
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

生橋茂二氏文書目録

1-1 1-1 1支配・法令 御用銀受取書 勘定奉行・吟味
役

今福村役人中 状 1 近世　亥.正.6 鼠損

1-2 1-2 1支配・法令 御用銀受取書 勘定奉行・吟味
役

今福村役人中 状 1 近世　亥.正.7 虫損・汚損・破損

1-3 1-3 1支配・法令 御用金受取書 勘定吟味役・奉
行

今福村忠右衛
門

状 1 近世　亥.正.26 汚損

1-4 1-4 1支配・法令 御用銀受取書 勘定奉行・吟味
役

今福村庄屋忠
右衛門

状 1 近世　亥.2.21 汚損・虫損

1-5 1-5 1支配・法令 御用銀受取通い 勘定奉行・吟味
役

今福村生橋忠
右衛門

仮綴 1 慶応元.閏5 1865 虫損

1-6 1-6 1支配・法令 御用銀受取通い 勘定奉行・吟味
役

今福村生橋忠
右衛門

仮綴 1 慶応3.7 1867 虫損

2 2 1支配・法令 年貢割付・免状の類ならびに
村高・家数等取調べにつき村
役人呼出状

状 1 近世 汚損

3 3 1支配・法令 御先触れ受取り覚え 道修町三丁目 状 1 近世　亥.8.5 虫損

4 4 1支配・法令 対露宣戦の詔勅・平和克復の
詔勅・陸海軍人に賜りたる詔
勅

霞石佐中高 状 1 明治38.10.16 1905 上部破欠、印刷物、
明治38.11.5榎本松
之助発行

5 5 1支配・法令 勲章佩用心得　附叙勲者履
歴届出心得

賞勲局 冊子 1 明治20年代 汚損
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6 6 2土地・貢租（近世） 米拝借証文 今福村庄屋忠
右衛門他1名

津久井仁蔵 状 1 嘉永2.12 1849 虫損

7 7 2土地・貢租（近世） 米拝借証文 今福村生橋忠
右衛門

小寺熊治 状 1 慶応元.9 1865 虫損甚大

8 8 2土地・貢租（近世） 武庫川今北堤押切れにより畑
方水亡につき御手宛米15俵
拝借したき願い

今福村百姓惣
代五兵衛他4名

尼役方 状 1 慶応元 1865 虫損

9 9 2土地・貢租（近世） 大洪水大不作につき増し御手
宛米65俵御下げ願い

今福村百姓惣
代五兵衛他4名

三橋崎右衛門 状 1 慶応2.12 1866 虫損

10 10 2土地・貢租（近世） 大工引高につき覚え控え 今福村庄屋生
橋忠右衛門

状 1 慶応2.3 1866 虫損

11 11 2土地・貢租（近世） 米受取覚え 塚五郎 今福村庄屋忠
右衛門

状 1 近世　卯.10.29 虫損

12 12 2土地・貢租（近世） 高掛り上納覚え 状 1 近世　卯.7

13-1 13-1 2土地・貢租（近世） 免状 市河伊右衛門
他3名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 嘉永5.11.25 1852 虫損

13-2 13-2 2土地・貢租（近世） 免状 豊田金蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 嘉永6.11.25 1853 虫損

13-3 13-3 2土地・貢租（近世） 免状 豊田金蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 嘉永7.11.27 1854 虫損
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13-4 13-4 2土地・貢租（近世） 免状 豊田金蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 安政2.12.9 1855 虫損・汚損

13-5 13-5 2土地・貢租（近世） 免状 平野蔦右衛門
他2名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 安政3.11.25 1856 虫損

13-6 13-6 2土地・貢租（近世） 免状 平野蔦右衛門
他2名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 安政4.11.□ 1857 虫損大

13-7 13-7 2土地・貢租（近世） 免状 片岡惣左衛門
他2名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 安政5.11.25 1858 虫損大

13-8 13-8 2土地・貢租（近世） 免状 佐藤新三郎他2
名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 安政6.11.23 1859 虫損大

13-9 13-9 2土地・貢租（近世） 免状 高橋儀左衛門
他3名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 万延元.11.23 1860 虫損大

13-10 13-10 2土地・貢租（近世） 免状 高橋儀左衛門
他3名

庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 文久元.11.23 1861 虫損

13-11 13-11 2土地・貢租（近世） 免状 杉山吉次他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 文久2.11.17 1862 虫損大

13-12 13-12 2土地・貢租（近世） 免状 杉山吉次他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 文久3.11.17 1863 虫損・汚損

13-13 13-13 2土地・貢租（近世） 免状 山下族他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 慶応元.11.18 1865 虫損・汚損
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13-14 13-14 2土地・貢租（近世） 免状 山田幸蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 慶応3.11.27 1867 虫損・汚損

14-1 14-1 3土地・貢租（近代） 地方税領収書 杭瀬村 生橋仙治郎 状 1 明治15.12.10 1882

14-2 14-2 3土地・貢租（近代） 地方税領収書 杭瀬村戸長役
場

生橋仙治郎 状 1 (明治15) (1882) 汚損

15 15 3土地・貢租（近代） 畑宅地臨時地方税桜井神社
寄付米代領収書

宮崎五平 生橋仙次郎 状 1 明治15.10.27 1882 汚損

16 16 3土地・貢租（近代） 登記料・手数料領収証 伊丹登記所 状 1 明治20.11.16 1887

17-1 17-1 3土地・貢租（近代） 明治23年後半期船税領収証 小田村収入役
岩井達次郎

状 1 明治24.1.9 1891

17-2 17-2 3土地・貢租（近代） 明治24年前半期船税領収証 小田村収入役
岩井達治郎

状 1 明治24.1.9 1891

17-3 17-3 3土地・貢租（近代） 明治23年度船税領収証 伊丹支金庫 状 1 明治24.1.27 1891

17-4 17-4 3土地・貢租（近代） 明治23年度後半期分船税領
収証

川辺郡長野口
貳貫

状 1 明治24.1.27 1891

17-5 17-5 3土地・貢租（近代） 明治25年度後半期分船税領
収証

小田村収入役
橘重右衛門

状 1 明治25.7.25 1892 破損

17-6 17-6 3土地・貢租（近代） 明治25年度後半期分船税領
収証

小田村収入役
橘重右衛門

状 1 明治25.7.25 1892
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18 18 3土地・貢租（近代） 明治24年臨時工事・訴願費用
および通常協議費持参すべき
通知

杭瀬村 生橋仙次郎 状 1 明治25.1.10 1892 虫損

19 19 4村政・村況（近世） 御用向き繁多につき人足継立
て等村方役人銘々受持ち役
廃されたき願い

神崎村年寄新
九郎他1名

岩井孫左衛門 状 1 万延元.閏3 1860 虫損

20 20 4村政・村況（近世） 高札文字消失につき書替え願
い

今福村庄屋忠
右衛門他1名

三橋崎右衛門 状 1 文久2.2 1862 虫損

21 21 4村政・村況（近世） 文久2年千石夫米・国役銀大
庄屋割万入用割賦

西大洲村庄屋
庄右衛門他15
名

今福村年寄中 状 1 (文久2).11 (1862) 虫損大

22 22 4村政・村況（近世） 諸事日記 小横帳 1 文久3 1863 虫損

23 23 4村政・村況（近世） 西宮駅所助郷人足金銭請取
覚え

西宮町庄屋田
冨彦左衛門

今福村役人中 状 1 慶応2.正.20 1866 虫損

24 24 4村政・村況（近世） 村方取締方大庄屋・今福村庄
屋に仰せつけられたき願い案
文

神崎村百姓惣
代庄十郎他8名

奉行 状 1 慶応2.2 1866 諸家様近来通行多
分になり神崎村困窮
につき、虫損・汚損

25 25 4村政・村況（近世） 公用継立て繁多のため村方
困窮につき御下げ銀下された
き願い

神崎村百姓八
十郎他43名

郷役方 状 1 慶応3.12.17 1867 虫損大

26 26 4村政・村況（近世） 今福村生橋忠右衛門庄屋役
御免願い

忠右衛門 小寺熊治 状 1 慶応3.2 1867 虫損
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27-1 27-1 4村政・村況（近世） 人足割当て覚え 神崎村百姓八
十郎他37名

小寺熊次 状 1 慶応3.12.17 1867 虫損大

27-2 27-2 4村政・村況（近世） 人足割当て覚え 神崎村百姓八
十郎他37名

郷役方 状 1 慶応3.12.17 1867 虫損

27-3 27-3 4村政・村況（近世） 淀様・尾張様臨時人足賃銭割 杭瀬村役人 今福村庄屋生
橋忠右衛門

状 1 近世

28 28 4村政・村況（近世） 日役等多分につき参宮などせ
ざるよう取締り覚え

村役人 状 1 近世　丑.2 虫損

29 29 4村政・村況（近世） 杭瀬村継立て賃銭受取覚え 杭瀬治左衛門 生橋忠右衛門 状 1 近世　丑.10 虫損

30 30 4村政・村況（近世） 神崎より別所・西宮助郷村々
まで丁数控え

状 2 近世

31 31 4村政・村況（近世） 大工手間弁当等差引きにつき
覚え

庄屋生橋忠右
衛門

大工松之助 状 1 近世　卯.7

32 32 4村政・村況（近世） 郷役人出張につき預かり物上
納覚え

今福村役人 郷役方 状 1 近世　辰.2.3

33 33 4村政・村況（近世） 神崎村銀子一条その他につき
相談したく町宿まで出向かれ
たき書状

岩井達次郎 今福村庄屋生
橋忠右衛門

状 1 近世 虫損大

34-1 34-1 4村政・村況（近世） 尼崎藩役人賄い覚え 平奥左衛門他1
名

今福村忠右衛
門

状 1 近世　辰.正.5 虫損甚大
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34-2 34-2 4村政・村況（近世） 尼崎藩役人賄い覚え 村松藤八郎他1
名

今福村役人中 状 1 近世　.3.3

34-3 34-3 4村政・村況（近世） 尼崎藩役人賄い覚え 村松藤八郎他1
名

今福村役人中 状 1 近世　.3.3 虫損・汚損

34-4 34-4 4村政・村況（近世） 尼崎藩役人賄い覚え 石原民蔵 今福村役人中 状 1 近世　.7.16 汚損

35 35 4村政・村況（近世） 米藁・干草等今福村納分控え 状 1 近世 虫損

36 36 5戸口・諸改 永続講掛金立替金受取覚え 杭瀬村庄屋弥
市兵衛

今福村庄屋生
橋忠右衛門

状 1 近世

37-1 37-1 5戸口・諸改 取締料受取覚え 明暗寺浪花出
張所摩島(ｶ)鶴
堂

今福村役人中 状 1 近世　卯.3.10

37-2 37-2 5戸口・諸改 取締料受取覚え 明暗寺出張所
代正覚

今福村役人中 状 1 近世

38 38 5戸口・諸改 本山上納金預り証 世話方役興法
寺

今福村門徒中 状 1 近世　.5.18 虫損・汚損

39 39 5戸口・諸改 興法寺畳寄進人名控え 状 1 近世　.2.11 汚損大・虫損

40 40 5戸口・諸改 氏神棟札写し 仮綴 1 近世 虫損
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41 41 5戸口・諸改 伊勢名所順路の絵図 図 1 明治40.11.20 1907 木版刷　彩色、三重
県度会郡宇治山田
市山下宗兵衛発行

42 42 5戸口・諸改 菓子商引札 大阪市北区上
福島天神前坂
本商舗

状 1 近代 虫損、刷彩色

43 43 5戸口・諸改 小学毛筆画手本 金港堂書籍株
式会社

冊子 1 近代 印刷、一部破欠

44 44 5戸口・諸改 氏神八幡宮社内松木枝打ち
したき願い

今福村庄屋生
橋忠右衛門他1
名

寺社奉行 状 1 文久4.2 1864

45 45 5戸口・諸改 尼崎領軒別改め帳 今福村役人 仮綴 1 慶応元.12 1865 虫損

46 46 5戸口・諸改 今福村石松他領佃村に遣す
につき人別帳面外されたき願
い

今福村年寄治
三郎他1名

井出吾助他1名 状 1 慶応2.正 1866 虫損甚大

47 47 5戸口・諸改 人別送り一札 加嶋村親半治
郎他1名

今福村庄屋忠
右衛門

状 1 慶応2.正 1866 虫損

48 48 5戸口・諸改 人別請取一札 栗山村庄屋栗
山八左衛門

今福村庄屋生
嶋(ﾏﾏ)忠右衛
門

状 1 慶応3.正 1867 虫損、包紙あり

49-1 49-1 5戸口・諸改 印鑑証明願い 今福村生橋仙
次郎

長洲村外五ヶ村
戸長武田三衛

状 1 明治21.7 1888 虫損大
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49-2 49-2 5戸口・諸改 印鑑押印用付箋 状 1 (明治21) (1888) 虫損、印鑑押印な
し、目録番号49-1に
挟込

50 50 5戸口・諸改 信州善光寺摂取年参講員章 信州善光寺寺
務職永代宿坊
圓乗院

状 1 近代 印刷、虫損大

51-1 51-1 6金融 銀子預り証文 今福村伊佐他1
名

次(ﾏﾏ)田屋源
七

状 1 弘化3.12 1846

51-2 51-2 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門他2名

吹田屋源兵衛 状 1 嘉永2.12 1849 虫損

51-3 51-3 6金融 銀子預り証文 今福村中惣代
市右衛門他4名

石蓮寺村吉右
衛門

状 1 嘉永4.10 1851 汚損大・虫損

51-4 51-4 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 嘉永6.12 1853 汚損

51-5 51-5 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 嘉永7.正 1854 汚損

51-6 51-6 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 嘉永7.3 1854

51-7 51-7 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 嘉永7.4 1854

51-8 51-8 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 嘉永7.7 1854 鼠損・汚損
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生橋茂二氏文書目録

51-9 51-9 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 嘉永7.12 1854 虫損

51-10 51-10 6金融 銀子預り証文 今福村弥兵衛
他2名

油屋庄蔵 状 1 嘉永7.12 1854 汚損

51-11 51-11 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政2.正 1855 虫損大

51-12 51-12 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政2.4 1855 虫損

51-13 51-13 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政2.5 1855 虫損

51-14 51-14 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政2.7 1855 虫損

51-15 51-15 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政2.6 1855 虫損

51-16 51-16 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政2.12 1855 虫損

51-17 51-17 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政3.2 1856 虫損

51-18 51-18 6金融 銀子預り証文 今福村忠右衛
門

油屋庄蔵 状 1 安政3.7 1856 虫損
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生橋茂二氏文書目録

51-19 51-19 6金融 銀子預り証文 東長洲村九兵
衛他10名

和泉屋善右衛
門

状 1 安政7.3 1860 虫損甚大

51-20 51-20 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門他1名

杭瀬村弥次兵
衛

状 1 文久元.7 1861 虫損

51-21 51-21 6金融 金子預り証文 今福村忠右衛
門

尼ヶ崎西町大嶋
屋卯右衛門

状 1 慶応3.5 1867 汚損大・虫損

51-22 51-22 6金融 金子預り証文 神崎村六右衛
門

今福村忠右衛
門

状 1 近世　卯.7.29 虫損

52-1 52-1 6金融 金子借用証文 富田村西田佐
兵衛他3名

今福村生橋仙
治郎

状 1 明治8.2.1 1875 虫損・汚損

52-2 52-2 6金融 金子借用証文 小寺長次郎他1
名

生橋仙治郎 状 1 明治8.12.18 1875 汚損

52-3 52-3 6金融 金子借用証文 福井定平他1名 生橋仙次郎 状 1 明治8.12.20 1875

52-4 52-4 6金融 金子借用証文 喜多太七他1名 生橋仙次郎 状 1 明治14.2 1881 虫損・汚損

52-5 52-5 6金融 金子借用証文 生橋仙次郎 菊林さく他1名 状 1 明治22.旧
12.22

1889

52-6 52-6 6金融 金子借用証文 生橋仙次郎 菊林さく他1名 状 1 明治23.旧1.2 1900

53 53 6金融 借用証文控え 仮綴 1 明治7～8 1874～
1875

－11－

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
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54-1 54-1 6金融 畑地質物証文 今福村庄兵衛
他3名

佃村五右衛門 状 1 嘉永3.8 1850 汚損大・虫損、後半
は小作証文

54-2 54-2 6金融 畑地質物証文 今福村治三郎
他1名

東難波村文三
郎

状 1 安政6.12 1859 虫損大

55-1 55-1 6金融 小作請負証文 今福村治三郎
他1名

東難波村文三
郎

状 1 安政6.12 1859 虫損

55-2 55-2 6金融 小作請負証文 五兵衛新田吉
三郎他1名

今福村砂代持
主忠右衛門

状　 1 明治2.4 1869 汚損・虫損

56-1 56-1 6金融 家書入れ引当証文 長次郎 生橋仙次郎 状 1 明治8.6.10 1875

56-2 56-2 6金融 家諸道具書入れ引当証文 [切取欠] 生橋仙治郎 状 1 明治8.6 1875 差出部分切り取り

56-3 56-3 6金融 家諸道具書入れ引当証文 状 1 (明治) 後欠

56-4 56-4 6金融 建家書入れ引当証文 状 1 (明治) 汚損、文章途中まで

57-1 57-1 6金融 田地書入れ証文 今福村生橋仙
次郎他1名

尼崎町字大物
町渋谷佐平

状 1 明治17.10.4 1884 虫損

57-2 57-2 6金融 田地書入れ証文 今福村生橋仙
次郎

尼崎町渋谷佐
平

状 1 明治18.2.25 1885

57-3 57-3 6金融 田畑書入れ証文 今福村生橋仙
次郎

尼崎町永田喜
七

状 1 明治20.11.16 1887 鼠損
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57-4 57-4 6金融 田地書入れ証文 生橋仙次郎他1
名

宮崎五平 状 1 明治28.1.12 1895

57-5 57-5 6金融 田畑書入れ証文 今福村福井庄
三郎他1名

仮綴 1 明治28.8.13 1895

57-6 57-6 6金融 田地書入れ証文雛形 状 1 (明治) 虫損

58 58 6金融 返済済み借用証文紛失につ
き差入れ一札

百姓惣代庄三
郎他2名

忠右衛門 状 1 慶応3.12 1867 汚損大

59 59 6金融 返済証文 尼崎町永田とく
他3名

今福村生橋仙
次郎

仮綴 1 明治25.4.23 1892

60-1 60-1 6金融 田地譲渡証文 太兵衛他1名 さと 状 1 天保11.正 1840 汚損大・虫損

60-2 60-2 6金融 畑地譲渡証文 助右衛門他1名 忠右衛門 状 1 安政3.12 1856

60-3 60-3 6金融 永代畑地譲渡証文 梶ヶ嶋村勘左
衛門他1名

今福村忠右衛
門

状 1 慶応3.2 1867 汚損・虫損

60-4 60-4 6金融 畑地・井戸譲渡証文 佃村市郎兵衛
他1名

今福村仙助 状 1 明治3.10 1870 汚損・虫損

61-1 61-1 6金融 借地建物売渡証 今福村佐藤捨
六他1名

生橋仙次郎 状 1 明治21.7.28 1888 汚損大・虫損大

61-2 61-2 6金融 売渡借地建物見取図 今福村佐藤捨
六他2名

状 1 明治21.7.28 1888 汚損大・虫損
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62-1 62-1 6金融 地所売渡確証 今福村今井次
郎平

生橋仙次郎 状 1 明治21.1.16 1888

62-2 62-2 6金融 地所売渡確証 今福村寺井勘
平

生橋仙次郎 状 1 明治21.1.16 1888 汚損・虫損

62-3 62-3 6金融 地所売渡確証 今福村羽田伊
作

生橋仙次郎 状 1 明治21.1.16 1888 汚損

63 63 6金融 畑地売渡しの節古証文見あた
らざるにつき後日のため一札

佃村市郎兵衛 今福村仙助 状 1 明治3.10 1870 虫損

64-1 64-1 6金融 肥料代金請求書 橋本吉右衛門 今福村生橋仙
次郎

状 1 明治26.7.10 1893

64-2 64-2 6金融 肥料代金請求書 佐々木 今福村儀兵衛 状 1 近代　.7.13

65-1 65-1 6金融 藁受取覚え 又間松右衛門 今福村役人中 状 1 近世　寅.11.7 汚損

65-2 65-2 6金融 小麦藁代ほか受取覚え 梶ヶ嶋村勘左
衛門

生橋忠右衛門 状 1 近世　卯.5.24

65-3 65-3 6金融 竹受取覚え 材木方 今福村役人中 状 1 近世　卯.9.朔 虫損

65-4 65-4 6金融 銀子受取覚え 治左衛門 生橋忠右衛門 状 1 近世　.2.19 虫損

65-5 65-5 6金融 藁受取覚え 又間松右衛門 今福村役人中 状 1 近世　.3.17 虫損
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65-6 65-6 6金融 大豆代金受取覚え 松川店 幾橋(ﾏﾏ)仙次
郎

状 1 近代　.6.25 虫損

65-7 65-7 6金融 銀子受取覚え 堀 今福村役人 状 1 近世　.10.23 虫損

66-1 66-1 6金融 代金受取書 秋岡松三郎 福井庄三郎他1
名

状 1 明治19.12.20 1886 虫損

66-2 66-2 6金融 圦樋ほか代金受取書 尼村祢 今ふく村戸長 状 1 明治23.2.□ 1890 虫損大

66-3 66-3 6金融 粕代金請求書 橋本商店 今福村仙次郎 状 1 明治26.7.13 1893

66-4 66-4 6金融 代金受取書 菊林店 生橋千治郎 状 1 明治27.8.12 1894

66-5 66-5 6金融 代金受取書 菊林 生橋千次郎 状 1 明治28.1.30 1895

66-6 66-6 6金融 玉粕代金請求書 はし本店 幾橋(ﾏﾏ) 状 1 近代　午.7.8 虫損

66-7 66-7 6金融 鰊粕代金請求書 橋本吉右衛門 生橋仙次郎 状 1 近代　未.7.10

66-8 66-8 6金融 代金受取書 □田清左衛門 喜兵衛 状 1 近代　.5.1 虫損

66-9 66-9 6金融 諸道具代金受取書 多田吉治郎 生橋 状 1 近代　.12.14

66-10 66-10 6金融 粕代金請求書 状 1 近代 虫損
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66-11 66-11 6金融 羽根代金受取書 河内茨田郡諸
福村大権

状 1 近代

67-1 67-1 6金融 年季奉公人請状 播州見木郡笠
村奉公人辰蔵
他2名

今福村忠右衛
門

状 1 安政6.正 1859 虫損大

67-2 67-2 6金融 年季奉公人請状 伝法村奉公人
親佐七他2名

今福村忠右衛
門

状 1 文久3.7 1863 虫損、表題部分破欠

67-3 67-3 6金融 年季奉公人請状 親庄次郎他1名 忠右衛門 状 1 慶応2.2 1866 虫損

67-4 67-4 6金融 年季奉公人請状 七ツ松村親せ
い他2名

今福村忠右衛
門

状 1 慶応3.3 1867 虫損

67-5 67-5 6金融 年季奉公人請状 豊嶋郡新目村
親利兵衛他2名

今福村忠右衛
門

状 1 慶応3.7 1867 虫損・汚損

67-6 67-6 6金融 年季奉公人請状 豊嶋郡新目村
親善助他2名

今福村忠右衛
門

状 1 慶応3.7 1867 虫損

68-1 68-1 6金融 被雇人約定証 西成郡成小路
村永田きぬ他2
名

生橋仙次郎 状 1 明治22.5.20 1889

68-2 68-2 6金融 被雇人約定証 多喜郡沢田嶋
村澤本伊之助
他2名

生橋仙次郎 状 1 明治23 1890
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68-3 68-3 6金融 被雇人約定証 有馬郡本庄村
山中市左衛門
他2名

生橋仙次郎 状 1 明治25 1892 虫損

68-4 68-4 6金融 被雇人約定証 額田村今北鶴
吉他2名

生橋繁太郎 状 1 明治29.4 1896 汚損

69 69 6金融 被雇人約定書請状 生橋仙次郎 状 1 明治23.2.4 1890 汚損

70 70 6金融 今福村分元利金につき調達
講元覚え

今福村 状 1 近世　.7.9 虫損

71 71 6金融 建家瓦葺き請負証 西長洲村小寺
喜平

今福村中松勘
介

状 1 明治14.9.13 1881 虫損

72 72 6金融 頼母子掛覚え控え 状 1 明治33.新
11.25

1900 汚損

73 73 6金融 郵便切手貯金台紙 逓信省 状 1 明治37.3.8 1904

74 74 6金融 公正証書正本 書冊 1 明治42.3.4 1909 下部虫損甚大、袋あ
り

75 75 7治水・水利 破損せし左門川字小堤普請し
たき願い出につき申上候

状 1 近世

76 76 7治水・水利 56か村惣代集会の節の返事
につき口上

庄屋忠右衛門
他1名

堤方役所 状 1 嘉永2.7.7 1849
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生橋茂二氏文書目録

77 77 7治水・水利 左門川通り普請日延べにつき
書付け

堤方役所 今福村役人 状 2 近世　酉.7.28 ほぼ同内容

78 78 7治水・水利 左門川字小堤普請願い 庄屋忠右衛門
他1名

堤方役所 状 1 嘉永2.8 1849

79 79 7治水・水利 左門川堤切所新規修復につ
き今福村と神崎川筋56か村対
談行届きにつき連印差上げ控
え

今福村庄屋忠
右衛門他11名

堤方役所 状 1 嘉永2.8 1849

80 80 7治水・水利 左門川堤切所新規修復につ
き今福村と神崎川筋56か村対
談行届きにつき連印差上げ一
札写し

庄屋忠右衛門
他11名

堤方奉行 状 1 嘉永2.8 1849 虫損

81 81 7治水・水利 左門川堤切所新規修復につ
き今福村と神崎川筋56か村対
談整いにつき宥面願い

庄屋忠右衛門
他1名

堤方役所 状 1 嘉永2.8 1849 虫損、奥書の印形部
分切り取り

82-1 82-1 7治水・水利 大坂城代内藤紀伊守巡見に
つき堀立麁絵図

状 1 嘉永2.8 1849

82-2 82-2 7治水・水利 左門川筋付近東町奉行所河
方役所下書麁絵図

状 1 近世

82-3 82-3 7治水・水利 神崎川筋新田悪水樋箇所麁
絵図

状 1 近世 目録番号82-4の西半
分と合致

82-4 82-4 7治水・水利 神崎川筋新田悪水樋箇所麁
絵図

状 1 近世
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83 83 7治水・水利 左門川筋普請場所本田あるい
は流作認め方につき書状

三左衛門 惣左衛門 状 1 近世　.3.19

84 84 7治水・水利 諸川水行のため木草刈方に
つき奉行所より仰せ渡し請証
書文写し

神崎川筋北側
惣代弐ヶ村吹
田村・洲至止村
庄屋・年寄

西奉行 仮綴 1 安政4.4.8 1857 汚損

85 85 7治水・水利 武庫川堤原付出人足名控え 状 1 近世　.3.

86-1 86-1 7治水・水利 藻川費受取証 生橋繁太郎 羽田伊之□ 状 1 明治39 1906 虫損

86-2 86-2 7治水・水利 藻川費受取証 生橋繁太郎 福井勝蔵 状 1 明治39 1906

86-3 86-3 7治水・水利 藻川費受取証 生橋繁太郎 山村佐吉 状 1 明治39 1906

87 87 7治水・水利 漁師論争仲裁により一代帯刀
ならびに堤挑灯・八寸棒・御印
御免の覚え

山下族他2名 今福村庄屋生
橋忠右衛門

状 1 慶応元.11 1865 虫損甚大・汚損

88-1 88-1 8家 結納目録下書 生橋忠右衛門 状 1 文久4.2 1864 虫損・汚損、目録内
容無記入

88-2 88-2 8家 結納目録 山口元蔵 状 1 明治9.3.19 1876

89-1 89-1 8家 川辺郡庁舎新築費寄付証書 兵庫県知事内
海忠勝

今福村生橋仙
次郎

状 1 明治20.9.15 1887
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89-2 89-2 8家 小田村役場建築費寄付証書 兵庫県知事周
布公平

小田村生橋仙
次郎

状 1 明治28.10.10 1895 汚損

90-1 90-1 8家 御祝控え 横帳 1 明治24 1891 虫損、生橋育太郎

90-2 90-2 8家 御祝控え 横帳 1 大正2.11.26 1913 汚損甚大・虫損甚
大、橋本育太郎

91 91 8家 判決書謄本送達状 神戸地方裁判
所

状 1 明治26.1.18 1893

92 92 8家 基本射撃第一回中隊射撃成
果表

野戦砲兵第十
聯隊第四中隊

状 1 明治33.10.1 1900

93-1 93-1 8家 入隊延期につき書簡 生橋繁太郎 生橋末吉 状 1 (明治38).5.24 (1905) 2枚一括、封筒あり

93-2 93-2 8家 封筒のみ 生橋繁[太郎] 岸田徳三郎 状 1 近代 虫損甚大、封筒のみ

93-3 93-3 8家 近況報告につき書簡 生橋繁太郎 生橋末吉 状 1 明治38.6.20 1905 水損大、3枚一括、封
筒あり

93-4 93-4 8家 農作業状況および国民召集
につき書簡

繁太郎 末吉 状 1 明治38.6.25 1905 2枚一括、封筒あり

93-5 93-5 8家 部隊転属につき手当金送付
先変更依頼

陸軍砲兵一等
卒生橋繁太郎

第十師団経理
部

状 1 明治38.7 1905 封筒あり

93-6 93-6 8家 進軍先での近況報告につき書
簡

堀田徳三郎 生橋繁太郎 状 1 (明治38).7.18 (1905) 封筒あり
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93-7-1 93-7-1 8家 病気のため解隊可否につき書
簡

光三郎 生橋繁太郎 状 1 明治38.7.22 1905 目録番号93-7-1～3
封筒一括

93-7-2 93-7-2 8家 休暇証明書 姫路予備病院
長山本徳三郎

生橋繁太郎 状 1 明治38.4.4 1905 目録番号93-7-1～3
封筒一括

93-7-3 93-7-3 8家 延期休暇免許証 野戦砲兵第十
聯隊補充大隊
長中宮弥太郎

野戦砲兵第十
聯隊補充大隊
第二中隊生橋
繁次郎(ﾏﾏ)

状 1 明治38.5.23 1905 目録番号93-7-1～3
封筒一括

93-8 93-8 8家 郷里の農作業につき書簡 山口光三郎 生橋繁太郎 状 1 明治38.7.25 1905 3枚一括、封筒あり

93-9 93-9 8家 農作業状況につき書簡 中村徳太郎 生橋繁太郎 状 1 明治38.7.25 1905 封筒あり

93-10 93-10 8家 近々動員下令がある噂につき
書簡

生橋繁太郎 三反田三松武
次郎

状 2 明治38.8.6 1905 封筒あり

93-11 93-11 8家 農作業状況につき書簡 中村徳太郎 生橋繁太郎 状 1 明治38.8.7 1905 封筒あり

93-12 93-12 8家 病気のため解隊可否につき書
簡

生橋繁太郎 生橋末吉 状 1 明治38.8.8 1905 封筒あり

93-13 93-13 8家 送金不可能につき書簡 生橋繁太郎 生橋末吉 状 1 明治38.9.14 1905 虫損甚大、封筒あり

94-1 94-1 8家 無事入隊につきはがき 生橋末吉 生橋繁太郎 状 1 明治38.8.6 1905 虫損大

94-2 94-2 8家 はがき（内容不明） 生橋繁太郎 三松[武次郎] 状 1 (明治38).7.10 (1905) 裏面塗りつぶしにつ
き内容不明、虫損大
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94-3 94-3 8家 はがき（内容不明） 生橋末吉 生橋繁太郎 状 1 (明治38) (1905) 文字摩滅につき内容
不明、虫損甚大

94-4 94-4 8家 竹地借用の件等につきはがき 中村徳太郎 生橋繁太郎 状 1 (明治38) (1905) 虫損大

95-1-1 95-1-1 8家 下等小学第八級卒業証書 冨嶋小学 生橋新造 状 1 明治7.1.31 1874

95-1-2 95-1-2 8家 下等小学第七級卒業証書 富嶋小学 生橋真蔵 状 1 明治7.10.17 1874 虫損

95-1-3 95-1-3 8家 下等小学第六級卒業証書 富嶋小学 生橋真造 状 1 明治8.10.27 1875 虫損

95-1-4 95-1-4 8家 下等小学第五級卒業証書 富嶋小学 生橋真造 状 1 明治9.4.16 1876 虫損

95-1-5 95-1-5 8家 下等小学第四級卒業証書 富嶋小学 生橋真造 状 1 明治9.11.9 1876

95-1-6 95-1-6 8家 下等小学第三級卒業証書 富嶋小学 生橋真造 状 1 明治9.11.10 1876 虫損

95-1-7 95-1-7 8家 下等小学第二級卒業証書 富嶋小学 生橋真蔵 状 1 明治10.4.13 1877

95-1-8 95-1-8 8家 下等小学第一級卒業証書 進級小学校 生橋真蔵 状 1 明治10.10.25 1877

95-1-9 95-1-9 8家 下等小学全科卒業証書 進級小学校 生橋真造 状 1 明治10.11.15 1877 虫損

95-1-10 95-1-10 8家 下等小学全科卒業につき帽
一頭賞与証書

兵庫県 生橋真造 状 1 明治10.12.30 1877 虫損
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95-1-11 95-1-11 8家 上等小学第八級卒業証書 小墾田小学校 生橋真蔵 状 1 明治11.3.23 1878 虫損

95-1-12 95-1-12 8家 学術優等につき算術書賞与
証書

小墾田小学校 生橋真蔵 状 1 明治11.3.23 1878 虫損

95-2-1 95-2-1 8家 下等小学第八級卒業証書 富嶋小学 生橋満佐 状 1 明治9.4.16 1876 虫損

95-2-2 95-2-2 8家 下等小学第七級卒業証書 富嶋小学 生橋満佐 状 1 明治9.11.9 1876 汚損

95-3-1 95-3-1 8家 小学初等科第六級卒業証書 富島小学校 生橋たき 状 1 明治16.10.21 1883

95-3-2 95-3-2 8家 小学初等科第五級卒業証書 富島小学校 生橋タキ 状 1 明治17.4.6 1884 虫損

95-3-3 95-3-3 8家 小学初等科第四級修業証書 尼崎小学校 生橋たき 状 1 明治18.5.17 1885 虫損

95-3-4 95-3-4 8家 小学初等科第三級修業証書 尼崎小学校 生橋たき 状 1 明治18.10.26 1885

95-4 95-4 8家 小学初等科第六級修業証書 尼崎小学校 生橋繁次郎 状 1 明治18.5.17 1885

95-5-1 95-5-1 8家 小学初等科第五級修業証書 尼崎小学校 生橋繁太郎 状 1 明治19.4.8 1886

95-5-2 95-5-2 8家 小学初等科第四級修業証書 尼崎小学校 生橋繁太郎 状 1 明治20.3.14 1887 虫損

95-5-3 95-5-3 8家 小学簡易科第二年卒業証書 衛正簡易小学
校

生橋茂太郎 状 1 明治21.3.3 1888
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95-5-4 95-5-4 8家 小学簡易科卒業証書 衛正簡易小学
校

生橋茂太郎 状 1 明治22.3.26 1889

95-5-5 95-5-5 8家 尋常小学校卒業証書 尼崎尋常小学
校

生橋繁太郎 状 1 明治23.3.7 1890

95-6-1 95-6-1 8家 小学簡易科第一年卒業証書 衛正簡易小学
校

生橋末吉 状 1 明治23.3.9 1890

95-6-2 95-6-2 8家 小学簡易科第二年卒業証書 衛正簡易小学
校

生橋末吉 状 1 明治24.3.9 1891

95-6-3 95-6-3 8家 尋常小学科第三年卒業証書 小田尋常小学
校

生橋末吉 状 1 明治25.3.22 1892 虫損

95-6-4 95-6-4 8家 尋常小学校卒業証書 衛正小学校訓
導豊嶋成温

生橋末吉 状 1 明治26.3.29 1893

95-6-5 95-6-5 8家 尋常小学校卒業証書 西成郡村立佃
尋常小学校訓
導平岡福麿

生橋末吉 状 1 明治27.3.31 1894 汚損

95-6-6 95-6-6 8家 補習科第一学年課程修業証
書

衛正尋常小学
校

生橋末吉 状 1 明治28.3.27 1895 虫損

95-7 95-7 8家 尋常小学校卒業証書 小田第二尋常
小学校長松本
保左衛門

生橋幾太郎 状 1 明治35.3.26 1902

96 96 8家 富嶋小学校寄附金賞状 兵庫県 生橋仙次郎 状 1 明治10.7.6 1877
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97 97 8家 第１回農産物品評会3等褒賞
授与証

小田村農会 今福村生橋繁
太郎

状 1 明治34.11.10 1901
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