
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

広田昌亮氏文書目録

1 1 1支配 森村分村由来書写し 上坂部村庄屋
小右衛門他4名

坂本亦八郎・江
田平助

状 1 元禄11.4 1698 枝郷森村464.335
石、端裏書「国々御
絵図御改め一札」、
虫損

2 2 1支配 御貸付銀質地証文 上坂部村利右
衛門他2名

御地頭様御役
所

書冊 1 文政4.2 1821 銀1貫目.反別5反20
畝16歩

3 3 1支配 西宮駅所人足賃8分増しにつ
き加助郷68ｹ村訴え（後欠）

加助村々惣代 状 1 文政7.2 1824

4-1 4-1 1支配 御用金請取り覚え 船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 文政13.6.2 1830 当寅年分銀5貫84匆
5分8厘

4-2 4-2 1支配 御用金請取り覚え 船越町役所 上坂部村役人
中

状 1 天保9.11 1838 当戌年高掛御用金
銀4貫704匆5分8厘

4-3 4-3 1支配 御用金請取り覚え 舟越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 (近世)
申.12.25

金10両

5 5 1支配 当月分御用金請取り状 中井正兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.13

6 6 1支配 江戸奉公人庄吉立給御用の
納金請取り覚え

中井良平 上坂部村利右
衛門

状 1 天保9.5 1838 米1石代180匆

7 7 1支配 江戸奉公人庄吉立給手当て
預金精算等覚え

広田 利右衛門 状 1 (天保9).5 (1838)

8 8 1支配 江戸奉公人へ取替帳 広田利右衛門 横帳 1 万延元.5～ 1860～ 虫損
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9 9 1支配 江戸奉公人持参の金子入り書
状請取り覚え

船越町役所 上坂部村役人
中

状 1 (近世)
丑.11.27

10 10 1支配 江戸奉公人持参の金子入り書
状請取り覚え

船越町役所 上坂部村理右
衛門

状 1 (近世)
寅.12.12

虫損

11 11 1支配 御奉公人平八帰国旅用拝借
金返納請取り覚え

広田権左衛門 上坂部村役人
中

状 1 (近世) 戌.5.朔

12 12 1支配 村方上納銀借用証文 越後屋善太郎 状 1 天保12.11 1841 虫損

13 13 1支配 御名目銀返済につき割方帳 西之町庄屋・年
寄・組頭立会

横帳 1 天保13.12 1842 虫損

14 14 1支配 日光御参詣御供奉大名以下
一覧

状 1 (天保14) (1843) 木版刷り、虫損

15 15 1支配 高掛冥加皆済請取り覚え 広田八郎 上坂部庄屋・年
寄・百姓中

状 1 弘化2.12.20 1845 破損

16-1 16-1 1支配 御冥加金仮請取り覚え 船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 卯（安政2）.
正.2

(1855) 銀3貫408匆

16-2 16-2 1支配 御冥加金仮請取り覚え 船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 卯（安政
2）.12.8

(1855) 銀1貫636匆8分、6-1
～8封書にて一括

16-3 16-3 1支配 御冥加金仮請取り覚え 船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 卯（安政
2）.12.14

(1855) 銀1貫955匆2分
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16-4 16-4 1支配 御冥加金仮請取り覚え 広田八郎 上坂部村庄屋
利右衛門

状 1 卯（安政
2）.12.21

(1855) 銀1貫

17-1 17-1 1支配 年割銀請取り覚え 道具屋勝兵衛 船越様役所 状 1 申（嘉永
元）.11.26

(1848)

17-2 17-2 1支配 年割銀請取り覚え 道具屋勝兵衛 坂部村俊蔵・為
蔵

状 1 寅（安政
元）.12.29

(1854)

18 18 1支配 摂河郷割り取集め勘定控え 状 1 嘉永2.12 1849

19 19 1支配 郷印掛り差引き覚え 庄屋長兵衛 庄屋利右衛門 状 1 (近世) 酉.3.21

20 20 1支配 郷印高掛銀差出し覚え 塚口村出作中 上坂部村役中 状 1 (近世) 子.3.12

21 21 1支配 郷印返済銀請取り覚え 東町年寄武兵
衛

西町庄屋広田
利右衛門

状 1 (近世)
酉.12.28

22 22 1支配 江戸御屋敷へ捧礼控え 広田 横帳 1 嘉永3.正～ 1850～ 年賀・暑中等の挨拶
状雛形

23 23 1支配 御加番仰せ付けられ恐悦候旨
他用状

福田 広田御□君 状 1 (近世) .5.6

24 24 1支配 御加増迎せ付けられ冥加至極
候旨書状

広田利右衛門 広田為蔵 状 1 (近世) .7.2

25 25 1支配 駿府道中御小姓格仰せられ
候旨知らせ状

広田権左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .7.2
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26 26 1支配 病気見舞い御礼他用状 中井正兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .4.15 封筒あり

27 27 1支配 暑中御見舞い状 中井吉郎・家村
土兵衛・広田権
左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .6.7

28 28 1支配 祝詞申上げ状 橋本新右衛門
宗成

広田利右衛門 状 1 (近世) .10.8 虫損

29 29 1支配 寒中御見舞い礼状 岡谷栄助次則
他1名

広田長十郎他1
名

状 1 (近世) .12.

30-1 30-1 1支配 元利銀請取り覚え 道具屋勝兵衛 船越様役所 状 1 嘉永3.12 1850

30-2 30-2 1支配 元利銀請取り覚え 道具屋勝兵衛 船越様役所御
取次中

状 1 嘉永5.11.29 1852

31-1 31-1 1支配 年賦金請取り覚え 喜兵衛 坂部村孫兵衛 状 1 子（嘉永
5）.12.14

(1852)

31-2 31-2 1支配 年賦金請取り覚え 戸ノ内村利右衛
門

上坂部村役人 状 1 子（元治
元）.12.11

(1864)

32 32 1支配 年賦金書上げ 喜兵衛 状 1 (近世) .正.3

33-1 33-1 1支配 年賦銀請取り覚え 喜兵衛 上坂部村御役
人孫兵衛

状 1 丑（嘉永6）.12 (1853)
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33-2 33-2 1支配 年賦銀請取り覚え 戸ノ内村利右衛
門

上坂部村利右
衛門他1名

状 1 嘉永7.11.5 1854

33-3 33-3 1支配 年賦銀請取り覚え 小林村喜兵衛 坂べ村孫兵衛
他2名

状 1 未（安政
6）.12.3

(1859)

33-4 33-4 1支配 年賦銀請取り覚え 小林村喜兵衛 上坂部村元右
衛門

状 1 申（万延元）.11 (1860)

33-5 33-5 1支配 年賦銀請取り覚え 小林村 上坂部村元右
衛門

状 1 申（万延元）.11 (1860)

33-6 33-6 1支配 年賦銀請取り覚え 戸ノ内村利右衛
門

上坂部村利右
衛門他2名

状 1 申（万延
元）.11.晦

(1860)

33-7 33-7 1支配 年賦銀請取り覚え 戸ノ内村利右衛
門

上坂部村利右
衛門他2名

状 1 酉（文久
元）.12.27

(1861)

33-8 33-8 1支配 年賦銀請取り覚え 小林村喜兵衛 坂部村孫兵衛 状 1 亥（文久
3）.12.5

(1863)

33-9 33-9 1支配 年賦銀請取り覚え 利右衛門 上坂部村利右
衛門他2名

状 1 亥（文久
3）.3.21

(1863)

33-10 33-10 1支配 年賦銀請取りならびに不足分
催促覚え

戸ノ内村利右衛
門

上坂部村理右
衛門他2名

状 1 安政3.11.14 1856

34 34 1支配 大地震のため破損の江戸屋
敷修復金和州5ｹ村より永上納
願い

御山村他5村庄
屋他24名

地頭様役所 状 1 安政2.10.14 1855
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35 35 1支配 拝借銀返上請取り覚え 船越町役所 上坂部村庄屋
為蔵

状 1 辰（安政3）.
正.29

(1856) 金29匆3歩

36 36 1支配 拝借銀請取り覚え 船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 辰（安政3）.2.
朔

(1856) 金7両2歩

37 37 1支配 拝借銀借用証文写し 益田東馬 状 1 (近世)

38 38 1支配 村方へ御貸下銀返納仮請取り
覚え

船越役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 辰（安政
3）.2.22

(1856) 金7両3朱

39 39 1支配 高掛銀の内割銀手形請取り覚
え

船越町役所 摂州下組3ｹ村
役人中

状 1 (近世)
丑.11.27

40 40 1支配 御蔵屋敷類焼につき手伝い高
掛銀請取り覚え

船越町役所 上坂部村庄屋・
年寄・組頭中

状 1 (近世) .12. 銀2貫812匆7分4厘

41 41 1支配 江戸表より御入用金差下すべ
く旨の御用書4通御回し下さる
べく旨他用状

家村土兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.13

42 42 1支配 徳昌院様御病症ならびに御下
金迎せ越されし旨他用状

中井吉郎・広田
権右衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .8.15

43 43 1支配 下金につき高配下されたき旨
頼み状

宗造 利右衛門 状 1 (近世) .8.23

44 44 1支配 御手当100石割方先例の事・
御下金の事他用状

北厚治 広田利右衛門 状 1 (近世) .11.14
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45 45 1支配 下金調達の件用状 大坂蔵屋敷福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) . .25

46 46 1支配 徳永元右衛門より御下金借入
の事他用状

状 1 (近世) . .4

47 47 1支配 調達金等の件につき出勤下さ
れたき旨用状

家村土兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .8.5

48 48 1支配 3ｹ国調達金の件につき摂州
分相分らず候旨他用状

家村土兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .8.9

49 49 1支配 病気のため出府などの役儀相
叶ぬにつき保養したき旨口上
覚え

北厚治 中井正兵衛他5
名

状 1 安政4.閏5.25 1857 包紙あり

50 50 1支配 神田村・下河原村凶作につき
割引き申し出の旨用状

北厚治 広田利右衛門 状 1 安政5.11.5 1858

51 51 1支配 広田権左衛門宛行米ならびに
扶持米下渡し覚え

上坂部役所 上坂部村庄屋
利右衛門

状 1 午（安政
5）.12.10

(1858) 広田長十郎へ相渡
す様

52 52 1支配 河州御用場取払いにつき回状 田中仙助・田中
猶次郎

摂州5ｹ村庄屋・
年寄中

状 1 安政6.6 1859

53 53 1支配 河州御用場取払いをめぐる様
子知らされたき旨他用状

福田宗造 広田利右衛門 状 1 (近世) .8.20

54 54 1支配 矢の倉屋敷田中・岩田両氏へ
書状届けしが今だ返書なき旨
知らせ状

銭矢卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (安政6).8.12 (1859)
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55 55 1支配 長堀新宅宛てに小荷物船に
積登せ候事他知らせ状

卯兵衛 利右衛門 状 1 (近世) .7.12

56 56 1支配 御屋敷差置き荷物運送の件に
つき用状

銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .9.20

57 57 1支配 近々御出立につき御餞別受
納め下されたき旨書状

銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .9.23

58 58 1支配 諸家様方の御用向き多く勤め
御無沙汰の旨詫び状

銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.16

59 59 1支配 アメリカ草御恵み御礼および
珍しき花名尋ね状

銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.21

60 60 1支配 用向き御尋ねの旨礼状 銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .9.18

61 61 1支配 西御丸にての観世能延引連
絡状

銭屋卯兵衛 船越様御内広
田利右衛門

状 1 (近世) .9.22

62 62 1支配 来訪挨拶状 銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .9.24

63 63 1支配 観世太夫方での月並能案内
状

銭屋卯兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .9.24

64 64 1支配 駿府御供の荷物清水湊経由
で送る旨知らせ状

見市治兵衛 広田利右衛門 状 1 (安政6).10.26 (1859) 江戸城本丸の火災見
舞についての内容あ
り
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65 65 1支配 北厚治よりの書状未着の事・
江戸表への差送り物の事他知
らせ状

見市治兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .4.5

66 66 1支配 御具足積出しの件銭卯方へ
申し遣わし候旨他用状

治兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .4.15

67 67 1支配 江戸表具足類船積みは雑物
入れと認むべき旨用状

見市治兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .4.16

68 68 1支配 先達って申し聞かせの具足は
当時節柄差し遣わし相成りが
たき候旨他用状

見市治兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .8.29

69 69 1支配 江戸行き蕪漬け3樽の代金・船
賃・届賃の件知らせ状

見市治兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .11.21

70 70 1支配 銭卯よりの書状到着の事・蕪
漬け積込み船出帆の事他知ら
せ状

見市治兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .臘.2

71 71 1支配 船にて送り候諸品到着否や尋
ね状

田中模助 状 1 (近世) .2.4

72 72 1支配 借銀返済仕法につき口上覚え 中井吉郎他4名 広田利右衛門 状 1 文久3.6 1863 虫損

73 73 1支配 金100両御借入の件につき野
村与一兵衛承知されし旨知ら
せ状

津田□□ 広田利右衛門 状 1 (近世) .2.12
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74 74 1支配 借用銀御頼み状 福田宗造他1名 広田利右衛門 状 1 (近世) .2.12

75 75 1支配 中より御頼みの借用銀引請け
承知下されたき旨用状

広田利右衛門
他1名

摂州5ｹ村役人
中

状 1 (近世) .10.4

76 76 1支配 勝部村九左衛門借用銀の事
につき用状

七松御役場福
田

中広田 状 1 (近世)

77 77 1支配 借用銀高書上げ 状 1 (近世)

78 78 1支配 大樹院様御発駕延引の事・姉
小路公知暗殺の事他知らせ
状

広田権右衛門 広田利右衛門 状 1 (文久3).6.11 (1863) 北新地での角力取り
と武士の喧嘩につい
ての内容あり

79 79 1支配 出勤交代頼みたき旨他用状 福田 中広田 状 1 (近世) .4.6

80 80 1支配 出府の件相談致したきにつき
出勤下されたき旨用状

広田利右衛門・
広田長十郎

七松御役場福
田又左衛門

状 1 (近世) .5.9

81 81 1支配 村方よりの願出でにつき示談
致したく出坂されたき旨用状

福田又左衛門
他1名

広田利右衛門 状 1 (近世) .8.10

82 82 1支配 御相談致したきにつき早々出
勤願いたき旨他用状

（家村）土兵衛 利右衛門 状 1 (近世) .10.3 包紙あり

83 83 1支配 出坂御勤め願いたき旨用状 大坂蔵屋敷福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) . .18

84 84 1支配 御出勤下さるべく旨用状 福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) . .20
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85 85 1支配 御用場に御出勤下さるべく旨
用状

七松御役場福
田

中広田 状 1 (近世)

86 86 1支配 申したき義あるにつき何頃出
勤され候哉伺い状

耕雲 中（中広田） 状 1 (近世)

87 87 1支配 三松・家村両人と出勤の件申
談されたき旨他頼み状（後欠）

東広田 中広田 状 1 (近世)

88 88 1支配 七松村水帳当地にて入用に
つき急々差し出すべき旨他用
状

宗造 利右衛門 状 1 (近世) .9.16

89 89 1支配 七松村水帳古帳差出す旨他
用状

家村 広田 状 1 (近世) .9.27

90 90 1支配 七松村より尼崎役場への訴え
一件よろしく御頼み候旨他用
状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .2.15

91 91 1支配 御見分のため御老中通行ある
旨他知らせ状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .2.22

92 92 1支配 岡山・西広田両人出役の件取
斗い方御頼み候旨他用状

七松御役場福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .3.8

93 93 1支配 御米一条の件委細承知候旨
用状

七松御役場福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .4.4
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94 94 1支配 東・西両広田と相談の上、大
帳面御蔵屋敷へ差出し下され
たき旨用状

七松御役場福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .4.24

95 95 1支配 金40両だけでも御世話下され
たき旨他用状

七松御役場福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .5.23 七松村長太郎連印に
て借用

96 96 1支配 殿様御逝去につき別紙回状
通り相触れ候旨他用状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .5.28

97 97 1支配 先日依頼の件重ねて御砕心
の取斗い頼みたき旨用状

福田 広田利右衛門 状 1 (近世) .5.28

98 98 1支配 摂州村々回村につき、勤仕並
2人・小物1人相連れ申すべく
様承知されたき旨用状

御役場福田 中広田 状 1 (近世) .6.6

99 99 1支配 示談の上高嶋氏へ返事致す
べく旨他用状

又左衛門 利右衛門 状 1 (近世) .6.24

100 100 1支配 摂州方一件骨折り候旨他用状 福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .7.27

101 101 1支配 河州よりの者来り申さずにつき
帰り出来かね候旨用状

大坂蔵屋敷福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .8.2

102 102 1支配 和州罷越しの件につき取扱い
方問合わせ状

七松御役場福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .8.7

103 103 1支配 不穏続きで心元なきにつき御
聞取り下されたき旨頼み状

福田 中広田 状 1 (近世) .8.8
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104 104 1支配 村々より願立ての一件相調べ
おく旨申し聞かせ帰村致させ
候旨他用状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .8.10

105 105 1支配 新右衛門より引合いの件調印
下されたき旨用状

七松御役場福
田

中広田 状 1 (近世) .9.2

106 106 1支配 摂州村々凶作につき玄米100
石御手当下され候旨他用状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .10.28

107 107 1支配 村々出来高調べおき候事・新
下り奉公人河州と示談の上出
立の事他用状

大坂蔵屋敷福
田又左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) .11.22

108 108 1支配 御蔵屋敷御用多につき引取り
致しかねる旨他用状

大坂蔵屋敷福
田又左衛門

上坂部村広田
利右衛門

状 1 (近世) .11.24

109 109 1支配 奉行所への申立て一件、いず
れ沙汰あるべくにつき承知さ
れたき旨知らせ状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .12.28

110 110 1支配 達書他調印のため出坂の折
印形持参されたき旨用状

蔵屋敷福田又
左衛門

広田利右衛門 状 1 (近世) . .13

111 111 1支配 御勘定帳の件出坂の上相談
すべく旨他用状

又左衛門 中広田 状 1 (近世) . .17

112 112 1支配 岡院村田水樋伏替えの件に
つき利解申し聞かせ候為出勤
されたき旨用状

福田又左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) . .21
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113 113 1支配 河州へ通達致したきにつき御
勘定帳仕立日限申し遣わされ
たき旨用状

大坂蔵屋敷福
田

中広田 状 1 (近世) . .26

114 114 1支配 返済取斗い方願い状 福田 広田 状 1 (明治) .5.27

115 115 1支配 中井氏へ申入れの件心配なき
旨用状

家村土兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.11

116 116 1支配 江戸表より3ｹ国への御回状差
上げの件用状

家村土兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.16

117 117 1支配 貴方へ残されし書状御返却下
されたき旨用状

家土（家村土兵
衛）

広田賢兄 状 1 (近世) .6.16

118 118 1支配 七松村地並帳急ぎ飛脚にて
差出し候につき承知下された
き旨他用状

家村土兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .9.29 包紙あり

119 119 1支配 北氏等の書状幸便の節届け
候旨用状

正兵衛 利右衛門 状 1 (近世) .7.12 破損

120 120 1支配 河内御米津出し出切り亡焼に
つき御蔵納出来かねる旨他用
状

中井正兵衛 広田理右衛門 状 1 (近世) .10.22

121 121 1支配 入札治定の件につき用状 中井正兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .12.5

122 122 1支配 地方支配諸帳面蔵屋敷へ引
渡しの旨仰渡し写し

舟越町御役所 村々 仮綴 1 (近世) 酉.7.12
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123 123 1支配 出府先にて高塚弥藤太方へ
御越し下されたき旨用状

猪瀬大仲 広田利右衛門・
広田長十郎

状 1 (近世) .2.8 宛名人2名は明9日出
府

124 124 1支配 岩田・金子両氏同道にて昼時
伺いたきにつき都合問合わせ
状

田中□□ 中広田 状 1 (近世) .6.24

125 125 1支配 庄屋宇右衛門の金子入り書状
岡村善七落手致し候事他知ら
せ状

小川猪之助・金
子未一郎

福田又左衛門・
広田利右衛門

状 1 (近世) .7.22

126 126 1支配 村方受米代銀受取り覚え 舟越町役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 (近世) .12.6 米50石代銀5貫500
目

127 127 1支配 御蔵屋敷御用多の勤めにつき
御体御厭い下され候旨他書状

広田権左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世) .8.8

128 128 1支配 村々よりの書付け江戸へ差し
下すにつき早々差し出し候旨
他用状

状 1 (近世) .8.8

129 129 1支配 江戸表へ御越しの福田・広田
両氏へ万事取りなし頼む旨他
用状

庄屋俊蔵 広田大君 状 1 (近世) .8.23

130 130 1支配 森村・七松村庄屋よりの金子
入り書状夫々へ相渡し候旨用
状

小川猪助・岡本
瀧彦

広田利右衛門 状 1 (近世) .11.8

131 131 1支配 猪五郎一条出坂の上依頼済
みにつき早速遣わし下された
き旨用状

松本□右衛門 広田大君 状 1 (近世) .11.5
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132 132 1支配 手形遣わしにつき落手下され
候事・江戸下し月賄いにつき
証札案紙御遣わし候事他用
状

熊野屋三郎右
衛門・善作

広田利右衛門 状 1 (近世) .11.27

133 133 1支配 雨降り違作につき御手当米如
何なるかなどの旨用状

北厚治 広田利右衛門 状 1 (近世) .閏8.19

134 134 1支配 福田氏への書状御渡し下され
たき旨口上

状 1 (近世)

135 135 1支配 金子入り書状6通請取り覚え 中村禮□郎 広田利右衛門 状 1 (近世)

136 136 1支配 道具屋勘左衛門上坂部村隠
宅へ罷越しの際不行届きなき
様達書

広田又右衛門・
中井良平

上坂部村庄屋・
年寄中

状 1 (近世) .7.20

137 137 1支配 非常の節御番所へ御出馬定
め

状 1 (近世) 御旗奉行鎗持一人
広田利右衛門

138 138 1支配 江戸屋敷届物目録 状 1 (近世)

139 139 2法令・村法 兵庫県郡村違式註違条例 仮綴 1 (明治) 兵庫県令森岡昌純

140-1 140-1 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 小左衛門他1名 状 1 元禄14 1702 虫損

140-2 140-2 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門他1名 状 1 宝永3 1706 虫損

140-3 140-3 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門他1名 状 1 宝永4 1707
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140-4 140-4 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門他1名 状 1 宝永6 1709 虫損

140-5 140-5 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門他1名 状 1 宝永7 1710 虫損

140-6 140-6 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門他1名 状 1 正徳元 1711 虫損

140-7 140-7 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門他1名 状 1 正徳2 1712

140-8 140-8 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 正徳4 1714 虫損

140-9 140-9 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 正徳5 1715 虫損

140-10 140-10 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 享保2 1717 虫損

140-11 140-11 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 享保5 1720 虫損

140-12 140-12 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源右衛門 状 1 享保6 1721 虫損

140-13 140-13 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 享保7 1722 虫損

140-14 140-14 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 享保10 1725 虫損

140-15 140-15 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源右衛門 状 1 享保13 1728 虫損

140-16 140-16 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源右衛門 状 1 享保16 1731 虫損
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140-17 140-17 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源右衛門 状 1 享保17 1732 虫損

140-18 140-18 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源右衛門 状 1 享保18 1733 虫損

140-19 140-19 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源右衛門 状 1 享保19 1734 虫損

140-20 140-20 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 享保20 1735 虫損

140-21 140-21 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 元文2 1737 虫損

140-22 140-22 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 源左衛門 状 1 元文4 1739 虫損

140-23 140-23 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 四郎兵衛 状 1 寛延4 1751 虫損

140-24 140-24 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 庄吉 状 1 宝暦8 1758 虫損

140-25 140-25 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 庄吉 状 1 宝暦10 1760 虫損

140-26 140-26 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 勝吉 状 1 宝暦11 1761 虫損

140-27 140-27 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 勝吉 状 1 宝暦12 1762 虫損

140-28 140-28 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 広田勝吉 状 1 安永9 1780 虫損

140-29 140-29 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 利右衛門弁 状 1 寛政元 1789 虫損
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140-30 140-30 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 甚左衛門 状 1 寛政2 1790 虫損

140-31 140-31 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 疏助 状 1 寛政9 1797 虫損

140-32 140-32 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 辰治郎 状 1 寛政11 1799 虫損

140-33 140-33 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 保右衛門 状 1 文化5 1808 虫損

140-34 140-34 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 保右衛門 状 1 文化6 1809 虫損

140-35 140-35 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 辰次郎 状 1 文化7 1810 虫損

140-36 140-36 3土地・貢租（近世） 上坂部村納年貢米の事 状 1 (近世) 虫・破損

141 141 3土地・貢租（近世） 年貢米受取り通い 久々知村庄屋
弥三右衛門

上坂部村利右
衛門

状 1 宝暦11.12 1761 虫損

142-1 142-1 3土地・貢租（近世） 東西株為替目録／森村他より
上坂部村他へ入年貢目録

庄屋利右衛門
他／庄屋利右
衛門他

庄屋七郎右衛
門他／森村庄
屋宇右衛門他

横帳 1 安永2～弘化4 1773～
1847

142-2 142-2 3土地・貢租（近世） 東西株為替目録／森村より上
坂部村へ入年貢為替済目録

西株庄屋利右
衛門／庄屋利
右衛門

東株庄屋市郎
兵衛／森村庄
屋利右衛門

横帳 1 弘化4.12 1847

143-1 143-1 3土地・貢租（近世） 東西株為替目録 庄屋俊蔵 庄屋利右衛門 状 1 文政13.12 1830
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143-2 143-2 3土地・貢租（近世） 東西株為替目録 庄屋利右衛門 庄屋重助 状 1 天保2.12 1831

143-3 143-3 3土地・貢租（近世） 東西株為替目録 庄屋重助 庄屋利右衛門 状 1 天保2.12 1831

143-4 143-4 3土地・貢租（近世） 東西株為替目録 東株庄屋市郎
兵衛

西株庄屋利右
衛門

状 1 弘化4.12 1847

144-1 144-1 3土地・貢租（近世） 上坂部村より森村へ入年貢目
録

森村庄屋宇右
衛門

上坂部村庄屋
利右衛門

状 1 天保2.12 1831

144-2 144-2 3土地・貢租（近世） 上坂部村より森村へ入年貢目
録

森村庄屋宇右
衛門

上坂部村庄屋
利右衛門

状 1 弘化4.12 1847

145 145 3土地・貢租（近世） 森村為替入年貢目録控え 庄屋利右衛門 森村宇右衛門 状 1 天保2 1831

146-1 146-1 3土地・貢租（近世） 物成米勘定目録 状 1 卯（文政2）.2 (1819)

146-2 146-2 3土地・貢租（近世） 物成米勘定目録 上坂部村庄屋
利右衛門他1名

中井良平他2名 状 1 文政2.12.25 1819 虫損

146-3 146-3 3土地・貢租（近世） 物成米勘定目録 東町 状 1 午（文政5).12 (1822)

146-4 146-4 3土地・貢租（近世） 物成米勘定目録 上坂部村庄屋
重助他1名

中井良平 状 1 天保7.12.25 1836

146-5 146-5 3土地・貢租（近世） 物成米勘定目録 上坂部村庄屋
理右衛門他1名

中井良平他1名 状 1 天保13.12.22 1842
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147 147 3土地・貢租（近世） 上坂部村新家物成米目録 状 1 (近世) 戌

148 148 3土地・貢租（近世） 上坂部村物成米目録（前後
欠）

状 1 (近世)

149 149 3土地・貢租（近世） 物成米皆済聞届け覚え 広田杢左衛門
他2名

上坂部村庄屋・
年寄・組頭中

状 1 嘉永4.12.22 1851

150 150 3土地・貢租（近世） 年貢米上納・未進高書上げ 状 1 (近世) 破損

151 151 3土地・貢租（近世） 御米数石代銀等取込み出入り
につき願書（断簡）

辰二郎代利介 地頭様役所 状 2 文政4.4.17 1821 襖の下貼りに使用

152 152 3土地・貢租（近世） 西株持高名寄帳 庄屋・年寄・組
頭立会

書冊 1 文政5.3 1822 虫損

153 153 3土地・貢租（近世） 元禄4年御図帳写し 上坂部村庄屋
利右衛門他12
名

書冊 1 文政8.6.中旬 1825 焼失につき写す、破・
虫損

154 154 3土地・貢租（近世） 御米入札免されたき旨口上
（後欠）

米商人利助 地頭様役所 状 1 文政13.9.28 1830 襖の下貼りに使用

155 155 3土地・貢租（近世） 上坂部村米商人八左衛門岩
松収納米入札につき引請け一
札控え

上坂部村米商
人引請人武兵
衛

庄屋金助他3名 状 1 天保15.9.晦 1844

156 156 3土地・貢租（近世） 6ｹ年取米銀高書付け 上坂部村年寄
七郎右衛門他3
名

築山茂左衛門・
竹垣三右衛門
立会役所

書冊 1 天保14.7 1843
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157 157 3土地・貢租（近世） 諸方掛集顔付帳 米屋伊作店 横帳 1 弘化2.7 1845

158 158 3土地・貢租（近世） 検見引き覚帳 広田為蔵 横帳 1 元治元.9 1864

159 159 3土地・貢租（近世） 米出切りの請取書請取り覚え 上坂部村役所 上坂部村庄屋・
年寄中

状 19 (近世) 午.9～
11

160 160 3土地・貢租（近世） 年貢代金請取り覚え 船越町役所 上坂部村利右
衛門

状 1 (近世) .6.24

161 161 3土地・貢租（近世） 御米村割り昨年通りに触れ出
し置き候旨他用状

福田 広田 状 1 (近世) .9.26 泉屋五兵衛差支えに
つき面会、高嶋氏昨
夕出坂

162 162 3土地・貢租（近世） 免状借用証文 状 1 (近世) 虫損

163 163 3土地・貢租（近世） 出米不足請取り覚え（前欠） 状 1 (近世)

164 164 3土地・貢租（近世） 米代金請取り覚え □□□左衛門 上坂部村庄屋
利右衛門

状 1 (近世) .12.11

165 165 3土地・貢租（近世） 米代金差出し覚え □□屋定七 広田権左衛門 状 1 (近世)

166 166 4土地・貢租（近代） 替勘定目録 状 1 明治6 1873

167-1 167-1 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
利右衛門他29
名分

状 2E+02 明治10.12.25 1877 田・畑・宅地
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167-2 167-2 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 塚口村繁伊之
助他1名分

状 6 明治10.12.25 1877 田、破損

167-3 167-3 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 若王寺村寺本
三右衛門他4名
分

状 5 明治10.12.25 1877 田

167-4 167-4 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 田能村稲田宇
吉

状 2 明治10.12.25 1877 田

167-5 167-5 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
利右衛門

状 3 明治11.8.15 1878 田

167-6 167-6 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村大槻
伝吉他2名分

状 7 明治14.3.21 1881 田

167-7 167-7 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村村井
忠平他1名分

状 2 明治14.3.25 1881 田

167-8 167-8 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
治郎右衛門

状 1 明治15.3.20 1882 田

167-9 167-9 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 田能村稲田宇
吉

状 1 明治16.5.16 1883 田

167-10 167-10 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村門田
栄吉4名分

状 8 明治17.12.3 1884 田

167-11 167-11 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治18.3.10 1885 田
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167-12 167-12 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治18.4.23 1885 田

167-13 167-13 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治19.12.25 1886 原野

167-14 167-14 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
利右衛門他1名
分

状 7 明治21.2.1 1888 田

167-15 167-15 4土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 上坂部村広田
宗太郎

状 3 明治21.8.13 1888 田

168-1 168-1 4土地・貢租（近代） 地券証印税受取証 第4戸長役場 上坂部村広田
辰太郎

状 2 明治14.3.9 1881

168-2 168-2 4土地・貢租（近代） 地券証印税受取証 上坂部村戸長
役場

上坂部村利右
衛門

状 1 明治15.4 1882

169 169 4土地・貢租（近代） 道路敷潰地につき地券証書
換え通知

上坂部村他4ｹ
村戸長役場

上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治18.3 1885

170-1 170-1 4土地・貢租（近代） 地価修正につき書換えのため
地券預証

徳永□治／住
山□兵衛

広田利右衛門 状 2 明治20.1.18 1887

170-2 170-2 4土地・貢租（近代） 地価修正につき書換えのため
地券預証

広田治郎右衛
門

広田利右衛門 状 1 明治21.1.20 1888

171 171 4土地・貢租（近代） 土地台帳謄本 兵庫県収税局
田中頼之助

所有者若王寺
村徳永養作

状 1 明治24.4.16 1891
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172 172 4土地・貢租（近代） 村税賦課令状兼領収書 園田村長田中
幾之助他1名

前田彦次郎 状 1 明治29.10.2 1896

173 173 4土地・貢租（近代） 県税領収書 園田村長田中
幾之助他1名

前田彦次郎 状 1 明治29.12.2 1896

174 174 4土地・貢租（近代） 森村地押入費取替えの件問
合わせ状

秋岡松二郎 広田利右衛門 状 1 (明治) .5.10

175 175 4土地・貢租（近代） 地券証渡されたき旨依頼状 ［……］ 広田利右衛門 状 1 (明治) .5.20

176 176 4土地・貢租（近代） 田畑宅地番・面積・地価額・所
有者書上げ

状 1 (明治)

177 177 4土地・貢租（近代） 買受け田地書上げ 仮綴 1 (明治)

178 178 5村政・村況（近世） 預銀滞り出入につき決済書他
留書き

仮綴 1 文化8～文政
元

1811～
1818

虫・破損

179 179 5村政・村況（近世） 照続き渇水につき稲作困窮の
旨届け他綴り

仮綴 1 文政3～天保
14

1820～
1843

180 180 5村政・村況（近世） 奥印帳 書冊 1 文政4.11～安
政3.6

1821～
1856

虫損

181 181 5村政・村況（近世） 召捕えるべき当村善右衛門行
方未だ相知れず断り口上

状 1 文政6.8.3 1823 襖の下貼りに使用
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182 182 5村政・村況（近世） 万年控え帳 広田利右衛門 横帳 1 嘉永～安政3 1848～
1856

当地頭様知行地高・
年礼御扇子料等書
上げ、表紙虫損

183 183 5村政・村況（近世） 森村・坂部村済方金請取り覚
え

油や清兵衛 坂戸清右衛門 状 1 (近世) 未.6.晦

184 184 5村政・村況（近世） 小人庄助病死につき取置き料
請取り覚え

船越町役所 上坂部村庄屋
中

状 1 (近世) 酉.8

185 185 5村政・村況（近世） 諸払い金覚え 橋本（取扱屋） 上坂部村役人
中

状 1 (近世) 亥.9

186 186 5村政・村況（近世） 金銭出入済覚え 庄屋広田利右
衛門

東西年寄中 状 1 (近世) 亥.11.4

187 187 5村政・村況（近世） 江戸穢多長吏下文写し 状 1 (近世) 虫損

188 188 5村政・村況（近世） 幕末維新期における利右衛門
庄屋役など勤方覚え下書き

状 1 (近世) 領主船越柳之助の帰
順願書に関連するも
のか

189 189 5村政・村況（近世） 角力入用・遊里払金取替えに
つき返報書

□本一郎平 広田利右衛門 状 1 (近世)

190 190 5村政・村況（近世） 改名仰せの件知らせ状 東 中 状 1 (近世)

191 191 5村政・村況（近世） 振舞料・祝儀料・その他勘定
覚え

□左衛門 広田利右衛門 状 1 (近世)
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192 192 5村政・村況（近世） 当村御蔵普請につき先規の通
り人足扶持下されたき旨口上
（後欠）

状 1 (近世) 襖の下貼りに使用

193 193 6村政・村況（近代） 借用金等諸証文雛形 書冊 1 明治3 1890 田地譲渡し・小作、奉
公人・乳母請状など

194 194 6村政・村況（近代） 戸長役場関係往来諸文書綴り 仮綴 1 明治6～9 1873～
1876

195 195 6村政・村況（近代） 副戸長御請書写し 第11区上坂部
村広田利右衛
門

兵庫県戸籍掛 状 1 明治9.4.3 1896

196 196 6村政・村況（近代） 森村地内所有地勝手に官有
地へ編入の件引合書写し

秋岡松三郎 尼崎町戸長伊
達尊親

仮綴 1 明治20.10.28 1887 尼崎戸長より上坂部
村戸長宛て答書回送
依頼書の写しあり

197 197 6村政・村況（近代） 森村地内所有地勝手に官有
地へ編入の件答書写し

上坂部村広田
利右衛門

上坂部村外4ｹ
村戸長村上民
蔵

状 2 明治20.11.26 1887

198 198 6村政・村況（近代） 川辺郡聨合町村会開設通知
書

川辺郡長佐藤
正克

上坂部村会員
広田利右衛門

仮綴 1 明治22.1.31 1889 蒟蒻版、上坂部村外
4ｹ村戸長役場経由

199 199 6村政・村況（近代） 川辺郡聨合町村会開設通知
受書

上坂部村広田
利右衛門

戸長 状 2 明治22.2.2 1889 １枚は下書

200 200 6村政・村況（近代） 大阪朝日新聞付録 状 2 明治22～23 1889～
1890

県会議員当選者一
覧、県令・告示内容
一覧記事
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201 201 6村政・村況（近代） 板垣退助招待の自由談話会
開会案内通知状

住吉村兵庫県
同志会幹事吉
田亀之助

上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治23.6.26 1890 封筒あり、活版

202 202 6村政・村況（近代） 秋期通常会開催通知状 園田村役場 広田利右衛門 状 1 明治25.12.13 1892

203 203 6村政・村況（近代） 村会開設通知状 園田村会議員
田中幾之助

広田利右衛門 状 1 明治28.5.13 1895 封筒あり

204 204 6村政・村況（近代） 避病院の件協議につき参集要
請状

川辺郡園田村
長田中幾之助

議員広田利右
衛門

状 1 明治28.5.29 1895

205 205 6村政・村況（近代） 所得の件につき役場へ出頭要
請状

園田村役場 広田利右衛門 状 1 明治30.7.10 1893

206 206 6村政・村況（近代） 村会議員選挙選挙掛り選任通
知状

園田村長西沢
久兵衛

広田利右衛門 状 1 明治31.4.21 1898

207 207 6村政・村況（近代） 園田村議員一級当選者告知
状

園田村選挙掛
長西沢久兵衛

広田利右衛門 状 1 明治31.4.25 1898 広田利右衛門 1級

208 208 6村政・村況（近代） 第20聨隊転営送迎変更通知
状

園田村分区員
西澤久兵衛

状 1 明治31.8.26 1898 蒟蒻版（退色）

209 209 6村政・村況（近代） 新撰議員懇親会開催通知状 田中幾之助 広田利右衛門 状 1 (明治) .5.29 蒟蒻版

210 210 6村政・村況（近代） 書状請取り覚え □□□治兵衛 広田利右衛門
様御使

状 1 (明治) .7.25
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211 211 6村政・村況（近代） 兵式体操用木銃破損につき
修理金寄付依頼状

伊丹尋常・高等
小学校長北部
音太郎

広田利右衛門 状 1 (明治) 蒟蒻版、封筒あり

212 212 6村政・村況（近代） 郡役所書記辞職につき懇親
会案内状

園田村役場村
上民蔵

広田利右衛門
外1名

状 1 (明治) 封筒あり

213 213 6村政・村況（近代） 郡長赴任につき懇親会案内
状

西沢久兵衛 広田利右衛門 状 1 (明治)

214 214 7戸口・諸改 浄徳寺庫裏屋根瓦葺きに葺
替え願い写し

浄徳寺住持智
門他4名

奉行 状 1 明和3.7 1766

215 215 7戸口・諸改 福岡山浄徳寺什物帳 上坂部村氏子
中

横帳 1 文化13.臘 1816 破損

216 216 7戸口・諸改 不将なる虚無僧村方入込みに
つき取斗い方覚え

上州群馬郡高
崎駅大龍案王
院清海寺宗役
印

上坂部村庄屋・
年寄・惣百姓中

状 1 寛政2.正 1790 破・虫損

217 217 7戸口・諸改 虚無僧留場札 京都明暗寺 摂州川辺郡上
坂部村

状 1 (近世) 明暗寺が虚無僧の村
立入りを停止したもの

218 218 7戸口・諸改 宗旨御改め一札・鉄砲証文・
宗旨人別改め一札他雛形綴り

書冊 1 天保12.3 1841

219 219 7戸口・諸改 人別請取り一札雛形 上坂部村庄屋
理右衛門

状 1 (近世)
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220 220 7戸口・諸改 御直命御趣意書 状 1 (近世) 子.正 祖師聖人600回忌法
要関係か

221 221 7戸口・諸改 兵庫より有馬路を回るにつき
小浜より郡山までの人足頼み
状

鈴木□記・上田
織部

十三日講御中・
門徒中

状 1 (近世) .2.8 虫損

222 222 7戸口・諸改 御門跡様塚口御坊へ御下向
につき参坊する旨仰せ書

御用番下間宰
相頼就

広田利右衛門 状 1 (近世) .3.

223 223 7戸口・諸改 小浜御坊債権など毎々の取持
ちにつき、上下地・数珠下さる
旨達書

小浜御坊役所 上坂部村広田
利右衛門

状 1 (近世) .4. 包紙あり

224 224 7戸口・諸改 勧化順土盲人取斗い料請取り
覚え

田中村庄屋栄
治

上坂部村御役
人中

状 1 (近世)

225 225 7戸口・諸改 城州葛野郡鎌倉山月輪寺略
縁起

書冊 1 (近世) 水損、木版

226 226 7戸口・諸改 豊国会趣意書 発行兼著者若
松雅太郎

冊子 1 明治30.7 1897 活版、豊太閤墳墓修
理の件、表紙虫損

227 227 7戸口・諸改 京都寺社宝物拝観章切符 一括 1 明治31 1898

228 228 7戸口・諸改 健速神社献歌辞 福原幸胤敬咏、
野之口正武謹
書

状 1 (明治)

229 229 8農業経営・流通 石高・人名覚え 状 1 (近世)

－30－



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

広田昌亮氏文書目録

230 230 8農業経営・流通 掘突井戸新造につき代金渡し
帳

横帳 1 明治22.4 1889

231 231 8農業経営・流通 小作宛米書上げ 仮綴 1 (明治)

232 232 8農業経営・流通 草取り他日雇賃書上げ 状 1 (明治)

233-1 233-1 9金融 銀子借用証文 まさ 太兵衛 状 1 文化12.12 1815 破損

233-2 233-2 9金融 銀子預り証文 利右衛門 鉄蔵 状 1 文政13.7.25 1830 襖の下貼りに使用

234 234 9金融 預銀出入りの件につき願上げ
口上

庄屋七郎右衛
門

御奉行所 状 1 文化14.2.20 1817 願人＝上坂部村長
十郎、相手＝塚口村
庄左衛門

235-1 235-1 9金融 年賦銀請取り覚え 三反田村小兵
衛

上坂部村役人
中

状 1 (近世)
申.11.29

午より戌までの年賦
銀

235-2 235-2 9金融 年賦銀請取り覚え 三反田村小兵
衛

上坂部村四郎
右衛門

状 1 (近世) 酉.極

236 236 9金融 借用金返済請取り覚え 橋本六郎平 広田利右衛門 状 1 (近世) 亥.11.7

237 237 9金融 西正寺より集め銀差出し出入
り覚え

橋本和三郎 庄屋広田利右
衛門

状 1 (近世) 亥.11.7

238 238 9金融 元利銀内訳覚え 世右衛門・庄左
衛門

上坂部村 状 1 (近世) .3.2
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239 239 9金融 銀子受取りにつき証文見せら
れたき旨書状

状 1 (近世) .7.8

240 240 9金融 証札戌年9月限り認められたき
旨知らせ状

熊野屋善兵衛 広田利右衛門 状 1 (近世) .極.12

241 241 9金融 伊太郎我等方にて稼ぎたき旨
申し来たりし件問合わせ状

伊□多 広田利右衛門 状 1 (近世) .12.19

242 242 9金融 太兵衛借用銀請取り覚え 庄屋利右衛門 孫兵衛 状 1 (近世) .12.24

243 243 9金融 年賦金元利覚え 状 1 (近世)

244 244 9金融 年賦銀書上げ（後欠） 状 1 (近世)

245 245 9金融 貸付銀元利書上げ（後欠） 状 1 (近世)

246 246 9金融 頼母子仕法帳（断簡） 状 2 (近世) 襖の下貼りに使用

247 247 9金融 引札（村岡精醸大手柄） 状 1 (近世)

248 248 9金融 借用金返済期限淹滞につき
約定証書

借用主久々知
村芝弥太郎他1
名

仮綴 1 明治11 1878

249 249 9金融 地所売渡し確証 岩屋村高岡清
兵衛

上坂部村広田
利右衛門

仮綴 1 明治17.12.16 1884
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250 250 9金融 確証ならびに金員請取り覚え 松本市兵衛 河合伊十郎 状 1 明治18.4.12 1885

251 251 9金融 金子借用証文 塚口村河合伊
十郎

松永市郎兵衛
他1名

状 1 明治18.7.19 1885

252 252 9金融 売買地券請取証 上坂部村広田
利右衛門

川辺郡長佐藤
正克

状 1 明治19.10.27 1886

253-1 253-1 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 森本亦吉 状 1 明治19.12 1886

253-2 253-2 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 稲田卯吉 状 1 明治21.12.25 1888

253-3 253-3 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 中瀬梅吉 状 1 明治21.12 1888

253-4 253-4 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 上杉岩吉他1名 状 1 明治21.12 1888

253-5 253-5 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 森本亦吉 状 1 明治21.12 1888

253-6 253-6 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 門田栄吉 状 1 明治22.12 1889

253-7 253-7 9金融 元利金返済催促書 広田利右衛門 松本音吉 状 1 明治21.12 1888

253-8 253-8 9金融 元利金返却督促状 状 1 (明治)

254 254 9金融 元利返金請取証 広田利右衛門 津田仙吉 状 1 明治21.12 1888
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255 255 9金融 米返済催促書 広田利右衛門 坂本広吉 状 1 明治21.12 1888

256 256 9金融 整理公債応募申込書 日本銀行大阪
支店

状 2 明治22.3.11 1889

257 257 9金融 『相場気配』第4003号 木津芳之助（商
要新報社）

状 1 明治24.1.4 1891 活版

258 258 9金融 債務返済につき証書返却届け
状

債主広田利右
衛門・免債主松
本音吉

伊丹区裁判所
御中

状 1 明治30.12.21 1897

259 259 9金融 借用依頼承知状 広田利右衛門 広田篤三郎 状 1 (明治) .3.17

260-1 260-1 9金融 住山氏との質金訴訟仲介断り
状

井深忠平 広田利右衛門
他1名

状 1 (明治) .6.2

260-2 260-2 9金融 住山氏との裁判一件関りなき
様にとの頼み状

井深忠平 徳永大次郎他2
名

状 1 (明治)

261 261 9金融 借用金返却につき借用先広
田利右衛門への取りまとめ依
頼状

政家十作 村井兵市郎 状 1 (明治) .11.24

262 262 9金融 金銭出入り帳 横帳 1 (明治)

263 263 9金融 金銭書付け 状 1 (明治)

264 264 9金融 売買地券証書換え願い雛形 状 1 (明治)
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265 265 9金融 田地宅地建物書入れ質確証
雛形

仮綴 1 (明治)

266 266 9金融 預り金確証（後欠） 状 1 (明治)

267 267 10治水・水利 大井衆の瀬掘りに対し三平井
の口に井出し関を設置したき
願い控え

猪名寺村庄屋
五右衛門他11
名

御奉行 状 1 寛文10.8 1670

268 268 10治水・水利 寛文10年争論につき三平井
組よりの返答書控え（後欠）

三平井掛り8ｹ
村

（御奉行所） 状 1 (寛文10) (1670) 破損

269 269 10治水・水利 生嶋井かふろを塞がざる様
久々知・上坂部・同新家よりの
訴状控え

久々知村庄屋
治郎右衛門他
10名

青山大膳亮様
御内御奉行

状 1 延宝7.7.3 1679 虫損

270 270 10治水・水利 猪名寺の新樋取り除かれたき
旨訴状控え

万多羅寺村他8
ｹ村

御奉行 状 1 延宝8.8 1680

271 271 10治水・水利 古来式法の通り森村より普請
人足出すべき旨返答書控え

坂部村庄屋次
左衛門他4名

坂本亦八郎・江
田宇内

状 1 宝永2.5.14 1705

272 272 10治水・水利 森村井普請につき坂部村と
割々に勤めたき旨追訴状控え

庄屋林左衛門
他3名

坂本又八・江田
宇内

状 1 宝永4.4.27 1707

273 273 10治水・水利 三平井普請場所森村立会い
につき一札控え

上坂部村庄屋
次左衛門他4名

坂本又八 状 1 宝永7.8.11 1710
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274-1 274-1 10治水・水利 万多羅寺村との用水争いにつ
き清水村庄屋取りあつかい一
札控え

清水村庄屋取り
あつかい人卯兵
衛

上坂部村役人
中

状 1 天保3.8 1832

274-2 274-2 10治水・水利 万多羅寺村との用水争いにつ
き清水村庄屋取りあつかい一
札案

清水村庄屋取り
あつかい人宇兵
衛

両村庄屋中 状 1 (天保3.8) (1832) 文面は274-1と同じ

275 275 10治水・水利 水道掘割りにつき御用捨引き
致すべく旨知らせ状

田中猶次郎・田
中仙助

上坂部村庄屋・
年寄・百姓共

状 1 万延元.9 1860 包紙あり

276 276 10治水・水利 悪水路に建家普請につき差入
れ一札下書き

塚口村百姓惣
代他

上坂部村役人
中

状 1 (近世) 虫損

277 277 10治水・水利 三平井組掟書き控え（前欠） 状 1 (近世) 虫損

278 278 11家 付書き覚え 吉田屋喜左衛
門

状 1 (近世) 芸者代か女郎代

279 279 11家 手習い書き 広田耕亭 仮綴 2 (近世) 漢詩文か

280-1 280-1 11家 私信（書簡） 状 38 (近世) 封筒あり

280-2 280-2 11家 私信（書簡） 状 58 (明治)

280-3 280-3 11家 私信（はがき） 状 1E+02 (明治)

281 281 11家 川辺郡第4番板田小学校中等
第4級生個人別成績表（後欠）

状 1 明治16 1883 未記入
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282-1 282-1 11家 川辺郡村立板田簡易小学校
品行簿

状 1 明治22.4 1889 広田宗太郎第1年生

282-2 282-2 11家 川辺郡村立板田簡易小学校
品行簿

状 1 明治22.5 1889 広田宗太郎第1年
生、6年9月（歳）

282-3 282-3 11家 川辺郡村立板田簡易小学校
品行簿

状 1 明治22.12 1889 広田宗太郎第1年
生、7年4月（歳）

282-4 282-4 11家 川辺郡村立板田簡易小学校
品行簿

状 1 明治24.4 1891 広田宗太郎第3年
生、8年8月（歳）

283 283 11家 石門請負約定書 西川村石工請
負人坂本馬吉

広田利右衛門 状 1 明治17.11.28 1884 裏に別内容が書かれ
ている

284 284 11家 出頭関係諸入用覚え 状 1 明治18.1.28 1885 気車代・人力代・印
紙代等

285 285 11家 神戸治安裁判所出頭通知 神戸治安裁判
所

潮江村岡村八
郎兵衛

状 1 明治18.1.29 1885 広田利右衛門貸金の
勧解願い出にかかわ
るもの

286 286 11家 白道会法座8月予定表 状 2 明治21.7.25 1888 西宮本町向陽館印
刷

287 287 11家 薬代受領証 内外科医岡田 状 1 明治22.1.30 1889

288 288 11家 尋常小学校授業料領収証 状 1 明治25 1892 尋常4年広田宗太
郎、明治25年4月～9
月まで、1ｹ月10銭。

－37－



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

広田昌亮氏文書目録

289 289 11家 農工銀行第1回株式払込み通
知状

園田村役場 上坂部村広田
利右衛門

状 1 明治31.4.17 1898

290 290 11家 報恩講案内状 浄徳寺 利右衛門 状 1 (明治) .旧9.6 封筒あり

291 291 11家 酒・料理代金領収証 □□亭 状 1 (明治)

292 292 11家 入用費書付け 中広田 状 1 (明治) 伊丹行き5銭等

293 293 11家 作文はがき 状 3 (明治) 用紙のみ

294 294 11家 諸代金覚え 状 1 (明治) 石代・駄賃・石屋手
数料・金利子等

295 295 11家 諸品代金覚え 松萬 上坂部村広田 状 1 (明治) 大根・松茸・するめ
等、破損

296 296 11家 諸費代金書上げ 状 2 (明治)

297 297 11家 稽古御和讃写し 村井寿女 書冊 1 欠年

298 298 11家 独吟集写し 仮綴 1 欠年

299 299 11家 生活の知恵一口書き 状 1 欠年 木版刷り

300 300 12雑・その他 書状（内容不詳） 前田寅七 広田利右衛門 状 1 (近世) .6.22
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301 301 12雑・その他 封筒 一括 1 欠年

302 302 12雑・その他 断簡・反故 一括 1 欠年
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