
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

林 治氏文書目録

1 1 1土地・貢租（近代） 地租改正覚帳 兵庫県第7区東
新田村林長三
郎

書冊 1 明治8 1875

2 2 1土地・貢租（近代） 東新田村字限地図 調人辻幸業他７
名

書冊 1 明治11 1878

3 3 1土地・貢租（近代） 東新田村字限地図(明治地租
改正後)

書冊 1 明治前期

4-1 4-1 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 寺田善五郎 状 1 明治10.2.25 1877

4-2 4-2 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 寺田鶴蔵 状 1 明治10.12.25 1877

4-3 4-3 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 寺田善五郎 状 1 明治10.12.25 1877

4-4 4-4 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 寺田鶴蔵 状 1 明治10.12.25 1877

4-5 4-5 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 小寺伊八 状 1 明治10.12.25 1877

4-6 4-6 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 新銀五三郎 状 1 明治10.12.25 1877

4-7 4-7 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 新銀五三郎 状 1 明治10.12.25 1877

4-8 4-8 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 坂田八蔵 状 1 明治10.12.25 1877
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4-9 4-9 1土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 寺田靍（鶴）蔵 状 1 明治10.12.25 1877

5-1 14-1 1土地・貢租（近代） 登記申請書 申請人林長右
衛門他1名

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治39.3.31 1906

5-2 14-2 1土地・貢租（近代） 登記申請書 申請者浜田村
耕地整理組合
組合長寺岡庄
五郎

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 大正3.12.4 1914

5-3 14-3 1土地・貢租（近代） 登記申請書 登記申請人林
たきゑ他1名

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 大正5.2.7 1916

6-1 14-10 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

寺田善太郎 状 1 大正4.12.27 1915

6-2 14-11 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

寺田善太郎 状 1 大正4.12.27 1915

6-3 14-12 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

上羽規矩平 状 1 大正5.9.2 1916

6-4 14-13 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

寺田善太郎他 仮綴 1 大正3～6 1914～
1917

6-5 14-14 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

寺田善太郎 状 1 大正10.4.20 1921
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6-6 14-15 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

柳川庄逸 状 1 昭和12.3.24 1937

6-7 37 1土地・貢租（近代） 登記済証 神戸区裁判所
西宮出張所

前政長十郎 状 1 明治34.12 1901

7-1 14-5 1土地・貢租（近代） 登記人保証書 前田隆蔵他1名 神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 大正3.3.6 1914

7-2 14-6 1土地・貢租（近代） 登記人保証書 高山岩三郎他1
名

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 大正4.1.6 1915

7-3 14-8 1土地・貢租（近代） 登記人保証書 保証人林たきゑ
他1名

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 大正

7-4 14-7 1土地・貢租（近代） 登記人保証書 保証人山田貞
吉他1名

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 昭和2.6.4 1927

8-1 36 1土地・貢租（近代） 土地所有権保存登記副本 林長三郎他１名 神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治34.12.6 1901

8-2 14-4 1土地・貢租（近代） 登記関係書類 神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 大正4～昭和
14

1915～
1939

9-1 16-1 1土地・貢租（近代） 不動産売渡仮契約証書 売渡契約人林
長右衛門

買受契約人入
江長蔵

仮綴 1 大正4.4 1915

9-2 16-2 1土地・貢租（近代） 不動産売渡証書 売渡人寺田善
太郎他1名

買受人林寅蔵 仮綴 1 大正10.4.25 1921
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10 15 1土地・貢租（近代） 地所書入証 林長右衛門他1
名

森松和七 仮綴 1 明治30.12.21 1897

11 14-9 1土地・貢租（近代） 土地台帳謄本 西宮税務署 林長右衛門 状 1 大正15.10.14 1926

12-1 31 1土地・貢租（近代） 田地書上 状 1 近代

12-2 32 1土地・貢租（近代） 田地・原野書上 状 1 近代

12-3 33 1土地・貢租（近代） 田地書上 状 1 近代

12-4 34 1土地・貢租（近代） 田地書上 状 1 近代

13-1 7-1 2村政・村況（近代） 東新田村戸長・副戸長任命書 兵庫県 林林吉 状 1 明治8.9.15 1875

13-2 7-2 2村政・村況（近代） 東新田村戸長・副戸長任命書 兵庫県 林林吉 状 1 明治10.4 1877

14 8 2村政・村況（近代） 東新田村村会議員当撰証書 西新田組戸長
役場

林長三郎 仮綴 1 明治17.8.2 1884

15 6 2村政・村況（近代） 総代退役願書 東新田村林長
三郎

西新田村外8ヶ
村戸長野草平
八郎

状 1 明治21 1888

16 12 2村政・村況（近代） 板垣退助より衆議院議員候補
者松元剛吉推薦状(印刷)

伯爵板垣退助 状 1 明治37.2 1904
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17-1 9-1 2村政・村況（近代） 大庄村歳入出決算書 大庄村収入役
平瀬米蔵

大庄村長矢野
武一

書冊 1 大正2.7.15 1913

17-2 9-2 2村政・村況（近代） 大庄村歳入出決算書 大庄村収入役
平瀬米蔵

大庄村長矢野
武一

仮綴 1 大正4.8.3 1915

18 10 2村政・村況（近代） 大庄村事務報告及財産明細
表

大庄村長矢野
武一

仮綴 1 大正5.2.29 1916

19 11 2村政・村況（近代） 米騒動御下賜金精算書・米廉
売収支決算書

大庄村長矢野
武一

林長三郎 状 1 大正7.10.15 1918

20-1 22-1 2村政・村況（近代） 西宮警察署新築費寄付感謝
状

兵庫県令従五
位勲六等内海
忠勝

林長三郎 状 1 明治18.9.10 1885

20-2 22-2 2村政・村況（近代） 西宮高等小学校新築費寄付
感謝状

兵庫県知事従
四位勲五等内
海忠勝

林長三郎 状 1 明治21.12.28 1888

20-3 22-3 2村政・村況（近代） 明治27 8年戦役の際軍資金
献納感謝状

兵庫県知事正
四位勲三等大
森鐘一

林長右衛門 状 1 明治30.6.1 1897

20-4 22-4 2村政・村況（近代） 明治27 8年戦役の際従軍者
家族扶助金寄付感謝状

兵庫県知事正
四位勲三等大
森鐘一

林長右衛門 状 1 明治30.6.1 1897

20-5 22-5 2村政・村況（近代） 大庄村水害の際救恤寄付感
謝状

兵庫県知事正
四位勲三等大
森鐘一

林長右衛門 状 1 明治31.6.25 1898
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20-6 22-6 2村政・村況（近代） 第4回国庫債券協力感謝状 武庫郡長阿部
光忠

林長右衛門 状 1 明治38.4.1 1905

20-7 22-7 2村政・村況（近代） 大庄村細民救助寄付金感謝
状

兵庫県知事従
四位勲三等清
野長太郎

林長右衛門 状 1 大正7.9.18 1918

22 13 4農業経営・流通 屎尿送り状 神戸共益合資
会社村上常太
郎

林様 状 1 大正4.2.19 1915

23-1 17-4 5金融 借用金証書 借用主新銀常
吉

林長右衛門 状 1 明治28.1.13 1895

23-2 17-1 5金融 借用金証書 債務者小寺伊
蔵他1名

債権者宮崎音
吉他1名

仮綴 1 明治44.12.4 1911

23-3 17-6 5金融 借用金証書 借用主野草辰
蔵他1名

林長右衛門 状 1 大正2.8.4 1913

23-4 17-5 5金融 借用金証書 借用主上野亀
太郎他1名

林長右衛門 状 1 大正2.8.5 1913

23-5 17-7 5金融 借用金証書 借用主宮崎治
作

状 1 大正2.8.20 1913

23-6 17-8 5金融 借用金証書 借用主西谷熊
吉他1名

状 1 大正2.9.19 1913
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23-7 17-9 5金融 借用金証書 借用主宮崎治
作

状 1 大正2.9.19 1913

23-8 17-10 5金融 借用金証書 連帯借用主西
谷熊吉他4名

状 1 大正2.10.4 1913

23-9 17-11 5金融 借用金証書 借用主今里清
吉他1名

状 1 大正2.10.20 1913

23-10 17-12 5金融 借用金証書 笹部喜一郎他1
名

状 1 大正2.11.1 1913

23-11 17-13 5金融 借用金証書 借用主桑野音
吉他1名

状 1 大正2.11.8 1913

23-12 17-14 5金融 借用金証書 借用主中野仲
蔵他1名

状 1 大正2.12.7 1913

23-13 17-2 5金融 借用金証書 債務者林長右
衛門

樋口ひさ 仮綴 1 大正3.3.6 1914

23-14 17-16 5金融 借用金証書 債務者林長右
衛門他1名

債権者平瀬米
蔵

状 1 大正3.3.30 1914

23-15 17-17 5金融 借用金証書 根岸安太郎 林長右衛門 状 1 大正4.3.21 1915

23-16 17-18 5金融 借用金証書 根岸安太郎 林長右衛門 状 1 大正4.3.21 1915
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23-17 17-3 5金融 借用金証書 債権者林長右
衛門

仮綴 1 大正

23-18 17-15 5金融 借用金証書 借用主宮崎氏
水他1名

状 1 大正

24-1 18-4 5金融 領収書 平瀬末蔵 林長右衛門 状 1 大正3.10.28 1914

24-2 18-1 5金融 領収書 債権者樋口ひ
て他2名

債務者林長右
衛門他1名

状 1 大正4.12.25 1915

24-3 18-2 5金融 領収書 山本紋三郎 林 状 1 大正5.9.2 1916

24-4 18-3 5金融 領収書 平瀬末蔵 寺田熊吉 状 1 大正5.9.2 1916

25-1 19-1 5金融 貸金請求訴訟関係書類 債務者大島巳
之松

債権者林長右
衛門

状 1 大正元.12.20 1912

25-2 19-2 5金融 貸金請求訴訟関係書類 原告訴訟代理
人弁護士平野
康太郎

神戸区裁判所
民事部

仮綴 1 大正4.8.4 1915

25-3 19-4 5金融 貸金請求訴訟関係書類 神戸区裁判所
裁判書記前田
四郎

河野正豊 状 1 大正4.11.12 1915

25-4 19-5 5金融 貸金請求訴訟関係書類 神戸区裁判所
裁判所書記前
田四郎

河野正豊 状 1 大正4.11.12 1915
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25-5 19-3 5金融 貸金請求訴訟関係書類 神戸区裁判所
判事大前新太
郎

仮綴 1 大正5.3.30 1916

26 39 5金融 手形解説 仮綴 1 明治後期

27 38 5金融 金子書上 にしたにくま吉
他

状 1 大正2～3 1914

28-1 46 5金融 連帯借用金証書雛形 状 3 明治

28-2 47 5金融 不動産売渡契約書雛形 状 9 大正

29 5 6治水・水利 2艘樋より大島道振入米割合
帳

林長右衛門 小横帳 1 明治38.旧12 1905

30 20 7家 住宅及店舗用住宅建築願い 建築主林寅蔵 西宮警察署長
警部遠名国法

仮綴 1 昭和5.1.24 1930

31 21 7家 居宅設計図 状 1 昭和戦前期

32-1 23-1 7家 卒業証書 大庄村立成文
尋常小学校訓
導細谷政吉

林くま 状 1 明治33.3.28 1900

32-2-1 23-2 7家 卒業証書（尋常小学校） 大庄尋常高等
小学校長西川
重也

林たきへ 状 1 明治36.3.25 1903
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32-2-2 23-3 7家 卒業証書 大庄裁縫学校
長難波田篤貞

林たきゑ 状 1 明治39.3.26 1906

32-3-1 23-4 7家 卒業証書（尋常小学校） 大庄尋常高等
小学校長難波
田篤貞

林ちゑの 状 1 明治40.3.26 1907

32-3-2 23-5 7家 卒業証書（尋常小学校） 大庄尋常高等
小学校長難波
田篤貞

林ちゑの 状 1 明治42.3.26 1909

32-3-3 23-6 7家 卒業証書（高等小学校） 大庄尋常高等
小学校長安原
学

林ちゑの 状 1 明治44.3.25 1911

32-3-4 23-7 7家 卒業証書 尼崎女子技芸
学校長佃正覚

林ちゑの 状 1 明治45.3.26 1912

32-4-1 23-8 7家 卒業証書（尋常小学校） 大庄尋常高等
小学校長高岡
清太郎

林こりう 状 1 大正3.3.26 1914

32-4-2 23-9 7家 卒業証書（高等小学校） 大庄尋常高等
小学校長高岡
清太郎

林コリウ 状 1 大正5.3.25 1916

32-5 23-10 7家 卒業証書（尋常小学校） 大庄尋常高等
小学校長高見
芳一

林美須子 状 1 昭和2.3.26 1927
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33-1-1 23-11 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄村立成文
尋常小学校

林くま 状 1 明治29.3.23 1896

33-1-2 23-12 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄村立成文
尋常小学校

林くま 状 1 明治30.3.27 1897

33-1-3 23-13 7家 修業証書（尋常小学校第３学
年）

大庄村立成文
尋常小学校

林くま 状 1 明治32.3.27 1899

33-1-4 23-15 7家 修業証書（裁縫専修科第１学
年）

尼崎町立尼崎
尋常高等小学
校

林くま 状 1 明治34.3.23 1901

33-1-5 23-17 7家 修業証書（裁縫専修科第２学
年）

尼崎町立尼崎
尋常高等小学
校

林くま 状 1 明治35.3.24 1902

33-2-1 23-14 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄村立成文
小学校

林たきへ 状 1 明治33.3.28 1900

33-2-2 23-16 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄村立大庄
尋常小学校

林たきへ 状 1 明治34.3.26 1901

33-2-3 23-18 7家 修業証書（尋常小学校第３学
年）

大庄尋常小学
校

林たきへ 状 1 明治35.3.24 1902

33-2-4 23-20 7家 修業証書（裁縫学校第１学年） 大庄裁縫学校
長西川重也

林たきゑ 状 1 明治37.3.9 1904
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33-2-5 23-21 7家 修業証書（裁縫学校第２学年） 大庄裁縫学校 林たきえ 状 1 明治38.3.26 1905

33-3-1 23-19 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄尋常高等
小学校

林ちゑの 状 1 明治37.3.19 1904

33-3-2 23-22 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄尋常高等
小学校

林ちゑの 状 1 明治38.3.26 1905

33-3-3 23-23 7家 修業証書（尋常小学校第３学
年）

大庄尋常高等
小学校

林ちゑの 状 1 明治39.3.26 1906

33-3-4 23-24 7家 修業証書（高等小学校第１学
年）

大庄尋常高等
小学校

林ちゑの 状 1 明治41.3.25 1908

33-3-5 23-30 7家 修業証書（補習科第１学年） 尼崎女子技芸
学校長塩見信
二郎

林ちゑの 状 1 大正2.3.22 1913

33-4-1 23-26 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 明治43.3.26 1910

33-4-2 23-27 7家 修業証書（尋常小学校第３学
年）

大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 明治44.3.25 1911

33-4-3 23-28 7家 修業証書（尋常小学校第４学
年）

大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 明治45.3.26 1912

33-4-4 23-29 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 明治
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33-4-5 23-31 7家 修業証書（尋常小学校第５学
年）

大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 大正2.3.26 1913

33-5-1 23-33 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄尋常高等
小学校

林美次子 状 1 大正11.3.25 1922

33-5-2 23-34 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄尋常高等
小学校

林美次子 状 1 大正12.3.26 1923

33-5-3 23-35 7家 修業証書（尋常小学校第３学
年）

大庄尋常高等
小学校

林美次子 状 1 大正13.3.26 1924

33-5-4 23-36 7家 修業証書（尋常小学校第４学
年）

大庄尋常高等
小学校

林美須子 状 1 大正14.3.26 1925

33-5-5 23-37 7家 修業証書（尋常小学校第５学
年）

大庄尋常高等
小学校

林美須子 状 1 大正15.3.26 1926

33-6-1 23-38 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 大正15.3.26 1926

33-6-2 23-39 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 昭和2.3.26 1927

33-6-3 23-40 7家 修業証書（尋常小学校第４学
年）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 昭和4.3.26 1929

33-6-4 23-42 7家 修業証書（尋常小学校第５学
年）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 昭和5.3.26 1930
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33-7-1 23-41 7家 修業証書（尋常小学校第１学
年）

大庄尋常高等
小学校

林君枝 状 1 昭和4.3.26 1929

33-7-2 23-43 7家 修業証書（尋常小学校第２学
年）

大庄尋常高等
小学校

林君枝 状 1 昭和5.3.26 1930

34-1 23-44 7家 賞状（尋常科第３学年第３学
期皆勤につき）

大庄尋常高等
小学校

林たきへ 状 1 明治35.3.31 1902

34-2-1 23-46 7家 賞状（操行善良・出席皆勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林美次子 状 1 大正11.3.25 1922

34-2-2 23-47 7家 賞状（尋常科第２学年精勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林美次子 状 1 大正12.3.26 1923

34-2-3 23-48 7家 賞状（尋常科第３学年操行善
良・皆勤につき）

大庄尋常高等
小学校

林美次子 状 1 大正13.3.26 1924

34-2-4 23-49 7家 賞状（第４学年精勤につき） 大庄尋常高等
小学校

林美須子 状 1 大正14.3.26 1925

34-2-5 23-50 7家 賞状（第５学年皆勤につき） 大庄尋常高等
小学校

林美須子 状 1 大正15.3.26 1926

34-2-6 23-52 7家 賞状（尋常科６ヵ年精勤につ
き）

大庄尋常高等
小学校

林美須子 状 1 昭和2.3.26 1927

34-2-7 23-53 7家 賞状（尋常科第６学年皆勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林美須子 状 1 昭和2.3.26 1927
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34-2-8 23-56 7家 賞状（第２学年精勤につき） 尼崎市立高等
女学校

林美須子 状 1 昭和4.3.22 1929

34-3-1 23-51 7家 賞状（尋常科第１学年精勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 大正15.3.26 1926

34-3-2 23-54 7家 賞状（尋常科第２学年精勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 昭和2.3.26 1927

34-3-3 23-55 7家 賞状（第３学年精勤につき） 大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 昭和3.3.26 1928

34-3-4 23-58 7家 賞状（尋常科第５学年精勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林静枝 状 1 昭和5.3.26 1930

34-4-1 23-57 7家 賞状（尋常科第１学年精勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林君枝 状 1 昭和4.3.26 1929

34-4-2 23-59 7家 賞状（尋常科第２学年精勤に
つき）

大庄尋常高等
小学校

林君枝 状 1 昭和5.3.26 1930

35-1 23-25 7家 学習証書 大庄尋常高等
小学校

林ちゑの 状 1 明治43.3.26 1910

35-2 23-32 7家 学習証書 大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 大正4.3.26 1929

36 23-45 7家 部落長任命書 大庄尋常高等
小学校

林こりう 状 1 大正4.4 1915
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37 30 7家 小児貰請証 玉谷政吉 坂田松蔵 状 1 明治27.9.27 1894

38 41 7家 備忘録 書冊 1 明治前期

39 24 7家 小学作品五百題 小横帳 1 近代

40 35 7家 家財道具書上 状 1 近代

41 25 8その他 謡本（玉乃井・景清・杜若・安
達原・当麻）

書冊 1 享保18 1733

42 42 8その他 法話書留 林長右衛門 書冊 1 明治9～10 1877

43 26 8その他 親鸞聖人書状（写） 書冊 1 明治14.11.6 1881

44-1 27-1 8その他 御広間書(元禄5の写) 林長右衛門 書冊 1 近代

44-2 27-2 8その他 御広間書(元禄5の写) 林長右衛門 書冊 1 近代

45 28 8その他 讃岐庄松ありのまゝの記 仮綴 1 近代

46 43 8その他 借用証入 林長右衛門 袋 1 大正3～4 1915

47 44 8その他 封筒 神戸地方裁判
所

林長右衛門 袋 1 大正8.8.2 1919
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48 40 8その他 支配帳入 林長右衛門 袋 1 近代

49 45 8その他 登記済証入 山田貞吉 袋 1 近代

50 48 8その他 切手・印紙 状 7 近代
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