
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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

1 146 1支配 家中倹約通達の控え 横帳 1 寛政4.10～同
11.12

1792～
1799

大名家関係(家名不
詳)､虫損､請求番号
146～150こより一括

2-1 148 1支配 江戸屋敷詰め日記 横帳 1 (寛政頃).8.17
～8.28

大名家関係(家名不
詳)､請求番号146～
150こより一括

2-2 150 1支配 江戸屋敷詰め日記 横帳 1 嘉永2.2.3 1849 大名家関係(家名不
詳)､請求番号146～
150こより一括

2-3 3 1支配 江戸詰中・道中日記 小横帳 1 万延元.12.朔 1860 和歌山藩士酒井氏
年譜書付あり､虫損､
請求番号1～17紐一
括

2-4 145 1支配 江戸屋敷詰め日記 小横帳 1 近世.正 大名家関係(家名不
詳)

3 64 1支配 茶船・魚船手配､大坂町奉行
見分につき書状

嶋田仁五郎 船大年寄中 状 1 (嘉永～安
政).3.13

虫損､請求番号59～
69紐一括

4 188-1 1支配 三郡銀割り方につき申上げ状 取締共 代官 状 1 近世申.11 勧化銀関係か､三郡:
桑田･武庫･多紀､前
欠､請求番号188-1
～5こより､170～189
紐一括

5 216 1支配 施米行った者へ酒料遣わす
につき代表として出頭の旨書
状

堀治兵衛他1名 中野半左衛門 状 1 近世.2.14 請求番号215～243
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

6 188-3 1支配 巡見使へ入用品値段書付提
出につき状

川面村［以下破
損］

断簡 1 近世 わらじ等､請求番号
188-1～5こより､170
～189紐一括

7 149 1支配 治三郎引越しにつき控え 横帳 1 近世.12.4～
12.5

大名家関係(家名不
詳)､虫損､請求番号
146～150こより一括

8 344 1支配 伊木氏分限帳 横帳 1 近世 伊木清兵衛尉忠次
慶長年中播州三木
在城ノ時分士帳写､
付箋「備前国邑久郡
虫明伊木氏分限帳」､
伊木家は備前池田
藩家老職､水濡れ破
損

施行規則第5条(1)により非公開

9 229-1 2土地・貢租（近世） 殿町畑竿請一件書類入り袋 庄屋 袋 1 (天明） 袋のみ､請求番号
229-1～5巻込み･
215～243紐一括

10-1 262 2土地・貢租（近世） 免状・皆済目録入り袋 袋 2 天保15 1844 「御代官竹垣三右衛
門様御役所ニ御渡」､
袋・白紙のみ､破損､

10-2 229-2 2土地・貢租（近世） 免状・皆済目録入り袋 地方 袋 1 嘉永元 1848 袋のみ､竹垣氏代官
所のもの､請求番号
229-1～5巻込み･
215～243紐一括

10-3 229-4 2土地・貢租（近世） 免状・皆済目録入り袋 袋 1 安政5･6 1858･
1859

袋のみ､虫損､請求番
号229-1～5巻込み･
215～243紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

11 57 2土地・貢租（近世） 地子・支配銀他入用勘定書 泉屋忠七 前田 状 3 近世 尼崎宮町掛屋敷､包
紙一括､虫損､請求番
号49～58紐一括

12 217 2土地・貢租（近世） 石砂入り荒地の所在・反別の
図

図 1 近世 字澤の田地､請求番
号215～243紐一括

13 259 2土地・貢租（近世） 土地反別書き上げ帳断簡 断簡 1 近世 虫損

14 329-4 3土地・貢租（近代） 年貢米上納引受につき証文 寺本村勘四郎 寺本村宗五郎 状 1 明治4.11 1871 請求番号329-1～9こ
より､319～333紐一括

15 229-3 3土地・貢租（近代） 浪花難波藏納め書類入り袋 兵庫津地方 袋 1 明治6.5 1873 袋のみ､請求番号
229-1～5巻込み･
215～243紐一括

16 222 3土地・貢租（近代） 地所入札書 岡本新助代山
本又助

状 1 明治9.7.10 1876 請求番号215～243
紐一括

17 187 3土地・貢租（近代） 諸払い書出し入り袋 耕地懸 袋 1 明治9 1876 袋のみ､請求番号170
～189紐一括

18 131 3土地・貢租（近代） 地子米請取帳 寺本村前田宗
五郎

森田助五郎 書冊 1 明治10.11.2 1877 前田氏所有地上建
家につき､虫損､請求
番号120～136紐一
括

19 186 3土地・貢租（近代） 原田慣行につき差入れ証書 (夢野村外11町) 兵庫県権令森
岡昌純

断簡 1 明治11.10 1878 差出・宛先のみ､夢野
村：現神戸市域､請求
番号170～189紐一
括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

20 261 3土地・貢租（近代） 土地所有権関係裁判につき
申上書

原告代言人大
阪府江戸堀北
通二丁目矢野
数郎

大阪上等裁判
所判事三阪繁
人

書冊 1 明治11 1878 虫損

施行規則第5条(1)により非公開

21 343-8 3土地・貢租（近代） 地券書換願 川辺郡伊丹町
石井市藏他3名

仮綴 1 明治14.3 1881 家督相続につき

22-1 23 3土地・貢租（近代） 地所売渡証券 川辺郡新田中
野村西尾善五
郎他1名

岡得之介 書冊 1 明治14.6.16 1881 請求番号18～28紐
一括

22-2 24 3土地・貢租（近代） 地所売渡につき定約書 兵庫□(虫損）
屋二丁目岡得
之介

寺本村前田宗
五郎

書冊 1 明治14.6.19 1881 虫損､請求番号18～
28紐一括

22-3 218 3土地・貢租（近代） 契約地所を西尾氏より譲受け
につき出向依頼

岡得之介 前田宗五郎 状 1 明治-.6.19 前欠､請求番号215
～243紐一括

22-4 25 3土地・貢租（近代） 地券書換証 戸長池田吉之
介

川辺郡長児島
晴海

状 1 明治14.6 1881 前田氏所有昆陽村
地所､請求番号18～
28紐一括

23 19 3土地・貢租（近代） 売買地券書換願い控え 川辺郡寺本村
売渡人前田宗
五郎

川辺郡長石原
亮

状 1 明治18 1885 請求番号18～28紐
一括

24 99 3土地・貢租（近代） 田畑宅地控え帳 前田 書冊 1 明治15.1 1882 虫損

25-1 346-37 3土地・貢租（近代） 税領収書 池田吉之介 前田宗五郎 状 2 明治16.2.1､同
17.1.12

1883､
1884

明治15･16年度地租･
支配金
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

25-2 307-12 3土地・貢租（近代） 地方税・備荒貯蓄金納入につ
き受領書

寺本村 前田宗五郎 状 3 明治17.6･12 1884 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-3 307-14 3土地・貢租（近代） 畑宅地租支払い請求書 寺本村 前田宗五郎 状 1 明治17.8.25 1884 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-4 307-15 3土地・貢租（近代） 田租支払い受領書 昆陽村戸長代
宮川利八

昆陽村前田宗
五郎

状 1 明治17.12.10 1884 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-5 307-21 3土地・貢租（近代） 田租支払い領収書 昆陽村外五ヶ
村戸長池田吉
之介

寺本村前田宗
五郎

状 1 明治17.12.13 1884 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-6 307-16 3土地・貢租（近代） 租税・村入費勘定書下書き 久太郎 状 1 明治18.1.20 1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-7 307-2 3土地・貢租（近代） 地方税ほか入費支払い請求
書

昆陽村 寺本村前田宗
五郎

状 2 明治18.1.21･
24

1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-8 307-11 3土地・貢租（近代） 田租・支配役金不足分支払い
督促状

寺本村惣代兼
益久太郎

前田宗五郎 状 1 明治18.3.20 1885 虫損､請求番号307-
1～21こより､304～
310こより一括

25-9 307-3 3土地・貢租（近代） 地方税・田租支払い請求書 昆陽村外五ケ
村戸長役場

前田宗五郎 状 5 明治18.3～5 1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

25-10 307-4 3土地・貢租（近代） 地方税納入につき領収書 寺本村惣代 前田宗五郎 状 2 明治18.5 1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-11 307-7 3土地・貢租（近代） 畑宅地租支払いにつき受領
書

昆陽村外五ケ
村戸長池田吉
之介

寺本村前田宗
五郎

状 2 明治18.8.27､
同年.10.29

1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-12 307-17 3土地・貢租（近代） 畑宅地税金納入方法につき
書状

兼益 前田 状 1 明治18.9.1 1885 虫損､請求番号307-
1～21こより､304～
310こより一括

25-13 307-1 3土地・貢租（近代） 宅地畑地租支払いにつき受
領書

兼益久太郎 前田宗五郎 状 1 明治18.12.27 1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

25-14 346-36 3土地・貢租（近代） 地租･地方税等勘定書 昆陽市場丁 前田宗五郎 状 1 明治-.2.11

25-15 256 3土地・貢租（近代） 租税・地方税等納付請求書 昆陽市場町 寺本村前田宗
五郎

状 1 明治-.旧12.14 虫損､請求番号244
～258紐一括

25-16 265 3土地・貢租（近代） 地租・支配金納付につき記 前田□□(虫損)
郎

寺本村役人衆 状 1 明治-.旧12.23 虫損､請求番号263
～281紐一括

25-17 305-10 3土地・貢租（近代） 村方諸税書上げ 状 2 明治 村名なし､請求番号
305-1～16包紙､304
～310こより一括

25-18 307-20 3土地・貢租（近代） 諸税納入額額の書上げ 状 1 明治 虫損､請求番号307-
1～21こより､304～
310こより一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

25-19 346-41 3土地・貢租（近代） 租税等金額書上げにつき記 市場町 寺本前田宗五
郎

状 1 明治

26-1 42 3土地・貢租（近代） 収入金調書･車新調届下書き 東区釣鐘町二
丁目前田宗五
郎

東区長 状 1 明治20.9 1887 営業税関係､請求番
号41～48紐一括

26-2 20 3土地・貢租（近代） 収入金調書控え 大阪府東区釣
鐘町弐丁目前
田宗五郎

大阪府東区長
宮崎鐵幹

状 1 明治21.4.2 1888 営業税関係届出､請
求番号18～28紐一
括

27-1 310-3 3土地・貢租（近代） 元利金勘定書 収税掛梅吉 状 1 (明治)-.9 請求番号310-1～
36､304～310こより一

27-2 191 3土地・貢租（近代） 出作につき租税等勘定書 状 1 明治 請求番号190～214
紐一括

27-3 305-9 3土地・貢租（近代） 山本村分諸税額書上げ 状 1 明治 地租・地方税等､請求
番号305-1～16包
紙､304～310こより一

28 307-6 3土地・貢租（近代） 畑地目変換につき地券預り証 寺本惣代 前田宗五郎 状 1 明治18.1.20 1885 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

29 22 3土地・貢租（近代） 建家畑宅地売買口銭請取証 寺本村村上伊
左エ門

寺本村前田宗
五郎

状 1 明治19.10.1 1886 請求番号18～28紐
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

30 307-8 3土地・貢租（近代） 米負担につき書き上げ 状 1 明治 村小使給米・秋廻り・
氏神分等､前田・本咲
家負担､請求番号
307-1～21こより､304
～310こより一括

31 330 3土地・貢租（近代） 昆陽村出作地につき諸税額
控え

状 1 明治 請求番号319～333
紐一括

32 346-42 3土地・貢租（近代） 借地返納証 川辺郡千僧村
森田□□(虫損)
郎

寺本村前田宗
五郎

状 1 明治□(虫損).
旧4.16

虫損

施行規則第5条(1)により非公開

33 74 3土地・貢租（近代） 地所売却の件につき書状 福井喜助 寺本村本家前
田

状 1 (明治)-.7.26 請求番号70～86紐
一括

34 224 3土地・貢租（近代） 畑地名義切替えの件につき証
下書き

状 1 明治 前田政吉方へ切替､
請求番号215～243
紐一括

35 257 3土地・貢租（近代） 田畑反別・代金書き上げ 状 1 明治 字奧畑・深溝等､虫
損､請求番号244～
258紐一括

36 180 3土地・貢租（近代） 宅地関係証文 断簡 1 明治 虫損､請求番号170
～189紐一括

37 215 3土地・貢租（近代） 野間村より買入の土地書上げ 状 1 明治 請求番号215～243
紐一括

38 174 3土地・貢租（近代） 土地買受け地券受領書 西尾伝兵衛 状 1 明治 請求番号170～189
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

39 307-5 3土地・貢租（近代） 米廻し方につき書付け 状 1 明治 一条院初米・秋廻り
分等､請求番号307-
1～21こより､304～
310こより一括

40 310-12 3土地・貢租（近代） 登記証明書類雛形 状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

41 263 3土地・貢租（近代） 米割付勘定書 状 1 明治 請求番号263～281
紐一括

42 346-26 3土地・貢租（近代） 土地税金計算書 状 1 明治 虫損､請求番号346-
2～33こより一括

施行規則第5条(1)により非公開

43 346-24 3土地・貢租（近代） 田地反別・坪数･図面 状 1 明治 字東ノ町､請求番号
346-2～33こより一括

44 250 3土地・貢租（近代） 地価査定及び総計原簿入り袋 南部新道事務
所

袋 1 明治 袋のみ､請求番号244
～258紐一括

45 306 3土地・貢租（近代） 耕地小作証文下書き 状 1 明治 請求番号304～310こ
より一括

46 54 4村政・村況（近世） 代官所役人廻村につき郡中
用廻文

二茶屋村四郎
右衛門

神戸村役人中
他4名

状 1 近世戌.8.26 夫食米改め､請求番
号49～58紐一括

47 44 4村政・村況（近世） 会所入用・自身番等につき勘
定書

横帳 1 近世 請求番号41～48紐
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

48 188-5 4村政・村況（近世） 氏神額修理銀･本光院宮献上
物入用銀等の払い方につき書
状

状 1 近世 前･後欠､請求番号
188-1～5こより､170
～189紐一括

49 307-9 5村政・村況（近代） 日役帳 前田宗五郎 小横帳 1 明治7 1874 村関係普請人足数
等､虫損､請求番号
307-1～21こより､304
～310こより一括

50-1 343-13 5村政・村況（近代） 各寺院接続墓地の通路の有
無につき調査すべき旨通達

川辺郡役所 状 1 明治13.5.8 1880 虫損

50-2 343-15 5村政・村況（近代） 地蔵院廃寺跡共葬墓地につ
き取調書

寺本村成就院
兼益信海他1名

兵庫県令 仮綴 1 明治13.5.13 1880

51-1 343-19 5村政・村況（近代） 威銃鑑札返上願書下書き 寺本村前田信
太郎他1名

川辺郡長児島
晴海

状 1 明治13.9 1880

51-2 343-9 5村政・村況（近代） 鳥獣猟免状返上届下書き 寺本村前田 郡長 状 1 明治 虫損

51-3 343-16 5村政・村況（近代） 和銃所持届け漏れにつき願書 状 1 明治 明治11.5より未許可

52-1 343-11 5村政・村況（近代） 小学校卒業試験監督を学務
委員等へ要請の通知

川辺郡役所庶
務掛

状 1 明治13.10.21 1880 虫損

52-2 343-20 5村政・村況（近代） 文部省小学補助金受領書下
書き

大鹿村学務委
員石橋栄太郎
他1名

郡長 状 1 (明治14) (1881) 虫損
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

52-3 343-5 5村政・村況（近代） 中学校設立の件につき返答
書

昆陽村戸長池
田吉之介他1名

川辺郡長児島
晴海

状 1 明治15.1.13 1882

52-4 343-6 5村政・村況（近代） 奥田氏雇用の件につき書状
下書き

蘊徳校学務委
員

小墾田校学務
委員沢田平兵
衛

状 1 明治-.6.25 虫損

52-5 343-17 5村政・村況（近代） 小学校開校式への招待状下
書き

戸長 郡長 状 1 明治

53-1 345 5村政・村況（近代） 村願書届書類綴り 仮綴 1 明治13～16 1880～
1883

虫損

53-2 346-55 5村政・村況（近代） 村願書届書類綴り 仮綴 1 明治13～14 1880～
1881

虫損

54-1 343-24 5村政・村況（近代） 芝居興行許可申請書類 寺本村中田音
吉

郡長 仮綴 1 明治13 1880 虫損

54-2 343-26 5村政・村況（近代） 芝居興行収益報告書 中田音吉 前田戸長 状 1 明治13 1880 虫損

55-1 343-10 5村政・村況（近代） 昆陽寺祭典挙行につき許可
願い

寺本村昆陽寺
兼住職成就院
住職兼益信海
代理一乗院住
職白井祥応

川辺郡長児島
晴海

状 1 明治14.2.26 1881 開山行基菩薩祭典

55-2 346-54 5村政・村況（近代） 春日社祭典執行につき届 池尻村惣代滝
内吉良兵エ他1
名

川辺郡長児島
晴海

状 1 明治14.2.28 1881 虫損
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

55-3 343-18 5村政・村況（近代） 昆陽寺施餓鬼供養挙行につ
き届下書き

昆陽寺兼住職
成就院住職兼
益信海ほか

状 1 明治

56 343-7 5村政・村況（近代） 臨時聯合村会議決報告書 議長滝内吉郎
右衛門

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治14.9.15 1881 虫損､寺本小学校通
学路幅拡張案

施行規則第5条(1)により非公開

57 343-22 5村政・村況（近代） 官有藪地拝借許可につき請け
書下書き

内務省山林局
兵庫出張所

状 1 明治14 1881 虫損

58-1 343-3 5村政・村況（近代） 県会議員補欠選挙投票につ
き惣代委任届下書き

千僧組戸長代
理用係前田宗
五郎

仮綴 1 明治15.6.3 1882 寺本村地租五円以
上の者名前書上げ

58-2 346-1 5村政・村況（近代） 市会議員運動費に対する義
捐金・諸支払いにつき報告書

仮綴 1 明治25.4 1892

59 225 5村政・村況（近代） 昆陽村集会決定につき書付 状 1 明治15 1882 湯（井)上げ日・田植
え等作業の賃金額､
請求番号215～243
紐一括

60 343-23 5村政・村況（近代） 人力車検印差戻しにつき依頼
書下書き

川辺郡第十戸
長役場

川辺郡第救戸
長役場

状 1 明治-.6.27 虫損

61 346-38-2 5村政・村況（近代） 別紙送付につき状 木村茂 川西村惣代中
野幸十郎

状 1 明治-.10.25 封筒入り､請求番号
346-38-1～4包紙一
括

62 343-4 5村政・村況（近代） 雑商鑑札下付願下書き 寺本村村上由
松他1名

郡長 状 1 明治
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

63 346-22 5村政・村況（近代） 前田氏用向き控え 状 1 明治 新田小学校積立金
の村出金の件等村関
係､請求番号346-2
～33こより一括

64-1 343-12 5村政・村況（近代） 寺本村議長辞職願い下書き 寺本村戸長前
田宗五郎

状 1 明治 虫損

64-2 343-14 5村政・村況（近代） 寺本村戸長辞職願い下書き 寺本村戸長兼
益久太郎

状 1 明治 虫損

65-1 307-10 5村政・村況（近代） 封筒 兼益久太郎 前田宗五郎 封筒 1 (明治)-.3.20 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

65-2 307-13 5村政・村況（近代） 封筒 兼益 前田 封筒 1 明治 請求番号307-1～21
こより､304～310こより
一括

65-3 305-15 5村政・村況（近代） 封筒 川辺郡川西村
役場

川西村の内加
茂村前田宗五
郎

封筒 1 明治 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括

66 335-8 5村政・村況（近代） 組合連名者書上げ 状 1 明治 加茂村関係､請求番
号335-1～16こより､
334～340紐一括

67 343-21 5村政・村況（近代） 山林調査脱落地につき編入
願い下書き

村地主惣代 県令 状 1 明治 明治11調査､虫損

68 343-25 5村政・村況（近代） コレラ予防薬代金につき届書
下書き

戸長 郡長 状 1 明治 虫損
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

69 346-23 5村政・村況（近代） 用向き控え 状 1 明治 頼母子村入用割り等
村関係､虫損､請求番
号346-2～33こより一
括

70-1 123 6経営・流通 店借請け一札 請人細辻子町
梯屋惣兵衛他1
名

岩間屋兵右衛
門

状 1 宝暦14.4 1764 請求番号120～136
紐一括

70-2 127 6経営・流通 家借請けにつき一札 新在家町小豆
屋善四郎他1名

岩間屋兵右衛
門

状 1 明和3.5 1766 請求番号120～136
紐一括

71 93 6経営・流通 堂嶋新地掛屋敷家賃銀返納
につき一札

明石屋喜助 前田良蔵 状 1 天保6.3 1835 虫損､包紙入り､請求
番号87～96紐一括

72-1 58 6経営・流通 取引損失等につき書状 鷲尾愛右衛門 前田宗五郎 状 1 近世.2.13 虫損､請求番号49～
58紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

72-2 144-7 6経営・流通 米買い請けたい旨の書状 神戸鷲尾愛右
衛門

寺本村前田宗
五郎

状 1 近世.12.2 伊丹酒米､4-1～10こ
より､137～144紐一括

72-3 144-10 6経営・流通 米手配の依頼につき書状 鷲尾 状 1 近世 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括

73 177 6経営・流通 印紙利足違いの詫び等につき
書状

本咲利兵衛 前田良蔵 状 1 近世.11.10 請求番号170～189
紐一括

74-1 144-8 6経営・流通 米の件依頼､礼につき書状 大塚熊一郎 前田宗五郎 状 1 近世.12.12 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

74-2 144-5 6経営・流通 和泉屋正助より酒受領書受
取､代金払い方につき書状

イタミ大塚 前田店重助 状 5 近世 酒津出しは前田氏が
取次､受領書4通添
付､請求番号144-1
～10こより､137～144
紐一括

75 232 6経営・流通 代銀請取書 状 1 近世.12.21 喜兵衛分､請求番号
215～243紐一括

76-1 223 6経営・流通 酒代金請求等につき書状 山田屋源二郎 □(破損)田重助 状 1 近世 破損､請求番号215
～243紐一括

76-2 98 6経営・流通 山田屋源次郎所持品書付 前田店 横帳 2 明治4.5.28 1871 請求番号97･98こより
一括

76-3 6 6経営・流通 道具持参帳 山田屋見世 横帳 1 明治4 1871 請求番号1～17紐一
括

77 212 6経営・流通 酒道具・酒の売払い代金につ
き覚え

状 1 近世 請求番号190～214
紐一括

78 196 6経営・流通 酒造家への調査項目書上げ 状 1 近世 虫損､請求番号190
～214紐一括

79 295 6経営・流通 符帳書上げ 状 1 近世 請求番号282～303
紐一括

80 97 6経営・流通 道具書付 横帳 1 (近世) 請求番号97･98こより
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

81 103 6経営・流通 米代金領収証 村上福三郎 前田栄五郎 状 1 明治12.11.28 1879 請求番号103～113
紐一括

82-1 158 6経営・流通 営業収益届出書 寺本村前田宗
五郎

川辺郡長石原
亮

状 2 明治17.5.13 1884 仲買･小売等､虫損､
請求番号151～169
紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

82-2 151 6経営・流通 明治22年度酒･炭年間売上げ
計算書

状 1 (明治21) (1888) 虫損､請求番号151
～169紐一括

83-1 346-6 6経営・流通 帳簿付込み方につき記 状 1 明治19.9.1 1886 呉服関係帳簿か､請
求番号346-2～33こ
より一括

83-2 346-25 6経営・流通 帳簿付込みにつき記 大阪東区高麗
橋詰丁西川半
兵エ

状 1 明治20 1887 請求番号346-2～33
こより一括

84-1 313 6経営・流通 家賃請取通い 田中里 前田宗五郎 状 1 明治20.8 1887 虫損､請求番号311
～318紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

84-2 312 6経営・流通 家賃受取通い 田中さと 前田宗五郎 状 1 明治21.1 1888 虫損､請求番号311
～318紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

84-3 62 6経営・流通 家賃請取通い 富樫 前田おたね 状 1 明治未.11 請求番号59～69紐
一括

84-4 2 6経営・流通 家賃金の通い 富樫 前田おたか 状 1 明治酉.2～
戌.8

虫損､請求番号1～
17紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

85 346-15 6経営・流通 煉化石請取証 大阪東区釣鐘
町弐丁目前田
宗五郎

大阪木津川口
大阪煉化石製
造会社中

状 1 明治20.8 1887 煉化石=煉瓦､虫損､
請求番号346-2～33
こより一括

86-1 335-14 6経営・流通 酒代金受領書 池上店 前田 状 1 明治20.10.29 1887 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

86-2 346-44 6経営・流通 酒代金勘定書 状 1 明治21 1888

86-3 335-1 6経営・流通 酒代金請求書 信濃橋池上店 前田 状 1 明治22.6.19 1889 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

87 63 6経営・流通 新年挨拶・酒注文取扱につき
書状

稲野利三郎 大坂釣鐘町骨
屋町南西角前
田宗五郎

状 3 (明治)21.1 1888 封筒一括､虫損､請求
番号59～69紐一括

88-1 27 6経営・流通 取引相手の寄留者原籍につ
き伺い書

南区長小柴景
起

状 1 明治21.4 1888 南区内安堂寺町弐
丁目山本宗司につ
き､請求番号18～28
紐一括

88-2 310-7 6経営・流通 売掛金請求一件につき裁判
掛官出勤日の伺い書控え

府下東区釣鐘
町弐丁目願人
前田宗五郎

天王寺治安裁
判所判事片山
清慎

状 1 明治21.5.21 1888 請求番号310-1～
36､304～310こより一

88-3 310-4 6経営・流通 売掛金請求一件につき裁判
掛官出勤日の伺い書

府下東区釣鐘
町弐丁目願人
前田宗五郎

天王寺治安裁
判所判事片山
清慎

状 1 明治21.5.21 1888 請求番号310-1～
36､304～310こより一
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

88-4 310-10 6経営・流通 売掛金請求一件勧解担当官・
願人・被願人名前書付け

状 1 明治21.5.25 1888 虫損､請求番号310-
1～36､304～310こよ
り一括

88-5 310-9 6経営・流通 売掛金請求一件につき被願
人召喚願い

大阪府東区釣
鐘町弐丁目願
人前田宗五郎

天王寺治安裁
判所勧解吏武
田喜久双

状 1 明治21.5.28 1888 虫損､被願人南区内
安堂寺町弐丁目山
本宗司､請求番号
310-1～36､304～
310こより一括

施行規則第5条(1)により非公開

88-6 12 6経営・流通 酒炭売掛代金不払いにつき
訴状

東区釣鐘町弐
丁目酒炭商前
田宗五郎

天王寺治安裁
判所判事片山
清慎

書冊 2 明治21 1888 請求番号1～17紐一
括

88-7-1 310-11 6経営・流通 売掛金請求訴訟につき代理
人許可申請状

状 1 (明治21) (1888) 請求番号310-1～
36､304～310こより一

88-7-2 310-8 6経営・流通 売掛金請求訴訟につき代理
人許可申請状の雛形

状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

88-8 310-28 6経営・流通 酒を使いの者に持たせてくれ
るよう願う旨の書状

山本宗司 前田 状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

88-9 310-30 6経営・流通 酒売掛代金の返済につき証
文下書き

状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

88-10-1 310-32 6経営・流通 売掛金請求一件につき山本
氏住所につき問合せ

状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

88-10-2 310-33 6経営・流通 売掛金請求一件につき山本
氏住所書付け

状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

88-10-3 346-31 6経営・流通 売掛金請求一件につき山本
氏勤務先等書付

状 1 明治 請求番号346-2～33
こより一括

88-10-4 346-30 6経営・流通 売掛請求一件につき山本父
子名前書付

状 1 明治 請求番号346-2～33
こより一括

88-11 310-34 6経営・流通 売掛金請求一件勧解担当者
名の書付

状 1 明治 武田氏､請求番号
310-1～36､304～
310こより一括

88-12 310-36 6経営・流通 酒売掛につき帳簿より抜書き 大阪東区釣鐘
町弐丁目前田
宗五郎

状 1 明治 明治20～21年分､売
掛金請求一件関係
か､請求番号310-1～
36､304～310こより一
括

89 253 6経営・流通 被雇人前田氏につき証明書
下書き

状 1 明治20年代 池田兼吉方明治21よ
り雇用､虫損､請求番
号244～258紐一括

90-1 305-7 6経営・流通 封筒 伊丹町稲垣店 上加茂村前田 状 1 明治-.1.13 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括

90-2 346-3 6経営・流通 封筒 稲垣店長二郎 大阪市東区北
浜五丁目前田

封筒 1 明治-.5.1 請求番号346-2～33
こより一括

91 305-3 6経営・流通 蝋燭代等につき勘定書 稲垣店 前田 状 1 明治-.5.1 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

92 335-3 6経営・流通 節季支払金受領書 稲垣店 前田 状 1 明治-.5.2 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

93 335-5 6経営・流通 煙草等代金請求書 稲垣店 状 1 明治-.6.3 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

94 335-6 6経営・流通 米代金請求書 池田横田店 岩田 状 1 明治-.12.17 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

95 335-9 6経営・流通 白炭代金請求書 中川利介 前田 状 1 明治-.12.18 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

96 315 6経営・流通 大阪行・米踏等手伝い人数・
賃金書上げ

状 1 明治 請求番号311～318
紐一括

97 152 6経営・流通 起業債日歩書付 状 1 明治 請求番号151～169
紐一括

98 346-38-3 6経営・流通 売買手数料･口銭勘定書 状 1 明治 売買品目不詳､請求
番号346-38-1～4包
紙一括

99 346-13 6経営・流通 給与規定書 状 1 明治 村山時三給米･中西
要三月給､請求番号
346-2～33こより一括

100 346-52 6経営・流通 苗作人名前書上げ 状 1 明治 虫損
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

101-1 82 7金融 銀子受取証文 前田宗閑 天王寺屋喜右
衛門

状 1 宝暦6.4.8 1756 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

101-2 78 7金融 銀子受取証文 前田宗閑 天王寺屋喜右
衛門

状 2 宝暦6.6.7･10 1756 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

101-3 83 7金融 銀子受取証文 前田宗閑 天王寺屋喜右
衛門

状 1 宝暦6.6.19 1756 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

102 334-1 7金融 銀子借用証文 寺本村貞右衛
門

兼五郎 状 1 宝暦10.11 1760 包紙入り､請求番号
334-1～15こより､334
～340紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

103 125 7金融 銀子借用証文 豊竹越前他2名 前田兼五郎 状 1 宝暦11.11 1761 虫損､請求番号120
～136紐一括

104-1 79 7金融 家質銀出入り取扱につき利銀
請取一札

取扱人友行村
五郎兵衛他1名

寺本村前田宗
閑

状 1 安永2.7.23 1773 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

104-2 81 7金融 布屋甚右衛門済し銀預りにつ
き覚え

友行村五郎兵
衛

寺本村宗閑 状 1 安永4.10 1775 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

105 346-34 7金融 銀子請取覚え 寺本村庄屋亀
右衛門

寺本村宗閑 状 1 安永3.12 1774 包紙入り､虫損

施行規則第5条(1)により非公開

106-1 297 7金融 銀子借用証文 布屋｛虫損｝ 前田宗閑 状 1 安永4.4 1775 虫損､請求番号282
～303紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

106-2 298-2 7金融 銀子の件で依頼､承知される
につき書状

布やか兵衛 前田宗閑 状 1 近世.4.16 虫損､請求番号298-
1～3包紙､282～303
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

107 333-6 7金融 銀子借用証文 前田宗閑 状 1 安永8.12 1779 虫損､包紙入り､請求
番号333-1～8こより､
319～333紐一括

108-1 108 7金融 武蔵国忍藩阿部氏より家作銀
請取につき覚え

寺本村前田宗
閑

多田弥太兵衛
他2名

状 1 寛政4.3 1798 阿部氏借銀関係､虫
損､包紙入り､請求番
号103～113紐一括

108-2 340-6 7金融 阿部能登守への銀貸付証文
等預かり置くにつき覚え

紀州貸附所 前田良蔵 状 1 近世辰.4.11 虫損､前田氏名前記
載付箋あり､包紙入り
(二重)､請求番号
340-1～8包紙､334
～340紐一括

108-3 325-5 7金融 阿部家証文送るにつき書状 鈴木内藏 前田良蔵他1名 状 1 近世.4.27 阿部氏借銀関係、請
求番号325-1～7こよ
り､319～333紐一括

109-1 32 7金融 旗本吉川和三郎への銀子借
用証文写し

役人井本次郎
右衛門他2名

泉屋政五郎 状 1 寛政10.5 1798 虫損､請求番号29～
40紐一括

109-2 166 7金融 旗本吉本和三郎への用達銀
に出銀加入につき枝手形

泉屋利兵衛他1
名

前田良蔵 状 1 寛政11.12 1801 虫損､請求番号151
～169紐一括

110 326 7金融 銀子借用証文 寺本村藤兵衛
他1名

寺本村前田宗
閑

状 1 享和元.6 1801 虫損､包紙入り､請求
番号319～333紐一
括

111 135-1 7金融 銀子借用証文写し 岸上忠太夫 嶋屋利右衛門 状 1 享和元.12 1801 請求番号135-1･2包
紙､120～136紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

112 328 7金融 銀子借用証文 東寺村善兵衛
他1名

寺本村前田良
蔵

状 1 享和3.12 1803 虫損､包紙入り､請求
番号319～333紐一
括

113 119-6 7金融 堂嶋新地弐丁目掛屋敷組合
持ち枝証文

寺本村前田良
蔵

泉屋利兵衛 状 1 文化4.8 1807 虫損､請求番号119-
1～9包紙､115～119
紐一括

114-1 119-8 7金融 銀子借用証文 米屋いく他1名 寺本村宗五郎 状 1 嘉永4.8 1851 虫損､包紙入り､請求
番号119-1～9包紙､
115～119紐一括

114-2 119-7 7金融 元利銀勘定覚え 前田 米屋いく 状 1 近世丑.11 請求番号119-1～9
包紙､115～119紐一
括

115 163-1 7金融 銀子借用証文 寺本村源左衛
門他1名

山田村三郎右
衛門

状 1 文化6.12 1809 虫損､包紙入り､請求
番号163-1～3包紙､
151～169紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

116-1 163-2 7金融 元利銀勘定覚え 米屋清右衛門 源左衛門 状 1 近世巳.12.26 虫損､請求番号163-
1～3包紙､151～169
紐一括

116-2 163-3 7金融 銀子受領書 長左衛門ほか 前田源左衛門 状 4 近世巳.12 請求番号163-1～3
包紙､151～169紐一
括

117-1 47 7金融 銀子年賦借用証文 山田村白井三
郎右衛門他1名

前田良藏 状 1 文化5.7 1808 虫損､包紙入り､請求
番号41～48紐一括

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

117-2 115 7金融 田地質物証文 山田村白井三
郎右衛門他1名

寺本村前田松
治郎

状 4 嘉永6.12 1853 小作証文添付､虫損､
包紙入り､115～119
紐一括

117-3-1 329-6 7金融 頼母子掛銀受取､年賦銀払い
方につき覚え

山田村三郎右
衛門他1名

松次郎 状 1 安政2.7 1855 請求番号329-1～9こ
より､319～333紐一括

117-3-2 329-5 7金融 山田村三郎右衛門頼母子年
賦銀受取につき書状

嶋屋利右衛門 前田良蔵 状 2 卯(安政
2).12.18

1855 受取手形あり､包紙
入り､請求番号329-1
～9こより､319～333
紐一括

118-1 122 7金融 銀子借用証文 淡路屋小兵衛
他1名

泉屋嘉兵衛 状 1 文化6.9 1809 虫損､請求番号120
～136紐一括

118-2 346-47 7金融 包紙 包紙 1 文化6 1809 ｢壱貫目　淡路屋小
兵衛」と記す､虫損

119 325-7 7金融 友行村甚右衛門家質銀滞り出
入りにつき訴訟願上げ状

良蔵 奉行 状 1 文化6.12 1809 虫損､請求番号325-
1～7こより､319～333
紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

120 161 7金融 銀子借用証文 寺本村伊兵衛 前田良蔵 状 1 文化12.7 1815 虫損､包紙入り､請求
番号151～169紐一
括

121 270 7金融 銀子借用証文 泉屋仁兵衛 前田良蔵 状 1 文化12.11 1815 虫損､請求番号263
～281紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

122 73 7金融 家屋鋪質物差入れ証文 寺本村勘四郎
他1名

寺本村良蔵 状 1 文化12.11 1815 虫損､包紙入り､請求
番号70～86紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

123 179 7金融 借用銀返済方につき一札 寺本村弥兵衛
他1名

前田良蔵 状 1 文化12.12.21 1815 虫損､包紙入り､請求
番号170～189紐一
括

124 227 7金融 銀子借用証文 寺本村平八 状 1 文化12.12 1815 虫損､包紙入り､請求
番号215～243紐一
括

125 346-50 7金融 貸付証文譲渡しにつき一札 泉屋与兵衛 寺本村岩太郎 状 1 文化13.6 1816 虫損

施行規則第5条(1)により非公開

126 319 7金融 銀子借用証文 山田村千太郎
他1名

寺本村良蔵 状 1 文政元.12 1818 包紙入り､虫損､請求
番号319～333紐一
括

127 273 7金融 銀子借用証文 寺本村七郎左
衛門

寺本村良蔵 状 1 文政3.12 1820 包紙入り､虫損､請求
番号263～281紐一
括

128 325-6 7金融 建家等質物差入れ証文 友行村伊右衛
門他1名

寺本村前田良
蔵

状 1 文政4 1821 虫損､請求番号325-
1～7こより､319～333
紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

129 332-1 7金融 銀子借用証文 南野村庄右衛
門他1名

寺本村岩太郎 状 1 文政5.2 1822 虫損､請求番号332-
1･2包紙､319～333紐
一括

施行規則第5条(1)により非公開

130-1 277-1 7金融 銀子借用証文 平野屋庄助他6
名

平野惣兵衛 状 1 文政5.9 1822 虫損､請求番号277-
1～3包紙､263～281
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

130-2 277-2 7金融 連印貸付取引につき書状 平野屋惣兵衛 前田良蔵 状 1 (文政5).9.27 (1822) 請求番号277-1～3
包紙､263～281紐一
括

130-3 277-3 7金融 貸付方につき問合せ項目書
付け

状 1 近世 虫損､請求番号277-
1～3包紙､263～281
紐一括

131-1 91 7金融 岸和田藩岡部氏調達銀につ
き枝証文

泉屋利兵衛 前田良蔵 状 1 文政5.12 1822 虫損､勘定書あり､包
紙入り､請求番号87
～96紐一括

131-2 342-8-3 7金融 岸和田藩年賦返済銀滞りにつ
き勘定書

前田 泉利 状 1 嘉永6.10 1853 文政13～嘉永6分､
請求番号342-8-1～
7包紙､342-1～8包
紙一括

132 129 7金融 銀子借用証文 吉兵衛 勘四郎 状 1 文政5.12 1822 虫損､請求番号120
～136紐一括

133 128 7金融 銀子借用証文 寺本村清助 前田良蔵 状 1 文政7.12 1824 虫損､請求番号120
～136紐一括

134 340-5 7金融 銀子借用証文 久代屋治右衛
門他1名

寺本村岩太郎 状 1 文政7.12 1824 虫損､請求番号340-
1～8包紙､334～340
紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

135 320 7金融 頼母子掛銀請取につき覚え 小井之内安次
郎

前田良蔵 状 2 文政8.11 1825 小井内五右衛門借
銀証文あり､包紙入
り､請求番号319～
333紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

136-1 102 7金融 割済調達銀割合仕法帳 尼崎役所 書冊 1 (文政8) (1825)

136-2 275 7金融 尼崎藩調達講銀請取通い 尼崎役所他3名 前田岩太郎 横帳 1 文政9.5 1826 虫損､請求番号263
～281紐一括

136-3 234 7金融 尼崎藩扶持方関係書状入り包
紙

包紙 1 近世卯.9 包紙のみ､裏に貸付
銀元利・借用人の書
上げ､請求番号215～
243紐一括

136-4 137 7金融 勝手向改革仕法につき扶持
米一時差し止めの演舌書

金穀方 前田良蔵 状 1 近世未.12 尼崎藩関係、虫損､
包紙入り､請求番号
137～144紐一括

137 333-3 7金融 銀子借用証文 寺本村弥次右
衛門他1名

前田良蔵 状 2 文政10.12 1827 弥次右衛門貸付銀
控えあり､虫損､包紙
入り､請求番号333-1
～8こより､319～333
紐一括

138 271 7金融 銀子借用証文 鯛屋吉右衛門 寺本村治郎吉 状 1 文政12.10.27 1829 虫損､請求番号263
～281紐一括

139 337-2 7金融 銀子貸付加入につき枝手形 前田良蔵 伊丹小西新右
衛門

状 1 文政12.10 1829 酒造業木綿屋庄兵
衛へ貸付・酒造株引
当､虫損､包紙入り､
請求番号337-1～4こ
より､334～340紐一括

140 60 7金融 田地質物差入れ証文 寺本村利兵衛
他1名

前田良蔵 状 1 文政12.11 1829 包紙入り､請求番号
59～69紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

141-1 333-4 7金融 銀子借用証文 十文字屋太右
衛門

前田良蔵 状 1 文政13.2 1830 包紙入り､請求番号
333-1～8こより､319
～333紐一括

141-2 333-7 7金融 金子借用証文 十文字屋太兵
衛

前田次郎吉 状 1 天保8.7 1837 請求番号333-1～8こ
より､319～333紐一括

142-1 95 7金融 過書座への出銀証文の写し
差上げにつき書状

本咲 前田 状 1 (文政13).2.28 (1830) 包紙入り､請求番号
87～96紐一括

142-2 160 7金融 過書座出銀加入の件等につ
き書状

嶋屋利右衛門 前田良蔵 状 1 近世.2.28 虫損､請求番号151
～169紐一括

143 334-15 7金融 銀子借用証文 三右衛門他3名 前田良蔵 状 1 天保2.6 1831 虫損､包紙入り､請求
番号334-1～15こよ
り､334～340紐一括

144 237 7金融 畑地質物差入れ証文 八太郎他1名 状 1 天保2.12 1831 頼母子関係､包紙入
り､請求番号215～
243紐一括

145 112 7金融 銀子借用証文 喜兵衛他1名 前田良蔵 状 1 天保2.12 1831 虫損､請求番号103
～113紐一括

146-1 92 7金融 泉屋利兵衛への銀子貸付加
入証文

平野屋惣兵衛 前田良蔵 状 1 天保2.12 1831 虫損､包紙入り､請求
番号87～96紐一括

146-2 132 7金融 泉屋利兵衛への銀子貸付加
入証文写し

平野屋惣兵衛 前田良蔵 状 1 天保2.12 1831 虫損､請求番号120
～136紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

146-3 340-3 7金融 銀子借用証文写し控え 泉屋利兵衛ほ
か

平野屋六兵衛
ほか

仮綴 1 天保2.12～同
9.3

1831～
1838

請求番号340-1～8
包紙､334～340紐一
括

147 107 7金融 銀子借用証文 寺本村東寺源
右衛門他1名

寺本村前田良
蔵

状 1 天保2.12 1831 包紙入り､請求番号
103～113紐一括

148 340-4 7金融 泉屋利兵衛への貸付につき
証文写し控え

仮綴 1 天保2.12～安
政5.11

1831～
1858

虫損､請求番号340-
1～8包紙､334～340
紐一括

149 337-1 7金融 銀子貸付加入につき枝手形 寺本村前田良
蔵

時友村松田屋
嘉兵衛

状 1 天保3.2 1832 虫損､請求番号337-
1～4こより､334～340
紐一括

150-1 88-1 7金融 銀子借用証文 名塩屋庄右衛
門他1名

寺本村岩太郎 状 1 天保3.11 1832 虫損､請求番号88-1･
2包紙一括･断簡1点
あり､87～96紐一括

150-2 333-8 7金融 銀子借用証文 名塩屋庄右衛
門他1名

寺本村岩太郎 状 3 天保3.11 1832 弓場庄吉住所書付あ
り､虫損､包紙入り､請
求番号333-1～8こよ
り､319～333紐一括

151 245 7金融 質物差入れ証文 寺本村東寺甚
兵衛他1名

前田良藏 状 1 天保3.閏11 1832 端裏に頼母子関係の
旨記す､虫損､包紙入
り､請求番号244～
258紐一括

152 332-2 7金融 銀子借用証文 鳥嶋村治兵衛
他1名

寺本村岩太郎 状 1 天保3.12 1832 虫損､請求番号332-
1･2包紙､319～333紐
一括

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

153 292 7金融 田地質物差入れ証文 寺本村東寺利
左衛門他1名

前田良蔵 状 1 天保3.閏12 1832 虫損､請求番号282
～303紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

154 88-2 7金融 銀子借用証文 名塩屋庄兵衛
他1名

加勢屋与三良 状 1 天保4.正 1833 虫損､請求番号88-1･
2包紙一括･断簡1点
あり､87～96紐一括

155 301 7金融 米借用証文 昆陽村小井内
安次郎

前田良蔵 状 1 天保4.6 1833 虫損､包紙入り､請求
番号282～303紐一
括

施行規則第5条(1)により非公開

156 11 7金融 貸銀請取通い 前田良蔵 木地屋小兵衛 横帳 1 天保5.3～同
12.閏正

1834～
1841

虫損､請求番号1～
17紐一括

157 70 7金融 銀子借用証文 寺本村東寺三
左衛門他1名

寺本村良蔵 状 1 天保5.12 1834 包紙入り､請求番号
70～86紐一括

158 274 7金融 銀子借用証文 勘四郎他1名 前田良蔵 状 1 天保5.12 1834 包紙入り､虫損､請求
番号263～281紐一
括

159 56 7金融 田地質物差入れ証文 寺本村東寺猪
太郎他1名

良蔵 状 1 天保5.12 1834 包紙･こよりあり､請求
番号49～58紐一括

160 61 7金融 田地質物差入れ証文 寺本村東寺市
良右衛門他1名

前田良蔵 状 1 天保5.12 1834 包紙入り､請求番号
59～69紐一括

161 331 7金融 質物差入れ証文 寺本村東寺長
右衛門他1名

良蔵 状 1 天保6.2 1835 虫損,包紙入り､請求
番号319～333紐一
括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

162 33 7金融 村方廻米代・支配銀不納につ
き銀子借用証文

栄次郎他1名 良蔵 状 1 天保6.12 1835 請求番号29～40紐
一括

163-1 213-7 7金融 銀子借用証文 小井内甚右衛
門他1名

前田良蔵 状 1 天保6.12 1835 虫損､包紙入り､請求
番号213-1～7包紙､
190～214紐一括

163-2 213-6 7金融 銀子借用証文 小井内甚右衛
門他1名

東寺本村前田
良蔵

状 1 天保7.12 1836 虫損､包紙入り､請求
番号213-1～7包紙､
190～214紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

164-1 124 7金融 銀子借用証文 喜兵衛他1名 良蔵 状 1 天保6.12 1835 請求番号111・120・
121と関連､120～136
紐一括

164-2 142 7金融 田質･家質差入れ証文 喜兵衛 良蔵 状 1 天保7.12 1836 包紙入り､請求番号
137～144紐一括

165-1 281-1 7金融 泉屋・嶋屋への貸付銀への出
資につき連印加入証文控え

平野屋惣兵衛 前田良藏 状 1 天保9.3 1838 虫損､請求番号281-
1･2包紙､263～281紐
一括

165-2 96 7金融 泉屋・嶋屋への銀子貸付加入
証文

平野屋惣兵衛 前田良蔵 状 1 天保9.3 1838 虫損､包紙入り､請求
番号87～96紐一括

165-3 126 7金融 泉屋・嶋屋への銀子貸付加入
証文写し

平野屋惣兵衛 前田良蔵 状 1 天保9.3 1838 虫損､請求番号120
～136紐一括

166 337-3 7金融 銀子貸付加入につき枝手形 前田良蔵 加勢屋与三郎 状 1 天保8.11 1837 請求番号337-1～4こ
より､334～340紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

167 72 7金融 質物差入れ証文 寺本村佐右衛
門他1名

寺本村良蔵 状 1 天保8.12 1837 虫損､包紙入り､請求
番号70～86紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

168 77 7金融 田地譲渡し証文 寺本村東寺い
し他1名

寺本村大師講
中拾弐軒衆中

状 1 天保8.12 1837 包紙入り､請求番号
70～86紐一括

169 278 7金融 田地質物差入れ証文 円右衛門他1名 前｛(虫損,田良
ｶ)｝藏

状 1 天保9 1838 虫損､包紙入り､請求
番号263～281紐一
括

施行規則第5条(1)により非公開

170-1 342-3 7金融 新城屋・又兵衛･大浜新田質
物差入れ証文写し

尼ヶ崎中在家
町泉屋利兵衛
他1名

米屋勇 状 1 天保10.6 1839 請求番号342-1～8
包紙一括

170-2 342-4 7金融 新城屋新田質物差入れにつ
き小作証文写し

泉屋利兵衛他1
名

大坂米屋勇 状 1 天保10.6 1839 請求番号342-1～8
包紙一括

171-1 69 7金融 山崎観音寺年賦銀請取の通
い

前田良蔵 泉屋利兵衛 横帳 1 天保10 1839 虫損､請求番号59～
69紐一括

171-2 141 7金融 包紙 前田 包紙 1 (天保10) (1839) 表書｢山崎観音寺殿
年賦銀請取之通｣､請
求番号137～144紐
一括

172 139 7金融 質物差入れ証文 寺本村東寺利
左衛門他1名

寺本村良蔵 状 1 天保11.正 1840 頼母子に関係する旨
端裏に記す､虫損､包
紙入り､請求番号137
～144紐一括

173-1 346-43 7金融 銀子借用証文 東寺本村伊太
郎

前田良蔵 状 1 嘉永元.12 1848 虫損

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

173-2 346-40 7金融 銀子借用証文 寺本村東寺伊
太郎

前田良蔵 状 1 嘉永元.12 1848 虫損

173-3 52 7金融 銀子連判借用証文 伊太郎他1名 前田良蔵 状 1 天保11.12 1840 包紙入り､請求番号
49～58紐一括

173-4 138 7金融 田畑質物差入れ証文 寺本村東寺伊
太郎他1名

前田良蔵 状 1 嘉永2.12 1849 包紙入り､請求番号
137～144紐一括

174 213-5 7金融 伊丹表貸付元銀高・利足等書
付け

状 3 天保14.10 1843 文政～天保13分､包
紙入り､請求番号
213-1～7包紙､190
～214紐一括

175 76 7金融 銀子借用証文 昆陽佐藤丁喜
兵衛他1名

東寺本村良蔵 状 1 天保14.11 1843 虫損､包紙入り､請求
番号70～86紐一括

176 336 7金融 質物差入れ証文 寺本村吉右衛
門他1名

良蔵 状 1 天保14.12 1843 虫損､包紙入り､請求
番号334～340紐一
括

177 46 7金融 泉屋への証文差戻しにつき覚
え

状 1 卯(天保14).12 1843 請求番号41～48紐
一括

178 346-35 7金融 質物差入れ証文 寺本村東寺勘
四郎他1名

同村良蔵 状 1 弘化2.11 1845 包紙入り､虫損

179 334-8 7金融 銀子借用証文 寺本村清右衛
門他1名

良蔵 状 1 弘化3.3 1846 虫損､請求番号334-
1～15こより､334～
340紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

180 340-1 7金融 熊野三山名目銀貸付につき
一札

紀州貸附所宇
井左馬元他1名

前田良蔵 状 1 弘化3.12 1846 虫損､請求番号340-
1～8包紙､334～340
紐一括

181 334-4 7金融 金子借用証文 寺本村佐右衛
門

前田良蔵 状 1 嘉永元.12 1848 虫損､包紙入り､請求
番号334-1～15こよ
り､334～340紐一括

182 334-3 7金融 金子借用証文 吉兵衛他1名 前田良蔵 状 1 嘉永2.3.2 1849 包紙入り､請求番号
334-1～15こより､334
～340紐一括

183 130-6 7金融 尼崎宮町借家普請銀請取通
い

泉屋利兵衛 前田良蔵 状 1 嘉永2.5 1849 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括

184 334-5 7金融 銀子借用証文 寺本村吉兵衛 前田良蔵 状 1 嘉永2.7 1849 虫損､請求番号334-
1～15こより､334～
340紐一括

185 113 7金融 貸付加入銀落札につき覚え 加勢屋与三郎 寺本村治郎吉 状 1 嘉永2.9.3 1849 虫損､請求番号103
～113紐一括

186-1 39 7金融 保科氏浜村屋鋪調達金へ出
金につき枝証文写し

泉屋利兵衛 寺本村前田良
蔵

状 1 嘉永2.11 1849 請求番号29～40紐
一括

186-2 117-2-1 7金融 保科氏調達金への出銀につ
き枝証文下書き

状 1 嘉永2.11 1849 虫損､請求番号117-
1･2包紙､115～119紐
一括

186-3 21 7金融 保科咸六郎浜村屋鋪への調
達金へ出金につき枝証文控え

泉屋利兵衛 寺本村前田良
蔵

状 1 嘉永2.11 1849 虫損､請求番号18～
28紐一括

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

186-4 117-2-2 7金融 調達銀出銀を前田氏承諾に
つき書状

泉屋喜助 前田 状 1 近世 請求番号117-1･2包
紙､115～119紐一括

187 117-1 7金融 改革仕法につき出銀請取証
文

泉屋利兵衛他4
名

前田良蔵 状 1 安政5.11 1858 包紙入り､請求番号
117-1･2包紙､115～
119紐一括

188 334-7 7金融 銀子借用証文 清右衛門ほか 前田良蔵 状 3 嘉永2.11･12 1849 虫損､包紙入り､請求
番号334-1～15こよ
り､334～340紐一括

189 294 7金融 銀子借用証文 預り主中野村庄
治郎他2名

松治郎 状 1 嘉永2.12 1849 虫損､包紙入り(頼母
子証文と記載）､請求
番号282～303紐一
括

190 334-11 7金融 銀子借用証文 弥兵衛他2名 前田良蔵 状 1 嘉永3.12 1850 虫損､包紙入り､請求
番号334-1～15こよ
り､334～340紐一括

191 337-4 7金融 尼崎藩への銀子貸付加入に
つき枝手形

前田屋松次郎 嶋屋利右衛門 状 1 嘉永4.3 1851 泉屋利兵衛と共同取
組､蔵米引当、請求
番号337-1～4こより､
334～340紐一括

192-1 317 7金融 調達銀請取通い 紀州勘定元 前田良蔵 横帳 1 嘉永4.4 1851 袋入り､虫損､請求番
号311～318紐一括

192-2 311 7金融 調達銀受取通い 紀州勘定元 前田良蔵 横帳 1 嘉永5.12 1852 袋入り､虫損､請求番
号311～318紐一括

施行規則第5条(1)により非公開(包紙)
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

193-1 342-2 7金融 泉屋への貸付加入につき枝
証文下書き

平野屋惣兵衛 寺本村宗閑 状 1 嘉永4.9 1851 新城屋新田質入れ､
虫損､請求番号342-
1～8包紙一括

193-2 329-3 7金融 新城屋新田検地帳等預りにつ
き覚え

寺本村良蔵 平野屋惣兵衛 状 1 嘉永4.9 1851 絵図・下作小前帳も
預り､虫損､請求番号
329-1～9こより､319
～333紐一括

193-3 342-1 7金融 新城屋新田泉屋所持畑の本
物返し証文類控え

書冊 1 嘉永4.9 1851 請求番号342-1～8
包紙一括

194-1 299 7金融 銀子借用証文 西寺村三郎右
衛門他1名

東寺前田良蔵 状 1 嘉永4.12 1851 虫損､包紙入り､請求
番号282～303紐一
括

194-2 334-10 7金融 借用銀返済延期願上げの一
札

西寺村三郎右
衛門

東寺良蔵 状 1 近世申.12.23 請求番号334-1～15
こより､334～340紐一
括

195-1 53 7金融 金子借用証文 寺本村弥助他1
名

良蔵 状 1 嘉永5.7 1852 虫損､包紙入り､請求
番号30と関連､請求
番号49～58紐一括

195-2 30 7金融 米借用証文 弥助他1名 前田良蔵 状 1 嘉永5.12 1852 包紙入り､請求番号
53と関連､虫損､請求
番号29～40紐一括

196 340-2 7金融 銀子借用証文 伊丹木綿屋栄
蔵

寺本村元之助 状 1 嘉永5.9 1852 虫損､包紙入り､請求
番号340-1～8包紙､
334～340紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

197 87 7金融 銀子借用証文 伊丹綛屋伊兵
衛

寺本村前田良
蔵

状 2 嘉永5.10 1852 包紙入り､請求番号
87～96紐一括

198 89 7金融 木綿屋忠助身代限りのため貸
付証文年賦切替えにつき新証
文

伊丹木綿屋幸
助

寺本村宗五郎 状 5 嘉永5.10 1852 勘定書･書付あり､虫
損､請求番号87～96
紐一括

199 333-2 7金融 金子借用証文下書き 百々寿他1名 前田両家 状 1 嘉永5.12 1852 琴伝授料を差引き返
済する旨記す、請求
番号333-1～8こより､
319～333紐一括

200 342-6 7金融 借財につき控え 本咲 横帳 1 安政3.10 1856 虫損､請求番号342-
1～8包紙一括

施行規則第5条(1)により非公開

201 334-6 7金融 銀子借用証文 寺本村東寺さき 寺本村良蔵 状 1 安政3.12 1856 虫損､包紙入り､請求
番号334-1～15こよ
り､334～340紐一括

202 327 7金融 米借用証文 西寺市右衛門 東寺良蔵 状 1 安政4.12 1857 虫損､包紙入り､請求
番号319～333紐一
括

203 130-7 7金融 尼崎宮町掛屋敷につき家質
差入れ証文

泉屋利兵衛他2
名

寺本村良蔵 状 1 安政5.10 1858 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括

204 143 7金融 村方諸入用銀として銀子借用
証文

寺本村庄屋勘
四郎他1名

寺本村前田良
蔵

状 1 安政6.12 1859 虫損､包紙入り､請求
番号137～144紐一
括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

205 334-13 7金融 銀子借用証文 東寺本村茂吉
他1名

前田良蔵 状 1 安政6.12 1859 虫損､請求番号334-
1～15こより､334～
340紐一括

206 334-12 7金融 銀子借用証文 西寺佐右衛門 東寺宗五郎 状 1 安政6.12 1859 虫損､包紙入り､請求
番号334-1～15こよ
り､334～340紐一括

207 334-2 7金融 銀子借用証文 昆陽村武兵衛
他1名

東寺宗五郎 状 1 安政6.12 1859 虫損､包紙入り､請求
番号334～340紐一
括

208 334-14 7金融 銀子借用証文 寺本村万吉他1
名

寺本村宗五郎 状 1 文久元.12 1861 包紙入り､請求番号
334-1～15こより､334
～340紐一括

209 329-2 7金融 高槻銀納役所への加入銀受
取につき覚え

新田中野村 前田宗五郎 状 1 文久2.12.19 1862 虫損､請求番号329-
1～9こより､319～333
紐一括

210-1 130-4 7金融 尼崎宮町掛屋敷家質借入銀
返済の件につき差入れ一札
下書き

(泉屋) (前田氏) 状 1 慶応元.5.28 1865 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括

210-2 130-2 7金融 尼崎宮町家屋敷譲渡し証文
下書き

泉屋利兵衛代
前田宗五郎他1
名

日銭屋松之助 状 1 慶応元.5 1865 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括

210-3 130-5 7金融 尼崎宮町家屋敷譲渡し証文
下書き

泉屋利兵衛他1
名

日銭屋松之助 状 1 慶応元.5 1865 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

210-4 130-3 7金融 泉屋借入銀返済の件につき
願上げ

状 1 (慶応元頃) （1865） 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括

210-5 130-1 7金融 尼崎宮町家屋敷譲渡し証文
下書き

譲り主他4名 寺本村宗五郎 状 1 （慶応元) (1865） 虫損､請求番号130-
1～7包紙､120～136
紐一括

211 133 7金融 銀子借用証文 寺本村弥二右
衛門他1名

寺本村宗五郎 状 1 慶応元.11 1865 虫損､請求番号120
～136紐一括

212 342-8-2 7金融 銀子借用証文 泉屋利兵衛代
仁兵衛

前田良蔵 状 1 近世子.7.26 請求番号342-8-1～
7包紙､342-1～8包
紙一括

213 342-8-6 7金融 貸付加入銀返済分につき勘
定書

前田 本咲 状 1 近世子.12 請求番号342-8-1～
7包紙､342-1～8包
紙一括

214 118-1 7金融 元利銀勘定覚え 前田良蔵 幸橋 状 1 近世丑.11.24 虫損､請求番号118-
1･2包紙(二重)､115
～119紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

215 342-8-5 7金融 貸付加入銀返済分等につき
勘定書

前田 泉利店 状 1 近世寅.12 請求番号342-8-1～
7包紙､342-1～8包
紙一括

216-1 338-4 7金融 紀州藩貸付につき枝手形等
渡す旨の書状

平野屋惣七郎 前田良蔵 状 1 近世 虫損､請求番号338-
1～4包紙､334～340
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

216-2 338-1 7金融 和歌山藩貸付関係前田氏書
状受取の旨書状

平野屋惣七郎 前田良蔵 状 1 近世.□(虫
損).27

虫損､請求番号338-
1～4包紙､334～340
紐一括

216-3 340-7 7金融 前田氏より挨拶の品等受取に
つき礼状

下村三郎右衛
門

前田良蔵 状 1 近世.12.12 下村氏は天神橋紀
州屋敷詰め､虫損､包
紙入り(二重)､請求番
号340-1～8包紙､
334～340紐一括

216-4 338-3 7金融 紀州屋敷への貸付取組み方
につき書状

平野屋惣七郎 前田良蔵 状 1 近世 虫損､請求番号338-
1～4包紙､334～340
紐一括

216-5 17 7金融 調達銀仕様帳 紀州三浦勘定
元

書冊 1 近世 虫損､請求番号1～
17紐一括

216-6 338-2 7金融 天神橋紀州屋敷へ貸付加入
につき枝手形下書き

状 1 近世 包紙入り､虫損､請求
番号338-1～4包紙､
334～340紐一括

217 334-9 7金融 金子借用証文 西寺儀右衛門 東寺宗五郎 状 1 近世巳.11.20 請求番号334-1～15
こより､334～340紐一
括

218-1 341-2 7金融 阿波藩貸付金勘定書 泉屋 前田 状 1 近世午.正 虫損､包紙入り､請求
番号341-1～4包紙
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

218-2 341-3 7金融 包紙 前田 本咲 包紙 1 近世 虫損､表書｢阿州様年
割元利受取通｣､請求
番号341-1～4包紙
一括

219 238 7金融 建家売渡代請取につき覚え 東寺熊藏 寺本村源左衛
門

状 1 近世午.12.21 請求番号215～243
紐一括

220 213-1 7金融 銀受取の覚え 嶋屋利右衛門 前田宗閑 状 1 近世未.8.14 虫損､包紙入り(表書
に｢枝証文｣)､請求番
号213-1～7包紙､
190～214紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

221 329-9 7金融 頼母子掛銀請取書紛失につ
き覚え

正覚院 前田良蔵 状 2 近世未.11 1点は下書き､請求番
号329-1～9こより､
319～333紐一括

222 342-5 7金融 新城屋新田下畑徳用米・年中
諸入用につき勘定

状 1 近世亥.正 請求番号342-1～8
包紙一括

223 119-3 7金融 新規取引依頼につき書状 米屋久右衛門 前田良蔵 状 1 近世.3.8 請求番号119-1～9
包紙､115～119紐一
括

224 38 7金融 名塩屋への銀子取引証文送
るにつき添状

泉屋利兵衛 前田良藏 状 1 近世.3.15 虫損､請求番号29～
40紐一括

225 213-3 7金融 銀子受取につき書状 しまや二郎 前田宗閑 状 1 近世.3.29 虫損､包紙入り､請求
番号213-1～7包紙､
190～214紐一括

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

226-1 281-2 7金融 熊野田講・三浦氏講の件につ
き書状

辰巳利三郎他1
名

前田良蔵 状 1 近世.4.4 虫損､包紙入り､請求
番号281-1･2包紙､
263～281紐一括

226-2 100 7金融 調達銀返済割合仕法帳 熊野田蒔田役
所勘定元嶋屋
利右衛門

(京屋佐兵衛世
話方文蔵)

書冊 1 近世 差出上に白紙貼付
け､虫損

227 231 7金融 支払い期日延期願いにつき書
状

岡本小兵衛 大塩又右衛門 状 1 近世.4.10 請求番号215～243
紐一括

228 40 7金融 取引関係礼状 泉屋利兵衛 前田 状 1 近世.4.14 請求番号29～40紐
一括

229 90 7金融 借家普請入用・酒代金・保科
氏調達銀につき書状

泉屋利兵衛他1
名

前田 状 1 近世.5.3 包紙入り､他1点包紙
入り､請求番号87～
96紐一括

230 342-7 7金融 高洲新田本物返し取延べ依
頼につき書状

本咲利兵衛 前田良蔵 状 1 近世.6.朔 虫損､包紙入り､請求
番号342-1～8包紙
一括

231 135-2 7金融 浅田屋敷出銀加入銀元利勘
定覚え

状 1 近世戌.6 浅田=麻田か､虫損､
請求番号135-1･2包
紙､120～136紐一括

232 293 7金融 利足銀につき覚え 前田良藏店 手平清七 状 1 近世.7.28 請求番号282～303
紐一括

233 29 7金融 手代差し向けのことなど取引
につき書状

本咲利兵衛 前田良蔵 状 1 (近世).9.7 虫損､請求番号29～
40紐一括

－42－

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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

234 213-2 7金融 銀受取の覚え 嶋屋利右衛門 前田菊五郎 状 1 近世.9.24 虫損､請求番号213-
1～7包紙､190～214
紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

235 340-8 7金融 貸付銀につき勘定書 状 1 近世亥.9.27 請求番号340-1～8
包紙､334～340紐一
括

236 286 7金融 貸付銀返済方勘定につき覚え 泉屋仁兵衛 状 1 近世亥.10.3 虫損､請求番号282
～303紐一括

237 106 7金融 利足勘定覚え 本咲 前田 状 1 近世.12.10 請求番号103～113
紐一括

238 325-2 7金融 三浦古講・紙株余内銀・利足
銀受取につき勘定書

辰巳 前田 状 1 近世亥12.11 請求番号325-1～7こ
より､319～333紐一括

239 144-4 7金融 俵屋関係金子借用証文持参
の件等につき書状

鷲尾愛右衛門 前田宗五郎 状 1 近世.12.19 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括

240 341-4 7金融 調達金利足払い方につき書
状

露木富三郎他3
名

本咲政五郎 状 1 近世.12.25 虫損､請求番号341-
1～4包紙一括

241 342-8-4 7金融 貸付加入銀返済につき覚え 本咲 前田 状 1 近世.12.26 請求番号342-8-1～
7包紙､342-1～8包
紙一括

242 119-1 7金融 泉屋より銀子受領書預りにつ
き書状

西村久右衛門 前田宗閑 状 1 近世.□(虫
損).12

岸田屋質入れ関係､
虫損､包紙入り､請求
番号119-1～9包紙､
115～119紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

243 266 7金融 金銀出入り控え 状 1 近世 虫損､貸付･売買に関
するもの､請求番号
263～281紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

244 305-4 7金融 入銀・払い銀につき年別書上
げ

状 1 近世 宝暦2～9分､虫損､請
求番号305-1～16包
紙､304～310こより一
括

245 248 7金融 貸付加入証文雛形 状 1 近世 請求番号244～258
紐一括

246 119-9 7金融 証文 状 1 近世 虫損大､請求番号
119-1～9包紙､115
～119紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

247 346-48 7金融 手平屋卯右衛門他2名名前書
付

状 1 近世 請求番号346-49にも
同名前あり

施行規則第5条(1)により非公開

248 258 7金融 泉屋ほか貸付銀控え 状 1 近世 虫損､請求番号244
～258紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

249 260 7金融 泉屋仁兵衛あて銀子貸付証
文包紙

包紙 1 近世 虫損

250 305-12 7金融 利足銀勘定書 状 1 近世 虫損､請求番号305-
1～16包紙､304～
310こより一括

251-1 213-4 7金融 頼母子手形入り包紙 包紙 1 近世 包紙のみ､請求番号
213-1～7包
紙､190～214紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

251-2 181 7金融 銀子借用証文包紙 包紙 1 近世 表書きに貸付銀額等
あり、包紙のみ､虫
損､請求番号170～
189紐一括

251-3 110 7金融 泉利への銀子貸付証文包紙 包紙 1 近世 包紙のみ､請求番号
103～113紐一括

251-4 86 7金融 証券入り包紙 状 1 明治 包紙のみ､虫損､請求
番号70～86､79～86
紐一括

251-5 173 7金融 年賦証文包紙 包紙 1 欠年 虫損､請求番号170
～189紐一括

252 298-1 7金融 利足銀勘定書 状 1 近世 虫損､請求番号298-
1～3包紙､282～303
紐一括

253 342-8-1 7金融 本咲氏分元利勘定覚え 状 1 近世 虫損､請求番号342-
8-1～7包紙､342-1
～8包紙一括

施行規則第5条(1)により非公開

254 183 7金融 手許不融通・頼母子の件等に
つき書状

状 1 近世 前欠､虫損､請求番号
170～189紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

255 246 7金融 肥後屋鋪主法・新出銀の控え 横帳 1 近世 虫損､利足勘定の覚
え1点・包紙入り､請
求番号244～258紐
一括

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

256 157 7金融 銀子請取等につき書状 泉屋利兵衛 前田良蔵 状 1 近世 虫損､請求番号151
～169紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

257 298-3 7金融 証文断簡 断簡 2 近世 請求番号298-1～3
包紙､282～303紐一
括

258 101 7金融 和州龍田山本堂再建融通調
達講仕法帳

和州龍田清水
山吉田寺世話
方

書冊 1 近世

259 119-4 7金融 長遠寺町他の借家家賃・地子
銀につき覚え

状 1 近世 虫損､請求番号119-
1～9包紙､115～119
紐一括

260 197 7金融 貸付金支払いにつき覚え 状 1 近世～明治初
年

2枚組､虫損､請求番
号190～214紐一括

261 119-2 7金融 借用金証文他 状 2 近世 虫損大､請求番号
119-1～9包紙､115
～119紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

262 346-45 7金融 元利銀勘定書 状 1 近世

263 346-46 7金融 銀勘定覚え 状 1 近世 虫損

施行規則第5条(1)により非公開

264 346-49 7金融 貸付先・返済につき書上げ 横帳 1 近世 虫損

施行規則第5条(1)により非公開

265 269 7金融 舟大工与治兵衛銀子借用証
文包紙

包紙 1 近世 包紙のみ､請求番号
263～281紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

266 276 7金融 尼崎表集金等につき書状 あミや八藏 前田良藏 状 1 近世 虫損､請求番号263
～281紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

267 285 7金融 江戸佃吉兵衛他銀子借用証
文包紙

包紙 1 近世 包紙のみ､虫損､請求
番号282～303紐一
括

268 144-9 7金融 俵屋関係金子返済､証文作成
の件につき書状下書き

状 1 近世 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括

269 119-5 7金融 証文 米屋おつた 状 1 近世 虫損大､請求番号
119-1～9包紙､115
～119紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

270 109 7金融 泉屋利兵衛へ貸付の金銀返
済滞り分につき書抜き

横帳 1 近世 虫損､請求番号103
～113紐一括

271 66 7金融 返金延引・利足勘定の件につ
き書状下書き

状 1 近世 請求番号59～69紐
一括

272 254 7金融 樽屋嘉一郎所有地反別・石高
書き上げ帳断簡

断簡 1 近世 請求番号244～258
紐一括

273 325-4 7金融 名前等書付 状 1 近世 銀受取等記載､虫損､
請求番号325-1～7こ
より､319～333紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

274 287 7金融 銀子連印借用証文雛形 寺本村岩太郎 状 1 近世 請求番号282～303
紐一括

－47－

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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

275 288 7金融 元利銀勘定覚え 状 1 近世 請求番号282～303
紐一括

276 164-2 7金融 貸付銀控え 横帳 1 近世 虫損､請求番号164-
1～3こより､151～169
紐一括

277 333-5 7金融 寺本村伊太郎貸付引当田地
の受取につき引合書

状 2 近世酉 包紙入り､請求番号
333-1～8こより､319
～333紐一括

278 71 7金融 利銀勘定覚え 状 1 近世 虫損､請求番号70～
86紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

279-1 8 7金融 積立金請取通い 前田宗五郎 本咲 横帳 1 明治4.9 1871 虫損､請求番号1～
17紐一括

279-2 5 7金融 積立金請取通い 前田宗五郎 本咲 横帳 1 明治4.9 1871 虫損､請求番号1～
17紐一括

280 67 7金融 元利金勘定覚え 状 1 酉(明治6).7.16 (1873) 請求番号59～69紐
一括

281 80 7金融 金子借用証文 稲川安右衛門
他2名

前田宗五郎 状 1 明治6.9 1873 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

282 198 7金融 金子借用証文下書き 前田 岩田秋平 状 1 明治8.5 1875 虫損､請求番号190
～214紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

283 329-7 7金融 金子取引証文類が双方にな
い旨一札

昆陽村前田柳
藏

前田宗五郎 状 1 明治8.12 1875 虫損､請求番号329-
1～9こより､319～333
紐一括

284 346-39 7金融 金返済の覚え 状 1 明治8 1875 虫損

285 75 7金融 元利金勘定覚え 稲川安右衛門 前田宗五郎 状 1 子(明治9).4 (1876) 稲川氏：屋号嶋屋､虫
損､請求番号70～86
紐一括

286 43 7金融 貸金請求事件の出願延期願
い

東区釣鐘町弐
丁目届人前田
宗五郎

中之嶋治安才
判所判事永岡
清治

状 1 明治11.12.25 1878 出願人池田兼吉病
気につき代理届出､
請求番号41～48

287 50 7金融 米売付・代金受取の通い 村上福三郎 前田宗五郎 横帳 1 明治11 1878 請求番号49～58紐
一括

288 252 7金融 山崎観音寺証文紛失の件に
つき書状

八木新助 前田 状 2 明治12.2.4 1879 虫損､金受領証あり､
封筒入り､請求番号
244～258紐一括

289 31 7金融 金子借用証文 川辺郡昆陽村
清田勘右衛門
他1名

寺本村前田宗
五郎

状 1 明治12.12 1879 虫損､請求番号29～
40紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

290 346-38-4 7金融 昆陽村清田氏貸付金につき
返済請取仮証・勘定書

状 1 明治13～18 1880～
1893

22枚包紙一括､請求
番号346-38-1～4包
紙一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

291 116-5 7金融 貸渡金引当耕地の地券預り証 本咲利一郎 前田宗五郎 状 1 明治14.1.19 1881 請求番号116-1～7
包紙､115～119紐一
括

292 264 7金融 地所売渡証 ［(虫損)］之介 前田宗五郎 状 1 明治14.6.23 1881 字奥畑･昆陽村内の
田畑､虫損､請求番号
263～281紐一括

293 116-6 7金融 利金受領証 本咲利一郎 前田宗五郎 状 2 明治14.12.21､
同15.12.12

1881､
1882

請求番号116-1～7
包紙､115～119紐一
括

294 280 7金融 金子借用証文 寺本村前田宗
五郎

加茂村岩田秋
平

状 1 明治15.1.11 1882 差出人押印部分切
除､請求番号263～
281紐一括

295 228 7金融 立て替え金返済証 岩田秋平 前田宗五郎 状 1 明治17.11.30 1884 虫損､請求番号215
～243紐一括

296 114-2 7金融 懇親講掛金受領証 寺本村前田宗
五郎

岩田秋平 状 1 明治17.11.30 1884 虫損､帯封あり､請求
番号114-1～5封筒
一括

297 114-4 7金融 頼母子仕法書 会主前田宗五
郎他1名

状 3 明治17.11 1884 懇親講､虫損､勘定書
2点共帯封入り､請求
番号114-1～5封筒
一括

298 116-4 7金融 金子返済催促につき書状 本咲なお他1名 前田宗五郎 状 1 (明治17).12.8 (1884) 封筒入り､請求番号
116-1～7包紙､115
～119紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

299 116-1 7金融 田畑本物返し買受証文写し 尼崎町本咲利
一郎他1名

前田宗五郎 仮綴 1 明治17.12.19 1884 小作米総高書付あ
り､請求番号116-1～
7包紙､115～119紐
一括

300 114-5-1 7金融 借用金返済につき約定書 寺本村前田宗
五郎

加茂村岩田秋
平

仮綴 1 明治17.12.25 1884 懇親講､虫損､請求番
号114-5-1～3帯封､
114-1～5封筒一括

301 116-2 7金融 本咲氏への田畑売買証文類
書控え

仮綴 1 明治17.12 1884 請求番号116-1～7
包紙､115～119紐一
括

302 116-7 7金融 引当地所のうち引渡除外地に
つき書上げ

状 1 (明治17) (1884) 請求番号116-2関
連､116-1～7包紙､
115～119紐一括

303 116-3 7金融 田畑本物返し買受証文下書き 本(咲)他1名 前田 状 1 明治17 1884 請求番号116-1～7
包紙､115～119紐一
括

304 341-1 7金融 年賦金請取の通い 巽葎 前田宗五郎 状 1 明治18.1 1885 虫損､請求番号341-
1～4包紙一括

305 49 7金融 田地売渡証下書き 古結杢右衛門 状 1 (明治)18.8.5 1885 虫損､請求番号49～
58紐一括

306 255 7金融 田地売渡し証 寺本村前田宗
五郎

古結松右衛門 状 1 明治18.11.4 1885 虫損､請求番号244
～258紐一括

307 51 7金融 田地売渡証書写し 寺本村前田宗
五郎

川辺郡池尻村
古結杢右衛門

状 1 明治18.12.10 1885 請求番号49～58紐
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

308 114-5-3 7金融 借用金返済につき約定書下
書き

状 1 (明治18頃) (1885) 虫損､請求番号114-
5-1～3帯封､114-1
～5封筒一括

施行規則第5条(1)により非公開

309 65 7金融 寺本村田畑本物返しにつき記 前田宗五良 本咲店 状 1 明治19.1.14 1886 請求番号59～69紐
一括

310 114-3 7金融 借用金返済につき約定書 懇親講発起人
前田宗五郎

八木新介 状 3 明治19.4.8 1886 虫損､帯封入り､請求
番号114-1～5封筒
一括

311 318 7金融 抵当田畑入札につき約定書 状 3 明治19.旧4.18 1886 田畑一覧・落札結果
あり､請求番号311～
318紐一括

312 307-18 7金融 借用金返済方法につき差入
れ証文下書き

状 1 明治19.4 1886 虫損､請求番号307-
1～21こより､304～
310こより一括

施行規則第5条(1)により非公開

313 114-1-1 7金融 借用金返済につき約定書 懇親講発起人
前田宗五郎

岩田秋平 状 2 明治19.5.1 1886 懇親講関係､請求番
号114-1-1･2帯封､
114-1～5封筒一括

314 343-1 7金融 畑売渡し証 前田宗五郎 前田政吉 状 1 明治19.6.30 1886

315 343-2 7金融 地所売渡証 寺本村前田宗
五郎

寺本村前田政
吉

書冊 1 明治19.6.30 1886

316 193 7金融 地所･家屋敷売渡証文下書き 前田 状 1 明治19.7.1 1886 請求番号190～214
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

317 94 7金融 建家宅地代金仮請取証 寺本村前田宗
五郎

友行村佐藤勇
介

状 1 明治19.7.1 1886 虫損､請求番号87～
96紐一括

318 134 7金融 建家代金受領証 前田宗五郎 佐藤勇補 状 1 明治19.10.30 1886 請求番号120～136
紐一括

319 303 7金融 借用金抵当田畑・利足につき
勘定書

状 1 (明治10年代） 明治16.7借用､請求
番号282～303紐一
括

320 114-1-2 7金融 金借用証 前田宗五郎 岩田秋平 状 2 明治20.11.1 1887 懇親講関係､請求番
号114-1-1･2帯封､
114-1～5封筒一括

321 114-5-2 7金融 本咲氏証文請人引受の件に
つき差入れ証

前田宗五郎 岩田秋平 状 2 明治21.1.22 1888 懇親講関係､虫損､請
求番号114-5-1～3
帯封､114-1～5封筒
一括

322 346-38-1 7金融 新公債証利子金請取につき
委任状

西成郡小林新
田山本ふじ

状 1 明治21.6.1 1888 代理人前田宗五郎､
請求番号346-38-1
～4包紙一括

323 310-2 7金融 金子借用証文下書き 状 1 明治21.9.8 1888 請求番号310-1～
36､304～310こより一

324 199 7金融 金森氏貸金請求一件につき
代理人委任状

中之島治安裁
判所判事岩鼻
克

状 1 明治21.9 1888 代理は前田氏､虫損､
請求番号190～214
紐一括

325 309 7金融 入用・金貸付先につき書付 状 1 (明治21) (1888) 虫損､請求番号304
～310こより一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

326 18 7金融 貸金請求事件上告につき代
理人許可申請状

大阪府南区塩
町壱丁目池田
兼吉他1名

中之嶋治安才
判所判事岩鼻
克

状 1 明治22.2 1889 代理人：親戚前田宗
五郎､請求番号18～
28紐一括

327 45 7金融 貸金請求事件につき代理人
委任状

本人池田兼吉 状 1 明治22.3.29 1889 代理：親戚前田宗五
郎､請求番号41～48
紐一括

328 4 7金融 貸金月賦請取通い 前田宗五郎 三好直太郎 横帳 1 明治22.5.28 1889 虫損､請求番号1～
17紐一括

329 335-13 7金融 金子借用証文 前田宗五郎 岩田秋平 状 1 明治22.7.8 1889 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

330 85 7金融 転居資金借用証文 前田宗五郎 岩田秋平 状 1 明治22.7.8 1889 虫損､請求番号70～
86､79～86紐一括

331 346-32 7金融 貸金請求出入りにつき代理人
委任状

上田利兵衛 状 1 明治22 1889 代理人：前田宗五郎､
請求番号346-2～33
こより一括

332 305-1 7金融 質物差入れ証文下書き 摂津国西成郡
川南村大字小
林(名前なし)

書冊 1 明治23.9 1890 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括

333 167 7金融 金子請求につき書状 岸上善五郎 前田 状 1 明治-.1.12 封筒入り､請求番号
151～169紐一括

334 279-2 7金融 貸金返済催促の書状 岸上善五郎 前田宗五郎 状 1 明治-.2.15 封筒入り､請求番号
279-1～3こより､263
～281紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

335 210 7金融 貸付元利金返済につき勘定
書

状 1 (明治)亥.3 請求番号190～214
紐一括

336 305-2 7金融 借用金返済小切手送付につ
き書状

岩田祐吉 前田宗五郎 状 1 明治-.4.29 封筒入り､請求番号
305-1～16包紙､304
～310こより一括

337 171 7金融 先日定約の件につきうかがい
状下書き

岡得之介 状 1 明治-.6.12 請求番号170～189
紐一括

338 272 7金融 土地売渡･地券書換書類の授
受につき返答書

岡得之介 前田宗五郎 状 1 明治-.6.12 請求番号263～281
紐一括

339 305-5 7金融 証明書等の送付につき書状 乾恒三郎 前田 状 1 明治-.6.19 封筒入り､請求番号
305-1～16包紙､304
～310こより一括

340 104 7金融 金子支払い日延べの件につき
書状

寺本村岡寺由
兵衛

大阪府下東区
船越町弐丁目
前田宗五郎

状 1 明治-.9.8 封筒入り､請求番号
103～113紐一括

341 35 7金融 借用金返済延期･残金払方に
つき書状

佐藤勇祐 前田宗五郎 状 1 (明治)-.旧9.26 請求番号22と関連､
29～40紐一括

342 282 7金融 送金受取等につき書状 本咲両人 前田宗五郎 状 1 明治-.12.21 封筒入り､請求番号
282～303紐一括

343 136-2 7金融 耕地書入れ借用金証書雛形 状 1 (明治) 虫損､請求番号136-
1～3包紙､120～136
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

344 284 7金融 借用金控・一ケ月入費大略記 状 2 明治 2枚組､請求番号282
～303紐一括

345 325-3 7金融 八尾氏代人名前書付 状 1 明治 かじや丁渡辺直七､
請求番号325-1～7こ
より､319～333紐一括

346 247 7金融 前田宗五郎所有畑地の分割
買請けにつき定約書下書き

佐藤 前田政吉 状 1 明治 請求番号244～258
紐一括

347 283 7金融 貸付金控え 状 1 明治 2枚組包紙入り､請求
番号282～303紐一
括

348 178 7金融 田地譲渡し証文下書き 状 1 明治 虫損､請求番号170
～189紐一括

349 289 7金融 金銭出入り勘定書 状 1 明治 諸代金･年賦払入銀・
人雇い等､請求番号
282～303紐一括

350 48 7金融 入金・起業公債につき勘定覚
え

状 1 明治 請求番号41～48紐
一括

351 136-1 7金融 金子借用証雛形 本咲利一郎代
理八木新助

仮綴 1 明治 請求番号136-1～3
包紙､120～136紐一
括

352 182 7金融 貸付金元利勘定書 状 1 明治 請求番号170～189
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

353-1 156 7金融 包紙 包紙 1 (明治9) (1876) 稲川氏明治8.9入金
額記載､請求番号
151～169紐一括

353-2 37 7金融 稲名川氏債務処理につき回
答書

岩田内重介 前田 状 1 (明治初期).4.4 虫損､請求番号29～
40紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

353-3 170 7金融 稲川氏債務処理の状況につ
き連絡

山岡吉平 前田宗五郎 状 1 明治-.4.30 請求番号170～189
紐一括

353-4 226 7金融 稲川氏入札へ来るよう要請の
書状

山岡吉平 前田宗五郎 状 1 明治-.7.7 虫損､包紙入り､請求
番号215～243紐一
括

施行規則第5条(1)により非公開

353-5 240 7金融 稲川氏入金日書上げ 状 1 明治 請求番号215～243
紐一括

353-6 239 7金融 安右衛門身代限り入札額等に
つき書状下書き

状 1 明治 請求番号215～243
紐一括

353-7 205 7金融 稲川氏一件証文書直しの件な
ど訴訟関係覚え書き

状 1 明治 虫損､請求番号190
～214紐一括

353-8 202 7金融 稲川氏他の裁判所への召喚・
調査願上下書き

状 1 明治 虫損､請求番号190
～214紐一括

353-9 59 7金融 訴訟関係書状 稲川方にて橋
本孝助

寺本村前田宗
五郎

状 1 明治 家貸借関係か、虫
損､請求番号58～69
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

353-10 203 7金融 稲川氏の債務処理につき書
付

状 1 明治 請求番号190～214
紐一括

354 204 7金融 貸付金返済状況につき勘定
書

状 1 明治初年 明治6.9貸付金訴訟､
虫損､請求番号190
～214紐一括

355 207 7金融 土地売払い代金・貸付金につ
き勘定書

状 1 明治 請求番号190～214
紐一括

356 267 7金融 元利金勘定書 状 1 明治戌･亥 請求番号263～281
紐一括

357 296 7金融 金銭出入り書上げ 状 1 明治 代金支払い等､3枚
組､虫損､請求番号
282～303紐一括

358-1 241 7金融 山岡吉平氏住所書付 状 1 明治 安堂寺町中橋筋西
江入南側表､請求番
号215～243紐一括

358-2 244 7金融 山岡氏出勤控え 状 1 明治 虫損､請求番号244
～258紐一括

359 322 7金融 抵当土地代金勘定書 状 1 明治 請求番号318と関連､
請求番号319～333
紐一括

360 323 7金融 田地売渡し証文下書き 状 1 明治 請求番号319～333
紐一括

－58－

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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

361 220 7金融 袋 前田 袋 1 明治 表書「本咲書類入」､
請求番号215～243
紐一括

362 325-1 7金融 姓名・住所書上げ 状 1 明治 かみや庄兵衛他2名､
請求番号325-1～7こ
より､319～333紐一括

363 175 7金融 元金返済勘定書 状 1 明治 2枚組､請求番号170
～189紐一括

364 305-6 7金融 印鑑証明願い 川辺郡伊丹町
寄留岩田秋平

伊丹町長 状 1 明治 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括

365 172 7金融 元利金勘定書 状 1 明治 虫損､請求番号170
～189紐一括

366 229-5 7金融 金銭勘定書 状 2 明治 請求番号229-1～5
巻込み･215～243紐
一括

367-1 144-2 7金融 金子借用証文 八部郡神戸松
屋町俵屋嘉一
郎他1名

寺本村庄左衛
門

状 1 明治3.12.16 1870 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括

367-2 34 7金融 金子借用証文 八部郡神戸松
屋町俵屋嘉一
郎他1名

寺本村庄左衛
門

状 1 明治3.12.16 1870 請求番号29～40紐
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

367-3 144-3 7金融 嘉一郎不在につき書状への
返事できかねる旨書状

俵屋嘉一郎店
方

前田 状 1 (明治)-.5.24 虫損､請求番号144-
1～10こより､137～
144紐一括

368-1 15 7金融 金子借用仮証文 前田宗五郎 岩田秋平 状 1 明治15.12.11 1882 虫損､請求番号1～
17紐一括

368-2 14 7金融 金子借用仮証文 川辺郡寺本村
前田宗五郎

岩田秋平 状 1 明治16.8.5 1883 虫損､請求番号1～
17紐一括

368-3 13 7金融 貸金証文紛失につき差入れ
一札

岩田秋平 前田宗五郎 状 1 明治19.5.1 1886 虫損､請求番号1～
17紐一括

369-1 310-20 7金融 借用金返済につき覚え 高谷祐蔵 状 1 明治17.11 1884 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-2 310-17 7金融 金子借用証文 森良介他1名 岸上善五郎 状 1 明治19.7.4 1886 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-3 310-15 7金融 貸付金返済につき勘定書 状 1 (明治20
頃).9.21

(1887頃) 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-4 310-1 7金融 貸付金支払い請求裁判への
代理委任状

岸上邦松 状 1 明治21.8.25 1888 代理人前田宗五郎､
請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-5 310-6 7金融 貸付金支払い請求裁判への
代理委任状

岸上善五郎 状 3 明治21.8.25 1888 代理人前田宗五郎､
請求番号310-1～
36､304～310こより一
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

369-6 310-16 7金融 抵当権につき調査依頼書 岸上善五郎代
理前田宗五郎

中之島登記所
中

状 1 明治21.8.28 1888 西区高砂町金森氏
家屋・地所につき､請
求番号310-1～36､
304～310こより一括

369-7 310-26 7金融 貸付金返済につき受領書 岸上善五郎代
理前田宗五郎

高谷祐造 状 2 明治21.9.6･18 1888 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-8 310-13 7金融 貸付金支払い請求裁判への
代理人許可申請状下書き

豊島郡池田村
願人他1名

中之嶋治安裁
判所判事岩鼻
克

状 1 明治21.9 1888 代理人前田宗五郎､
請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-9 310-14 7金融 貸付金支払い請求裁判への
代理委任状写し

大阪府東区釣
鐘町弐丁目代
理人前田宗五
郎

中之島治安裁
判所判事岩鼻
克

状 1 明治21.9 1888 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-10 1 7金融 貸金請取証 岸上代理前田 高谷祐蔵 横帳 1 明治21.10～同
22.6

1888～
1889

虫損､請求番号1～
17紐一括

369-11 310-31 7金融 貸金受取の通い 岸上代理前田 田島定二郎 状 1 明治21.10～同
22.6

1888～
1889

虫損､請求番号310-
1～36､304～310こよ
り一括

369-12 10 7金融 貸金請取証 岸上代理前田 高谷祐蔵 横帳 1 明治21.10 1888 虫損､請求番号1～
17紐一括

369-13 310-25 7金融 金子借用証文 前田宗五郎 岸上善五郎 状 1 明治22.9.25 1889 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-14 310-5 7金融 高谷助藏氏住所書付け 状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

369-15 310-18 7金融 封筒 小埜弘 前田宗五郎 封筒 1 明治 岸上氏貸付先､請求
番号310-1～36､304
～310こより一括

369-16 310-19 7金融 岸岡氏一件関係者名前・住所
書上げ

状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-17 310-22 7金融 借用金返済につき勘定書 湖平 状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-18 206 7金融 貸付金返済の覚え 状 1 明治 請求番号190～214
紐一括

369-19 310-23 7金融 借用金返済につき覚え 状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-20 310-24 7金融 岸岡氏一件関係用事書付 状 1 明治 抵当物件登記書・裁
判代理委任等､請求
番号310-1～36､304
～310こより一括

369-21 310-27 7金融 岸岡氏貸付金額・名前書上げ 状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一

369-22 310-29 7金融 高谷氏より金受取の覚え 状 1 明治 虫損､請求番号310-
1～36､304～310こよ
り一括

369-23 310-35 7金融 抵当宅地につき所在・書入れ
金額書付

状 1 明治 請求番号310-1～
36､304～310こより一
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

369-24 321 7金融 岸上氏貸付金の返済につき
覚え

状 1 明治 前田氏取次､請求番
号319～333紐一括

369-25 310-21 7金融 貸付金返済につき領収書写し 岸上善五郎代
理前田宗五郎

高谷祐蔵 状 1 (明治)-.9.6 明治17.11.22貸付､
請求番号310-1～
36､304～310こより一

370 55 8家 別家時分与の家屋敷等を再
び貰い請けるにつき一札

別家元祐他3名 本家前田良蔵 状 1 天保11.5 1840 困窮のため前田氏へ
質物差入れ返済不
能につき､請求番号
49～58紐一括

371-1 120 8家 合力金請取の一札 喜兵衛 本家衆中 状 1 天保12.10.5 1841 虫損､請求番号120
～136紐一括

371-2 111 8家 女房てうへの扶持米支給につ
き一札

喜兵衛他1名 本家 状 1 天保12.10.5 1841 包紙入り､請求番号
103～113紐一括

371-3 121 8家 建家受取につき覚え 寺本村喜兵衛
(｢後｣脱ｶ)家て
ふ他3名

寺本村宗五郎 状 1 明治4.正 1871 虫損､請求番号120
～136紐一括

372-1 159 8家 鷲尾･前田家婚礼につき申合
せ書

小川伝兵衛 横帳 1 慶応2.8.19 1866 請求番号151～169
紐一括

372-2 200 8家 婚礼につき手控え 横帳 1 近世亥.9 虫損､請求番号190
～214紐一括

372-3 333-1 8家 婚礼結納品受取につき礼状 森本小兵衛 前田 状 1 近世.11.28 虫損､請求番号333-
1～8こより､319～333
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

372-4 208 8家 婚礼につき申合せ書 横帳 2 近世 請求番号190～214
紐一括

372-5 165 8家 婚礼・親類挨拶につき照会書 状 1 近世 請求番号151～169
紐一括

373-1 329-1 8家 寄付金受領書 一乗院 前田 状 1 近世甲子.2.10 請求番号329-1～9こ
より､319～333紐一括

373-2 324 8家 得分・祝儀・小遣い額につき
書上げ

仲人一乗院 前田宗五郎 状 1 近世子.12.晦 請求番号319～333
紐一括

373-3 342-8-7 8家 中山寺へ奉納打敷代の受領
書

泉屋利兵衛 前田良蔵 状 1 近世卯.5.20 打敷：仏前の卓上を
覆う布､請求番号
342-8-1～7包紙､
342-1～8包紙一括

373-4 329-8 8家 打敷料受取につき覚え 寺本村勘四郎 前田宗五郎 状 1 近世亥.7.18 請求番号329-1～9こ
より､319～333紐一括

373-5 184 8家 甲山参詣･繰り綿の礼につき
書状

平のや惣兵衛 前田宗閑 状 1 近世.4.3 請求番号170～189
紐一括

374 105 8家 櫛・かんざし代金請求につき
覚え

本咲なを 前田兄上（宗五
郎)

状 2 近世未.10.27 泉屋利兵衛代仁兵
衛領収書あり､封筒
入り､虫損､請求番号
103～113紐一括

375 36 8家 鼈甲差物類あつらえ等につき
礼状

本咲利兵衛 前田良蔵 状 1 近世.12.2 差物：櫛･かんざし類､
請求番号29～40紐
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

376 162 8家 前田氏より招待につき礼状 本咲利兵衛他1
名

前田良蔵 状 1 近世.3.8 虫損､請求番号151
～169紐一括

377 7 8家 初入りにつき申合書 前田宗五良 横帳 1 近世.4 初入り：婚礼後の夫
婦の挨拶まわり､請求
番号1～17紐一括

378-1 164-1 8家 容態書 状 1 近世.5.13 虫損､請求番号164-
1～3こより､151～169
紐一括

378-2 346-27 8家 容体書下書き 状 1 明治 虫損､請求番号346-
2～33こより一括

379 242 8家 手伝い人足賃・車代受取の覚
え

天島 前田 状 1 近世.6.5 虫損､請求番号215
～243紐一括

380 118-2 8家 空豆受取につき礼状 (嶋屋)徳兵衛 前田良蔵他1名 状 1 近世.7.4 前欠､虫損､請求番号
118-1･2包紙(二重)､
115～119紐一括

381 188-2 8家 逗留中の礼･尼崎へ帰宅途中
の雷雨につき報告の書状

倉多清兵衛 中野半兵衛 状 1 近世.8.8 破損､請求番号188-
1～5こより､170～189
紐一括

382 154 8家 年始挨拶状 辰巳九郎兵衛 前田良蔵 状 1 近世 虫損､請求番号151
～169紐一括

383 144-1 8家 家具･道具代銀書上げ 状 1 近世 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

384 302 8家 婚礼につき出入り方・奉公人
人数・祝儀額書上げ

状 1 近世 請求番号282～303
紐一括

385 314 8家 九九・わり算例題解答方法 状 1 近世 前田宗五郎等の名
前あり､請求番号311
～318紐一括

386 68 8家 伊勢参宮善悪年控 状 1 近世 虫損､包紙入り､請求
番号59～69紐一括

387 136-3 8家 初入りにつき手控え 状､仮綴 2 近世 虫損､請求番号136-
1～3包紙､120～136
紐一括

388 192 8家 建家間取り図面 図 1 近世 虫損大､請求番号
190～214紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

389 195 8家 代金請求書 状 1 近世 請求番号190～214
紐一括

390 144-6 8家 家具･道具代銀書上げ 状 1 近世 請求番号144-1～10
こより､137～144紐一
括

391 209 8家 道具書上げ 状 1 近世 台所道具等､請求番
号190～214紐一括

392 221 8家 書状断簡 断簡 1 近世 普請につき記述あり､
請求番号215～243
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

393 28 8家 嫁入り祝儀進上につき書状 辰巳利右衛門 前田良蔵 状 1 (近世).11.23 前田氏息女嫁入に
つき､請求番号18～
28紐一括

394 214 8家 祝儀買物帳 登久 横帳 1 明治10.8 1877 請求番号190～214
紐一括

395 243 8家 起死回生寶丹効能書 官許売鬻所因
幡国青谷宿長
谷川権平

状 1 明治13.3 1880 印刷物､請求番号
215～243紐一括

396 268 8家 父宗五郎隠居につき家名相
続届

寺本村前田兼
太郎他1名

戸長池田吉之
介

状 2 明治17.12.3 1884 同文2点､請求番号
263～281紐一括

397 9 8家 衣類目録 横帳 1 明治18.10.13 1885 男女衣類43点､請求
番号1～17紐一括

398 41 8家 前田氏男児命名書 状 3 明治18 1885 明治18.11宗五郎三
男出生､封筒入り､請
求番号41～48紐一
括

399 307-19 8家 援助金受取証文控え 寺本村前田宗
五郎

本咲利一郎 状 1 明治19.4.28 1886 虫損､請求番号307-
1～21こより､304～
310こより一括

400 290 8家 木代金支払いにつき記 状 1 (明治)19.8.19 1886 請求番号282～303
紐一括

401 346-4 8家 分家荒城家への仕向金加増
等につき差入れ証

状 1 明治10年代 明治10分家､後欠､請
求番号346-2～33こ
より一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

402 305-8 8家 年賀状 大阪西成郡恩
加島村新田岡
島新助

川辺郡加茂村
前田宗五郎

状 1 明治22.1.22 1889 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括

403-1 335-12 8家 封筒 神戸市東川崎
町鷲尾省三

大阪市東区釣
鐘町前田宗五
郎

封筒 1 明治22.7.9 1889 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

403-2 335-16 8家 封筒 大阪府下島下
郡岸辺東村山
田まさ

大阪府下東区
船越町二丁目
前田おたか

封筒 1 明治-.12.26 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

404 346-10 8家 荷物仕立て手伝い等諸費書
上げ

前田 状 1 明治22.8.25 1889 2枚一組､請求番号
346-2～33こより一括

405 230-3 8家 米搗き賃等支払い受取書 友二郎 状 1 (明治)22.8.29 1889 虫損､請求番号230-
1～9巻込み･215～
243紐一括

406-2 335-11 8家 六男貫一出生届 前田宗五郎 川面村村長末
井藤平

状 1 明治23.9.24 1890 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

407 346-11 8家 車賃･荷仕立て手伝い賃等諸
費書上げ

前田 状 1 明治22.9 1889 請求番号346-2～33
こより一括

408 140 8家 郵便物誤配につき伺い書 川辺郡加茂村
前田宗五郎

伊丹町郵便局
中

状 1 明治22.12.1 1889 封筒入り､請求番号
137～144紐一括

409 230-6 8家 薬価代金請求書 中野薬堂 前田 状 1 明治23.6.26 1890 虫損､請求番号230-
1～9巻込み･215～
243紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

410 230-8 8家 支払い勘定書 状 2 (明治)23.6 1890 虫損､請求番号230-
1～5巻込み･215～
243紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

411 335-10 8家 謝礼金・薬代等受領証 中野 前田 状 1 明治23.7.16 1890 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

412 176-3 8家 支払控え 三好直太郎 状 1 (明治)23 1890 請求番号170～189
紐一括

413-1 339 8家 入学許可申請書 川辺郡川西村
の内加茂村前
田兼太郎他1名

兵庫県尋常師
範学校長三橋
得三

状 1 明治24.3.12 1891 虫損､請求番号334
～340紐一括

413-2 316 8家 通信簿表紙 川辺郡川面尋
常小学校

断簡 1 明治35.4～同
36.3

1902～
1903

石原常吉(第三学
年)､請求番号311～
318紐一括

414 233 8家 登久入嫁諸費控え帳 横帳 1 明治29.旧2.29 1896 虫損､請求番号215
～243紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

415 291 8家 出頭依頼書 前田 状 1 明治-.3.13 出頭先等記載なし､
請求番号282～303
紐一括

416 346-14 8家 助成金渡し方につき状 東源 前田 状 1 明治-.4.2 助成金名目不明､請
求番号346-2～33こ
より一括

417 346-51 8家 結納の件相談につき書状 立花村栗山 川辺郡小浜村
内川西村中郡

状 1 明治-.6.8 封筒入り
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

418 279-3 8家 前田氏の加茂転居につき書
状

岸上善五郎 前田宗五郎 状 1 明治-.9.8 封筒入り､請求番号
279-1～3こより､263
～281紐一括

419-1 230-7 8家 支払い勘定書 状 2 明治 池田鈴木氏・伊丹中
野氏へ支払い､請求
番号230-1～9巻込
み･215～243紐一括

419-2 230-9 8家 支払い勘定書 状 2 明治 請求番号230-1～9
巻込み･215～243紐
一括

420 346-20 8家 歯科医名前･住所書付 状 1 明治 西区新町本通弐丁
目松木五郎兵衛､請
求番号346-2～33こ
より一括

421 305-11 8家 食品名等書付け 状 1 明治 請求番号305-1～16
包紙､304～310こより
一括

422 230-5 8家 ぬか代金につき問い合わせの
書状

加茂村前田 池田町横田 状 1 明治-.5.20 虫損､請求番号230-
1～9巻込み･215～
243紐一括

423 230-4 8家 給米代金・慰労金等勘定書 状 1 明治 虫損､請求番号230-
1～9巻込み･215～
243紐一括

施行規則第5条(1)により非公開
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

424 346-7 8家 池田木部新宅黒捨氏につき
名前書付

状 1 明治 木部新宅：池田市内
地名､請求番号346-
2～33こより一括

425 279-1 8家 買い物代金請求書・受領書 状 4 明治 請求番号279-1～3こ
より､263～281紐一括

426 346-2 8家 にしん煮付け方書付 状 1 明治 請求番号346-2～33
こより一括

427 305-14 8家 用事書付け 状 1 明治 雇人の件等､虫損､請
求番号305-1～16包
紙､304～310こより一
括

428-1 230-2 8家 服薬につき月日・回数の書上
げ

中野ほか 状 2 明治 虫損､請求番号230-
1～9巻込み･215～
243紐一括

428-2 305-13 8家 薬服用方法につき書状 中野 前田 状 2 欠年 虫損､3枚組､請求番
号305-1～16包紙､
304～310こより一括

429 346-33 8家 荷物・払い金につき書付 状 1 明治 請求番号346-2～33
こより一括

430 230-1 8家 食料品代金請取書 山松 前田 状 1 明治 請求番号230-1～9
巻込み･215～243紐
一括

431 176-2 8家 買い物代金控え 状 2 明治 請求番号170～189
紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

432 201 8家 名前下書き･用事書付 状 1 明治 虫損､請求番号190
～214紐一括

433 194 8家 出生日､方位吉凶につき書付 状 1 明治 請求番号190～214
紐一括

434 169 8家 横山氏住所･氏名の書上げ 状 1 明治 横山喜兵衛､請求番
号151～169紐一括

435 168 8家 池田氏ほか住所･氏名の書上
げ

状 1 明治 池田アサ他1名､請求
番号151～169紐一
括

436 335-15 8家 製法等書付け 状 2 明治 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

437 335-7 8家 あんま賃等支払勘定書 状 1 明治 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

438 335-4 8家 代金勘定書 状 1 明治 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

439 335-2 8家 賃金請求書 □太 前田 状 1 明治 請求番号335-1～16
こより､334～340紐一
括

440 308 8家 画本等代金書上げ 状 1 明治 虫損､請求番号304
～310こより一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

441 346-18 8家 手伝頭領名前・住所書付 状 1 明治 頭領名前：中橋安土
町川島三平､請求番
号346-2～33こより一
括

442 300 8家 祝儀・入用金勘定覚え 状 1 明治 請求番号282～303
紐一括

443 346-17 8家 値段書上げ 状 1 明治 品名等不詳､請求番
号346-2～33こより一
括

444 153 8家 親類名前書付 状 1 明治 請求番号151～169
紐一括

445 346-9 8家 店名前･所在書付 状 3 明治 心斎橋通八幡筋万
塗物仕入所増田喜
三郎ほか､請求番号
346-2～33こより一括

446 346-12 8家 乾氏住所書付 状 1 明治 池田西新町乾喜平
次､請求番号346-2
～33こより一括

447 346-16 8家 塩魚商播幸につき住所書付 状 1 明治 うつぼ中通羽子板橋
筋塩魚商播幸､請求
番号346-2～33こより
一括

448 84 8家 前田兼太郎住所書付 状 1 明治 大阪市東区瓦町弐
丁目､請求番号70～
86､79～86紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

449 346-19 8家 封筒 木寺総次 前田宗五郎 封筒 1 明治 請求番号346-2～33
こより一括

450 305-16 8家 用事書付け 状 1 明治 手紙・地籍の件等､虫
損､請求番号305-1
～16包紙､304～310
こより一括

451 346-21 8家 三軒屋までの賃銭書付 状 1 明治 請求番号346-2～33
こより一括

452 346-8 8家 他村行き賃銭書上げ 状 1 (明治) 請求番号346-2～33
こより一括

453 16 8家 狂歌興行 加西郡北条町
笠屋田中達磨
他1名

状 1 昭和24.3 1949 S23興行､雲水･達磨
(喜楽庵)両吟､請求
番号1～17紐一括

454 304 8家 狂歌興行 加西郡北条町
笠屋田中達磨
他1名

状 1 昭和24.6.14 1949 昭和24.2.28興行､請
求番号304～310こよ
り一括

455 26 8家 狂歌興行 青山堂雲水他1
名

状 1 昭和24 1949 S23.9.27興行､雲水･
達磨(喜楽庵)両吟､
請求番号18～28紐
一括

456 346-5 8家 くずし字書付 状 1 欠年 ｢様｣の字5通り､請求
番号346-2～33こより
一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

457 147 8家 諸払い覚え 横帳 1 近世戌.暮～
亥.4

虫損､請求番号146
～150こより一括

458-1 185 9雑 包紙 包紙 1 安政3 1856 請求番号170～189
紐一括

458-2 236 9雑 包紙 辰巳利右衛門 前田良藏 包紙 1 近世 包紙のみ､請求番号
215～243紐一括

458-3 190 9雑 包紙 包紙 1 近世 表書｢手控｣､虫損､請
求番号190～214紐
一括

458-4 155 9雑 包紙 佐藤源次郎 包紙 1 近世 虫損､請求番号151
～169紐一括

施行規則第5条(1)により非公開

458-5 211 9雑 包紙 包紙 1 明治 表書「寺社吟味帳｣､
請求番号190～214
紐一括

459-1 188-4 9雑 書状断簡 断簡 1 近世 請求番号188-1～5こ
より､170～189紐一括

459-2 164-3 9雑 書状断簡 断簡 1 近世 書出部分のみ､虫損､
請求番号164-1～3こ
より､151～169紐一括

460 189 9雑 屋鋪願書仮入れ袋 地方 袋 1 明治6.11 1873 請求番号188-1～5こ
より､170～189紐一括
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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

川辺郡寺本村前田宗五郎家文書目録

461 346-53 9雑 裁判所召喚状 大阪上等裁判
所

靱南通壱丁目
西倉善兵衛他1
名

状 1 明治13.6.9 1880 虫損

462-1 235 9雑 封筒 寺本村佐藤勇
祐

大阪東区船越
町二丁目前田タ
カ方前田宗五
郎

状 1 明治-.10.23 請求番号215～243
紐一括

462-2 346-28 9雑 封筒 封筒 1 明治 金額記す､請求番号
346-2～33こより一括

463 219 9雑 金額書付け 状 1 明治 「六円八銭八厘」との
み記す､請求番号
215～243紐一括

464 346-29 9雑 金額・土地面積計算書付 状 2 明治 請求番号346-2～33
こより一括

465-1 251 9雑 白紙 状 1 欠年 横折紙､24枚紐一括､
虫損､請求番号244
～258紐一括

465-2 249 9雑 白紙 状 1 欠年 虫損､請求番号244
～258紐一括
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