
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

西成郡稗島村越知家文書

1 41 1支配 代官初任廻村につき差上の稗
島村絵図控え

稗島村庄屋五
郎兵衛他1名

図 1 近世 包紙入り､代官設楽
八三郎､28×40㎝

2 174-2-15 1支配 凧停止の触れに対する歌の書
上げ

状 1 安政7 1860 触れは倹約に関する
もの､請求番号174-
1･2袋一括

3-1 40-1 2土地・貢租（近世） 稗島村田地絵図 稗島村庄屋勘
兵衛他2名

図 1 文化4.9 1807 請求番号40-1～3包
紙一括､28×40㎝

3-2 44 2土地・貢租（近世） 稗島村田畑・屋鋪絵図 稗島村庄屋惣
右衛門他3名

図 1 天保14.9 1843 袋入り､58.5×55㎝

3-3 43 2土地・貢租（近世） 稗島村耕地麁絵図控え 稗島村庄屋保
之助他3名

図 1 文久元.8 1861 虫損､袋入り､39×55
㎝

4 47 2土地・貢租（近世） 稗島村東西組高増減控え帳 稗島村 横帳 1 嘉永5.2 1852

5 38-3 2土地・貢租（近世） 野里村出作控え帳 横帳 1 天保2.9 1831 請求番号38-1～3袋
一括

6 26 2土地・貢租（近世） 渕・永荒地控え帳 書冊 1 (安政7.3) (1860) 「安政七申年三月古
帳より写之」

7 28 2土地・貢租（近世） 川欠堤敷・起返し小前帳及び
本田川田地所等取調書

書冊 1 (安政7.3) (1860) 「安政七申年三月仮
帳より写之」

8 27 2土地・貢租（近世） 屋鋪成田の仕訳・田成畑の免
増米割り方につき取調べ帳

書冊 1 (安政7.3) (1860) 「安政七申年三月仮
帳より写之」

9 34 2土地・貢租（近世） 地所坪数・石高書付 状 1 (安政7.3) (1860) 一部破損

10 11 2土地・貢租（近世） 早稲内見帳 稗島村百姓代
吉兵衛他8名

鈴木町役所 書冊 1 慶応2.8.25 1866

11 45 2土地・貢租（近世） 田地農通路改め帳 横帳 2 文政6.4 1823

12 46 2土地・貢租（近世） 村内大通道筋杭改め帳 稗島村 横帳 1 天保3.4 1832
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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

西成郡稗島村越知家文書

13-1 187-18-5 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 福村 八兵衛 状 1 寅(天保13).12 （1842) 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

13-2 184-26 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 福村役人 状 1 近世.12.20 請求番号184-1～40
袋入り

13-3 187-18-1 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 八兵衛 状 1 寅(天保13).12 （1842) 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

13-4 184-35 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 状 1 甲子(元治
元).12

(1864) 請求番号184-1～40
袋入り

13-5 184-27 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 近江屋こま代判
伝兵衛

状 1 近世子 請求番号184-1～40
袋入り

13-6 184-29 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 安之助 状 1 近世申 請求番号184-1～40
袋入り

13-7 187-18-6 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 八兵衛 状 1 近世.12.5 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

13-8 184-28 2土地・貢租（近世） 年貢米勘定書 稗島八兵衛 状 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

14-1 187-17-4 2土地・貢租（近世） 稗嶋八兵衛・安之介分納米勘
定書

野里村 状 2 戌(嘉永
3).12.26

(1850) 請求番号187-17-1
～5､187-1～19袋一
括

14-2 187-17-1 2土地・貢租（近世） 惣右衛門へ振り込むべき米の
勘定書

福村役人 蔭山五郎兵衛 状 2 戌・亥(嘉永3･
4).12

(1850･
1851)

請求番号187-17-1
～5､187-1～19袋一
括

14-3 187-18-1 2土地・貢租（近世） 安次川伝兵衛分年貢米勘定
書

状 1 近世.12.5 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

14-4 187-6 2土地・貢租（近世） 保之助分米未納分勘定書 状 1 近世 請求番号187-1～19
袋一括
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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

西成郡稗島村越知家文書

15 83 2土地・貢租（近世） 年貢米借用証文 ひへしま吉兵衛
他1名

八兵衛 状 1 明和4.12.19 1767

16-1 15 2土地・貢租（近世） 年払い米・年貢取り米ほか書
上げ帳

横帳 1 安永10 1781 表紙破損

16-2 14 2土地・貢租（近世） 年払い米・受領米につき高と
名前の書上げ

横帳 1 近世

17 184-34 2土地・貢租（近世） 年貢過米渡し方につき覚え 福村役人 ひへ保之助 状 1 近世.12.20 請求番号184-1～40
袋入り

18 189-7 2土地・貢租（近世） 蔵米代金渡し方につき覚え 恒次郎 越知八兵衛 状 1 未(明治4).5.11 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

19-1 187-18-1 2土地・貢租（近世） 年貢米受取の覚え 野里村 八兵衛 状 1 寅(天保
13).12.18

（1842) 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

19-2 184-10 2土地・貢租（近世） 年貢銀受取の覚え 野里村 安治川近江屋こ
ま

状 1 元治元.11.9 (1864) 請求番号184-1～40
袋入り

19-3 182-51 2土地・貢租（近世） 年貢銀請取につき覚え 南方村甚右衛
門

稗島村八兵衛 状 1 酉(文久
元).12.29

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

20 189-4 2土地・貢租（近世） 米受取の覚え 石屋久七 南ノ庄屋 状 1 (明治4).7.27 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

21 187-18-7 2土地・貢租（近世） 年貢米高につき覚え 政右衛門 八兵衛 状 1 卯(天保
14).10.12

（1843) 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

22 187-18-1 2土地・貢租（近世） 九右衛門他8名の名前書上げ 状 1 近世 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

23 12-5-1 3土地・貢租（近代） 稗島村区分図 図 1 明治 虫損､請求番号12-1
～7袋一括､83×54
㎝
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西成郡稗島村越知家文書

24-1 12-5-2 3土地・貢租（近代） 稗島村第1区字内代地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､67×59㎝

24-2 12-5-3 3土地・貢租（近代） 稗島村第2区字内代屋敷成・
屋敷地番図

図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､66.5×28.5㎝

24-3 12-5-4 3土地・貢租（近代） 稗島村第3区字辻開地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､63×25.5㎝

24-4 12-5-5 3土地・貢租（近代） 稗島村第4区地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､68×35.5㎝

24-5 12-5-6 3土地・貢租（近代） 稗島村第5区地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､66×35.5㎝

24-6 12-5-7 3土地・貢租（近代） 稗島村第6区字嶋田地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､60.5×56.5㎝

24-7 12-5-8 3土地・貢租（近代） 稗島村第7区地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､48×34㎝

25 12-5-9 3土地・貢租（近代） 寺地地番図 図 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括､24.5×15㎝

26 1 3土地・貢租（近代） 高反別取調書上げ帳 稗島村百姓代
吉兵衛他7名

大坂府庁租税
方役所

書冊 1 明治4.2 1871

27 179-14 3土地・貢租（近代） 潰れ地地租調べ 蔭山又兵衛 状 1 （明治24) (1891) 請求番号179-1～17
封筒一括

28 185-47 3土地・貢租（近代） 耕地荒地請料書上げ 状 1 明治 請求番号185-1～64
袋入り一括

29 185-46 3土地・貢租（近代） 耕地地番・字・反別書上げ 状 1 明治 請求番号185-1～64
袋入り一括

30 167-27 3土地・貢租（近代） 田地の件相談につき書状 進藤嘉一郎 越智 状 1 (明治).3.19 税関係か､請求番号
167ｰ1～44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

西成郡稗島村越知家文書

31 167-15 3土地・貢租（近代） 仲人斡旋料の件相談につき書
状

本山 越知 状 1 (明治).8.9 登記関係か､請求番
号167ｰ1～44包紙一
括

32-1 12-1 3土地・貢租（近代） 地券代価見積書 書冊 1 (明治5) (1872) 請求番号12-1～7袋
一括

32-2 177 3土地・貢租（近代） 地券証券名前書換え届け下
書き

仮綴､ 3 (明治20) (1887) 封筒入り､反古1点あ
り

32-3 21 3土地・貢租（近代） 地価減額請願につき約定書 丹南郡河原城
村結約者

状 1 明治21.11 1888

32-4 12-2 3土地・貢租（近代） 旧地券預り証 野里村北村伊
兵衛

越知保之助 状 1 卯(明治).6.5 請求番号12-1～7袋
一括

33 171 3土地・貢租（近代） 肥壺取除きにつき地所手放
料･取除き料の渡し帳

横帳 3 明治5.6 1872 肥壺場図面等2点あ
り､袋入り

34 23 3土地・貢租（近代） 多治井村地所売渡確証 大阪府北区瀧
川町和田半兵
衛他1名

稗島村越知保
之助

書冊 1 明治20.1.12 1887 多治井村：河内国丹
南郡

35-1 167-35 3土地・貢租（近代） 大阪府庁買上げ地所代金を､
役場が旧所有者越知氏へ
誤って渡したため、返金を求
める書状

佃村戸長古川
五右衛門

越知保之助 状 1 明治21.3.24 1888 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

35-2 167-33 3土地・貢租（近代） 地所買上げ代金間違いの件
につき書状

古川 越知 状 1 (明治).3.25 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

36 179-6 3土地・貢租（近代） 明治25年度稗島村村税戸数
割りにつき原案書

仮綴 1 (明治25) (1892) 請求番号179-1～17
封筒一括

37-1 179-1 3土地・貢租（近代） 稗島村共有地所地価書上げ 仮綴 1 (明治25) (1892) 請求番号179-1～17
封筒一括

37-2 173-3-1 3土地・貢租（近代） 地方税・地租他領収証 西成郡伝法福
村組合収入役
山中吉兵衛ほ
か

稗島村共有地
ほか

状､仮綴 8 明治25.4.8～
同26.2.22

1892～
1893

請求番号173-1～10
袋一括
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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

西成郡稗島村越知家文書

37-3 173-4 3土地・貢租（近代） 地租･村費等領収証 主任牧野ほか 収入役越知保
之助ほか

状 56 明治25～26 1892～
1893

請求番号173-1～10
袋一括

37-4 173-5 3土地・貢租（近代） 地租領収証 西成郡伝法村
福村組合収入
役山中吉兵衛
ほか

稗島村共有地
ほか

状 10 明治25 1892 請求番号173-1～10
袋一括

38 189-20 3土地・貢租（近代） 租税納付書 状 2 (明治4) (1871) 近江やこま他1名に
つき午年分､請求番
号189-1～42袋一括

39-1 185-4 3土地・貢租（近代） 地方税・村費納付の覚え 状 1 明治21.12.2 1888 請求番号185-1～64
袋入り一括

39-2 173-9 3土地・貢租（近代） 税・村費等徴収関係書付 状 1 (明治25) (1892) 10枚一括､請求番号
173-110～袋一括

40 185-3 3土地・貢租（近代） 市税中歩一税納付書 大阪市北区長
辺見惟武

大阪市北区堂
島中二丁目越
知周次

状 1 明治26.2.14 1893 請求番号185-1～64
袋入り一括

41 24 3土地・貢租（近代） 役場納金・池入用ほか勘定書 状 1 明治

42-1 168-27 3土地・貢租（近代） 戸長例会における所得税法取
扱方問答書

冊子 1 明治20.7.4 1887 印刷物､請求番号
168-1～51袋一括

42-2 168-12 3土地・貢租（近代） 営業税申告関係調書の提出
につき通知

東税務署 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

仮綴､状 1 明治44.1.24 1911 2点一括､請求番号
168-1～51袋一括

42-3 168-9 3土地・貢租（近代） 貸金担保地登記状況につき
書類提出を求める通知

東税務署 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

状 1 明治44.7.1 1911 4枚封筒一括､請求番
号168-1～51袋一括

43 181-2 3土地・貢租（近代） 所得税調査委員の辞退願い 稗島村越知保
之助

西成郡長中西
保

状 2 明治20.11.14 1887 請求番号181-1～9
封筒一括

44 181-9 3土地・貢租（近代） 所得税法公布による､所得高
届け出等につき勅令

書冊 1 明治20.3.23 1887 印刷物､請求番号
181-1～9封筒一括
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西成郡稗島村越知家文書

45-1 181-8 3土地・貢租（近代） 所得税調査委員手当・旅費等
諸費支給規則につき書抜き

仮綴 1 明治21.4.24 1888 請求番号181-1～9
封筒一括

45-2 181-3 3土地・貢租（近代） 所得税調査委員会出席旅費
支払い関係書綴り

仮綴 1 明治20.12 1887 請求番号181-1～9
封筒一括

45-3 181-6 3土地・貢租（近代） 所得税調査委員会出席旅費
支払いにつき出頭要請書

西成郡書記小
笠原雄太郎

所得税調査委
員稗島村越智
保之助

状 1 明治22.8.2 1889 請求番号181-1～9
封筒一括

45-4 181-1 3土地・貢租（近代） 所得税請求書・所得税調査旅
費請求書の写し

所得税調査委
員稗島村越知
保之助ほか

状 1 明治23.7.14 1890 請求番号181-1～9
封筒一括

46-1 181-4 3土地・貢租（近代） 所得税調査委員会開催の案
内

西成郡長加東
梅蔵

稗島村越知保
之助

状 1 明治22.7.2 1889 請求番号181-1～9
封筒一括

46-2 181-7 3土地・貢租（近代） 所得税調査委員会出席旅費
請求書

所得税調査委
員稗島村越智
保之助

大阪府徴税費
課長収税属村
井忠敬

状 1 明治22.7 1889 請求番号181-1～9
封筒一括

47 181-5 3土地・貢租（近代） 明治21･22年度西成郡所得税
総計

雇吏魚谷定太
郎

状 1 (明治22頃) (1889) 請求番号181-1～9
封筒一括

48 168-4 3土地・貢租（近代） 貸金調査書の提出につき通知 東税務署 北浜五丁目越
知得次郎

仮綴 1 明治45.2.13 1912 請求番号168-1～51
袋一括

49-1 168-44 3土地・貢租（近代） 所得金額調べ 仮綴 1 明治27 1894 請求番号168-1～51
袋一括

49-2 168-24 3土地・貢租（近代） 所得金額下調べ帳 横帳 1 明治29.5 1896 請求番号168-1～51
袋一括

49-3 168-21 3土地・貢租（近代） 所得金額下調べ帳 越知 横帳 1 明治24.4 1891 請求番号168-1～51
袋一括

49-4 168-22 3土地・貢租（近代） 所得金額下調べ帳 越知 横帳 1 明治25.4 1892 請求番号168-1～51
袋一括

49-5 168-23 3土地・貢租（近代） 所得金額下調べ帳 横帳 1 明治28.4 1895 請求番号168-1～51
袋一括
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49-6 168-6 3土地・貢租（近代） 所得下調べ書 仮綴 1 (明治44) (1911) 請求番号168-1～51
袋一括

49-7 168-46 3土地・貢租（近代） 所得金額下調べ書 仮綴 1 明治後期 請求番号168-1～51
袋一括

49-8 168-2 3土地・貢租（近代） 所得下調べ書 横帳 1 明治後期 請求番号168-1～51
袋一括

49-9 168-17 3土地・貢租（近代） 所得申告書および下調べ書
類

仮綴 6 明治45～大正
2

1912～
1913

越知得次郎分､封筒
入り､請求番号168-1
～51袋一括

49-10 168-1 3土地・貢租（近代） 所得税申告のため所得調査
書類綴り

仮綴 1 大正3～5 1914～
1916

請求番号168-1～51
袋一括

50 168-35 3土地・貢租（近代） 質屋営業の所得書上げ 状 1 明治29.5 1896 請求番号168-1～51
袋一括

51 168-50 3土地・貢租（近代） 所得金額申告につき株配当
金書出し

状 1 明治後期 封筒入り､請求番号
168-1～51袋一括

52 168-33 3土地・貢租（近代） 所有の株券につき書上げ 状 1 明治後期 請求番号168-1～51
袋一括

53 168-10 3土地・貢租（近代） 貸金届出控え 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

東税務署 状 1 明治43～大正
2

1910～
1913

3点封筒一括､請求番
号168-1～51袋一括

54 12-6 3土地・貢租（近代） 地券代価書上げ 仮綴 1 明治 請求番号12-1～7袋
一括

55 168-28 3土地・貢租（近代） 越知氏蔵の米石高数・所得換
算につき書付

状 1 明治37 1904 請求番号168-1～51
袋一括

56 168-29 3土地・貢租（近代） 稗島氏所有田畑・宅地の反
別・地価書上げ

仮綴 1 明治後期 請求番号168-1～51
袋一括

57-1 168-49 3土地・貢租（近代） 所得金額届控え 稗島村越知保
之助

西成郡長高山 仮綴 1 明治30.5.28 1897 請求番号168-1～51
袋一括
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57-2 168-48 3土地・貢租（近代） 所得金額届控え 稗島村越知保
之助

西成郡長白石
純治

仮綴 1 明治29.5 1896 請求番号168-1～51
袋一括

57-3 168-7 3土地・貢租（近代） 所得金高届 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

仮綴 1 明治44.4.30 1911 請求番号168-1～51
袋一括

57-4 168-32-2 3土地・貢租（近代） 所得金高届 越知得次郎 税務署中 状 2 明治39.4.26､
同40.4.28

1901･
1902

請求番号168-1～51
袋一括

57-5 168-26 3土地・貢租（近代） 所得金高届控え 稗島村越知保
之助

大阪府西成郡
長

仮綴 1 明治31.5 1898 請求番号168-1～51
袋一括

57-6 168-36 3土地・貢租（近代） 所得金高届控え 稗島村農業越
知保之助

西成郡長白石
純治

仮綴 1 明治28.5.2 1895 請求番号168-1～51
袋一括

57-7 168-30 3土地・貢租（近代） 所得金高届 仮綴､状 2 明治33～38､
41

1900～
1905､
1908

請求番号168-1～51
袋一括

57-8 168-45 3土地・貢租（近代） 所得金高届 稗島村越知保
之助

川辺郡長児嶋
範一郎

仮綴 1 明治24.4 1891 請求番号168-1～51
袋一括

57-9 168-43 3土地・貢租（近代） 所得金高届 稗島村農業越
智保之助

仮綴 1 明治26.4.16 1893 請求番号168-1～51
袋一括

57-10 168-11 3土地・貢租（近代） 所得金高申告書 西宮税務署長
税務官久喜豊
彦

状 1 明治30年代 1906 請求番号168-1～51
袋一括

57-11 168-25 3土地・貢租（近代） 所得金高届控え 稗島村越知得
次郎

仮綴 1 明治32.5 1899 請求番号168-1～51
袋一括

57-12 168-18 3土地・貢租（近代） 所得金高届 越知保之助 船場税務署中 仮綴 1 明治42.4.24 1909 請求番号168-1～51
袋一括

57-13 168-15 3土地・貢租（近代） 所得金高届控え 稗島村越知保
之助

西成郡長押田
良助

仮綴 1 明治25.4 1892 請求番号168-1～51
袋一括
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58-1 168-20 3土地・貢租（近代） 所得金額決定書 船場税務署 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

状 1 明治38.1.5 1905 封筒入り､請求番号
168-1～51袋一括

58-2 168-19 3土地・貢租（近代） 所得金額決定書 中ノ島税務署 大阪市北区堂
島越知得次郎

状 2 明治38.8～9 1905 封筒入り､請求番号
168-1～51袋一括

58-3 168-3 3土地・貢租（近代） 所得金額決定通知書 大阪税務管理
局長渡邊義郎
ほか

大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

仮綴 1 明治33～36 1900～
1903

請求番号168-1～51
袋一括

58-4 168-16 3土地・貢租（近代） 所得金額決定通知書 船場税務署長
執務官桑原政
明

北浜五丁目越
知得次郎

状 1 明治39.8.25 1906 封筒入り､請求番号
168-1～51袋一括

58-5 168-31 3土地・貢租（近代） 所得金額決定通知書 船場税務署長
税務官桑原政
明

大阪市東区北
浜五丁目越智
得次郎

状 1 明治42.8.5 1909 請求番号168-1～51
袋一括

58-6 168-32-1 3土地・貢租（近代） 所得金額決定通知書 大阪税務管理
局長渡邊義郎
ほか

大阪市北区堂
島中二丁目越
知得次郎

状 2 明治34.8.30､
同41.8.5

1906･
1908

封筒入り､請求番号
168-1～51袋一括

58-7 168-51 3土地・貢租（近代） 所得金額決定通知書 船場税務署長
税務官桑原政
明

大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

状 1 明治40.8.23 1907 封筒入り､請求番号
168-1～51袋一括

58-8 168-34 3土地・貢租（近代） 所得金高届書式 状 1 明治後期 請求番号168-1～51
袋一括

58-9 168-13 3土地・貢租（近代） 所得金高届出用紙 状 1 明治 未使用､請求番号
168-1～51袋一括

59 168-38 3土地・貢租（近代） 所得決定金額書上げ 状 1 明治後期 請求番号168-1～51
袋一括

60-1 168-40 3土地・貢租（近代） 所得金額決定取り消し願い 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

中之島税務署
中

状 1 明治34.9.11 1908 請求番号168-1～51
袋一括
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60-2 168-37 3土地・貢租（近代） 所得金額決定取消し願い 大阪市東区北
浜五丁目越知
得次郎

中之島税務署
長八田涼

状 1 明治41.9.9 1908 請求番号168-1～51
袋一括

61 168-5 3土地・貢租（近代） 所得金高異動届控え 大阪市東区北
浜5丁目越知得
次郎

東税務署中 仮綴 1 明治44.6.24 1911 請求番号168-1～51
袋一括

62 168-47 3土地・貢租（近代） 所得金額減額願い 稗島村越知保
之助

西成郡長高山
節里

状 1 明治29.11.13 1896 請求番号168-1～51
袋一括

63-1 168-42 3土地・貢租（近代） 営業税課税標準額決定通知
書

船場税務署長
税務官桑原政
明

大阪市東区北
浜五丁目越智
得次郎

状 1 明治42.4.5 1909 請求番号168-1～51
袋一括

63-2 168-8 3土地・貢租（近代） 営業税課税決定通知書綴り 東税務署ほか 仮綴 1 明治43～大正
6

1910～
1917

請求番号168-1～51
袋一括

64 168-39 3土地・貢租（近代） 税額書上げ 状 1 (明治41) (1908) 請求番号168-1～51
袋一括

65 168-14 3土地・貢租（近代） 封筒 東税務署 大阪市東区北
浜五丁目越智
得次郎

封筒 1 明治44.1.28 1911 請求番号168-1～51
袋一括

66-1 29 4村政・村況（近世） 稗島村明細帳 書冊 1 (安政7.3) (1860) 「安政七申年三月仮
帳より写之」

66-2 6 4村政・村況（近世） 稗島村明細帳 百姓代吉兵衛
他4名

摂津県役所 書冊 1 明治2.2 1869

66-3 3 4村政・村況（近世） 村方諸事書上げ帳 稗島村年寄甚
右衛門他6名

大坂府裁判所 書冊 1 明治3.10 1870

66-4 2 4村政・村況（近世） 村方大略 稗島村百姓代
伊三郎他5名

大坂府庁 書冊 1 明治5.正 1872

66-5 7-1 4村政・村況（近世） 村方諸事書上げ帳入り袋 稗島東 袋 1 明治2 1869 請求番号7-2･3入り

67 5 4村政・村況（近世） 稗島村家数・人数・寺社書上
げ

稗島村保之助 大阪府裁判所 書冊 1 明治3.6.2 1870
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68 40-3 4村政・村況（近世） 稗島村役人名前書上げ 稗島村庄屋勘
兵衛他5名

状 1 享保7.8 1722 絵図付け紙か､請求
番号40-1～3包紙一
括

69 175 4村政・村況（近世） 相談につき役人が訪問する旨
書状

中村倉次 岡本村庄屋増
田太郎右衛門

状 1 近世.3.15 包紙入り

70 86 4村政・村況（近世） 所用のため不参、使いに証印
を持たせる旨書状

福村安兵衛 稗島村次兵衛 状 1 近世.3.16

71 174-2-7 4村政・村況（近世） 薬預け置きにつき書状 白□屋利作 ひへしま東庄屋
蔭山保之助

状 1 近世.11.10 請求番号174-1･2袋
一括

72 187-1 4村政・村況（近世） 酒宴の賄向きにつき費用書上
げ

状 1 近世 請求番号187-1～19
袋一括

73-1 187-16 4村政・村況（近世） 買物代請求書綴り 仮綴 1 (明治元) (1868) 請求番号187-1～19
袋一括

73-2 187-11 4村政・村況（近世） 買物代請求書綴り 仮綴 1 (明治元) (1868) 請求番号187-1～19
袋一括

73-3 187-10 4村政・村況（近世） 買物代請求書綴り 仮綴 1 (明治元) (1868) 請求番号187-1～19
袋一括

73-4 189-13 4村政・村況（近世） 買物代金請求書綴り 儀亀ほか 綿八ほか 仮綴 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括

74 182-53 4村政・村況（近世） 買物代・大工賃等請求書綴り 仮綴 1 (文久元頃) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

75 182-48 4村政・村況（近世） 味粕代請求書 岸田屋東店万
助

稗島村方 状 1 (文久元頃).5.3 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

76 182-5 4村政・村況（近世） 石灰他代受取の覚え 石屋久七 庄屋八兵衛 状 1 (文久元ｶ).5.晦 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

77 189-6 4村政・村況（近世） 酒代請求の覚え 平治郎 村方 状 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括
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78 189-10 4村政・村況（近世） 食料品代請求の覚え 宮連中 状 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括

79-1 179-13 5村政・村況（近代） 村長休職・代理委任につき届
け

稗島村村長蔭
山重之助他1名

西成郡長押田
良助

状 1 明治25.8.7 1892 請求番号179-1～17
封筒一括

79-2 179-12 5村政・村況（近代） 村長病気休職中の報酬の件
等協議事項につき通知

検査員牧野市
次郎他4名

状 1 明治25.8.29 1892 請求番号179-1～17
封筒一括

80-1 178-2 5村政・村況（近代） 稗島村収入役辞職願い 収入役越知保
之助

村長蔭山重之
助

状 2 明治25.12.30 1892 封筒入り､請求番号
178-1･2封筒一括

80-2 190 5村政・村況（近代） 稗島村収入役事務引継ぎ書
類

収入役北村惣
次郎ほか

先ノ収入役越知
保之助ほか

横帳､状 9 明治26.6 1893 新旧収入役引継状､
村費･村共有地収支
計算書等､袋入り

80-3 178-1 5村政・村況（近代） 稗嶋村収入役が辞職願い出
につき､金銭取扱い業務に関
する取り決め

仮綴 1 明治26.1 1893 請求番号178-1･2封
筒一括

81-1 185-11 5村政・村況（近代） 欠勤願い 西成郡難波村
大字難波竹中
章

越知保之助 はがき 1 明治25..8.10 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

81-2 167-24 5村政・村況（近代） 竹中氏の品行・人物につき報
告

越知保之助 状 1 (明治) 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

82 167-32 5村政・村況（近代） 西成郡産物品評会開設の件
相談のため郡役所へ出頭依
頼

西成郡長中西
保

越智保之助 状 1 明治21.3.24 1888 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

83 179-5 5村政・村況（近代） 水防用具の有無の問合せに
つき返答書

稗島村越知保
之助

西成郡長中西
保

状 1 明治21.5.27 1888 請求番号179-1～17
封筒一括

84 191 5村政・村況（近代） 徴兵参事員事務関係通達綴り 西成郡長加藤
海蔵ほか

徴兵参事員越
知保之助

仮綴 1 明治22.5.6～
同23.5.13

1889～
1890

85 179-9 5村政・村況（近代） 前日協議の相撲興行の件に
つき欠席議員へ照会

稗島村役場 樋口元治郎他5
名

仮綴 1 明治25.9.21 1892 請求番号179-1～17
封筒一括
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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

西成郡稗島村越知家文書

86 173-3-11 5村政・村況（近代） 郡公共事業関係協議を兼ね
た懇親会開催につき案内

藤冨街他5名 稗島村長蔭山
保之助

状 1 明治25.9.11 1892 蒟蒻版､請求番号
173-1～10袋一括

87 179-17 5村政・村況（近代） 請願書の押印書式および注
意書き

状 1 (明治25.8) (1892) 請願目的・宛先等不
詳､印刷物､請求番号
179-1～17封筒一括

88 173-1 5村政・村況（近代） 倒死人取扱人足賃他支給の
件につき口述

竹中書記 越知収入役 状 1 (明治25) (1892) 請求番号173-1～10
袋一括

89 185-42 5村政・村況（近代） 村会開会につき案内 稗島村役場 越知収入役 状 1 明治26.9.21 1893 請求番号185-1～64
袋入り一括

90 179-10 5村政・村況（近代） 陳情書提出の件につき書状 稗島村役場中 状 1 (明治).-.6 請求番号179-1～17
封筒一括

91 167-29 5村政・村況（近代） 議事録の配布延期につき書状 西川 越智 状 1 (明治).8.9 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

92 167-10 5村政・村況（近代） 本郡懇親会招待に対する挨
拶の書状

白石純治 越智保之助 状 1 (明治).6.22 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

93 183-18 5村政・村況（近代） 出席取計い方依頼の書状 かけ山 越知 状 1 (明治).1.17 請求番号183-1～21
袋一括

94 176 5村政・村況（近代） 集会資料の送付等につき書状 西川 越智得之助他3
名

状 1 近代.12.20

95 185-40 5村政・村況（近代） 稗島村助役選挙会につき案
内

稗島村長蔭山
重之助

収入役越知保
之助

状 1 明治26.1.22 1893 請求番号185-1～64
袋入り一括

96 179-3 5村政・村況（近代） 村共有金計算書 仮綴 1 明治25.1.31 1892 請求番号179-1～17
封筒一括

97 179-11 5村政・村況（近代） 決算表浄写本の借り出し願い 第一課山村謙
橘

蔭山村長 状 1 (明治25) (1892) 請求番号179-1～17
封筒一括

98 173-6 5村政・村況（近代） 財務諸帳簿内容につき質疑
書上げ

仮綴 1 (明治25) (1892) 2枚､請求番373-1～
10袋一括
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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

西成郡稗島村越知家文書

99 179-4 5村政・村況（近代） 村財政収支に関する規定の書
上げ

状 1 明治 鉛筆書き､請求番号
179-1～17封筒一括

100-1 179-8 5村政・村況（近代） 明治24年度村税不納者調べ 仮綴 1 明治25.6.28 1892 請求番号179-1～17
封筒一括

100-2 173-10 5村政・村況（近代） 税・村費等領収書 受取人蔭山ほ
か

収入役越知保
之助ほか

状 1 明治25 1892 190枚､請求番号
173-1～10袋一括

100-3 173-2 5村政・村況（近代） 村費徴収・支出勘定書類 仮綴 2 (明治25) (1892) 明治24･25年度分､請
求番号173-1～10袋
一括

100-4 173-7 5村政・村況（近代） 地方税・村費等賦課勘定書 仮綴､状 2 明治25 1892 請求番号173-1～10
袋一括

100-5 173-3-12 5村政・村況（近代） 地租･村費預入につき仮証 竹中章 越知収入役 状 1 (明治25) (1892) 請求番号173-1～10
袋一括

101 167-9 5村政・村況（近代） 戸長役場地所売渡しにつき代
金受領証

越知得次郎 状 2 明治13.12.15 1880 代金計算メモあり､請
求番号167ｰ1～44包
紙一括

102 173-3-5 5村政・村況（近代） 献金領収証 収入役越知保
之助

状 1 明治25.12.15 1892 請求番号173-1～10
袋一括

103 179-2 5村政・村況（近代） 蔵米引き渡し依頼書 北野弥次郎ほ
か

稗島村役場中
ほか

状 2 明治26.2.8 1893 請求番号179-1～17
封筒一括

104 189-15 5村政・村況（近代） 村入用割り銭受取の覚え 野里村 綿や源兵衛 状 1 明治4.7.12 1871 請求番号189-1～42
袋一括

105 4 5村政・村況（近代） 村方諸給につき取調書 書冊 1 明治5.2 1872

106 173-8 5村政・村況（近代） 宮掛り諸費書上 状 1 (明治25) (1892) 請求番号173-1～10
袋一括

107 8 5村政・村況（近代） 村方諸掛りにつき用例控え 書冊 1 明治 水濡れ

108 189-19 5村政・村況（近代） 買物代金請求の覚え 竹源ほか ひえじま東庄屋
ほか

状 1 未(明治4) (1871) 請求番号189-1～42
袋一括
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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

西成郡稗島村越知家文書

109 173-3-15 5村政・村況（近代） 虫取り賃領収証 今里杉本熊吉 宮掛り北村弥兵
エ

状 1 明治25.7.10 1892 請求番号173-1～10
袋一括

110 173-3-10 5村政・村況（近代） 菓子･酒等代支払いの書上げ 状 1 明治25.8.26 1892 請求番号173-1～10
袋一括

111-1 173-3-4 5村政・村況（近代） 注文釘出来上がりにつき通知 大阪立売堀北
通1丁目金物商
□□弥助

稗島村役場越
知

はがき 1 明治25.12.8 1892 請求番号173-1～10
袋一括

111-2 183-16 5村政・村況（近代） 釘等代金請求書・領収証 大阪立売堀北
通1丁目金物商
小野弥助

ひへじま村役場
中

状 2 明治25.12.10 1892 請求番号183-1～21
袋一括

112 173-3-2 5村政・村況（近代） 建築諸買物控え写し 宮建築世話掛
中

状 1 明治25.12.16 1892 請求番号173-1～10
袋一括

113-1 173-3-9 5村政・村況（近代） 魚代金請求書 ぎか 越知 状 1 (明治25) (1892) 請求番号173-1～10
袋一括

113-2 183-10 5村政・村況（近代） 魚代金請求書 ぎ嘉 越知 状 1 (明治) 請求番号183-1～21
袋一括

114 183-19 5村政・村況（近代） 扇代金請求書 島辰 越知 状 1 (明治).7.6 請求番号183-1～21
袋一括

115 179-7 5村政・村況（近代） 金物代金請求書 大阪立売堀北
通1丁目金物商
小野弥助

ひへじま村役場
中

状 1 (明治).11.30 請求番号179-1～17
封筒一括

116 183-11 5村政・村況（近代） 料理代金領収証 福亭 越智 状 1 (明治).12.16 請求番号183-1～21
袋一括

117-1 183-20 5村政・村況（近代） 代金領収証 稗島吉虎 状 1 (明治).11.21 請求番号183-1～21
袋一括

117-2 183-21 5村政・村況（近代） 代金領収証 ぎ嘉 状 1 (明治).11.25 請求番号183-1～21
袋一括

117-3 189-39 5村政・村況（近代） 代金請求書 かいや 東ノ庄屋 状 1 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括
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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

西成郡稗島村越知家文書

118 173-3-7 5村政・村況（近代） 銀貨･紙幣等の額書付 状 1 (明治25) (1892) 請求番号173-1～10
袋一括

119 173-3-8 5村政・村況（近代） 小銭等の額書付 状 1 (明治25) (1892) 請求番号173-1～10
袋一括

120 183-13 5村政・村況（近代） 金渡し方につき記 菅原 蔭山年番 状 1 (明治）.12.5 請求番号183-1～21
袋一括

121-1 7-3 6農業経営・流通 大阪府農家戸数､耕地作付反
別､収支などにつき抜書き

状 1 明治 原典不明､鉛筆書き､
請求番号7-1袋中に
あり

121-2 7-2 6農業経営・流通 西成郡米作につき播収期・施
肥・収穫量など抜書き

状 1 明治 原典不明､鉛筆書き､
請求番号7-1袋中に
あり

122 174-2-5 6農業経営・流通 大雨田畑被害につき見分の者
を派遣し､植付指図もされたき
旨書状

近江屋伝兵衛 蔭山安之助 状 1 近世.6.6 請求番号174-1･2袋
一括

123 187-12 6農業経営・流通 種代勘定書 油久 越知 状 1 近世 請求番号187-1～19
袋一括

124 185-60 6農業経営・流通 手作り・休作の田畑書上げ 状 1 明治26 1893 2枚一括､請求番号
185-1～64袋入り一
括

125-1 189-38 6農業経営・流通 大坂買物代・田植え酒代等書
上げ

状 1 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括

125-2 185-62 6農業経営・流通 田植え他地所入用勘定書 状 1 明治21.1.13 1888 後欠､請求番号185-
1～64袋入り一括

126 189-12 6農業経営・流通 牛追い金受取の覚え 松原新田浜田
佐兵衛

へじま村源兵衛 状 1 未(明治4).5.14 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

127-1 188-15-1 6農業経営・流通 生粕代銀受取の覚え 藤田伊兵衛 大鹿屋宗兵衛 状 1 近世午.4.26 請求番号188-1～18
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

西成郡稗島村越知家文書

127-2 182-18 6農業経営・流通 小便代勘定書 生野屋安兵衛 綿や八兵衛 状 1 (文久元ｶ).3 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

128 20 6農業経営・流通 河原城村地所売渡確証 大阪府北区瀧
川丁和田半兵
衛他1名

稗島村越知保
之助

書冊 1 明治20.1.10 1887

129 185-1 6農業経営・流通 小作割り当ての件につき書状 河内国丹南郡
河原城村大谷
七九郎

越知保之助 状 1 明治20.5.25 1887 封筒入り､請求番号
185-1～64袋入り一
括

130-1 9 6農業経営・流通 小作証文綴り 池田万吉ほか 稗島村越知保
之助

仮綴 1 明治20 1887

130-2 19 6農業経営・流通 河原城村多治井村田畑小作
証綴り

畠山清造他1名
ほか

稗島村越知保
之助

仮綴 1 明治20 1887

131 185-45 6農業経営・流通 小作人作料につき書状 大谷 越知 状 1 明治 請求番号185-1～64
袋入り一括

132-1 185-61 6農業経営・流通 田植え賃金請取につき覚え 河内丹南郡旧
河原城村大谷
長次郎

状 1 明治22.7.12 1889 請求番号185-1～64
袋入り一括

132-2 185-57 6農業経営・流通 草取り賃請取につき記 河内丹南郡旧
河原城村大谷
長次郎

状 1 明治22.8.8 1889 請求番号185-1～64
袋入り一括

133-1 10 6農業経営・流通 小作料取立て表 書冊 1 明治21 1888 明治21年度分

133-2 17 6農業経営・流通 小作米取立勘定書 大谷覚造 書冊 1 明治22.4.1 1889 明治21年度分

134-1 18 6農業経営・流通 小作米延滞書上げ 状 1 （明治22) (1889) 明治21年度分

134-2 185-56 6農業経営・流通 小作料不納者・越知氏地所手
作りの件につき書状

大谷 越知 仮綴 1 明治 請求番号185-1～64
袋入り一括

135-1 12-3 6農業経営・流通 小作米反当り代金書上げ 状 1 明治 請求番号12-1～7袋
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

西成郡稗島村越知家文書

135-2 12-4 6農業経営・流通 小作米代金勘定書 状 2 明治 請求番号12-1～7袋
一括

136 185-50 6農業経営・流通 小作米収支勘定書 状 1 明治23.1 1890 請求番号185-1～64
袋入り一括

137 185-64 6農業経営・流通 小作料徴収・決算の件につき
書状

大谷覚造 越知保之助 状 1 (明治21) .4.1 (1881) 請求番号185-1～64
袋入り一括

138 16 6農業経営・流通 越知氏地所からの預り米売却
代金ほか勘定書

大谷覚造 越知得次郎 書冊 1 明治21.7.26 1888

139-1 185-49 6農業経営・流通 小作米売却・納税の件につき
書状

大谷七九郎 越知 状 2 (明治21）.3.20 (1881) 小作米用捨・不納高
書上げあり､請求番号
185-1～64袋入り一
括

139-2 185-58 6農業経営・流通 畑租税・地所入費に関わる手
当金受領につき証

大谷七九郎 越知保之助 状 1 明治20.7.11 1887 請求番号185-1～64
袋入り一括

139-3 185-52 6農業経営・流通 田植え他地所入用立替え金
受領書

大谷七九郎 越知保之助 状 1 明治20.7.11 1887 請求番号185-1～64
袋入り一括

139-4 185-54 6農業経営・流通 地所入用立替え金受領書 大谷七九郎 越知保之助 状 1 明治20.11.7 1887 請求番号185-1～64
袋入り一括

139-5 185-51 6農業経営・流通 地方税地租割金受領書 大谷又吉 越知 状 1 (明治21).1019 (1881) 請求番号185-1～64
袋入り一括

140 185-12 6農業経営・流通 地租納入のため送金願う旨の
書状

河内国丹南郡
河原城村大谷

稗島村越知保
之助

はがき 1 明治21.11.25 1888 請求番号185-1～64
袋入り一括

141 185-63 6農業経営・流通 米相場・納税・地券書換えの
件につき書状

大谷七九郎 稗島村越知保
之助

状 1 明治-.2.1 請求番号185-1～64
袋入り一括

142 185-55 6農業経営・流通 覚造留守中村費督促あり､使
いへ金子渡されたい旨書状

大谷覚造母 へじまむらをち 状 2 明治22.7.30 1889 村費受取書添付､大
谷氏は越知氏地所支
配人､請求番号185-
1～64袋入り一括

－19－ 尼崎市立地域研究史料館
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西成郡稗島村越知家文書

143 22 6農業経営・流通 越知氏へ渡す米に不足が生じ
た件につき調査申し入れの証
文

大谷覚造 越知得次郎 状 1 明治21.7.26 1888

144 185-13 6農業経営・流通 訪問の時期通知の書状 河原城大谷 稗島村越知保
之助

はがき 1 明治22.3.24 1889 請求番号185-1～64
袋入り一括

145 185-48 6農業経営・流通 小作一件・入湯同行断り等に
つき書状

大谷 越知 状 1 明治 2枚一括､請求番号
185-1～64袋入り一
括

146 185-10 6農業経営・流通 越知氏地所の件相談したい旨
書状

河内丹南郡河
原城村大谷

稗島村越知保
之助

はがき 1 明治 請求番号185-1～64
袋入り一括

147 25 6農業経営・流通 玄米借用証文 河内丹南郡河
原城村大谷栄
松他1名

稗嶋村越知保
之助

状 1 明治22.4.10 1889

148 185-53 6農業経営・流通 金受領書 河原城村塚本
猪吉

越知義之助 状 1 亥(明治).2.17 請求番号185-1～64
袋入り一括

149-1 182-20 6農業経営・流通 米他代銀勘定の覚え 塩宇 蔭山八兵衛 状 1 申(万延元ｶ) (1860) 請求番号182-1～53
袋一括

149-2 182-6 6農業経営・流通 蔵米代渡し方につき覚え 塩宇 わたや八兵衛 状 1 (万延２ｶ).
正.18

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

149-3 182-9 6農業経営・流通 蔵米代勘定の覚え 綿屋八兵衛 状 1 酉(万延2).
正.21

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

149-4 182-42-4 6農業経営・流通 米ほか代銀勘定の覚え 塩宇 蔭山八兵衛 状 1 近世酉.4.13 請求番号182-1～53
袋一括

149-5 189-32 6農業経営・流通 蔵米代渡し方につき覚え 塩宇他1名 越知八兵衛 状 1 (明治初
年).4.15

請求番号189-1～42
袋一括

149-6 189-33 6農業経営・流通 米代渡し方につき覚え 塩宇 越知八兵衛 状 1 (明治初
年).5.27

請求番号189-1～42
袋一括

149-7 189-31 6農業経営・流通 米代渡し方につき覚え 塩宇 越知八兵衛 状 1 (明治初
年).6.21

請求番号189-1～42
袋一括
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149-8 182-17 6農業経営・流通 手作り米代銀の書上げ 状 1 (文久元ｶ) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

149-9 187-15 6農業経営・流通 龍野古米代金勘定書 定七 綿屋八兵衛 状 1 近世.11.29 請求番号187-1～19
袋一括

149-10 184-9 6農業経営・流通 米受取書 ひへ保之助 状 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

149-11 184-4 6農業経営・流通 米受取の覚え 福村 状 1 (元治元).12.3 (1864) 請求番号184-1～40
袋入り

150 182-10 6農業経営・流通 麦安代渡し方につき覚え 塩宇 かけ山八兵衛 状 1 (文久元).5.23 (1861) ﾑｷﾞﾔｽ=裸麦､請求番
号182-1～53袋一括

151-1 189-24 6農業経営・流通 菜種代金支払いにつき覚え 三丁目茨木屋 綿源 状 1 未(明治4).
正.28

(1871) 請求番号189-1～42
袋一括

151-2 189-11 6農業経営・流通 菜種籠数・代金勘定書 横帳 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括

152-1 189-30 6農業経営・流通 豆・小豆代受取の覚え 与四郎 状 1 (明治初
年).3.15

請求番号189-1～42
袋一括

152-2 189-26 6農業経営・流通 糀・豆代書上げ 状 1 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括

153-1 148-3 6農業経営・流通 長崎への寒天船積みの件に
つき伺い

藤田源七 ひへしま綿屋八
兵衛

状 1 近世.5.20 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

153-2 148-2 6農業経営・流通 寒天売り仕切書 藤田源七 綿屋八兵衛 状 1 近世酉.7.13 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

154 148-1 6農業経営・流通 寒天売り仕切書 菱屋千右衛門 藤田源七 状 1 近世午.9 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

155 148-4 6農業経営・流通 寒天荷物の受取につき覚え 状 1 近世 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

156-1 188-13-1 6農業経営・流通 酒他代受取の覚え 藤田伊兵衛 状 1 近世寅.11.6 請求番号188-1～18
包紙一括
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156-2 188-9 6農業経営・流通 酒他荷物代金受取の覚え 藤田伊兵衛 綿屋久兵衛 状 1 近世辰.3.10 請求番号188-1～18
包紙一括

156-3 188-11 6農業経営・流通 酒他代銀受取の覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世午.閏正.5 請求番号188-1～18
包紙一括

157-1 188-18 6農業経営・流通 酒駄数・代銀勘定書 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 2 近世酉.正.3 請求番号188-1～18
包紙一括

157-2 188-8 6農業経営・流通 酒他荷物駄数書上げ 状 1 近世.2.12 請求番号188-1～18
包紙一括

158 188-10 6農業経営・流通 米・麦代金・踏賃・運賃につき
勘定書

藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世.閏正.6 請求番号188-1～18
包紙一括

159 189-37 6農業経営・流通 糀米他代につき勘定書 大惣 庄屋保之助 状 1 未(明治4).2.晦 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

160 167-36 6農業経営・流通 東堀まがり酒造蔵代金の請
求、所蔵米の売却につき書状

栄国伝兵衛 越知 状 1 (明治).2.25 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

161-1 189-21 6農業経営・流通 俵荷物代金受取の覚え 状 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括

161-2 189-27 6農業経営・流通 俵代領収証 綿や源兵衛 八兵衛 状 1 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括

162 182-38 6農業経営・流通 糸代銀勘定書 京嘉 倉善 状 1 (万延2頃).4 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

163 182-27 6農業経営・流通 真綿代銀受取の覚え 大坂南御堂大
津屋金兵衛

状 1 (万延2頃).6.25 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

164 184-18 6農業経営・流通 炭受取の覚え 備三 状 1 近世.10.17 請求番号184-1～40
袋入り

165 167-2 6農業経営・流通 商品販路拡大のため地元に
通じる人物を紹介されたき旨
依頼状

堤蔵 得次郎 状 1 (明治).6.15 請求番号167ｰ1～44
包紙一括
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166-1 187-17-5 6農業経営・流通 人足人数控え 状 1 (嘉永4) (1851) 請求番号187-17-1
～5､187-1～19袋一
括

166-2 187-3 6農業経営・流通 人足人数・賃銭勘定書 状 2 近世 請求番号187-1～19
袋一括

166-3 187-5 6農業経営・流通 人足人数控え 状 1 近世 請求番号187-1～19
袋一括

167-1 56 7金融 銀子借用証文 稗島村与三右
衛門他1名

綿屋久兵衛 状 1 享保16.正 1731 包紙入り

167-2 105 7金融 銀子借用証文 野里村茂兵衛
他1名

ひへ嶋村八兵
衛

状 1 延享元.9.8 1744

167-3 60 7金融 銀子借用証文 福村弥右衛門 状 1 宝暦3.4 1753

167-4 88 7金融 銀子借用証文 福村弥右衛門 稗島村八兵衛 状 1 宝暦4.12.25 1754

167-5 92 7金融 銀子借用証文 福村藤治良 稗島村 状 1 宝暦4.12.25 1754

167-6 99 7金融 銀子借用証文 三津屋村為右
衛門他1名

稗嶋村八兵衛 状 1 明和4.12.28 1767

167-7 84 7金融 銀子借用証文 野里村半兵衛
他1名

ひえしま治兵衛 状 1 明和7.12.19 1770

167-8 57 7金融 銀子借用証文 福村治兵衛 稗島村久兵衛 状 1 安永2.12 1773

167-9 89 7金融 銀子借用証文 福村忠兵衛他1
名

稗嶋村八兵衛 状 1 安永4.12 1775

167-10 87 7金融 銀子借用証文 福村安兵衛 稗嶋村八兵衛 状 1 安永4.12 1775

167-11 97 7金融 銀子借用証文 甚左衛門他1名 綿屋八兵衛 状 1 安永4.3.27 1775

167-12 71 7金融 銀子借用証文 綿屋八兵衛他1
名

はし本惣兵衛 状 1 天明4.正.12 1784
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167-13 90 7金融 銀子借用証文 福村安兵衛 稗嶋村八兵衛 状 1 天明6.12 1786

167-14 142 7金融 銀子借用証文 稗嶋村四郎［破
損］

［破損］ 状 1 寛政元.12.28 1789 請求番号109～166
袋一括

167-15 98 7金融 銀子借用証文 長四郎他4名 綿屋八兵衛 状 1 寛政2.12 1790

167-16 62 7金融 銀子借用証文 綿屋久兵衛 庄兵衛 状 1 寛政7.7 1795

167-17 101 7金融 銀子借用証文 稗島村■左衛
門

稗島村八兵衛 状 1 寛政8.12.21 1796

167-18 138 7金融 銀子借用証文 稗嶋村久左衛
門

八兵衛 状 1 寛政8.12.29 1796 請求番号109～166
袋一括

167-19 81 7金融 銀子借用証文 副島村小兵衛
他1名

稗島村八兵衛 状 1 寛政9.10 1797

167-20 140 7金融 銀子借用証文 ［破損］ ［破損］ 状 1 寛政12.12.2 1799 請求番号109～166
袋一括

167-21 119 7金融 銀子借用証文 ［破損］ ［破損］ 状 1 寛政12.12.2 1799 破損､請求番号109～
166袋一括

167-22 141 7金融 銀子借用証文 稗嶋村久兵衛 稗嶋村弥助 状 1 享和元.12 1801 請求番号109～166
袋一括

167-23 103 7金融 銀子借用証文 稗嶋村八兵衛 新七 状 1 享和元.12.11 1801 破損

167-24 100 7金融 銀子借用証文 ［破損］ 状 1 享和2.12.3 1802

167-25 145 7金融 銀子借用証文 稗島村［破損］ ［破損］ 状 1 享和2.12.22 1802 請求番号109～166
袋一括

167-26 51 7金融 銀子借用証文写し 嶋下郡五日市
村源七他2名

稗島村久兵衛 状 1 享和2.12 1802

167-27 121 7金融 銀子借用証文 稗嶋村八兵衛 新七 状 1 享和3.12.26 1803 請求番号109～166
袋一括
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167-28 53 7金融 銀子借用証文 綿屋八兵衛 庄兵衛 状 1 文化元.6.21 1804

167-29 118 7金融 銀子借用証文 稗島村安右衛
門

八兵衛 状 1 文化2.7.9 1805 請求番号109～166
袋一括

167-30 120 7金融 銀子借用証文 稗島村安右衛
門

稗嶋村八兵衛 状 1 文化2.12.3 1805 請求番号109～166
袋一括

167-31 102 7金融 銀子借用証文 稗嶋村［破損］ 新七 状 1 文化2.12 1805

167-32 117 7金融 銀子借用証文 わた屋久兵衛 惣右衛門 状 1 文化3.3.13 1806 請求番号109～166
袋一括

167-33 69 7金融 銀子借用証文 久兵衛 佐二兵衛 状 1 文化3.7 1806

167-34 72 7金融 銀子借用証文 八兵衛 大鹿屋武兵衛 状 1 文化4.4.27 1807

167-35 73 7金融 銀子借用証文 八兵衛 大鹿屋［破損］ 状 1 文化4.6.2 1807

167-36 63 7金融 銀子借用証文 綿屋久兵衛 甚九郎 状 1 文化5.正.16 1808

167-37 70 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣助 状 1 文化5.正 1808

167-38 66 7金融 銀子借用証文 八兵衛 市次郎 状 1 文化5.正 1808

167-39 127 7金融 銀子借用証文 庄助他1名 八兵衛 状 1 文化5.4.13 1808 請求番号109～166
袋一括

167-40 52 7金融 銀子借用証文 八兵衛 伝七 状 1 文化5.11 1808

167-41 143 7金融 銀子借用証文 稗島村八兵衛 茶屋太郎兵衛 状 1 文化6.4 1809 請求番号109～166
袋一括

167-42 67 7金融 銀子借用証文 稗島村綿や八
兵衛

大鹿屋惣兵衛 状 1 文化6.6.9 1809

167-43 64 7金融 銀子借用証文 八兵衛 伝七 状 1 文化6.7.8 1809

167-44 65 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣右衛門 状 1 文化6.7.9 1809
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167-45 54 7金融 銀子借用証文 稗島村綿屋八
兵衛

大鹿屋武兵衛 状 1 文化6.7.20 1809

167-46 68 7金融 銀子借用証文 八兵衛 庄兵衛 状 1 文化7.4 1810

167-47 59 7金融 銀子借用証文 八兵衛 孫右衛門 状 1 文化8.正 1811

167-48 158 7金融 銀子借用証文 八兵衛 伝七 状 1 文化9正 1812 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-49 156 7金融 銀子借用証文 八兵衛 市二郎 状 1 文化10.12.27 1813 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-50 157 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣右衛門 状 1 文化10.12.27 1813 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-51 154 7金融 銀子借用証文 八兵衛 弥助 状 1 文化12.2.8 1815 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-52 155 7金融 銀子借用証文 八兵衛 久兵衛 状 1 文化12.7 1815 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-53 152 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣右衛門 状 1 文化12.7.13 1815 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-54 151 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣右衛門 状 1 文化12.7.20 1815 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-55 153 7金融 銀子借用証文 八兵衛 又ノ伊兵衛 状 1 文化12.8 1815 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

167-56 133 7金融 銀子借用証文 八兵衛 伝七 状 1 文化12.12 1815 請求番号109～166
袋一括

167-57 130 7金融 銀子借用証文 八兵衛 喜八 状 1 文化12.12 1815 請求番号109～166
袋一括

167-58 125 7金融 銀子借用証文 八兵衛 木ノ庄兵衛 状 1 文化12.12 1815 請求番号109～166
袋一括
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167-59 137 7金融 銀子借用証文 稗嶋村善太良
他1名

八兵衛 状 1 文化12.12 1815 請求番号109～166
袋一括

167-60 135 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣兵衛 状 1 文化13.8.20 1816 請求番号109～166
袋一括

167-61 129 7金融 銀子借用証文 ［破損］ 久兵衛 状 1 文化13.11 1816 破損､請求番号109～
166袋一括

167-62 132 7金融 銀子借用証文 八兵衛 木ノ庄兵衛 状 1 文化13.12.3 1816 請求番号109～166
袋一括

167-63 134 7金融 銀子借用証文 綿屋庄五郎他1
名

状 1 文化13.12 1816 請求番号109～166
袋一括

167-64 131 7金融 銀子借用証文 八兵衛 庄兵衛 状 1 文化14.6.4 1817 請求番号109～166
袋一括

167-65 124 7金融 銀子借用証文 ［破損］(八兵衛
ｶ)

惣［破損］ 状 1 文化14.6.10 1817 破損､請求番号109～
166袋一括

167-66 123 7金融 銀子借用証文 ［破損］ 惣［破損］ 状 1 文化14.7.28 1817 破損､請求番号109～
166袋一括

167-67 139 7金融 銀子借用証文 稗嶋村綿や久
兵衛

四郎兵衛 状 1 文化15.4.9 1818 請求番号109～166
袋一括

167-68 136 7金融 銀子借用証文 八兵衛 惣兵衛 状 1 文政元.8.14 1818 請求番号109～166
袋一括

167-69 126 7金融 銀子借用証文 八兵衛 庄兵衛 状 1 文政2.12 1819 請求番号109～166
袋一括

167-70 76 7金融 貸銀完済につき証文 半ノ久兵衛 八兵衛 状 1 文政5.9.13 1822 貸主久兵衛、証文紛
失のため

167-71 111 7金融 銀子借用証文 弥助 八兵衛 状 1 天保7.12 1836 鼠損､請求番号109～
166袋一括

167-72 104 7金融 銀子借用証文 清兵衛 綿や八兵衛 状 1 天保7.12 1836
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167-73 107 7金融 銀子借用連印証文 山寺や惣次郎
他3名

綿屋八兵衛 状 1 天保9.12 1838

167-74 85 7金融 金子借用証文 勘兵衛 八兵衛 状 1 天保11.7.29 1840

167-75 106 7金融 銀子借用連印証文 長五郎他2名 綿屋安之助 状 1 弘化3.12 1846

167-76 112 7金融 銀子借用連印証文 佐治兵衛他1名 綿屋安之助 状 1 弘化4.12 1847 請求番号109～166
袋一括

167-77 109 7金融 銀子借用連印証文 伊兵衛他2名 綿屋安之助 状 1 弘化4.12 1847 請求番号109～166
袋一括

167-78 110 7金融 銀子借用連印証文 勘治郎他1名 綿屋安之助 状 1 弘化4.12 1847 請求番号109～166
袋一括

167-79 128 7金融 銀子借用証文 八兵衛他1名 庄二郎 状 1 近世卯.3.20 請求番号109～166
袋一括

167-80 82-2 7金融 金子借用証文 勘兵衛 八兵衛 状 1 近世午.9.6

167-81 82-1 7金融 金子借用証文 勘兵衛 八兵衛 状 1 近世申.9.6

167-82 58 7金融 銀子借用証文 惣五郎 綿屋治兵衛 状 1 近世亥.12.24

167-83 122 7金融 銀子借用証文 ［破損］ ［破損］ 状 1 近世 破損､請求番号109～
166袋一括

168-1 75 7金融 質物差入れ証文 野里村茂兵衛
他1名

綿や八兵衛 状 1 延享元.9.8 1744

168-2-1 115 7金融 質物判組証文 野里村茂兵衛
他1名

わた屋八兵衛 状 1 延享 請求番号109～166
袋一括

168-2-2 48 7金融 質物差入れ銀子借用証文 稗島村藤助 稗島村八兵衛 状 1 寛政5.12.26 1793

168-3 74 7金融 質物差入れ証文 稗島村久兵衛
他1名

大和田村孫作 状 1 文化7.3 1810
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168-4 93 7金融 米借用につき質物差入れ証
文

定助 八兵衛 状 1 安永元.12.26 1772

168-5 150 7金融 質物差入れ証文下書き 状 1 近世 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

168-6 144 7金融 家質差入れ証文断簡 断簡 1 近世 請求番号109～166
袋一括

168-7 174-2-14 7金融 質物差入れ金子借用したき旨
書状

米次郎 東主 状 1 近世 請求番号174-1･2袋
一括

169 113 7金融 家屋敷年賦買取り証文 網屋喜兵衛 大鹿屋惣兵衛 状 1 天保5.正 1834 請求番号109～166
袋一括

170 116 7金融 証文断簡 請人稗島村八
兵衛

近江屋こま代判
伝兵衛

断簡 1 近世 差出と宛先のみ､請
求番号109～166袋
一括

171-1-1 188-1 7金融 元利金受取の覚え 近伝 八兵衛 状 2 近世巳.12.20 請求番号188-1～18
包紙一括

171-1-2 188-17 7金融 元利銀受取の覚え 近伝 綿屋八兵衛 状 2 近世.午.12.3 請求番号188-1～18
包紙一括

171-1-3 188-3 7金融 近伝利・手形・貸付等銀高書
上げ

状 1 近世 請求番号188-1～18
包紙一括

171-2 187-18-4 7金融 元利銀返済につき覚え 状 1 近世巳.12 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

171-3 80 7金融 元利勘定の覚え 灰隠居 綿五 状 1 近世午.10.13

171-4 187-17-3 7金融 利足銀受取の覚え 次郎兵衛 五郎兵衛 状 1 亥(嘉永
4).12.29

(1851) 請求番号187-17-1
～5､187-1～19袋一
括

171-5-1 188-13-2 7金融 寅年分利足勘定につき覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 2 近世卯.正.23 請求番号188-1～18
包紙一括
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171-5-2 163 7金融 元利銀支払いの勘定覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世.12.17 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

171-6 174-2-18 7金融 利足銀請取につき書状 備前屋治郎□ 綿屋八兵衛 状 1 近世.12.8 請求番号174-1･2袋
一括

171-7 50 7金融 利足銀受取の覚え 畑中新七 綿屋八兵衛 状 2 享和3.12 1803

172 188-6 7金融 銀貸付につき覚え 状 1 近世 請求番号188-1～18
包紙一括

173 184-21 7金融 金子受取につき書状 日性 蔭 状 1 (元治元) (1864) 請求番号184-1～40
袋入り

174 188-2 7金融 勘定書差上につき覚え 近伝 綿屋八兵衛 状 1 近世辰.3.28 請求番号188-1～18
包紙一括

175 187-8 7金融 銭・金札を使いへ預け届けた
旨覚え

近江屋 越知 状 1 近世.8.28 請求番号187-1～19
袋一括

176-1 166 7金融 惣借銀の件綿屋了承につき
礼､及び一札差入れの旨書状

福村政右衛門 綿屋八兵衛 状 1 近世.12.5 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

176-2 164 7金融 返済された惣借銀のうち元銀
を福村農民へ再貸付するよう
依頼の書状

福村政右衛門 綿屋八兵衛 状 1 近世.12.14 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

177 79 7金融 銀子を使者に渡されたい旨書
状

洲到止村伊左
衛門

綿屋治兵衛 状 1 近世.12.28

178 174-2-2 7金融 遣わされた金のうち過分を返
上につき書状

遍満寺道月 蔭山保之助 状 1 近世.閏-.9 請求番号174-1･2袋
一括

179-1 167-8 7金融 徳丸氏より持参の元利金送付
につき記

末広 越知 状 1 明治14.1.29 1881 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

179-2 167-37 7金融 徳丸氏債務返済のための金
策につき書状

状 3 明治 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

180 174-2-8 7金融 金子都合の件につき書状 亀屋善兵衛 綿屋保之助他1
名

状 1 (近世).3.29 請求番号174-1･2袋
一括
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181 167-41 7金融 金子借用依頼の手紙に対する
返答書下書き

状 1 (明治).1.9 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

182 167-43 7金融 金子借用を願う旨の書状 ふみ おち 状 1 (明治).2.1 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

183 167-40 7金融 永瀬氏書状内容､期限につい
ての断りを伝える書状

中嶋吉兵衛 陰山他2名 状 1 (明治).2.29 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

184 167-6 7金融 証書に越知氏の改姓証明書
の添付が必要である旨書状

伊丹町字天王
町柄本

越知得次郎 状 1 (明治).5.2 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

185 167-28 7金融 金貸付依頼などにつき書状 陰山 越知 状 1 (明治).7 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

186-1 167-39 7金融 借用金返済期限延期につき
斡旋を願う旨の書状

井上惣太郎他1
名

陰山 状 1 (明治) 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

186-2 167-19 7金融 伝法井上氏金の件取扱依頼
につき状

井上 陰山 状 1 (明治) 封筒入り､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

187 187-18-8 7金融 講掛金額の書上げ 世話方 八兵衛 状 1 (天保) 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

188 188-4 7金融 講銀貸付銀高・名前書上げ 状 1 近世 請求番号188-1～18
包紙一括

189 96 7金融 頼母子証文差し上げにつき一
札

政右衛門 状 1 近世申.9

190 188-5 7金融 手形銀・講中銀等支払いの覚
え

状 1 近世 請求番号188-1～18
包紙一括

191 187-17-2 7金融 金受取の覚え 野里善七 五郎兵衛 状 1 (嘉永4).12.22 (1851) 請求番号187-17-1
～5､187-1～19袋一
括

192 182-28 7金融 金銀受取の覚え 新屋和助 ひへしま綿八 状 1 酉(文久
元).6.22

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括
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193 182-52 7金融 金銭受取の覚え 勝金三郎 ひへしま保之助 状 1 申(万延元).12.
晦

(1860) 請求番号182-1～53
袋一括

194 182-25 7金融 銀の両替勘定書 境藤 状 1 (万延2頃).
正.24

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

195 182-29 7金融 勘定書 小倉や嘉兵衛 かけ山八兵衛 状 1 (万延2頃).2.朔 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

196 182-49 7金融 金勘定書 今宮屋新兵衛 綿屋八兵衛 状 1 (文久元).3.朔 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

197 182-4 7金融 金渡し方につき覚え しま屋宗兵衛 かけ山 状 1 (文久元ｶ).4.2 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

198-1 182-50 7金融 金銭両替勘定書 近伝 蔭山 状 1 酉(文久元).4.3 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

198-2 182-8 7金融 掛け代金勘定の覚え 近伝 綿八 状 1 (文久元ｶ).4.15 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

199 182-24 7金融 銭の金銀両替勘定書 とらや宇八 綿屋八兵衛 状 1 (万延2頃).6.13 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

200 182-36 7金融 金銭受取の覚え 塩宇 蔭山八兵衛 状 1 (万延2頃) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

201 184-7 7金融 金渡し方の覚え 中治 状 1 丑(元治2).
正.11

(1865) 請求番号184-1～40
袋入り

202 91 7金融 銀子受取の覚え のさと村庄屋弥
一兵衛

八兵衛 状 1 近世卯.7.14

203 55 7金融 銀子受取の覚え 本家 大宗 状 1 近世巳.9.27

204 188-7 7金融 金銀出入りの通い 久兵衛 源兵衛 横帳 1 近世申.正 請求番号188-1～18
包紙一括

205 147 7金融 銀払い方の覚え 阿見屋次郎吉 網太 状 1 近世申.7.15 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括
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206 114 7金融 銀受取の覚え 七郎兵衛 稗嶋治右衛門 状 1 近世申.9.4 請求番号109～166
袋一括

207 95 7金融 割賦銀受取につき覚え 甚右衛門 八兵衛 状 1 近世戌.正.6 包紙入り

208 159 7金融 銀受取の覚え 稗島村たいや
庄三郎

鳴尾半左衛門 状 1 近世戌.12 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

209 78 7金融 銀渡し方につき覚え 甚兵衛 八兵衛 状 2 近世.4.17 「洲到止村八左衛
門」と記した切紙あり

210-1 188-12 7金融 銀支払につき覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世.7.9 請求番号188-1～18
包紙一括

210-2 188-16 7金融 銀受取につき覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世.8.23 請求番号188-1～18
包紙一括

210-3 188-14 7金融 銀受取の覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世.9.18 請求番号188-1～18
包紙一括

211 187-2 7金融 銀支払いの覚え すへ吉 蔭山 状 1 近世.7.13 請求番号187-1～19
袋一括

212 187-7 7金融 銭請取の覚え 大宗 状 1 近世.8.23 請求番号187-1～19
袋一括

213 184-16 7金融 銀勘定の覚え 本田町広しまや
与助

綿屋 状 1 近世.11.7 請求番号184-1～40
袋入り

214 184-12 7金融 銀勘定の覚え 仙台屋常次郎 綿八 状 1 近世.11.8 請求番号184-1～40
袋入り

215 160 7金融 銀請求書の控え 小山屋佐兵衛 河内や勘四郎 状 1 近世.閏11.12 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

216 184-25 7金融 銀受領書 わた八 状 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

217 161 7金融 銀勘定の覚え 状 1 近世 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括
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218 162 7金融 銀勘定の覚え 状 1 近世 こより巻付け、請求番
号146～166こより､
109～166袋一括

219 165 7金融 銀子受取覚え 状 1 近世 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

220 187-9 7金融 金子預り証 状 1 近世 請求番号187-1～19
袋一括

221 187-18-3 7金融 銀取集め勘定書 状 1 近世 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

222 146 7金融 金銀出入り覚え 状 1 近世 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

223 149 7金融 出銀の覚え 状 3 近世 請求番号146～166こ
より､109～166袋一括

224 189-14 7金融 金受取の覚え 舟久 ひへしま村八兵
衛

状 1 未(明治4).
正.23

(1871) 請求番号189-1～42
袋一括

225 189-3 7金融 金受取の覚え 生安 稗島村喜次郎 状 1 未(明治4).6 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

226 185-43 7金融 金領収証 伝法紡績（株） 越知保之介ほ
か

状 2 明治26.3.31 1893 請求番号185-1～64
袋入り一括

227 180 7金融 金銭諸取帳 越智 横帳 1 明治27 1894

228 189-17 7金融 金受取の覚え 大阪小野屋弥
兵衛

状 1 明治.6.26 請求番号189-1～42
袋一括

229 187-18-9 7金融 塩半・仁右衛門分銀額書付 状 1 近世 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

230 189-42 7金融 割付金額の書付 状 2 未(明治4) (1871) 近江屋庄次郎他1名
分､請求番号189-1
～42袋一括
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231 189-40 7金融 金額書上げ 状 1 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括

232 167-18 7金融 株主有志総代就任の旧社長
につき疑問点の報告

浪華紡績会社
社長村上正利
他1名

株主各位中 状 1 明治23.2.13 1890 印刷物､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

233 167-3 7金融 新設会社へ会社資産売却に
つき､株主への通知

旧大阪毛糸紡
績会社清算人
藤本一二他1名

越知保之助 状 1 明治24.3.30 1891 封筒入り､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

234-1 185-31 7金融 天満紡績会社株代金受領証 竹原友三郎 越知たね 状 1 明治25.1.18 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-2 185-28 7金融 株券名義切替え手数料 （有）天満紡績
会社

越知保之助 状 1 明治25.3.9 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-3 185-25 7金融 天満紡績株売建てにつき記 加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 明治25.4.30 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-4 185-18 7金融 天満紡績株券代金領収証 加賀市太郎 越知保之助 状 2 明治25.5.31､
同.12.30

1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-5 185-15 7金融 株券名義切替え手数料領収
証

天満紡績 越知八兵衛ほ
か

状 2 明治25.6.6 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-6 185-21 7金融 天満紡績株券売建てにつき報
告書

加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 明治5(25
ｶ).9.17

(1892) 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-7 185-22 7金融 天満紡績株売建てにつき記 加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 明治25.9.29 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

234-8 185-6 7金融 天紡他株券代金請求書 加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 (明治).5.11 請求番号185-1～64
袋入り一括

235 185-36 7金融 天満織物会社株代金受領証 大阪市東区平
野町四丁目公
商人竹原友三
郎

越知保之助 状 1 明治25.12.24 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括
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236-1 185-34 7金融 摂津紡績株他買建てにつき報
告書

加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 2 明治25.1.20 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-2 185-26 7金融 摂津紡績株券名義切替え手
数料領収証

摂津紡績会社 越知たね 状 1 明治25.3.1 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-3 185-23 7金融 株券名義切替え手数料領収
証

摂津紡績会社 越知八兵衛ほ
か

状 2 明治25.6.22､
同.8.3

1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-4 185-8 7金融 摂津紡績会社株代金領収証 大阪市東区平
野町四丁目竹
原友三郎

越知 状 1 明治25.7.8 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-5 185-19 7金融 摂津紡績株券代金領収証 加賀市太郎 越知保之助 状 1 明治25.7.9 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-6 167-21 7金融 株主配当通知 平野紡績会社 越智八兵衛 状 1 明治25.7.9 1892 印刷勿､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

236-7 185-14 7金融 摂津紡績配当金支払いにつき
書状

大阪北浜株式
所前加賀市太
郎商店

越知保之助 はがき 1 明治25.7.12 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-8 185-17 7金融 株券名義切替え手数料領収
証

摂津紡績（株） 越知周次 状 1 明治26.4.10 1893 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-9 185-32 7金融 摂津紡績他株売買につき記 加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 明治-.2.29 請求番号185-1～64
袋入り一括

236-10 185-7 7金融 摂津紡績他株券代金請求書 加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 (明治).6.29 請求番号185-1～64
袋入り一括

237-1 185-33 7金融 平野紡績会社株券代金領収
証

加賀市太郎 越知保之助 状 2 明治25.2.29 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

237-2 185-16 7金融 株券名義切換え手数料領収
証

平野紡績会社 越知八兵衛他1
名

状 1 明治25.6.7 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

237-3 185-27 7金融 平野紡績株券売建てにつき記 加賀市太郎北
浜商店

越知保之助 状 1 明治-.3.31 請求番号185-1～64
袋入り一括
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237-4 185-35 7金融 伝法紡績会社株券代金領収
証

加賀市太郎 越知保之助 状 2 明治25.12.18 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

237-5 185-29 7金融 株券名義切換え手数料領収
証

大阪鉄道会社
会計掛株式方

越知得次郎 状 1 明治25.3.9 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

238 185-20 7金融 山陽鉄道株配当金送付につ
き記

山陽鉄道会計
課

越知保之助外
一人

状 3 明治25.11.1 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

239 185-5 7金融 株券名義書換料領収証 有限会社大阪
電灯会社

越知八兵衛 状 1 明治25.12.3 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

240 185-2 7金融 大阪電灯会社株券代金領収
証

加賀市太郎 越知保之助 状 1 明治25.12.3 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

241-1 167-14 7金融 顧客への年賀状 大阪市東区高
麗橋2丁目加賀
市太郎他1名

越知保之助 状 1 明治24.1 1891 印刷物､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

241-2 185-37 7金融 株売建てにつき記 加賀市太郎北
浜商店

越知 状 1 明治25.11.30 1892 請求番号185-1～64
袋入り一括

242 185-24 7金融 起業公債証書代金領収証 竹原友三郎 状 1 明治24.12.8 1891 請求番号185-1～64
袋入り一括

243 167-1 7金融 保険会社株式申込の件につき
通知

多田孫七 越知保之助 状 1 (明治).5.5 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

244 173-3-14 7金融 貯蓄金支払請求書 稗島村越知保
之助

村持 状 1 明治25.12.21 1892 明治25年度分､請求
番号173-～10袋一
括

245-1 173-3-3 7金融 貯蓄金徴収につ金額書付 状 1 明治25.12.25 1892 請求番号173-1～10
袋一括

245-2 173-3-13 7金融 貯蓄金額書付 状 1 (明治25) (1892) 明治25年度分､請求
番号173-1～10袋一
括

246 183-8 8治水・水利 旧八ケ村関係経費等多額の
ため金子借用証書

稗島村蔭山重
之助他6名

鮒子多藤之助 仮綴 1 明治25.3.20 1892 請求番号183-1～21
袋一括
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247-1 183-14 8治水・水利 八ヶ村組合関係立替え金領収
証

中谷治兵衛 八ケ組合年番
中

状 1 明治25.12.30 1892 請求番号183-1～21
袋一括

247-2 183-7 8治水・水利 八ケ村立替え金収証 蔭山重之助 八ケ年番越知 状 1 明治26.5.18 1893 請求番号183-1～21
袋一括

247-3 183-9 8治水・水利 旧組合関係立替え金の受取
方指示につき書状

鮒子多 蔭山 状 1 (明治) 請求番号183-1～21
袋一括

248 183-1 8治水・水利 旧八ケ村組合勘定帳 年番稗島村 横帳 3 明治26.4.15 1893 明治25年度分､請求
番号183-1～21袋一
括

249-1 179-16 8治水・水利 滋賀県瀬田川浚渫の件につき
上申書

仮綴 1 明治25.8.5 1892 請求番号179-1～17
封筒一括

249-2 179-15 8治水・水利 瀬田川の件請願書提出の件
につき書状

稗島村中 状 1 (明治).-.25 封筒入り､請求番号
179-1～17封筒一括

250-1 183-2 8治水・水利 南酉島新田・福村申村堤防普
請関係領収書等綴り

伝法村福村組
合収入役山中
吉兵衛ほか

蔭山重之助ほ
か

仮綴 1 明治25.11～同
26.3.1

1892～
1893

請求番号183-1～21
袋一括

250-2 183-12 8治水・水利 南酉島堤防普請杭木代他領
収証

伝法村福村組
合役場

年番蔭山重之
助

状 1 明治25.12.2 1892 請求番号183-1～21
袋一括

250-3 183-5 8治水・水利 南酉島新田小作米代金納入
につき記

支配人中谷治
兵衛

八ケ村年番越
知

状 1 明治26.4.16 1893 請求番号183-1～21
袋一括

250-4 183-4 8治水・水利 南酉島分地方税地租割領収
証

西成郡伝法福
村組合収入役
山中吉兵衛代
書記松尾賢一

蔭山重之助 状 1 明治26.4.22 1893 請求番号183-1～21
袋一括

250-5 183-3 8治水・水利 大字申・福・南酉島堤防費送
付につき記

伝法福役場代
北村

村長蔭山他1名 状 1 明治26.4.22 1893 請求番号183-1～21
袋一括

250-6 183-6 8治水・水利 南酉島新田に関わる立替え金
受取証

中谷治兵エ 組合年番越知
保之助

状 1 明治26.5.16 1893 請求番号183-1～21
袋一括
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251-1 173-3-16 8治水・水利 堤防手直し人足賃請求書・領
収証

河野寅松 役場中 仮綴 1 明治25.8.5 1892 請求番号173-1～10
袋一括

251-2 183-15 8治水・水利 字大浦他堤防工事につき書
状

年番稗島村越
知保之助

伝法村長宮本
三右衛門

状 1 明治25.11.25 1892 請求番号183-1～21
袋一括

251-3 173-3-6 8治水・水利 堤防杭入札金額書上げ 状 1 明治25.12.14 1892 請求番号173-1～10
袋一括

252 183-17 8治水・水利 組合集会費用書上げ 状 1 明治25.11.6･
14

1892 請求番号183-1～21
袋一括

253-1 37 8治水・水利 寺野新井路絵図 図 1 天明元 1781 包紙入り

253-2 36 8治水・水利 寺野新井路帳面・水通し新井
路他書付入り袋

袋 1 (近世) 袋のみ

254 35 8治水・水利 下開井路用地年貢割り 状 1 寛政元 1789

255-1 30-1 8治水・水利 田地用水井路改め帳 横帳 2 寛政5.3 1793 請求番号30-1･2袋
入

255-2 30-2 8治水・水利 井路杭改め帳 横帳 1 近世 請求番号30-1･2袋
入

256 33 8治水・水利 野通道幅・水取り場所改め帳 小横帳 1 文政5.閏正 1822

257 13-2 8治水・水利 字中樋悪水伏せ樋につき稗
島・野里村議定書写し

野里村百姓代
忠兵衛他

書冊 1 安政5.6～7 1858 越知氏筆写か､請求
番号13-1･2袋一括

258 182-41 8治水・水利 木材代銀請求書 新屋和助 綿屋八兵衛 状 1 酉(文久
元).5.22

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

259 182-33 8治水・水利 樋普請代請求書 新屋和助 ひへしま綿八 状 1 酉(文久
元).6.21

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

260 32 8治水・水利 普請勘定覚書き 小横帳 1 辛未(慶応
4).8.8

(1868)

261-1 31 8治水・水利 切所普請手帳 越知 小横帳 1 慶応4.9 1868
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261-2 38-1 8治水・水利 御幣島他2村切所普請勘定帳 組合 横帳 1 明治元.12 1868 請求番号38-1～3袋
一括

261-3 38-2 8治水・水利 申村他2村切所普請一件手控
え

越知 横帳 1 明治元 1868 請求番号38-1～3袋
一括

262-1 39-2 8治水・水利 中津川筋字内代建家・流作地
ほか絵図

図 1 近世 請求番号39-1・2包
紙一括､24.5×34.5
㎝

262-2 40-2 8治水・水利 中津川見取場・流作新田絵図 稗島村年寄八
兵衛

図 1 近世 請求番号40-1～3包
紙一括､28×40㎝

262-3 39-1 8治水・水利 中津川筋流作地・水道ほかの
絵図

稗島村 図 1 近世 請求番号39-1・2包
紙一括､29×43㎝

263-1 13-1-1 8治水・水利 水道敷地米請求一件控訴に
つき裁決書

大阪控訴裁判
所主任判事土
居徹他2名

書冊 3 明治17.6.2 1884 稗島村他6村が借地
人加島村を訴え､写し
2点あり､請求番号
13-1～袋一括

263-2 13-1-2 8治水・水利 水道敷地米請求一件につき
被告・原告返答書

状 1 (明治17頃) (1884) 請求番号13-1･2袋
一括

263-3 13-1-3 8治水・水利 水道敷地米請求一件につき
貢租・作徳米の調書

状 1 (明治17頃) (1884) 請求番号13-1･2袋
一括

263-4 187-18-2 8治水・水利 水道敷米高書上げ 状 1 近世 請求番号187-18-1
～12､187-1～19袋
一括

264 42 8治水・水利 土木寮役人ら見分時差上の
稗島村領国役堤防絵図の控
え

稗島村庄屋保
之助

図 1 明治4.9.14 1871 26×35㎝

265 12-7 8治水・水利 水通し井路堀立につき貸地・
坪増減の図

図 2 明治26.1 1893 請求番号12-1～7袋
一括､34.5×24.5㎝､
33×24㎝

266-1 182-35 9家 亀次郎婚礼に対する祝い等に
つき書状

ひら井きの 蔭山つね 状 1 (万延2頃).2.15 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括
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266-2 182-34 9家 亀次郎婚礼に対する祝い等に
つき書状

西川藤五郎 蔭山八兵衛 状 1 (万延2頃) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

267-1 186-2 9家 越知恒二郎婿入り荷物品書き
帳

越知 横帳 1 明治10.11 1877 請求番号186-1～5
袋一括

267-2 186-1 9家 越知恒二郎婿入り婚礼諸事留
め

越知 横帳 1 明治10.12 1877 請求番号186-1～5
袋一括

267-3 186-3 9家 弟恒二郎婿入り持参物として
田地分与につき証文

越知保之助 北村治郎兵衛 状 2 明治10.12 1877 請求番号186-1～5
袋一括

267-4 186-4 9家 婚礼目録の請取につき記 北村治良兵衛 越知保之助 状 1 明治10.12 1877 包紙入り､請求番号
186-1～5袋一括

267-5 186-5 9家 恒二郎破談につき示談の経過
等書付

横帳 1 (明治13) (1880) 請求番号186-1～5
袋一括

268-1 174-2-4 9家 蔭山氏父一回忌の供養物の
礼､法要欠席につき書状

西川藤五郎 蔭山八兵衛 状 1 (近世).3.10 請求番号174-1･2袋
一括

268-2 174-2-13 9家 蔭山氏亡父一回忌にて供養
物･遺品を受取につき礼状

平井三郎右衛
門

稗島村蔭山保
之助

状 1 (近世).閏3.10 請求番号174-1･2袋
一括

269-1 174-2-11 9家 徳達院三十三回忌法要につ
き案内

平井三郎右衛
門

蔭山八兵衛 状 1 (近世).11.12 請求番号174-1･2袋
一括

269-2 174-2-10 9家 つね父三十三回忌法要などに
つき書状

ひら井きの 蔭山おつね 状 1 (近世).11.12 請求番号174-1･2袋
一括

270 167-25 9家 亡妻法要につき案内 南桂寺 越知保之助 状 1 (明治).5.22 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

271 167-16 9家 中沢子訃報につき弔意、近況
を述べる書状

三木末吉 越知保之助 仮綴 1 (明治).12.12 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

272 167-23 9家 祖母法要につき案内 栄国伝兵衛 越知保之助 状 1 (明治) 請求番号167ｰ1～44
包紙一括
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西成郡稗島村越知家文書

273 185-59 9家 悔帳・香典帳等より名前書き
写し

状 1 明治 2枚一括､請求番号
185-1～64袋入り一
括

274 167-13 9家 法事案内 進藤嘉一郎 越知 状 1 (明治) 印刷物､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

275-1 174-2-16 9家 年賀状 鍵屋伊兵衛 旦那 状 1 近世.正.2 請求番号174-1･2袋
一括

275-2 174-2-3 9家 新年の挨拶､役所年礼のため
脇差し借用したき旨書状

大鹿屋宗兵衛 蔭山安之助 状 1 近世.正.4 請求番号174-1･2袋
一括

275-3 167-22 9家 年賀状 浅田龍夫ほか 越知保之助 はがき 3 明治22.1 1889 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

275-4 167-17 9家 年賀状 西成郡南恩加
島新田岡島嘉
平次ほか

越知保之助ほ
か

はがき 5 明治22～24 1889～
1891

請求番号167ｰ1～44
包紙一括

275-5 167-44 9家 新年挨拶､上京･遊びに来られ
たき旨書状

可村 越知 状 1 明治-.1.9 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

276 182-15 9家 書付にて依頼の件につき承引
されたい旨書状

大鹿屋惣兵衛 綿屋八兵衛 状 1 (万延2ｶ).正.10 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

277 182-14 9家 示談の件につき伺いたく､近く
訪問する旨書状

喜四郎 東保之助 状 1 (万延2ｶ).正.13 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

278 174-2-6 9家 諸品送られるにつき､不在の主
人に代わって礼状

田中善左衛門
代筆

稗島村蔭山保
之助

状 1 近世.3.4 請求番号174-1･2袋
一括

279 174-2-9 9家 生花の会開催につき口演 家元番□堂白
露庵桂甫

ひゑじま蔭山安
之助

状 1 近世.3 請求番号174-1･2袋
一括

280 174-2-12 9家 大雨につき作方見舞い､縁談
の件につき書状

今津村河合重
兵衛

稗島村蔭山八
兵衛

状 1 (近世)申.6.14 請求番号174-1･2袋
一括

281 167-34 9家 阪上氏との縁談の件につき書
状

進藤嘉一郎 越智保之助 状 1 (明治).3.24 請求番号167ｰ1～44
包紙一括
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282 167-4 9家 桑苗の入用有無問合せに対
する返答の書状

木下周太郎 越知雅 状 1 明治-.3.29 封筒入り､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

283 167-20 9家 先日入湯のため訪問を受けた
こと、その際の礼などにつき書
状

西野六左衛門 越知得次郎 状 1 (明治).5.11 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

284 167-7 9家 莫山秘蔵品を拝借したき旨依
頼状

倉本宗一 越知 状 1 (明治).5.29 封筒入り､請求番号
167ｰ1～44包紙一括

285 167-31 9家 在京中の野里・稗嶋村知人の
来訪、帰阪の件につき書状

佐崎可村 越知 状 1 (明治).6.21 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

286 167-5 9家 七夕祝儀・農業作方等につき
書状

辰馬半左衛門 越知保之助他1
名

状 1 (明治).8.14 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

287 167-11 9家 赴任挨拶状 桜井義□ 越知保之助 状 1 (明治).9.20 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

288-1 167-12 9家 訪問に対する礼状 阿間治恒斉 長谷川得治郎 状 1 (明治).10.20 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

288-2 167-30 9家 会員集会の件につき書状 阿間治恒斉 長谷川得次郎 状 1 (明治).12.24 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

289 167-42 9家 平井本家の寄留先などにつき
書状

南 平井 越知 状 1 (明治).12.12 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

290 182-39 9家 初穂料受取の覚え 来田内鈴村政
太夫

蔭山八兵衛・講
衆中

状 1 酉(万延2).
正.20

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

291 187-19 9家 円満寺再建講に対する銀上
納通い

御再建上納所 大坂西成五日
講円満寺門徒
綿屋八兵衛

状 1 文政12.8 1829 請求番号187-1～19
袋一括

292 182-16 9家 祈祷修行､来坂のこと等につき
書状

野間藤右衛門 蔭山 状 1 (万延2ｶ）.6.16 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

293 184-5 9家 供米代銀勘定の覚え 定仙 わたや 状 1 (元治元) (1864) 請求番号184-1～40
袋入り
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西成郡稗島村越知家文書

294 174-2-1 9家 家内安全祈念･神像授与につ
き書状

状 1 近世申.2.23 請求番号174-1･2袋
一括

295 174-2-17 9家 宗門一件に関わり銀準備につ
き伺い

遍満道月 蔭山保之助 状 1 近世.閏-.4 請求番号174-1･2袋
一括

296-1 182-7 9家 風呂其外所々模様替え入用
控え

横帳 1 文久元.5.21 1861 請求番号182-1～53
袋一括

296-2 182-11 9家 家内模様替え代勘定書 江戸堀おめどの
はし北詰蔵や

状 1 (文久元ｶ) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

297 169 9家 普請関係請求書等綴り 仮綴､状 12 明治9 1876 袋入り一括

298 172 9家 蔵修繕費書き抜き・図面など 横帳､図 11 明治21 1888 袋入り一括

299 184-1 9家 謝礼金受取証 武田 ひへじま蔭山八
兵衛

状 1 子(元治
元).12.28

(1864) 請求番号184-1～40
袋入り

300 184-8 9家 謝礼金受取証 高坂 蔭山八兵衛 状 1 近世.9.7 請求番号184-1～40
袋入り

301-1 184-17 9家 謝礼受取書 春日寛平 状 1 近世.12.27 請求番号184-1～40
袋入り

301-2 184-19 9家 謝礼受取につき書状 春日寛平 蔭山八兵衛 状 1 近世.12.27 請求番号184-1～40
袋入り

301-3 187-13 9家 謝儀受納につき記 春日寛平 状 1 近世.12.28 請求番号187-1～19
袋一括

302-1 182-46 9家 買物代請求書綴り 播宇ほか 綿八 仮綴 1 酉(文久元) (1861) 綴じ外れ1点あり､請
求番号182-1～53袋
一括

302-2 184-20 9家 買物代請求書綴り 網屋ほか 綿八 仮綴 1 (元治元) (1864) 請求番号184-1～40
袋入り

302-3 184-37 9家 買物代請求書綴り 綿八 仮綴 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り
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302-4 184-39 9家 買物代請求書綴り 仮綴 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

302-5 184-38 9家 買物代請求書綴り 仮綴 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

303 184-40 9家 熊胆代金請求書 大和屋伊兵衛 蔭山 状 1 近世.11.30 請求番号184-1～40
袋入り

304-1 184-11 9家 薬礼金受領証 高了 東蔭山 状 1 近世.-.29 請求番号184-1～40
袋入り

304-2 184-31 9家 薬礼金受領証 高了 東蔭山 状 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

304-3 184-24 9家 薬礼金受領書 高了 東蔭山 状 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

304-4 189-41 9家 薬礼金受領書 西村周斎 越知 状 1 (明治初
年).5.14

請求番号189-1～42
袋一括

304-5 189-25 9家 薬礼金受領書 西村周斉 越知 状 1 (明治初
年).6.15

請求番号189-1～42
袋一括

304-6 189-28 9家 薬礼金受領書 西村 越知 状 1 (明治初年).7.8 請求番号189-1～42
袋一括

304-7 184-22 9家 金受領書 西村周斎 蔭山 状 1 近世.9.8 請求番号184-1～40
袋入り

305 167-38 9家 薬代金問合せにつき返答 篠原 越智 状 1 (明治) 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

306-1 182-19 9家 酒代銀支払いにつき覚え 坂上 蔭山 状 1 (文久元ｶ).2.5 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

306-2 182-37 9家 酒・味噌代請求書 坂上店 蔭山 状 1 酉(文久
元).4.28

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括
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307-1 184-3 9家 酒代銀受取の覚え 大宗 綿八 状 2 子(元治
元).9.27､
同.12.12

(1864) 請求番号184-1～40
袋入り

307-2 184-13 9家 酒代銀請求書 大宗 綿八 状 1 近世子.7 請求番号184-1～40
袋入り

307-3 184-15 9家 酒代受取の覚え 大惣 綿八 状 1 近世子.9.5 請求番号184-1～40
袋入り

308 188-15-2 9家 酒代銀受取の覚え 藤田伊兵衛 綿屋八兵衛 状 1 近世午.4.27 請求番号188-1～18
包紙一括

309 182-1 9家 酒代受取の覚え 久兵衛 伊三郎 状 1 近世 請求番号182-1～53
袋一括

310 189-18 9家 酒代金請求の覚え 綿八 状 1 明治初年.
正.28

請求番号189-1～42
袋一括

311 189-5 9家 酒代銀受取の覚え 岸屋 越知 状 1 明治初年.4.6 請求番号189-1～42
袋一括

312-1 182-21 9家 米代銀勘定書 蔭山 状 1 (万延2ｶ).正.8 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

312-2 182-30 9家 米代勘定書 わたや八兵衛 状 1 酉(万延2).
正.22

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

313-1 182-43 9家 茶炭代請求書 茶太 綿八 状 1 (文久元
頃).3.20

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

313-2 182-22 9家 炭代請求書 炭よ 綿八 状 1 (万延2頃) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

313-3-1 184-32 9家 茶代請求書 岩永内増田左
一

蔭山甚右衛門 状 1 近世.極.27 請求番号184-1～40
袋入り

313-3-2 184-33 9家 金受領証 岩永文楨 蔭山八兵衛 状 1 近世.9.15 請求番号184-1～40
袋入り
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313-3-3 184-36 9家 金請求書 岩永文楨 蔭山八兵衛 状 2 近世.11.2･27 請求番号184-1～40
袋入り

313-4 184-23 9家 炭代等受取書 かけ金 宇助 状 1 近世.12.29 請求番号184-1～40
袋入り

314 182-12 9家 豆腐代勘定の覚え 状 1 (文久元ｶ) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

315 184-6 9家 醤油・大樽他代銀請求書・受
取書

近伝 蔭山八兵衛 状 2 (元治元).9.20､
同.10.17

(1864) 請求番号184-1～40
袋入り

316-1 182-42-1 9家 酒肴代請求書 升忠 状 1 (文久元
頃).3.23

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

316-2 182-42-3 9家 酒肴代請求書 升忠 状 1 近世.3.23 請求番号182-1～53
袋一括

317 189-36 9家 仕出し代等請求書 海老六ほか 状 2 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括

318 189-8 9家 食料品代支払書上げ 状 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括

319-1 182-45 9家 油代銀請求書 米仁 ひへじま村綿八 状 1 酉(文久
元).6.20

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

319-2 94 9家 水油代金受取の覚え 森本屋七郎兵
衛

綿屋八兵衛 状 1 近世寅.3.朔 包紙入り

320-1 182-32 9家 畳代請求書 畳市 村方 状 1 酉(文久元).4 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

320-2 189-1 9家 畳代請求の覚え 畳屋 東ノ庄屋 状 1 未(明治4).6 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

321 182-47 9家 挟箱代金請求書 伊丹屋幸助 綿八 状 2 (万延2頃).
正.11

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

322 182-44 9家 箱提灯他代請求書 山田屋利兵衛 綿屋八兵衛 状 1 (万延2頃).
正.27

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括
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323 182-23 9家 道具代受取の覚え 鶴寿堂 状 1 (万延2頃).
正.28

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

324 182-31 9家 履き物代銀請求書 宮川 弥三兵衛 状 1 (万延2頃).
正.28

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

325 182-13 9家 駕修覆代金受取の覚え 乗物屋宗七 状 1 (文久元ｶ).2.7 (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

326 182-3 9家 金受取の覚え 戸障子所日向
町土橋西｢今
佐｣

状 1 (文久元ｶ).7.9 (1861) 戸障子代か､請求番
号182-1～53袋一括

327 189-35 9家 布地代銀受取の覚え 山中清兵衛 越知 状 1 (明治初
年).5.23

請求番号189-1～42
袋一括

328 182-26 9家 木他代金勘定書 状 1 (万延2頃) (1861) 請求番号182-1～53
袋一括

329 185-44 9家 小間物代金受取の覚え 長浜屋清介ほ
か

状 2 近世 請求番号185-1～64
袋入り一括

330 187-4 9家 蚊帳・蔵道具代等勘定書 状 4 近世 請求番号187-1～19
袋一括

331 184-30 9家 たどん他代受取の覚え 大嘉 和田八 状 1 近世 請求番号184-1～40
袋入り

332 189-2 9家 松代金受取書 山豊 わた八 状 1 (明治4ｶ).5.28 (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

333 189-16 9家 大帳代金受取の覚え 堺甚 稗島村綿八 状 1 明治初年 大帳：台帳または歌
舞伎脚本筆写本の意
あり､請求番号189-1
～42袋一括

334 189-22 9家 筆筒代金請取の覚え 状 1 明治初年 請求番号189-1～42
袋一括
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西成郡稗島村越知家文書

335 185-38 9家 糸納品書 諸糸商大阪立
売堀上村清三
郎

越知 状 1 明治-.-.12 請求番号185-1～64
袋入り一括

336 182-42-2 9家 銭勘定の覚え 状 1 近世 乗物料金関係か､請
求番号182-1～53袋
一括

337-1 182-40 9家 代銀請求書 蔭山八右衛門 状 1 申(万延元) (1860) 請求番号182-1～53
袋一括

337-2 184-2 9家 代銀請求書 中野屋七郎兵
衛

綿屋八兵衛 状 1 (元治元).11.7 (1864) 請求番号184-1～40
袋入り

337-3 187-14 9家 代金請求の覚え 兵助 状 1 近世.12.6 請求番号187-1～19
袋一括

337-4 189-34 9家 代金請求書綴り 堀川生安 ひへ嶋村綿八 状 1 未(明治4) (1871) 請求番号189-1～42
袋一括

337-5 189-23 9家 米他代金請求の覚え 西店 越知 状 1 明治初年.7.17 請求番号189-1～42
袋一括

337-6 189-29 9家 代金請求書 車屋 庄屋 状 1 (明治初年) 請求番号189-1～42
袋一括

337-7 174-1 9家 代金請求書 伝法村鴻吉ほ
か

ひえしまむら綿
屋八兵衛ほか

状 83 近代 85点一括､請求番号
174-1･2袋一括

338-1 182-2 9家 代銀受取の覚え 河内屋孫兵衛 東蔭山 状 1 酉(文久
元).7.13

(1861) 請求番号182-1～53
袋一括

338-2 184-14 9家 代金受領書 綿八 茶太 状 1 近世.9.27 請求番号184-1～40
袋入り

338-3 185-30 9家 料金受領につき記 春田育造 越知 状 1 明治-.3.9 請求番号185-1～64
袋入り一括

338-4 189-9 9家 代金受取の覚え 山中清兵衛 越知 状 1 明治初年.3.28 請求番号189-1～42
袋一括
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338-5 185-41 9家 代金領収証 南久宝寺町丼
池土屋平衛

越知 状 1 明治-.4.23 請求番号185-1～64
袋入り一括

338-6 185-9 9家 代金領収証 平井政吉 大塚 状 1 (明治).8.8 請求番号185-1～64
袋入り一括

339 185-39 9家 大阪朝日新聞購読料領収証 大阪市東区心
斎橋通安土町
北ニ入北夫新
聞舗

越知保之介 状 1 明治26.6.3 1893 請求番号185-1～64
袋入り一括

340 170 9家 税・新聞購読料・治療代等の
請求書・領収証類

状､仮綴 1 明治26～27 1893～
1894

越知氏分､166点袋一
括

341 49 10その他 証文下書き 状 1 近世.12.24 内容不詳

342 61 10その他 証文断簡 断簡 1 近世 3点一括

343 108 10その他 包紙 野里村与次兵
衛

包紙 1 近世

344 77 10その他 袋 袋 1 近世 袋表書「革(ﾏﾏ)一件
中書類在中」

345 167-26 10その他 封筒 中嶋吉兵衛 陰山喜四郎他1
名

封筒 1 (明治) 請求番号167ｰ1～44
包紙一括

346 168-41 10その他 断簡 断簡 1 明治後期 2枚一括､請求番号
168-1～51袋一括
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