
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

椎堂部落有文書目録

1 1 1支配 戸長役場配置更正願い下書
き

椎堂村人民惣
代橋本市左衛
門他1名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治14 1881

2-1 2-1 2土地・貢租(近世) 椎堂村地廻帳 組頭惣左衛門
他9名

書冊 1 寛政10.8 1798 裏表紙破損

2-2 2-2 2土地・貢租(近世) 椎堂村地廻帳 組頭惣左衛門
他9名

書冊 1 嘉永7.11 1854

3 3 2土地・貢租(近世) 椎堂村地廻帳（川向イ） 組頭宗左衛門
他9名

書冊 1 文化15.2 1818

4-1 4-1 2土地・貢租(近世) 椎堂村田地名寄帳 組頭惣左衛門
他9名

書冊 1 寛政10.8 1798

4-2 4-2 2土地・貢租(近世) 椎堂村田地名寄帳 組頭惣左衛門
他9名

書冊 1 嘉永7.11 1854

5 5 2土地・貢租(近世) 東島堤外発返り新開畑間数改
帳

庄屋太郎右衛
門他9名

書冊 1 嘉永2.8 1849

6-1 6-1 2土地・貢租(近世) 免状 川上金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 嘉永2.10 1849 虫損

6-2 6-2 2土地・貢租(近世) 免状 川上金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 嘉永3.10 1850 汚損

6-3 6-3 2土地・貢租(近世) 免状 川上金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 嘉永5.10 1852 虫損
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6-4 6-4 2土地・貢租(近世) 免状 増田作右衛門 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 安政2.10 1855 虫損・汚損

6-5 6-5 2土地・貢租(近世) 免状 増田作右衛門 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 安政3.10 1856

6-6 6-6 2土地・貢租(近世) 免状 増田作右衛門 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 安政4.10 1857 虫損・汚損

6-7 6-7 2土地・貢租(近世) 免状 屋代増之助 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 安政5.10 1858 虫損・汚損

6-8 6-8 2土地・貢租(近世) 免状 屋代増之助 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 安政6.10 1859 虫損

6-9 6-9 2土地・貢租(近世) 免状 大阪府司農局 椎堂村庄屋・年
寄・惣百姓

状 1 明治元.11 1868 汚損

6-10 6-10 2土地・貢租(近世) 免状 兵庫県令神田
孝平

椎堂村戸長・副
戸長・惣百姓

状 1 明治6.5 1873 鼠損・虫損

6-11 6-11 2土地・貢租(近世) 免状 兵庫県令神田
孝平

椎堂村戸長・副
戸長・惣百姓

状 1 明治7.5 1874 虫損

6-12 6-12 2土地・貢租(近世) 免状 兵庫県令神田
孝平

椎堂村戸長・副
戸長・惣百姓

状 1 明治8.12.25 1875 虫損

7-1 7-1 2土地・貢租(近世) 皆済目録 川金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 嘉永2.3 1849
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7-2 7-2 2土地・貢租(近世) 皆済目録 川金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 嘉永3.3 1850

7-3 7-3 2土地・貢租(近世) 皆済目録 川金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 嘉永4.3 1851

7-4 7-4 2土地・貢租(近世) 皆済目録 川金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 嘉永5.3 1852

7-5 7-5 2土地・貢租(近世) 皆済目録 川金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 嘉永6.3 1853

7-6 7-6 2土地・貢租(近世) 皆済目録 川金吾助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 安政2.3 1855

7-7 7-7 2土地・貢租(近世) 皆済目録 増作右衛門 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 安政3.4 1856

7-8 7-8 2土地・貢租(近世) 皆済目録 増作右衛門 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 安政4.3 1857

7-9 7-9 2土地・貢租(近世) 皆済目録 白忠太夫 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 安政5.3 1858

7-10 7-10 2土地・貢租(近世) 皆済目録 屋増之助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 万延元.4 1860 汚損

7-11 7-11 2土地・貢租(近世) 皆済目録 屋増之助 椎堂村庄屋・年
寄・百姓代

状 1 文久2.3 1862
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7-12 7-12 2土地・貢租(近世) 皆済目録 椎堂村庄屋太
郎右衛門他2名

小堀数馬役所 状 1 文久4.3 1864 裏書あり

8 8 2土地・貢租(近世) 猪名川堤裏表竹木小物成改
帳

椎堂村 書冊 1 文政11.4 1828 裏表紙破損、近代の
覚4点挟込

9 9 3土地・貢租(近代) 地券地廻帳 書冊 1 明治6.1 1873 鼠損

10-1 10-1 3土地・貢租(近代) 田畑地券願帳 椎堂村橋本市
郎兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-2 10-2 3土地・貢租(近代) 田畑地券願帳 椎堂村宮脇善
三郎

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-3 10-3 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村吉田藤
助

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 鼠損

10-4 10-4 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村亀田九
郎兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-5 10-5 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本市
左衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-6 10-6 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村亀田仁
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-7 10-7 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村門田岩
吉

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

－4－

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

椎堂部落有文書目録

10-8 10-8 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村西田治
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-9 10-9 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村亀田弥
次兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 (明治6.5) (1873) 虫損

10-10 10-10 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村矢野武
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 (明治6.5) (1873) 虫損

10-11 10-11 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本善
助

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-12 10-12 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村門田勘
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-13 10-13 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本茂
代

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-14 10-14 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村宮脇半
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-15 10-15 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本九
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-16 10-16 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村南畑久
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-17 10-17 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村亀田利
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損・鼠損
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10-18 10-18 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村矢野栄
次郎

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-19 10-19 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村矢野忠
左衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-20 10-20 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村梶浦惣
左衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-21 10-21 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村岡本鹿
蔵

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-22 10-22 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村安田平
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6 1873 鼠損

10-23 10-23 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村芝勝次
郎

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 (明治6.5) (1873) 虫損

10-24 10-24 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村矢野嘉
吉他1名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-25 10-25 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村岡本七
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損・鼠損

10-26 10-26 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本太
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 (明治6.5) (1873)

10-27 10-27 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋永達
成

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損
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10-28 10-28 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村岡本久
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-29 10-29 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本茂
兵衛他1名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-30 10-30 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本庄
右衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-31 10-31 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村亀田安
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損

10-32 10-32 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村門田清
左衛門他1名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 鼠損

10-33 10-33 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村田中権
三郎

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 虫損・鼠損

10-34 10-34 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村太田平
三郎

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873 鼠損

10-35 10-35 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本五
左衛門

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-36 10-36 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村梶浦嘉
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873

10-37 10-37 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村橋本四
郎兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.5 1873
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10-38 10-38 3土地・貢租（近代） 田畑地券願帳 椎堂村梶浦利
兵衛

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 (明治6.59 (1873)

11-1 11-1 3土地・貢租(近代) 村道路調下帳・溝土上巾調下
帳

椎堂村 仮綴 1 明治8.2 1875 目録番号12と合綴

11-2 11-2 3土地・貢租（近代） 堤・溝敷等夫米集め帳 仮綴 1 明治 虫損、畑地地価・地
租書上げ帳と合綴、
目録番号11-2～11-
4包紙一括

11-3 11-3 3土地・貢租(近代) 村道路調下帳・溝土上巾調下
帳

横帳 1 明治 目録番号11-2～11-
4包紙一括

11-4 11-4 3土地・貢租（近代） 溝敷等夫役代金集め帳 横帳 1 明治 虫損、目録番号11-2
～11-4包紙一括

12 12 3土地・貢租(近代) 地籍帳 第拾二区椎堂
村

仮綴 1 明治8 1875 目録番号11-1と合綴

13-1 13-1 3土地・貢租(近代) 耕地反別取調べ帳（壱番） 椎堂村 書冊 1 (明治9.3.20) (1876)

13-2 13-2 3土地・貢租（近代） 耕地反別取調べ帳（貳番） 椎堂村 書冊 1 明治9.3.20 1876

14 14 3土地・貢租(近代) 一筆限り戸別地価付帳 椎堂村 書冊 1 明治10.10 1877

15 15 3土地・貢租(近代) 地価等級・反別合計帳 椎堂村 書冊 1 明治10.9 1877

16 16 3土地・貢租(近代) 一筆帳 椎堂村 書冊 1 明治22 1889
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17-1 17-1 3土地・貢租(近代) 土地所有者名寄帳 園田村之内椎
堂村

書冊 1 (明治)

17-2 17-2 3土地・貢租(近代) 土地名寄帳 椎堂村 書冊 1 大正元.12 1912

17-3 17-3 3土地・貢租(近代) 土地名寄帳 椎堂 書冊 1 昭和10.8 1935

18 18 3土地・貢租(近代) 地租納入受領証一括 状ほか 1 明治9～12 1876～
1879

状20・袋4一括

19 19 3土地・貢租(近代) 地方税受取証 仮綴ほ 1 明治12～13 1879～
1880

仮綴1・状1封筒一括

20-1 20-1 3土地・貢租(近代) 明治十六年度前半期地方税
割帳

村役場 横帳 1 明治16.6 1883

20-2 20-2 3土地・貢租(近代) 明治十八年度前後半期地方
税割帳

椎堂村 横帳 1 明治18.5 1885

20-3 20-3 3土地・貢租(近代) 明治十八年度後半期地方税・
監獄費・郡部会費割取集め帳

椎堂村 横帳 1 明治18 1885

20-4 20-4 3土地・貢租（近代） 明治廿年度前半期地方税地
租割・戸数割集め帳

椎堂村 横帳 1 明治20.旧2.6 1887

21 21 3土地・貢租(近代) 租額決算取調べ簿 仮綴 1 明治17 1884 虫損・汚損

22 22 3土地・貢租(近代) 警察費割り受領書 状 1 明治12～13 1879～
1880

状5一括
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椎堂部落有文書目録

23 23 3土地・貢租(近代) 各戸地租見出し帳 椎堂村 仮綴 1 昭和4.8 1929

24 24 3土地・貢租(近代) 地租納税額見出し帳 椎堂 仮綴 1 昭和9.8 1934

25-1 25-1 3土地・貢租(近代) 地籍丈量帳 椎堂村 小横帳 1 (明治) 虫損大

25-2 25-2 3土地・貢租(近代) 地籍丈量帳 小横帳 1 (明治) 虫損

25-3 25-3 3土地・貢租（近代） 地籍図下書き 仮綴 1 (明治) 虫損

25-4 25-4 3土地・貢租（近代） 地籍図下書き 仮綴 1 (明治) 虫損

25-5 25-5 3土地・貢租（近代） 地籍図下書き一括 状 1 (明治) 袋入り一括

26 26 3土地・貢租(近代) 椎堂村地租改正節取調漏土
地丈量帳

書冊 1 明治12.10.8 1879

27 27 3土地・貢租(近代) 山林原野一筆限り地価帳 椎堂村 書冊 1 明治14.5.24 1881

28-1 28-1 3土地・貢租(近代) 地租収穫修正願い 椎堂村橋本九
兵衛他5名

兵庫県権令森
岡昌純

仮綴 1 明治10.3.14 1877 鼠損

28-2 28-2 3土地・貢租(近代) 地租収穫修正願い 矢野武兵衛他
34名

兵庫県権令森
岡昌純

仮綴 1 明治10.5.1 1877 虫損・鼠損、目録番
号28-2・3合綴

28-3 28-3 3土地・貢租（近代） 地租収穫修正願い 椎堂村矢野武
兵衛他6名

兵庫県権令森
岡昌純

仮綴 1 明治10.5.15 1877 虫損・鼠損、目録番
号28-2・3合綴
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椎堂部落有文書目録

28-4 28-4 3土地・貢租（近代） 耕地収穫修正願い 椎堂村橋本市
左衛門他37名

兵庫県令森(ﾏ
ﾏ)昌純

仮綴 1 明治14.6 1881 鼠損

28-5 28-5 3土地・貢租（近代） 耕地収穫修正願い 仮綴 1 明治14.6 1881 鼠損

28-6 28-6 3土地・貢租（近代） 耕地収穫修正願い 地主惣代橋本
市左衛門他5名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治14.8.17 1881 虫損・鼠損

29 29 3土地・貢租(近代) 地租減額願い却下につき県
令通知

兵庫県権令森
岡昌純

椎堂村 状 1 明治10.4.23 1877 虫損

30 30 3土地・貢租(近代) 地価修正につき戸長役場より
書状

戸長代理筆生
佐藤碓彦

椎堂村惣代 状 1 明治14.8.15 1881 封筒あり

31 31 3土地・貢租(近代) 地価調理のため地主惣代人
選挙手続き写し

仮綴 1 明治14 1881

32 32 3土地・貢租(近代) 地価特別修正調査順序 仮綴 1 (明治14) (1881)

33 33 3土地・貢租(近代) 地籍編成事務請負約定書 平安社竹内通
壽他1名

第拾弐区椎堂
村戸長

書冊 1 明治11.4.3 1878 虫損

34-1 34-1 3土地・貢租(近代) 地籍編成事務請負約定書手
数料受領書

竹内通壽 椎堂村戸長門
田太郎右衛門

状 1 明治11.5.22 1878 虫損

34-2 34-2 3土地・貢租(近代) 地籍編成事務請負約定書手
数料受領書

平安社竹内通
壽他1名

椎堂村戸長門
田太郎右衛門

状 1 明治12.6.29 1879 虫損
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椎堂部落有文書目録

34-3 34-3 3土地・貢租(近代) 条約手数料雑費・訂正費受領
証

平安社竹内通
壽

椎堂村用掛橋
本市左衛門

状 1 明治16.2.26 1883 虫損

35-1 35-1 3土地・貢租(近代) 地目変換地価修正届け 地主惣代矢野
武兵衛他2名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治18.11.17 1885 目録番号36-1と合綴

35-2 35-2 3土地・貢租(近代) 地目変換地価修正届け 地主梶浦利兵
衛他19名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治18.11.17 1885 虫損、目録番号36-2
と合綴

35-3 35-3 3土地・貢租（近代） 地目変換地価修正届け 地主橋本九兵
衛他4名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治18.11.17 1885 目録番号35-6と合綴

35-4 35-4 3土地・貢租（近代） 地目変換地価修正届け 地主椎堂村惣
代橋本九兵衛
他2名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治19.2.15 1886 目録番号35-5と合綴

35-5 35-5 3土地・貢租（近代） 地目変換地価修正届け 地主椎堂村惣
代橋本九兵衛
他2名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治19.2.15 1886 目録番号35-4と合綴

35-6 35-6 3土地・貢租（近代） 地目変換地価修正届け 地主橋本九兵
衛他4名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治18.11.17 1885 目録番号35-3と合綴

36-1 36-1 3土地・貢租(近代) 野取絵図帳 椎堂村 仮綴 1 明治18 1885 目録番号35-1と合綴

36-2 36-2 3土地・貢租(近代) 野取絵図帳 椎堂村 仮綴 1 明治18 1885 虫損、目録番号35-2
と合綴

36-3 36-3 3土地・貢租（近代） 野取絵図帳 椎堂村 仮綴 1 明治19.12 1886
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37-1 37-1 3土地・貢租(近代) 反別増減訂正願い 地主橋本巳之
助他3名

川辺郡長石原
亮

仮綴 1 明治18.11.10 1885 虫損、目録番号37-
1・2合綴

37-2 37-2 3土地・貢租（近代） 反別増減訂正願い 地主橋本巳之
助他3名

川辺郡長石原
亮

仮綴 1 明治18.11.10 1885 虫損、目録番号37-
1・2合綴

38-1 38-1 3土地・貢租(近代) 地目誤謬訂正願い 地主矢野武兵
衛他3名

川辺郡長石原
亮

仮綴 1 明治18.11.10 1885 目録番号38-1・2合
綴

38-2 38-2 3土地・貢租(近代) 地目誤謬訂正願い 地主矢野武兵
衛他3名

川辺郡長石原
亮

仮綴 1 明治18.11.10 1885 目録番号38-1・2合
綴

39-1 39-1 3土地・貢租(近代) 無願開墾地価修正願い 地主梶浦忠左
衛門他3名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治19.2.21 1886 虫損、目録番号39-
1・2合綴

39-2 39-2 3土地・貢租（近代） 無願開墾地価修正願い 地主梶浦忠左
衛門他3名

兵庫県令内海
忠勝

仮綴 1 明治19.2.21 1886 虫損、目録番号39-
1・2合綴

40 40 3土地・貢租(近代) 地目変換地価修正取調べ届
け

中条善四郎他
20名

兵庫県知事内
海忠勝

書冊 1 明治19.12 1886

41 41 3土地・貢租(近代) 脱落地編入賦租願い 梶浦利兵衛他4
名

仮綴 1 明治19 1886

42 42 3土地・貢租(近代) 開墾地価修正願い 亀田利右衛門
他4名

兵庫県内海忠
勝

仮綴 1 明治19.12 1886

43 43 3土地・貢租(近代) 畦畔廃除賦租願い 岡本さく他9名 兵庫県知事内
海忠勝

仮綴 1 明治19 1886
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44 44 3土地・貢租(近代) 地価修正事務依頼証 園田村ノ内椎堂
惣代橋本九兵
衛

石上留蔵 状 1 明治22.9.25 1889 鼠損

45 45 3土地・貢租(近代) １反歩当り修正地価取調べ表 地主総代橋本
市左衛門他2名

兵庫県知事内
海忠勝

状 1 明治22.10 1889

46 46 3土地・貢租(近代) 県税地租延納につき願い 橋本市左衛門
他21名

兵庫県知事周
布公平

仮綴 1 明治30.2.25 1897

47 47 3土地・貢租(近代) 県税地租延納につき願い写し 状ほか 1 明治29～30 1896～
1897

状6・仮綴3一括

48 48 3土地・貢租(近代) 県税延納につき県知事通知 兵庫県知事周
布公平

椎堂村門田太
郎右衛門他24
名

状 1 明治30.1.20 1897

49 49 3土地・貢租(近代) 県税未納者名通知 園田村役場 橋本委員 仮綴 1 明治30.4.2 1897 目録番号50と合綴

50 50 3土地・貢租(近代) 県税免除願い却下されし者の
県税額調べ帳

椎堂村 横帳 1 明治30.4.6 1897 目録番号49と合綴

51-1 51-1 3土地・貢租(近代) 県税免税者につき調査の通
知

川辺郡役所 園田村長田中
幾之助

状 1 (明治30) (1897)

51-2 51-2 3土地・貢租（近代） 県税免税者につき調査の通
知

川辺郡役所 園田村長 状 1 (明治30).2.18 (1897)

52 52 3土地・貢租(近代) 県税免除者につき調査書控え 仮綴 1 (明治30) (1897)
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53 53 3土地・貢租(近代) 水害地地租特別免除願い 亀田りゑ他25名 大阪税務管理
局長曽我祐保

仮綴 1 明治31.8.25 1898

54 54 3土地・貢租(近代) 明治三十年度免税金割帳 椎堂村 横帳 1 明治32.旧5.16 1899 結付文書1点あり

55-1 55-1 3土地・貢租(近代) 上食満領字野入溝敷年貢割
帳

五ヶ村 横帳 1 大正10.1 1921 結付文書1点あり

55-2 55-2 3土地・貢租(近代) 上食満領字野入溝敷年貢割
帳

五ヶ村 横帳 1 大正12.1 1823

56 56 3土地・貢租(近代) 堤防官地一筆書上げ帳 椎堂村 書冊 1 明治10 1877

57-1 57-1 3土地・貢租(近代) 官有土地堤塘使用継続願い 橋本九兵衛他
15名

兵庫県知事周
布公平

仮綴 1 明治30.3.29 1897

57-2 57-2 3土地・貢租(近代) 堤塘使用につき請け書 椎堂村橋本九
兵衛他15名

兵庫県知事大
森鍾一

仮綴 1 明治30.7.9 1897

57-3 57-3 3土地・貢租(近代) 官有堤塘使用願い 橋本九兵衛他
15名

兵庫県知事服
部一三

仮綴 1 明治37 1904

57-4 57-4 3土地・貢租（近代） 河川堤防敷地占用継続願い 尼崎市椎堂亀
田弥太郎他2名

兵庫県知事阪
本勝

仮綴 1 昭和34.3 1959

57-5 57-5 3土地・貢租（近代） 河川堤防敷地占用継続願い 尼崎市椎堂亀
田弥太郎他2名

兵庫県知事阪
本勝

仮綴 1 昭和34.3 1959
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57-6 57-6 3土地・貢租（近代） 許可事項変更許可申請書 尼崎市椎堂亀
田弥太郎他2名

兵庫県知事金
井元彦

仮綴 1 昭和34.3 1959

57番外 57番外 3土地・貢租（近代） 河川敷地占用継続願提出方
通知

兵庫県西宮土
木出張所長

尼崎市椎堂亀
田弥太郎

はがき 1 昭和39.4.1 1964

58-1 58-1 3土地・貢租(近代) 堤塘使用継続許可書写し 兵庫県知事服
部一三

椎堂村橋本九
兵衛他11名

状 1 明治37.9.12 1904

58-2 58-2 3土地・貢租(近代) 堤塘使用継続許可書写し 兵庫県知事服
部一三

椎堂村橋本九
兵衛他11名

状 1 明治42.6.15 1909

59-1 59-1 3土地・貢租(近代) 猪名川堤防占用敷地求積図 関西工務店 図 4 近代 4枚袋一括

59-2 59-2 3土地・貢租(近代) 猪名川堤防占用敷地求積図 仮綴 1 近代 彩色

59-3 59-3 3土地・貢租（近代） 堤防敷占用平面図 図 1 (昭和) 縮尺600分の1、目録
番号59-3～5袋一括

59-4 59-4 3土地・貢租（近代） 猪名川筋堤防敷占用求積図 図 1 (昭和) 青焼き、目録番号
59-3～5袋一括

59-5 59-5 3土地・貢租（近代） 猪名川筋堤防敷占用求積図 図 1 (昭和) 青焼き、目録番号
59-3～5袋一括

60-1 60-1 3土地・貢租(近代) 官地使用料金割帳 椎堂村 横帳 1 大正8.4 1919

60-2 60-2 3土地・貢租(近代) 官地使用料金割帳 椎堂 横帳 1 昭和16.4 1941
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60-3 60-3 3土地・貢租(近代) 官地使用料金割帳 椎堂 横帳 1 昭和35.2 1960

61 61 3土地・貢租(近代) 官地使用料領収書一括 状 1 明治12～昭和
41

1879～
1966

状14・封筒3一括

62 62 3土地・貢租(近代) 猪名川通豊島・川辺両郡境界
明瞭書

豊島郡利倉村
村会議員惣代
松下重兵衛他2
名

椎堂村戸長 仮綴 1 明治15.3.6 1882 目録番号62・63袋一
括

63 63 3土地・貢租(近代) 猪名川通豊島・川辺両郡境界
差入れ確証

豊島郡利倉村
議員惣代松下
重兵衛他2名

椎堂村戸長 状 1 明治15.3.6 1882 目録番号62・63袋一
括

64-1 64-1 3土地・貢租(近代) 猪名川通豊島・川辺領郡境界
差入れ図面

豊島郡利倉村
村会議員惣代
豊田政治郎他2
名

椎堂村戸長 図 1 明治15.3.6 1882 彩色、目録番号64-
1・2袋一括

64-2 64-2 3土地・貢租(近代) 椎堂村・原田村境界縮図 図 1 (明治) 彩色、目録番号64-
1・2袋一括

65 65 3土地・貢租(近代) 椎堂村境界線につき上申書 椎堂村総代矢
野武兵衛他2名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治17.7.7 1884 袋あり、絵図彩色

66-1 66-1 3土地・貢租(近代) 村中相談のうえ倹約規定書 椎堂村 仮綴 1 明治8.5 1875 横帳1点合綴

66-2 66-2 3土地・貢租(近代) 村方協議上節減法規約書 椎堂村 書冊 1 明治37.正 1904

67 67 3土地・貢租(近代) 村方自治規定契約書 椎堂村 書冊 1 明治37.6.5 1904
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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

椎堂部落有文書目録

68 68 3土地・貢租(近代) 部落有戝産売却許可関係書 状ほか 1 大正元～昭和
7

1912～
1932

状3・仮綴2封筒一括

69 69 3土地・貢租(近代) 部落有戝産処分につき登記
済権利書に添付の覚書

園田村椎堂門
田隆之介他2名

仮綴 1 昭和7.10.25 1932 封筒あり

70 70 3土地・貢租(近代) 椎堂村地内官民有地境界明
示願い

園田村椎堂門
田隆之介他2名

兵庫県知事岡
田周造

仮綴 1 昭和11.2.18 1936

71 71 3土地・貢租(近代) 椎堂村地内官民有境界明示
図

兵庫県 図 1 昭和12 1937 縮尺600分の1、昭和
12.6.4付通知文添付

72 72 3土地・貢租(近代) 部落有戝産登記申請書綴り 仮綴 1 昭和11～33 1936～
1958

73 73 3土地・貢租(近代) 部落有土地登記手数料領収
書

神戸地方裁判
所所属司法書
士萩原仲英

状 1 昭和14.7.25 1939 状14封筒一括

74 74 4村政・村況(近代) 道路新規改定帳 椎堂村 仮綴 1 大正9 1920

75 75 4村政・村況(近代) 道路修繕工事・石橋改修割帳 椎堂村 横帳 1 大正3.5.6 1914

76-1 76-1 4村政・村況(近代) 競馬場行道路拡張潰地見積
り・代金支払帳

横帳 1 昭和6 1931 目録番号76-1・2合
綴

76-2 76-2 4村政・村況（近代） 競馬道拡張人足控え帳 横帳 1 昭和6.4.27 1931 目録番号76-1・2合
綴
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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

椎堂部落有文書目録

77 77 4村政・村況(近代) 村負担金受領書 状 1 明治12 1879 状2袋一括

78 78 4村政・村況(近代) 御貸付返納金大阪府請取証 大坂府 椎堂村 状 1 (明治)　.11. 虫損、状2一括

79 79 4村政・村況(近代) 旧区内賦金割予備分村方
銘々預り帳

椎堂村 横帳 1 明治13.7 1880

80 80 4村政・村況(近代) 区長引継金銭受渡帳 椎堂 横帳 1 昭和8.4.6 1933

81 81 4村政・村況(近代) 出火入費割帳 横帳 1 大正10.6.7 1921

82 82 4村政・村況(近代) 椎堂部落事務所建築費用割
帳

椎堂立会 横帳 1 昭和24.4 1949

83-1 83-1 4村政・村況(近代) 集会場建築諸費記録帳 横帳 1 昭和24.4.5 1949

83-2 83-2 4村政・村況（近代） 集会場建築諸記録帳 横帳 1 昭和24.4.5 1949

84 84 4村政・村況(近代) 集会場建築費収支決算帳 横帳 1 昭和24.5.21 1949

85 85 4村政・村況(近代) 地図建家一切抵当物奥印簿 第十二区椎堂
村戸長門田太
郎右衛門

書冊 1 明治10.10.15 1877 目録番号85・86合綴

86 86 4村政・村況(近代) 奥印控え 椎堂村 仮綴 1 明治14.7 1881 結付文書1点あり、目
録番号85・86合綴
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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

椎堂部落有文書目録

89 89 5戸口・諸改 種痘人員取調べ書 仮綴 1 明治15～25 1882～
1892

鼠損

90 90 5戸口・諸改 盆手踊り認可願い 氏子惣代橋本
市左衛門他1名

伊丹警察署長
警部徳田貞清

状 1 明治33.8.22 1900

91 91 5戸口・諸改 村中衛生規約書 椎堂村 書冊 1 明治38.4.3 1905

92 92 5戸口・諸改 如来寺様・吉祥寺様永代年番
行司帳

横帳 1 天保2.正.28 1831

93 93 5戸口・諸改 氏神永代帳 横帳 1 天保2.正.28 1831

94 94 5戸口・諸改 氏神勘定帳 椎堂村 横帳 1 明治元.12 1868

95 95 5戸口・諸改 十九神社寄進帳 仮綴 1 昭和3.8 1928

96-1 96-1 5戸口・諸改 十九神社玉垣石垣建設につ
き諸費控え帳

横帳 1 昭和3.8.7 1928

96-2 96-2 5戸口・諸改 十九神社玉垣石垣建設につ
き人足控え帳

椎堂村 横帳 1 昭和3.8.21 1928

96-3 96-3 5戸口・諸改 十九神社玉垣石垣建設工事
報告書

仮綴 1 昭和3.11.16 1928

96-4 96-4 5戸口・諸改 十九神社玉垣石垣建設勘定
書

椎堂 仮綴 1 昭和3.11 1928
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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

椎堂部落有文書目録

96-5 96-5 5戸口・諸改 十九神社玉垣石垣建設関係
書一括

状ほか 1 昭和3 1928 建設契約書、諸受取
書、図面ほか、状27・
仮綴2一括（一部封
筒一括）

97-1 97-1 5戸口・諸改 墓地反別火葬場取調べ書 椎堂村橋本九
兵衛

伊丹警察署他1
名

仮綴 1 明治18 1885 鼠損、目録番号97-1
～6袋一括

97-2 97-2 5戸口・諸改 墓地反別火葬場取調べ書 椎堂村橋本九
兵衛

下食満村外拾
貳ヶ村戸長橋本
市左衛門

書冊 1 明治18 1885 鼠損、目録番号97-1
～6袋一括

97-3 97-3 5戸口・諸改 墓地反別火葬場取調べ書 椎堂村橋本九
兵衛

伊丹警察署 書冊 1 明治20 1887 鼠損、目録番号97-1
～6袋一括

97-4 97-4 5戸口・諸改 墓地反別火葬場取調べ書 椎堂村橋本九
兵衛

伊丹警察署 仮綴 1 明治 鼠損、目録番号97-1
～6袋一括

97-5 97-5 5戸口・諸改 墓地反別火葬場取調べ書 椎堂村橋本九
兵衛

伊丹警察署 書冊 1 明治 鼠損、目録番号97-1
～6袋一括

97-6 97-6 5戸口・諸改 墓地反別火葬場取調べ書 椎堂村橋本九
兵衛

伊丹警察署 仮綴 1 明治 鼠損、目録番号97-1
～6袋一括

98 98 6治水・水利 堤敷田地宛請差入れ一札 穴太村庄屋伊
右衛門他9名

上食満役人 状 1 嘉永5.11 1852 鼠損甚大

99 99 6治水・水利 旱魃につき小作人人足戸別
割帳

横帳 1 明治26.旧8.3 1893
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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

椎堂部落有文書目録

100 100 6治水・水利 旱魃につき人足顔付け・諸事
付込帳

椎堂村 横帳 1 大正2.8.7 1913

101-1 101-1 6治水・水利 水かき人足・諸事付込帳 椎堂 横帳 1 大正11.9.5 1922

101-2 101-2 6治水・水利 植付旱魃につき水かき人足帳 横帳 1 大正12.6.28 1923

102 102 6治水・水利 猪名川堤防修繕ヵ所出願書
控え

村人民惣代橋
本綱吉他8名

仮綴 1 明治32.2.25 1899 図あり

103-1 103-1 6治水・水利 堤防修繕工事につき立竹払
下げ願い控え

橋本九兵衛他
10名

兵庫県知事服
部一三

仮綴 1 明治34.6 1901

103-2 103-2 6治水・水利 堤防修繕工事につき立竹払
下げ願い控え

知事 仮綴 1 (明治)

104 104 6治水・水利 立竹売却代金郡役所領収書 兵庫県伊丹支
金庫

仮綴 1 明治35.1.18 1902

105 105 6治水・水利 堤防使用料金還付届け 椎堂村橋本綱
吉

川辺郡長佐藤
忠夫

状 1 明治35.5 1902

106-1 106-1 6治水・水利 草生地売却・橋梁改造費割帳 椎堂村 横帳 1 明治34.旧11.1 1901 結付文書1点あり

106-2 106-2 6治水・水利 草生地売り代金控え帳 椎堂村 横帳 1 大正4.1.5 1915

107-1 107-1 6治水・水利 字北島貳ヶ所・井ノ上井ノ下
合四ヶ所入札控え

椎堂村 横帳 1 明治34.旧3.12 1901
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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

椎堂部落有文書目録

107-2 107-2 6治水・水利 北島・開・西島三ヶ所入札控
え

村方 横帳 1 大正元.8.25 1912

108 108 6治水・水利 藻川改修期成同盟会委員招
集状

委員田中幾之
助

橋本委員 状 1 明治30.2.9 1897 封筒あり

109 109 6治水・水利 藻川改修費地租戸別割帳 椎堂村 横帳 1 明治37.旧12 1904 結付文書1点あり

110 110 6治水・水利 利倉井堰地区災害復旧工事
計画書

仮綴 1 昭和9 1934

111 111 6治水・水利 食糧増産対策土地改良事業
につき利倉井堰工事許可申
請書および工事図面

地主代表者豊
田卯右衛門

大阪府知事河
原田稼吉

仮綴 1 昭和19.5 1944 袋あり

112-1 112-1 6治水・水利 利倉井堰工事明細書 状 1 (昭和19) (1944) 目録番号112-1・2封
筒一括

112-2 112-2 6治水・水利 利倉井堰構造図 図 1 (昭和19) (1944) 目録番号112-1・2封
筒一括

113 113 6治水・水利 南豊島村大字利倉猪名川床
留工構造図

図 4 (昭和12) (1937) 青焼き、図4袋一括

114 114 6治水・水利 大倉池利用共同施設参加辞
退につき金銭収受証・表明書
写し

大倉池水利用
組合

仮綴 2 昭和24.9 1949

115 115 6治水・水利 西島池ポンプ用原動機設置
許可証

伊丹警察署長
警部時井源太
郎

椎堂区長橋本
保太郎

状 1 大正13.8.16 1924
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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

椎堂部落有文書目録

116 116 6治水・水利 西島池ポンプ設置・修繕関係
書類

状 1 大正13･昭和2 1924･
1927

状17封筒一括

117 117 6治水・水利 西島溜池工事清算帳 椎堂部落会 横帳 1 昭和21 1946

118 118 6治水・水利 西島溜池用水機設置費用割
帳

村方 横帳 1 昭和25.5.12 1950

119 119 6治水・水利 西島椎堂池改修工事補助金
交付申請書写し

椎堂部落農会
代表者橋本朝
治

尼崎市長阪本
勝

仮綴 1 昭和27.10.14 1952 封筒あり

120-1 120-1 6治水・水利 関床六ヶ所改造費割帳 椎堂村 横帳 1 大正7.5.30 1918 目録番号120-1・2合
綴

120-2 120-2 6治水・水利 関床コンクリ費用・人足控え帳 椎堂村 横帳 1 大正14.5 1925 目録番号120-1・2合
綴

121 121 6治水・水利 井上用水樋入費割帳 椎堂村 横帳 1 大正11.5 1922

122 122 6治水・水利 池改良工事諸入費勘定帳 椎堂冨田水利
組合

横帳 1 昭和27.5.30 1952

123 123 6治水・水利 利倉井堰設置のため河川敷
ほか占用許可書写し

大阪府知事赤
間文三他1名

利倉井堰管理
者豊中市長塚
本重藏

仮綴 1 昭和27.6.12 1952

124 124 6治水・水利 ガス管架設のため水路敷使用
承諾願い・ガス管架設図

大阪瓦斯株式
会社常務取締
役古田祐吉

亀田弥太郎 仮綴 1 昭和37.5.7 1962 青焼き
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椎堂部落有文書目録

125 125 6治水・水利 水利関係入用通知 中食満村柴田
(ｶ)伊之介

椎堂村 状 1 (明治)　.旧
12.25

126 126 6治水・水利 雑 状ほか 1 明治12～昭和
28

1879～
1953

状13・仮綴2・横帳2・
封筒1・袋1一括
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