値につき白米施行帳 徳永俊蔵 横帳 1 慶応2.6.6 1866

400 400 5村政・村況(近世) 上坂部村東株名前書上げ 横帳 1 慶応4.8.15 1868 家91軒、人別406人
（男199人・女207
人）、397-1の中にあ

401-1 401-1 6村政・村況(近代) 歳中日記 徳永俊蔵 書冊 1 明治2.1 1869 396・397-3がはさまれ
ていた

401-2 401-2 6村政・村況(近代) 歳中日記（断簡） 状 1 明治 39-1の中にはさまれ
ていた

402 402 7戸口・諸改 源右衛門村へ帰住されしが今
暫く御猶予されたき旨嘆願書

御下上坂部村
庄屋徳永俊蔵

御地頭様御役
所

状 1 慶応元.12.22 1865 虫損

403 403 7戸口・諸改 産土神祭についての願い下
書き

状 1 近世 産土神＝郷社伊佐
具神社

404 404 8農業経営 小作請け一札証文 小作人佐吉 俊蔵 状 1 安政6.4 1859

405-1 405-1 8農業経営 田地小作証文 小作人早崎丑
之介

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-2 405-2 8農業経営 田地小作証文 小作人琴浦庄
蔵

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙、虫損

－8－

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

徳永孝哉氏文書(2)目録

405-3 405-3 8農業経営 田地小作証文 小作人川口辰
蔵

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙、虫損

405-4 405-4 8農業経営 田地小作証文 徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-5 405-5 8農業経営 田地小作証文控え 第10区塚口村
小作人万野安
蔵

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-6 405-6 8農業経営 田地小作証文控え 徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-7 405-7 8農業経営 田地小作証文控え 小作人柄谷安
平

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-8 405-8 8農業経営 田地小作証文控え 小作人森村小
畑三右衛門

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-9 405-9 8農業経営 田地小作証文控え 小作人早崎丑
之介

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙、虫損

405-10 405-10 8農業経営 田地小作証文控え 小作人琴浦嘉
介

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-11 405-11 8農業経営 田地小作証文控え 小作地預り主川
端七兵衛

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

405-12 405-12 8農業経営 田地小作証文控え 徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙
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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

徳永孝哉氏文書(2)目録

405-13 405-13 8農業経営 田地小作証文控え 小作人中川弥
介

状 1 明治8.5 1875

405-14 405-14 8農業経営 田地小作証文控え 小作人中津徳
蔵

徳永俊蔵 状 1 明治8.7 1875 証券界紙

405-15 405-15 8農業経営 田地小作証文 小作人中津伊
兵衛

徳永俊蔵 状 1 明治8.10 1875 証券界紙

405-16 405-16 8農業経営 田地小作証文 小作人塚本三
介

徳永大蔵 状 1 明治11.6.15 1878

405-17 405-17 8農業経営 田地小作証文 小作人早崎巳
之介

徳永大蔵 状 1 明治11.6.15 1878

405-18 405-18 8農業経営 田地小作証書 上坂部村小作
人川端七兵衛
他2名

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882

406-1 406-1 8農業経営 耕地小作確証控え 上坂部村小作
人藤本利作

徳永大蔵 状 1 明治18.2.15 1885

406-2 406-2 8農業経営 耕地小作証書 小作人津川仙
吉

徳永大蔵 状 1 明治19.5.2 1886 証券界紙

406-3 406-3 8農業経営 耕地小作確証 森村小作人川
端音吉

上坂部村徳永
大蔵

状 1 明治21.4.8 1888

406-4 406-4 8農業経営 耕地小作確証 森村柄谷増次
郎

上坂部村徳永
大蔵

状 1 明治21.4. 1888
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徳永孝哉氏文書(2)目録

406-5 406-5 8農業経営 耕地小作確証 上坂部村小作
人早崎為蔵

尼崎辰巳町三
浦長平

状 1 明治22.4.15 1889 虫損

407 407 8農業経営 耕地小作証書雛形 状 1 明治 官許証券文紙

408-1 408-1 8農業経営 屋敷地小作証文控え 小作人藤本治
兵衛

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙、虫損

408-2 408-2 8農業経営 屋敷小作証文控え 小作人藤本留
吉

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

408-3 408-3 8農業経営 屋敷地小作証文控え 小作人中川弥
介

徳永俊蔵 状 1 明治8.5 1875 証券界紙

409-1 409-1 8農業経営 宅地小作証書 上坂部村塚本
新吉

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

409-2 409-2 8農業経営 宅地小作証書 上坂部村吉田
菊松

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

409-3 409-3 8農業経営 宅地小作確証控え 上坂部村小作
人上村米吉

徳永大蔵 状 1 明治18.12.15 1885

410-1 410-1 8農業経営 小作証書 上坂部村川端
七兵衛

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-2 410-2 8農業経営 小作証書 上坂部村塚本
新吉

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

－11－

尼崎市立地域研究史料館作成
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徳永孝哉氏文書(2)目録

410-3 410-3 8農業経営 小作証書 上坂部村柄谷
安兵衛

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882

410-4 410-4 8農業経営 小作証書 上坂部村上村
音吉

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-5 410-5 8農業経営 小作証書 上坂部村寺本
与し

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-6 410-6 8農業経営 小作証書 上坂部村早崎
かね

徳永大蔵 状 2 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-7 410-7 8農業経営 小作証書 上坂部村寺崎
力造

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-8 410-8 8農業経営 小作証書 上坂部村橋本
長七

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-9 410-9 8農業経営 小作証書 上坂部村琴浦
嘉介

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-10 410-10 8農業経営 小作証書 上坂部村坂本
新吉

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-11 410-11 8農業経営 小作証書 上坂部村村上
儀兵衛

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-12 410-12 8農業経営 小作証書 上坂部村琴浦
正蔵

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙
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徳永孝哉氏文書(2)目録

410-13 410-13 8農業経営 小作証書 上坂部村中川
卯造

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-14 410-14 8農業経営 小作証書 上坂部村吉田
菊松

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-15 410-15 8農業経営 小作証書 上坂部村門田
栄吉

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-16 410-16 8農業経営 小作証書 上坂部村徳永
浅五郎

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-17 410-17 8農業経営 小作証書 森村小作人田
中留吉

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-18 410-18 8農業経営 小作証書 上坂部村小作
人川端七兵衛

徳永大蔵 状 3 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-19 410-19 8農業経営 小作証書 上坂部村小作
人住山佐兵衛

徳永大蔵 状 3 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-20 410-20 8農業経営 小作証書 上坂部村川上
栄介

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-21 410-21 8農業経営 小作証書 上坂部村藤本
利作

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882 証券界紙

410-22 410-22 8農業経営 小作証書 上坂部村川口
竹造

徳永大蔵 状 1 明治15.4.15 1882
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徳永孝哉氏文書(2)目録

410-23 410-23 8農業経営 小作証書 小作人森本亦
吉

尼崎町三浦長
平

状 1 明治19.4.10 1886 印刷

410-24 410-24 8農業経営 小作証書 橋本万之介 尼崎辰巳町三
浦長平

状 1 明治19.4.13 1886 印刷

410-25 410-25 8農業経営 小作証書 小作人内田與
兵衛

尼崎辰巳町三
浦長平

状 1 明治19.4.20 1886 印刷

410-26 410-26 8農業経営 小作証書 上坂部村小作
人川上音吉

尼崎辰巳町三
浦長平

状 1 明治19.4 1886 虫損

410-27 410-27 8農業経営 小作証書 上坂部村小作
人大槻為吉

徳永大蔵 状 1 明治19.5.1 1886 証券界紙

411 411 8農業経営 雇人・肥料等諸入用費書上げ 仮綴 1 明治17～19 1884～6

412 412 9金融 金銀年賦貸し帖 徳永金蔵 横帳 1 文化11.1 1814 表紙破損、戌（文化
11年）～酉（文政8
年）分

413 413 9金融 金銀年賦控え帳 徳永俊蔵 横帳 1 安政3.1 1856

414-1 414-1 9金融 米借用証文 兵蔵 鉄蔵 状 1 文政13.12 1830

414-2 414-2 9金融 米借用証文 新助 元右衛門 状 1 弘化4.12 1847

414-3 414-3 9金融 米借用証文 儀助 元右衛門 状 1 嘉永4.12 1851
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徳永孝哉氏文書(2)目録

415-1 415-1 9金融 銀子借用証文 兵蔵 元右衛門 状 1 天保7.7 1836 月賦返済

415-2 415-2 9金融 銀子借用証文 兵蔵 元右衛門 状 1 天保9.12 1838

415-3 415-3 9金融 銀子借用証文 兵蔵 元右衛門 状 1 天保10.12 1839 虫損

415-4 415-4 9金融 銀子借用証文 兵蔵 元右衛門 状 1 天保15.12 1844 虫損

415-5 415-5 9金融 銀子借用証文 松介 元右衛門 状 1 弘化4.12 1847

415-6 415-6 9金融 銀子借用証文 仁兵衛 元右衛門 状 1 嘉永3.12 1850

415-7 415-7 9金融 銀子借用証文 七兵衛 元右衛門 状 1 嘉永4.11 1851

415-8 415-8 9金融 銀子借用証文 塚口村清水町
善兵衛

上坂部村元右
衛門

状 1 嘉永5.12 1852 年貢未進

415-9 415-9 9金融 銀子借用証文 上坂部村□吉 東株御役人中 状 1 嘉永5.12 1852 包紙あり

415-10 415-10 9金融 銀子借用証文 初兵衛 徳永俊蔵 状 1 嘉永5.12 1852

415-11 415-11 9金融 銀子借用証文 上坂部村孫左
衛門他6名

徳永俊蔵 状 1 安政5.12 1858

415-12 415-12 9金融 銀子借用証文 上坂部村治郎
右衛門

徳永俊蔵 状 1 元治元.12 1864
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徳永孝哉氏文書(2)目録

415-13 415-13 9金融 銀子借用証文 中村庄屋次郎
兵衛他3名

徳永俊蔵 状 1 近世

416 416 9金融 質物証文 兵蔵 元右衛門 状 1 天保12.8 1841 虫損

417 417 9金融 年賦証文 兵蔵 元右衛門 状 1 天保14.12 1843 丑年年貢米未上納、
10年賦（1年につき28
匁）

418 418 9金融 借用米返納覚え 俊吾 徳永元右衛門 状 1 弘化4.大.30 1847

419-1 419-1 9金融 金子借用証文 仁兵衛 元右衛門 状 1 嘉永2.4 1849

419-2 419-2 9金融 金子借用証文 上坂部村俊蔵
他2名

柳谷村伊兵衛 状 1 明治4.正 1871 金24両1分

419-3 419-3 9金融 金子借用証文 上坂部村俊蔵
他2名

柳谷村伊兵衛 状 1 明治4.正 1871 金33両2分

419-4 419-4 9金融 金子借用証文 反七 徳永俊蔵 状 1 近世

420 420 9金融 田地本物譲り証文 上坂部村九右
衛門

森村八右衛門 状 1 嘉永4.12 1851 虫損につき取り扱い
注意

421-1 421-1 9金融 年中頼母子掛銀帳 徳永元右衛門 状 1 嘉永5.12 1852

421-2 421-2 9金融 頼母子控え帳 徳［…］ 横帳 1 明治2.正 1869 表紙破損
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徳永孝哉氏文書(2)目録

422-1 422-1 9金融 田地永代譲り渡し証文 佐吉 状 1 安政6.4 1859

422-2 422-2 9金融 永代譲り渡し田地礼銀・預銀
返済について一札（後欠）

一札主佐吉 状 1 安政6.4 1859 前年年貢未進

423-1 423-1 9金融 建家質物証文 新介 俊蔵 状 1 嘉永7.9 1854 10年年賦

423-2 423-2 9金融 建家引当差入れ端書添一札 利助 下食満村与左
衛門

状 1 万延2.2 1861

424-1 424-1 9金融 村貸し預け金督促引合覚え 上坂部村役人 中村御役人・惣
百姓中

状 1 慶応元.10.5 1865 432-1～4一連のもの

424-2 424-2 9金融 村貸し預け金返済につき御願
書

俊蔵 御奉行所 状 1 慶応元.11.23 1865 432-1～4一連のもの

424-3 424-3 9金融 村貸し預け金返済につき御願
書

上坂部村庄屋
俊蔵

田安様御役所 状 1 慶応元.11 1865 432-1～4一連のもの

424-4 424-4 9金融 中村への村貸し預け金滞出入
につき済方願上げ口上

俊蔵代十助 御奉行所 状 1 慶応2.10.5 1866 432-1～4一連のもの

424-5 424-5 9金融 村辻要用銀返済督促につき
嘆願書控え

上坂部村庄屋
俊蔵

御地頭様御役
所

状 1 近世

425 425 9金融 中村治郎兵様より返納金請取
覚え

年寄和三郎 徳永俊蔵 状 1 丑(慶応
元).7.12

(1865) 破・虫損

426-1 426-1 9金融 建物書入れ質確証雛形 状 1 明治9 1876
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徳永孝哉氏文書(2)目録

426-2 426-2 9金融 建物書入れ雛形 状 1 明治

427 427 9金融 銀子預り連印証文 久々知村弥右
衛門他4名

曽根村覚兵衛 状 1 安政6.4 1859 虫損

428-1 428-1 9金融 田地質物証文控え 上坂部村俊蔵 治兵衛 状 1 安政6.7 1859

428-2 428-2 9金融 田地書入れ確証 徳永大蔵 井沢忠平 状 1 明治11.1.8 1878

428-3 428-3 9金融 田地書入れ金借用証書 上坂部村徳永
大蔵

尼崎町梶源左
衛門

状 1 明治15.1.30 1882 虫損

428-4 428-4 9金融 田地書入れ確証控え 上坂部村徳永
大蔵

尼崎秋岡治郎
作

状 1 明治15.8.2 1882

428-5 428-5 9金融 田地書入れ確証 上坂部村徳永
大蔵

上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治18.1.26 1885

428-6 428-6 9金融 田地書入れ金子証文 上坂部村徳永
大蔵

上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治18.1.27 1885

429 429 9金融 質物差入申す田畑証文 上坂部村東株
百姓惣代組頭
七郎右衛門他2
名

岡村為蔵 状 1 嘉永5.11 1852 印抹消、小作証文付
き

430-1 430-1 9金融 歳中金銀小貸出入り帳 徳永俊蔵 横帳 1 安政7 1860

430-2 430-2 9金融 歳中金銀小貸し帳 徳永俊蔵 横帳 1 万延2.正 1861
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徳永孝哉氏文書(2)目録

431-1 431-1 9金融 建家売り端書一札 松助 道具屋利助 状 1 万延2.正 1861 年貢未進

431-2 431-2 9金融 納屋売り端書 新助 道具屋 状 1 文久元.12.9 1861

431-3 431-3 9金融 建家売渡し確証（後欠） 状 2 明治

432 432 9金融 弘化3年～嘉永元年不足銀書
上げ覚え

俊蔵 状 1 文久元.12.13 1861 包紙あり

433 433 9金融 大福帳 横帳 1 文久2.正 1862 虫損

434 434 9金融 住山与次兵衛殿年賦銀勘定
帳

徳永俊蔵 横帳 1 文久2.5 1862

435 435 9金融 金銀取引き出入り勘定帳 横帳 1 文久3.正 1863 虫損

436 436 9金融 三四郎・三郎右衛門田地受戻
し出入につき取扱い済方口上

徳永俊蔵 御地頭様御役
所

状 1 文久3.3 1863

437 437 9金融 小西新七取引き帳 徳永俊蔵 横帳 1 元治元.9 1864

438 438 9金融 元利皆済請取り覚え □新 柄谷源左衛門 状 1 近世　午.12.12

439 439 9金融 借用銀請取り覚え 広田五左衛門 □兵衛 状 1 近世　巳.11.28 虫損

440-1 440-1 9金融 貸銀書上げ 状 1 近世　丑.12.29
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440-2 440-2 9金融 貸付け銀書上げ 状 2 近世

441 441 9金融 元利書上げ 状 1 近世

442 442 9金融 新七借財金控え 横帳 1 近世

443 443 9金融 代金納め覚え 徳永俊蔵 広田権左衛門 状 1 慶応4.6 1868

444 444 9金融 代金請取り覚え 田中村庄屋直
右衛門

上坂部村元右
衛門

状 1 近世

445 445 9金融 代銀書上げ 状 1 近世

446 446 9金融 雑 一括 1 近世

447 447 9金融 田地売渡し約定証 千原市蔵 徳永大蔵 状 1 明治15.2.9 1882

448-1 448-1 9金融 借用金確証控え 川上藤兵衛 徳永大蔵 状 1 明治15.2.15 1882 虫損

448-2 448-2 9金融 借用金確証 徳永大蔵 広田杢左衛門 状 1 明治15.8.22 1882 虫損

448-3 448-3 9金融 借用金確証 上坂部村徳永
大蔵

状 1 明治21.2.10 1888 本人雇人として元利
返済

448-4 448-4 9金融 借用金確証 上坂部村徳永
大蔵

状 1 明治21.2.10 1888 長男卯之介1年間雇
人として元利返済
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448-5 448-5 9金融 借用金確証（後欠） 状 1 明治

449 449 9金融 借用金確証雛形 状 1 明治

450 450 9金融 月賦金催促の件委任状 上坂部村徳永
大蔵

状 1 明治16.4.3 1883 橋本広太郎へ委任

451-1 451-1 9金融 毛付書入金子借用証 上坂部村柄谷
安平

徳永大蔵 状 1 明治16.9.29 1883

451-2 451-2 9金融 毛付書入金子借用証 上坂部村早崎
為吉

徳永大蔵 状 1 明治16.9.29 1883

451-3 451-3 9金融 毛付書入金子借用証 上坂部村中津
徳造

徳永大蔵 状 1 明治16.9.29 1883

451-4 451-4 9金融 毛付書入金子借用証控え 上坂部村吉田
菊松

徳永大蔵 状 1 明治16.9.29 1883

451-5 451-5 9金融 毛付書入金子借用証 上坂部村琴浦
竹松

徳永大蔵 状 1 明治16.9.30 1883

451-6 451-6 9金融 毛付書入金子借用証 上坂部村徳永
養作

徳永大蔵 状 1 明治16.9.30 1883

452 452 9金融 借家受書 上坂部村家借
主大槻為蔵

徳永大蔵 状 1 明治19.5.3 1886 証券界紙
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453-1 453-1 9金融 建物所有証明願い 上坂部村徳永
大蔵

上坂部村外4ヵ
村戸長村上民
蔵

状 2 明治22.4.10 1889

453-2 453-2 9金融 売渡し建物図面 状 1 明治22.4.10 1889 売主＝徳永大蔵、買
主＝上松房吉

454 454 9金融 宅地書入れ確証 川口竹蔵 徳永大蔵 状 1 明治24.4.1 1891

455 455 9金融 金子連印借用確証 上坂部村徳永
大蔵・枡実太郎

上坂部村小川
亀之介

状 1 明治26.12.22 1893 虫損

456 456 9金融 連印金子借用証券雛形 治兵衛 状 1 明治

457 457 9金融 返済証書 上坂部村広田
利右衛門

徳永大蔵 状 1 明治26.12.26 1893

458-1 458-1 10家・その他 買物帳 徳永俊蔵 横帳 1 壬戌（文久2）.
正

(1862)

458-2 458-2 10家・その他 買物帳 徳永俊蔵 横帳 1 戌（文久2） (1862) 虫損

459-1 459-1 10家・その他 呉服関係金銭受取り覚え 三井嘉郎・源太
郎

徳永 状 1 近世　丑.11.27

459-2 459-2 10家・その他 呉服関係金銭受取り覚え 三井嘉郎 徳永 状 1 近世　丑.11.28

459-3 459-3 10家・その他 呉服関係金銭受取り覚え 三井嘉郎 徳永 状 1 近世　丑.12.28
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460-1 460-1 10家・その他 私信 桜井家臣荒木
作兵衛

徳永三治 状 1 近世　.4.2 出石藩儒者関係？

460-2 460-2 10家・その他 私信 桜井俊蔵 徳永三治 状 1 近世　.4.4 出石藩儒者関係？

461 461 10家・その他 尼崎出屋敷難波屋より知らせ
参り候事聞き合わせにつき返
事待たれたき旨の口上

源左衛門 庄屋俊蔵 状 1 近世　.12.3 虫損

462 462 10家・その他 名前書上げ 状 1 近世

463 463 10家・その他 京都博覧新報付録物品目録
　　（第1号）

状 1 明治7 1874 木版

464 464 10家・その他 陸軍士官学校歩兵科生徒浄
書図面

原田文五郎 一括 1 明治13～15 1880～
82

465 465 10家・その他 勧解出頭延引願い 徳永浅五郎（代
人徳永大蔵）

神戸治安裁判
所判事御掛り嬉
野殿

状 1 明治16.10.9 1883

466 466 10家・その他 荷物送り状 虎吉 上坂部村徳永
大蔵

状 1 明治 角印＝摂津国神崎
諸荷物問や中堂与
三郎支店徳松

467 467 10家・その他 諸品代金書上げ 大しまや新助 徳永 状 1 近代　卯.12.26 するめ・大根など正
月用食品
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