
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

福田弥平氏文書(1)目録

1 1 1法令 手形不通用の由流言につき触
書

郡代 大灘・中灘村々
庄屋・年寄

状 1 卯(慶応
3).12.20

1867

2 2 1法令 大阪府御触書 郡代 大灘村々、中灘
庄屋・年寄

状 1 慶応4.5 1868

3 3 1法令 助郷につき駅逓役所触書 駅逓役所 状 1 辰(慶応4).7 1868 鼠損・汚損

4 51 1法令 徳川幕府大政返上の旨の高
札写し

福田舎 仮綴 1 明治3.8 1870 鼠損

5 52 1法令 御一新後被仰出日記 福田 仮綴 1 明治4.7 1871

6-1 10-1 2土地・貢租（近世） 上納勘定書 平瀬来蔵 生津村役人 状 1 近世 .閏10.28

6-2 10-2 2土地・貢租（近世） 上納勘定書 金穀所 状 1 近世 午.11.29 覚1点巻込

7 11 2土地・貢租（近世） 納藁受取書 御厩 生津村役人 状 1 近世 .12.28

8 12 2土地・貢租（近世） 上納銀受取書 岩下彦右衛門 生津村庄屋弥
兵衛

状 1 近世 辰.7.12

9 13 2土地・貢租（近世） 御国役金受取書 岡本鑑一郎 生津村役人 状 1 近世 午.7.13

10 4 2土地・貢租（近世） 所持之田畑反畝高帳 仮綴 1 元禄13.11 1700

11 5 2土地・貢租（近世） 名寄帳 福田氏 仮綴 1 寛政7.11 1795
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福田弥平氏文書(1)目録

12 54 2土地・貢租（近世） 摂州国郡石高邑名控え 福田弥兵衛 書冊 1 嘉永3.5 1850

13 55 2土地・貢租（近世） 摂州武庫郡生津村名寄帳 仮綴 1 近世

14 56 2土地・貢租（近世） 名寄帳 仮綴 1 近世 虫損

15-1 6-1 2土地・貢租（近世） 中勘定目録 生津村庄屋弥
兵衛

岡本市之進 状 1 慶応2.11.晦 1866

15-2 6-2 2土地・貢租（近世） 中勘定目録 状 1 近世 1868

16-1 7-1 2土地・貢租（近世） 子年免定 杉山吉次他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 元治元.11.21 1864

16-2 7-2 2土地・貢租（近世） 丑年免定 山下族他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 慶応元.11.18 1865

16-3 7-3 2土地・貢租（近世） 寅年免定 山田幸蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 慶応2.11.27 1866

16-4 7-4 2土地・貢租（近世） 卯年免定 山田幸蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 慶応3.11.27 1867

16-5 7-5 2土地・貢租（近世） 辰年免定写し 状 1 慶応4.7 1868

16-6 7-6 2土地・貢租（近世） 辰年免定 西田伴左衛門
他2名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 明治元.12.17 1868
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福田弥平氏文書(1)目録

17 9 2土地・貢租（近世） 駅役人加助郷之者に非分申
し掛けざる旨請証文

小橋屋長兵衛 蔵人村他9か村
役人

仮綴 1 丑(慶応
元）.7.12

1865 汚損

18 8 3土地・貢租（近代） 地代金・租税金書付 状 1 近代 汚損

19-1 14-1 4村政・村況（近世） 大庄屋組掛り金受取書 瓦林組 生津村 状 1 近世 .12.27

19-2 14-2 4村政・村況（近世） 大庄屋組掛り金受取書 惣会所 生津村役人 状 1 近世 .3.12

19-3 14-3 4村政・村況（近世） 大庄屋組掛り金受取書 瓦林組 生津村 状 1 近世 未.12.28

20 15 4村政・村況（近世） 諸勘定のため町宿へ出席す
べき旨大庄屋廻状

岡本勘一郎 上瓦林村他15
か村庄屋

状 1 近世 .4.13 汚損、包紙あり

21 16 4村政・村況（近世） 広田村詰人足交代につき大
庄屋廻状

岡本市之進 高木村他12か
村庄屋

状 1 近世 .閏5.22 汚損

22 17 4村政・村況（近世） 御用賄数書付 平瀬来蔵 生津村役人 状 1 近世 .閏10.28

23 18 4村政・村況（近世） 組連印借り米早々返金すべき
旨大庄屋廻状

岡本勘一郎 上瓦林村他7か
村庄屋

状 1 近世 .12.20 汚損

24 19 4村政・村況（近世） 拝借金返上につき請証文 生津村頭百姓
辰右衛門他2名

平瀬小助 状 1 明治元.12 1868

25 20 4村政・村況（近世） 凶作につき御手当米下された
き願

生津村頭百姓
辰右衛門他2名

役方 状 1 明治元.12 1868
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福田弥平氏文書(1)目録

26 21 4村政・村況（近世） 五年間御手当米年継ぎ下され
たき願

状 1 近世

27 22 4村政・村況（近世） 拝借米返納延期願 状 1 近世

28-1 40-1 4村政・村況（近世） 年寄新判願 生津村庄屋弥
兵衛他1名

状 1 明治2.2 1869 鼠損

28-2 40-2 4村政・村況（近世） 年寄新判願 生津村惣兵衛
他1名

社寺役所 状 1 明治2.2 1869 鼠損

28-3 40-3 4村政・村況（近世） 年寄新判願 生津村惣兵衛
他1名

渡邉直三郎 状 1 明治2.2 1869 鼠損

29-1 41-1 4村政・村況（近世） 別家新判願 生津村幸右衛
門他2名

田尾竹蔵 状 1 明治3.2 1870 鼠損

29-2 41-2 4村政・村況（近世） 別家新判願 生津村幸右衛
門他2名

笹間啓次他1名 状 1 明治3.2 1870 鼠損

30 42 4村政・村況（近世） 金相場値違いあるにつき仮受
取返却依頼の書状

成瀬由右衛門 生津村庄屋弥
兵衛

状 1 近世 2.30 汚損

31-1 48-1 4村政・村況（近世） 銭受取書 □清右衛門 生津村役人 状 1 近世 巳.7.21

31-2 48-2 4村政・村況（近世） 銭受取書 加島屋善左衛
門

なまづ村弥兵衛 状 1 近世 .12.10

31-3 48-3 4村政・村況（近世） 銭受取書 常松幸右衛門 生津村役人 状 1 近世 .8.4
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福田弥平氏文書(1)目録

32-1 49-1 4村政・村況（近世） 金銭勘定書付 状 1 近世 卯.11

32-2 49-2 4村政・村況（近世） 金銭勘定書付 状 1 近世 虫損

32-3 49-3 4村政・村況（近世） 金銭勘定書付 状 1 近世

32-4 49-4 4村政・村況（近世） 金銭勘定書付 仁兵衛 辰右衛門 状 1 近世 .7.5

33 57 4村政・村況（近世） 西宮伝馬所より皆済勘定立ち
合いにつき廻状

西宮宿御伝馬
所

久右衛門新田
他6か村役人中

状 1 近世 巳.12.24 包紙あり

34 58 4村政・村況（近世） 大庄屋よりの召集廻状 岡本市之進 常吉村他5か村
庄屋

状 1 近世 .7.6

35 43 5村政・村況（近代） 当村倹約誓記 村用掛 状 1 明治15.1 1882

36 45 5村政・村況（近代） 損耗の威鉄砲引替え願 生津村年寄・庄
屋

平瀬小助 状 1 明治2.8 1869

37 46 5村政・村況（近代） 御見伐場取払いにつき差入証
文

生津村庄蔵 堤防役所 状 1 明治3.9 1870

38-1 23-1 6戸口・諸改 宗門人家御改帳 瓦林組生津村 書冊 1 文久4.3 1864 汚損

38-2 23-2 6戸口・諸改 宗門人家御改帳 瓦林組生津村 書冊 1 明治3.3 1870

40 25 6戸口・諸改 宗旨下書 伊丹墨染寺 仮綴 1 近世 午.正
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福田弥平氏文書(1)目録

41-1 26-1 6戸口・諸改 人別送り一札 鳴尾村兄喜三
郎他1名

生津村庄屋惣
兵衛

状 1 文久4.正 1864 汚損

41-2 26-2 6戸口・諸改 人別送り一札 東富松村親他1
名

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 元治2.正 1865

41-3 26-4 6戸口・諸改 人別送り一札 生津村庄屋弥
兵衛

守部村庄屋三
右衛門

状 1 元治2.3 1865

41-4 26-6 6戸口・諸改 人別送り一札 野間村庄屋利
兵衛

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 慶応2.正 1866

41-5 26-7 6戸口・諸改 人別送り一札 別所村庄屋武
兵衛

生津村役人 状 1 慶応3.正 1867

41-6 26-8 6戸口・諸改 人別送り一札 西武庫村庄屋
高寺善右衛門

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 慶応3.2 1867

41-7 26-9 6戸口・諸改 人別送り一札 生津村庄屋弥
兵衛

西宮浜久保町
役人

状 1 慶応3.2 1867

41-8 29-10 6戸口・諸改 人別送り一札 東武庫村庄屋
増五郎

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 慶応4.正 1868

41-9 26-11 6戸口・諸改 人別送り一札 芋村年寄忠兵
衛

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 明治2.正 1869

41-10 26-12 6戸口・諸改 人別送り一札 守部村庄屋又
兵衛

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 明治2.6 1869
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福田弥平氏文書(1)目録

41-11 26-15 6戸口・諸改 人別送り一札 西武庫村庄屋
善右衛門

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 近世

42-1 26-3 6戸口・諸改 人別請取一札 生津村庄屋弥
兵衛

東富松村庄屋
相吉

状 1 元治2.正 1865

42-2 26-5 6戸口・諸改 人別請取一札 野間村庄屋利
兵衛

生津村庄屋弥
兵衛

状 1 慶応元.10 1865

42-3 26-13 6戸口・諸改 人別請取一札 生津村庄屋弥
兵衛

状 1 近世

42-4 26-14 6戸口・諸改 人別請取一札 生津村庄屋弥
兵衛

状 1 近世

43-1 27-1 6戸口・諸改 宗旨請状 城下寺町本興
寺中本成院就
無住代判養寿
院

芋村年寄忠兵
衛

状 1 慶応2.6 1866

43-2 27-2 6戸口・諸改 宗旨請状 尼崎寺町本興
寺塔頭本成院

庄屋弥兵衛 状 1 明治3.正 1870

43-3 27-3 6戸口・諸改 宗旨請状 甲山神呪寺 状 1 明治3.2 1870

43-4 27-4 6戸口・諸改 宗旨請状 甲山神呪寺 状 1 明治3.2 1870

43-5 27-5 6戸口・諸改 宗旨請状 浄土宗東富松
村大昌寺

仮綴 1 明治3.2 1870
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福田弥平氏文書(1)目録

43-6 27-6 6戸口・諸改 宗旨請状 浄土宗東富松
村大昌寺

仮綴 1 (明治)

43-7 27-7 6戸口・諸改 宗旨請状 昆陽寺正覚院 生津村役人 状 1 近世

43-8 27-8 6戸口・諸改 宗旨請状 伊丹墨染寺 状 1 近世 巳.2

44 28 6戸口・諸改 家出人人別入れ願 生津村役人幸
右衛門他2名

笹間啓治他1名 状 1 明治3.2 1870

45-1 29-1 6戸口・諸改 医師由緒書 生津村医師
佐々木盛伊

社寺 状 1 (明治) 庚午.7

45-2 29-2 6戸口・諸改 医師由緒書 医師佐々木泊
斉他4名

状 1 (明治)

46 30 6戸口・諸改 死去人届け出につき書状 第十一区副戸
長向井弥一郎

生津村役人 状 1 (明治) .9.晦

47 31 6戸口・諸改 人別除き願 生津村庄屋弥
平他1名

宗門役所 状 1 明治4.2 1871

48 32 6戸口・諸改 出生人書 状 2 (明治)

49 33 6戸口・諸改 非人行倒れの届 生津村庄屋弥
兵衛他1名

笹間慶治他1名 状 1 明治3.3.22 1870 鼠損・汚損

50-1 34-1 6戸口・諸改 村明細帳 生津村庄屋弥
兵衛他1名

民事役所 仮綴 1 明治3.6 1870
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福田弥平氏文書(1)目録

50-2 34-2 6戸口・諸改 村明細帳下書 仮綴 1 欠年

51 25 6戸口・諸改 寺社改帳（瓦林組村々） 仮綴 1 元禄5.12.18 1692

52 26 6戸口・諸改 神社敷地書上帳 生津村年寄辰
右衛門他1名

寺社奉行 仮綴 1 慶応4.4 1868

53 27 6戸口・諸改 氏神・檀那寺書雛型 仮綴 1 欠年

54 28 6戸口・諸改 神呪寺後住決定まで寺役法
用宗旨代判野間村大空寺に
兼帯頼みたき願

甲山神呪寺壇
中生津村弥兵
衛

井手吾輔 状 1 近世 汚損

55 29 6戸口・諸改 神呪寺住持書状 神呪寺 生津村弥兵衛 状 1 近世 .閏10.19 汚損

56 53 6戸口・諸改 人別出入諸色願書御届書案
文

生津村 仮綴 1 宝暦8.6.14 1758 後欠、汚損

57 50 7農業経営・流通 麦安俵数書付 状 2 近世

58 59 7農業経営・流通 作物植付け・耕作覚え 小横帳 1 明治前期 虫損・破損

59 44 8金融 借用金証文 生津村弥兵衛
他6名

小豆島屋松三
郎

状 1 明治3.6 1870 虫損

60 47 8金融 利息銀受取書 次屋村重次郎 生津村辰右衛
門

状 1 近世 巳.12.晦
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福田弥平氏文書(1)目録

61 60 9その他 太閤秀吉公御葬式御行列控
え

横帳 1 欠年

62 61 9その他 断片一括 状 1 欠年 状4点一括
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