
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

古田嘉章氏文書(2)目録

1 1 1 支配 御殿様御巡見惣入用帳なら
びに御高札場普請帖袋

時友村 袋 1 文久2 1862 袋のみ

2 2 1 支配 軍用出人足控え帳 時友[ ] 横帳 1 元治元.6 1864

3 3 1 支配 東海道掃除場之事差し上げ
候墨引

状 1 近世 断簡。表題部分の
み。

4 4 2 法令 禁制写し 吉田陸奥守・矢
守対馬守

紫雲山中山寺 状 1 慶応4.3 1868 3ｰ68ｰ1～8重ね折り
一括

5 5 2 法令 御触れ書状受け取り帳 時友村 横帳 1 明治5 1872

6 6 3 土地・貢租(近世) 年貢免状など断簡 状・一括 1 享保16～ 1731 享保16尼崎領免状な
ど免状類多数含む。
総点数不明。

7-1 7-1 3 土地・貢租(近世) 御物成納め通い帳 田沢実蔵 時友村庄屋弥
右衛門

横帳 1 嘉永4.9 1851

7-2 7-2 3 土地・貢租(近世) 御物成納め通い帳 三橋崎右衛門 時友村庄屋市
左衛門

横帳 1 慶応3.9.28 1867

8 8 3 土地・貢租(近世) 当立毛御細見御願い帳 三反田組時友
村

書冊 1 天保11.10 1840

9 9 3 土地・貢租(近世) 正徳二年砂入田方御改め帳 八木庄兵衛他1
名

書冊 1 正徳4.2 1714 起し帰し残り荒地・起
し帰しの内悪地につ
いて
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

10-1 10-1 3 土地・貢租(近世) 砂山溝成御改め帳 時友村庄屋惣
兵衛他2名

鈴木治左衛門 書冊 1 宝暦6.3 1756 表紙に「時友村控」

10-2 10-2 3 土地・貢租(近世) 砂山溝成御改め願い帳 三反田組時友
村

津久井与惣次 書冊 1 享和4.2 1804 時友村控

10-3 10-3 3 土地・貢租(近世) 砂山溝成御改め願い帳 時友村年寄季
之助他2名

伊藤兎作 書冊 1 天保5.8 1834 村控

10-4 10-4 3 土地・貢租(近世) 砂山溝成御改め願い帳控え 時友村年寄武
右衛門

書冊 1 天保15.8 1844 村控

11 11 3 土地・貢租(近世) 小揃帳 庄屋市左衛門 横帳 1 元治元 1864 軍用出人足勘定帳・
普請大小日役立用
帳も混在、重ね折り
一括

12 12 3 土地・貢租(近世) 小前帳 書冊 1 安政2 1855 後欠。

13 13 3 土地・貢租(近世) 本免・中免・下免田畑石高書
き上げ

状 1 (近世) 一枚のみ。3-46-1～
6重ね折り一括

14 14 3 土地・貢租(近世) 田畑・水路絵図 摂津国武庫郡
時友邑

図 1 正徳5.8 1715 袋有り。「田畑絵図
入」

15 15 4 土地・貢租(近代) 地券証 兵庫県 武庫郡時友村
古田善兵衛他

状 56 明治10.12.28 1877 こよりにて一括。

16 16 4 土地・貢租(近代) 地券証筆数渡し帳 横帳 1 明治7.5 1874
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

17 17 4 土地・貢租(近代) 地券代価帳 横帳 1 近代

18 18 4 土地・貢租(近代) 田畑地代書き上げ帳 横帳 1 近代 表紙欠・家別に書き
上げ。3ｰ63ｰ1～9重
ね折り一括

19 19 4 土地・貢租(近代) 地籍帳写し 摂津国武庫郡
第八区時友村

書冊 1 明治8.2 1875 表紙のみ。3ｰ66ｰ7ｰ
1～7重ね折り一括

20 20 4 土地・貢租(近代) 特別修正につき土地台帳・名
寄帳訂正費

横帳 1 明治23.12 1890

21 21 4 土地・貢租(近代) 地価・地租表 書冊 1 近代 帳外れ

22 22 4 土地・貢租(近代) 等級別に反別・地主名など書
き上げ

横帳 1 近代 3ｰ68ｰ1～8重ね折り
一括

23 23 4 土地・貢租(近代) 地番・反別・地主名書き上げ 横帳 1 (近代) 帳外れ

24 24 4 土地・貢租(近代) 田地反別・地代など書き上げ 横帳 1 近代 帳外れ

25 25 4 土地・貢租(近代) 村中持ち伊勢講田・小寄講田
地御取り調べ麁絵図写し袋

第八区時友邑 袋 1 明治8.2 1875 袋のみ

26 26 4 土地・貢租(近代) 第八区田畑一筆限別冊断簡 時友村持主福
井弥平治

書冊 2 明治前期 2冊分表紙および一
部のみ。

27 27 4 土地・貢租(近代) 字一筆限地図帳袋 第八区摂津国
武庫郡時友村

袋 1 近代 袋のみ
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

28 28 4 土地・貢租(近代) 田畑絵図面袋 第八区摂津国
武庫郡時友村

袋 1 近代 袋のみ

29 29 4 土地・貢租(近代) 宅地図面 図 1 欠年

30 30 4 土地・貢租(近代) 免状断簡 西田伴左衛門 状 1 明治元.12.17 1868

31-1 31-1 4 土地・貢租(近代) 御物成納米通い帳 平瀬小平 時友村庄屋市
左衛門

横帳 1 明治2.10.12 1869

31-2 31-2 4 土地・貢租(近代) 御物成納米通い帳 佐々木幾左衛
門

時友組時友村
庄屋市左衛門

横帳 1 明治3.10.14 1870

31-3 31-3 4 土地・貢租(近代) 御物成納米通い帳 権少属田尾信
之

村友組時友村
里正秋永市十
郎

横帳 1 明治4.9.29 1871

32-1 32-1 4 土地・貢租(近代) 租税収納帳 戸長善十郎 横帳 1 明治6 1873 3ｰ50ｰ1～4重ね折り
一括。地租など徴収
に関する

32-2 32-2 4 土地・貢租(近代) 租税収納帳 戸長秋永市十
郎

横帳 1 明治9 1876

32-3 32-3 4 土地・貢租(近代) 租税収納帳 横帳 1 明治前期 地租などの取り集め
に関する。3ｰ50ｰ1～
4重ね折り一括

33 33 4 土地・貢租(近代) 租税勘定帳 横帳 1 近代 表紙欠
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

34 34 4 土地・貢租(近代) 租税金二歩通納め帳 秋永市重郎 横帳 1 明治9.12.21 1876 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

35-1 35-1 4 土地・貢租(近代) 小揃庭帳 時友村 横帳 1 明治4 1871 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

35-2 35-2 4 土地・貢租(近代) 小揃庭帳 時友村 横帳 1 (近代)　酉 地租取り集めに関す
るものか。3ｰ50ｰ1～
4重ね折り一括

35-3 35-3 4 土地・貢租(近代) 小揃庭帳 横帳 1 (近代) 表紙欠3ｰ48ｰ1～7重
ね折り一括。裏表紙
「小揃通帳」

36-1 36-1 4 土地・貢租(近代) 小揃帳表 横帳　 1 近代 米石高・金額等3ｰ
62ｰ12とほぼ一致。
3ｰ62ｰ1～14重ね折
り一括。

36-2 36-2 4 土地・貢租(近代) 小揃帳表 横帳 1 近代 帳外れ、3ｰ62ｰ1～
14重ね折り一括

36-3 36-3 4 土地・貢租(近代) 小揃帳表 状 1 近代 朱筆にて数値修正あ
り。3ｰ68ｰ1～8重ね
折り一括

37 37 4 土地・貢租(近代) 当秋御検見田畑内見位付け
帳

摂津国武庫郡
時友村

横帳 1 明治6.10 1873 3ｰ46ｰ1～6重ね折り
一括

38 38 4 土地・貢租(近代) 御検見立毛位付絵面控え入り
袋

時友邑 袋 1 明治6.10 1873 写。袋のみ。
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

39 39 4 土地・貢租(近代) 検見反別調べ帳 時友村 横帳 1 明治6 1873

40 40 4 土地・貢租(近代) 明治30年水害特別免租払い
戻し金配付帳

時友村 横帳 1 明治32.9.3 1899

41 41 4 土地・貢租(近代) 糯間銀取り帳 時友村 横帳 1 明治4 1871 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

42 42 4 土地・貢租(近代) 筆数印税取り集め帳 時友村 横帳 1 明治6.6 1873

43 43 4 土地・貢租(近代) 地方租税額戸数割符集め帳 時友邑 横帳 1 明治13.6.15 1880 3ｰ39ｰ1～6、重ね折
り一括

44-1 44-1 4 土地・貢租(近代) 地方税半額割符集め帳 時友村 横帳 1 明治13.11 1880 3ｰ39ｰ1～6、重ね折
り一括

44-2 44-2 4 土地・貢租(近代) 地方税半額割符集め帳 時友村 横帳 1 明治14.6 1881

45 45 4 土地・貢租(近代) 御拝借金20か年年賦返上納
請け取り帳

横帳 1 明治4.12 1871 表紙のみ

46 46 4 土地・貢租(近代) 20か年年賦取集め帳 時友村 横帳 1 明治7 1874

47 47 5 村政・村況(近世) 庄屋役中書物控え 庄屋弥右衛門 書冊 1 安政3.1.16 1856 庄屋交替の際の引き
継ぎ文書・諸道具目
録

48 48 5 村政・村況(近世) 万書物入袋 庄屋市左衛門 袋 1 安政3.1 1856 袋のみ
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

49 49 5 村政・村況(近世) 寄合規定書 庄屋弥右衛門
他42名

書冊 1 (近世)　寅.12

50-1 50-1 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 安政5 1858 安政6年分も重ね折り
にて一括。村入用の
支払い明細帳

50-2 50-2 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 万延元 1860 村入用の支払い明細
帳

50-3 50-3 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 文久元 1861 村入用の支払い明細
帳

50-4 50-4 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 元治元 1864 子年旱魃人足帳・旱
魃買物帳・糯籾間銀
割符帳も重ね折り一
括

50-5 50-5 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 慶応元 1865 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括。村入用の支
払い明細帳

50-6 50-6 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 慶応2 1866 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括。村入用の支
払い明細帳

50-7 50-7 5 村政・村況(近世) 銀米支配惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 慶応3.12 1867 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括。村入用の支
払い明細帳

51 51 5 村政・村況(近世) 村入用勘定書き付け 横帳・横 1 安政5 1858 安政5～大正8。11枚
重ね折り一括
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

52 52 5 村政・村況(近世) 貸借金銀および入用など書き
上げ

横帳 1 近世

53-1 53-1 5 村政・村況(近世) 金銭取り集め勘定帳 横帳 1 近世 日役に関するものか?
表紙欠

53-2 53-2 5 村政・村況(近世) 金銭取り集め勘定帳 横帳 1 (近世) 表紙欠、3ｰ51ｰ1～5
重ね折り一括

54 54 5 村政・村況(近世) 諸入用金額など覚え書き 状 1 (近世)

55 55 5 村政・村況(近世) 勘定の覚え 西宮京屋武兵
衛

時友村御役人
中

状 1 近世　申.10

56 56 5 村政・村況(近世) 金子受け取りの覚え 友行村若中 清右衛門他2名 状 1 (近世)　
巳.6.17

3ｰ68ｰ1～8重ね折り
一括

57 57 5 村政・村況(近世) 酒代など勘定書 升治 時友村御役人
様

横帳 1 (近世)　.9.23 帳外れ1枚のみ

58 58 5 村政・村況(近世) 買い物・船賃など覚え書き 状 1 (近世) 3ｰ68ｰ1～8重ね折り
一括

59 59 5 村政・村況(近世) 取り集め米割り付けにつき覚
え

仮綴 1 (近世) 3ｰ63ｰ1～9重ね折り
一括

60 60 6 村政・村況(近代) 参会出勤顔付け帳 横帳 1 明治9.1 1876 日付は旧暦。使用は
明治11.1から。3ｰ
37ｰ1～5重ね折り一
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

61-1 61-1 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 明治元 1868 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括。原表題「銀米
支配惣寄帳」

61-2 61-2 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 庄屋市左衛門 横帳 1 明治2.12 1869 原表題「銀米支配惣
寄勘定帳」

61-3 61-3 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 時友村 横帳 1 明治3.12 1870 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括。原表題「支配
銀寄帳」

61-4 61-4 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 時友村 横帳 1 明治4 1871 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括。

61-5 61-5 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長古田善重
郎

横帳 1 明治5 1872 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

61-6 61-6 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長古田善十
郎

横帳 1 明治6.12 1873 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

61-7 61-7 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長古田善十
郎

横帳 1 明治6 1873 3ｰ42ｰ1～2重ね折り
一括

61-8 61-8 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長古田善十
郎

横帳 1 明治7 1874

61-9 61-9 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長古田善十
郎他1名

横帳 1 明治8 1875

61-10 61-10 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長秋永市十
郎

横帳 1 明治9.12 1876 他内容帳面も混在
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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

古田嘉章氏文書(2)目録

61-11 61-11 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長秋永市十
郎

横帳 1 明治9 1876 3ｰ46ｰ1～6重ね折り
一括

61-12 61-12 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長秋永市重
郎

横帳 1 明治10.12 1877 3ｰ57ｰ1～7重ね折り
一括

61-13 61-13 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長秋永市十
郎

横帳 1 明治10 1877

61-14 61-14 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 戸長松田嘉平 横帳 1 明治12.12 1879 日付は旧暦

61-15 61-15 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 時友村 横帳 1 明治13.12 1880 日付は旧暦。3ｰ57ｰ
1～7重ね折り一括

61-16 61-16 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 時友村 横帳 1 明治14.12 1881 日付は旧暦

61-17 61-17 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 時友村 横帳 1 明治14 1881 原表題「村入費惣寄
帳」

61-18 61-18 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 横帳 1 近代 前欠、3-39-1～6重
ね折り一括

61-19 61-19 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 横帳 1 近代 3-42-1～2重ね折り
一括

61-20 61-20 6 村政・村況(近代) 支配金惣寄せ帳 横帳 1 近代 戸数割・小学校費・
夜番など取集め。3-
58-1～7重ね折り一
括
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62 62 6 村政・村況(近代) 村方へ取遣す惣寄せ帳 戸長松田嘉平 横帳 1 明治12.1 1879 3-39-1～6重ね折り
一括

63-1 63-1 6 村政・村況(近代) 年中支配割り付け帳 時友村 横帳 1 明治12.12 1879 日付は旧暦。3ｰ54ｰ
1～8重ね折り一括

63-2 63-2 6 村政・村況(近代) 年中支配割り付け帳 時友村 横帳 1 明治14 1881 3ｰ54ｰ1～8重ね折り
一括

63-3 63-3 6 村政・村況(近代) 村中支配割り付け帳 時友村 横帳 1 明治24 1891 3ｰ48ｰ1～7重ね折り
一括。明治24年度
分。

63-4 63-4 6 村政・村況(近代) 村中支配割り付け帳 時友村 横帳 1 明治25.12.30 1892 明治25年度分

63-5 63-5 6 村政・村況(近代) 支配割り付け帳 横帳 1 近代 村行政・小学校・日
役入用金につき。3-
54-1～8重ね折り一
括

64 64 6 村政・村況(近代) 寄せ金割り付けにつき覚え書
き

横帳 1 近代 帳外れ。3-66-1～7
重ね折り一括

65-1 65-1 6 村政・村況(近代) 取替帳 戸長 横帳 1 明治12.1 1879 明治12.1～12月分。
3-54-1～8重ね折り
一括。村費支出明細

65-2 65-2 6 村政・村況(近代) 取替帳 横帳 1 明治14.1 1881 3-54-1～8重ね折り
一括。村費支出明
細。
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65-3 65-3 6 村政・村況(近代) 取替帳 横帳 1 明治30 1897 表紙欠。明治30～32
年度分。村費勘定。

66-1 66-1 6 村政・村況(近代) 協議費割り帳 横帳 1 明治28 1895 3ｰ51ｰ1～5重ね折り
一括。明治28年度分

66-2 66-2 6 村政・村況(近代) 協議費割り帳 時友村 横帳 1 明治30 1897

66-3 66-3 6 村政・村況(近代) 協議費割り帳 時友村 横帳 1 明治31 1898 3ｰ48ｰ1～7重ね折り
一括。明治31年度
分。

67 67 6 村政・村況(近代) 明治27年度土木・協議費割り
帳

時友村 横帳 1 明治27.12.25 1894 日付は旧暦。3ｰ51ｰ
1～5重ね折り一括。

68-1 68-1 6 村政・村況(近代) 協議費徴収簿 時友村 横帳 1 明治32 1899 3ｰ46ｰ1～6重ね折り
一括

68-2 68-2 6 村政・村況(近代) 協議費徴収簿 時友村 横帳 1 明治32 1899 明治32年度後半期
分

68-3 68-3 6 村政・村況(近代) 協議費徴収簿 時友村 横帳 1 明治33.1.21 1900 明治32年度後半期
分

69 69 6 村政・村況(近代) 協議費取替帳 横帳 1 明治30 1897 寺入用勘定帳も兼ね
る

70 70 6 村政・村況(近代) 協議費・名寄せ帳手数料取り
集め帳

横帳 1 (明治33) 断簡、表紙欠。3ｰ
48ｰ1～7重ね折り一
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71-1 71-1 6 村政・村況(近代) 小学校費割符帳 時友村 横帳 1 明治6.12 1873 3ｰ37ｰ1～5、重ね折
り一括。月掛にて勘
定

71-2 71-2 6 村政・村況(近代) 小学校費割符帳 時友村 横帳 1 明治13.7 1880 7～12月分。3-39-1
～6、重ね折り一括

71-3 71-3 6 村政・村況(近代) 小学校費割符帳 横帳 1 明治13 1880 月掛りを半年（1～6
月）分。3-57-1～7重
ね折り一括。

71-4 71-4 6 村政・村況(近代) 小学校費割符帳 横帳 1 近代 円表記・貫文表記併
存。明治5頃か。3ｰ
58ｰ1～7重ね折り一
括

71-5 71-5 6 村政・村況(近代) 小学校費割符帳 横帳 1 (近代) 5～7月分を一時割、
月掛で算出。3-58-1
～7重ね折り一括

72 72 6 村政・村況(近代) 小学校新築入費ならびに元借
り学校入費区割り帳

時友村 横帳 1 明治7.7 1874 3-58-1～7重ね折り
一括

73-1 73-1 6 村政・村況(近代) 小学校費取り集め帳 横帳 1 (明治12) 1879 3-62-1～14重ね折り
一括

73-2 73-2 6 村政・村況(近代) 小学校費取り集め帳 時友邑 横帳 1 明治14.1 1881 1～6月分。3-54-1～
8重ね折り一括

74 74 6 村政・村況(近代) 小学校費取り集め覚え書き 仮綴 1 明治13.1 1880 半年分。3-62-1～14
重ね折り一括
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75-1 75-1 6 村政・村況(近代) 村土木費割り帳 時友村 横帳 1 明治22.12 1889 3-48-1～7重ね折り
一括

75-2 75-2 6 村政・村況(近代) 村土木費割り帳 時友村 横帳 1 明治23.12 1890 明治23年度分。3-
48-1～7重ね折り一
括

76 76 6 村政・村況(近代) 普請大小立用帳 時友村 横帳 1 明治4.12 1871 3-56-1～19重ね折り
一括

77 77 6 村政・村況(近代) 道路間数買い上げ調べ帳 時友村 横帳 1 明治7 1874 明治7～8年分。3-
56-1～19重ね折り一
括

78 78 6 村政・村況(近代) 道路修繕人夫ならびに入用帳 時友村 横帳 1 明治11.10 1878 3-37-1～5重ね折り
一括

79 79 6 村政・村況(近代) 字八ヶ坪道敷割りあて帳 横帳 1 明治23.11 1890 3-43-1～4重ね折り
一括

80 80 6 村政・村況(近代) 道普請出役書き付け 状 1 近代　.5.17 帳外れ。日付は旧
暦。3-56-1～19重ね
折り一括

81 81 6 村政・村況(近代) 下ン田道路公費割り帳 横帳 1 近代 3-37-1～5、重ね折り
一括

82 82 6 村政・村況(近代) 会議所邏卒月給割り帳 時友村 横帳 1 明治6.6 1873 明治8.1改。3-58-1
～7重ね折り一括
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83 83 6 村政・村況(近代) 夜廻り給銀取り集めにつき覚
え

横帳 1 明治11.12.9 1878 明治13.4～5分迄。
豊三による請け取り
印有り。

84 84 6 村政・村況(近代) 夜番費用勘定帳 時友村 横帳 1 明治27.12 1894 日付は旧暦。明治
27.12～31.11迄。

85-1 85-1 6 村政・村況(近代) 備荒公貯金割符帳 用掛松田種九
郎

横帳 1 明治14.11 1881 明治13年下半期分。
3ｰ57ｰ1～7重ね折り
一括

85-2 85-2 6 村政・村況(近代) 備荒公貯金割符帳 用掛松田種治
郎

横帳 1 明治14 1881 明治14年1年分。3ｰ
54ｰ1～8重ね折り一
括

86 86 6 村政・村況(近代) 給米並びに節季候米集め帳 時友村 横帳 1 明治3.12 1870

87 87 6 村政・村況(近代) 御国役金・道路地代買い上げ
金・出作分区割り高掛り割符
帳

時友村 横帳 1 明治7.12.23 1874 日付は旧暦。国役金
は明治6年分。3-58-
1～7重ね折り一括

88 88 6 村政・村況(近代) 村臨時経費勘定および取り集
め

横帳 1 明治44 1911 明治44～大正7

89 89 6 村政・村況(近代) 地籍費・旱魃費など取り集め
帳

横帳 1 近代 3ｰ66ｰ1～7重ね折り
一括

90 90 6 村政・村況(近代) 同盟費など取り集め帳 横帳 1 近代 表紙欠。徴収の主名
目は協議費か。
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91 91 6 村政・村況(近代) 明治14年度戸数追割符帳 時友村 横帳 1 明治14.7 1881 日付は旧暦。3-54-1
～8重ね折り一括

92 92 6 村政・村況(近代) 戸数割り取り集め帳 横帳 1 近代 表紙欠。集金名目不
明。

93-1 93-1 6 村政・村況(近代) 村費取り集め帳 時友村・戸長松
田嘉平

横帳 1 明治11.6 1878 明治11年前半分諸
入費。3ｰ56ｰ1～19
重ね折り一括

93-2 93-2 6 村政・村況(近代) 村費取り集め帳 横帳 1 明治12 1879 帳外れ、1枚のみ。佐
平組・善十郎組分。
3ｰ52ｰ1～3重ね折り
一括

93-3 93-3 6 村政・村況(近代) 村費取り集め帳 横帳 1 近代

94-1 94-1 6 村政・村況(近代) 村費取り集め勘定覚え 状 20 近代 20枚重ねて一括。元
は一綴か。

94-2 94-2 6 村政・村況(近代) 村費取り集め勘定覚え 横帳 1 (近代) 断簡

95 95 6 村政・村況(近代) 金銭徴収覚え書き 状 1 近代 5厘～2銭。26人分。
3ｰ64ｰ1～2重ね折り
一括

96 96 6 村政・村況(近代) 旅篭通い帳 井筒 時友村戸長・副
戸長中

横帳 1 明治6.6 1873
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97 97 6 村政・村況(近代) 金子受取りの覚え 西宮京や武三 時友村御役人
中様

状 1 (近代)　.　.8 横半切紙。明治6年
以前か。3ｰ63ｰ1～9
重ね折り一括

98 98 6 村政・村況(近代) 竹市売上げ帳 時友村・友行村 横帳 1 明治6.10.3 1873 3ｰ63ｰ1～9重ね折り
一括

99 99 6 村政・村況(近代) 俵莚数量覚え 横帳 1 欠年 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

100-1 100-1 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 時友村 横帳 1 明治6 1873 3ｰ50ｰ1～4重ね折り
一括

100-2 100-2 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 横帳 1 明治7 1874 3ｰ62ｰ1～14重ね折
り一括

100-3 100-3 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 時友邑 横帳 1 明治8.1 1875 日付は旧暦。3ｰ60ｰ
1～2重ね折り一括

100-4 100-4 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 横帳 1 明治9 1876 帳外れ、表紙のみ。
3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

100-5 100-5 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 時友村 横帳 1 明治10 1877 3ｰ37ｰ1～5重ね折り
一括

100-6 100-6 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 時友邑 横帳 1 明治11 1878 3ｰ70ｰ1～2重ね折り
一括

100-7 100-7 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 時友村 横帳 1 明治13.1 1880 3ｰ57ｰ1～7重ね折り
一括
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100-8 100-8 6 村政・村況(近代) 大小日役帳 時友村 横帳 1 明治14 1881 表紙のみ

101-1 101-1 6 村政・村況(近代) 日役帳 時友村 横帳 1 明治23.1 1890 3ｰ43ｰ1～4重ね折り
一括

101-2 101-2 6 村政・村況(近代) 日役帳 時友村 横帳 1 明治24 1891 3ｰ43ｰ1～4重ね折り
一括

101-3 101-3 6 村政・村況(近代) 日役帳 時友村 横帳 1 明治25 1892 3ｰ38ｰ1～7重ね折り
一括

101-4 101-4 6 村政・村況(近代) 日役帳 時友村 横帳 1 明治27 1894 3ｰ53ｰ1～4重ね折り
一括

101-5 101-5 6 村政・村況(近代) 日役帳 時友村 横帳 1 明治30 1897 3ｰ53ｰ1～4重ね折り
一括

101-6 101-6 6 村政・村況(近代) 日役帳 横帳 1 近代 表紙欠

101-7 101-7 6 村政・村況(近代) 日役帳 横帳 1 近代 表紙欠。3ｰ74ｰ1～4
重ね折り一括

101-8 101-8 6 村政・村況(近代) 日役帳 横帳 1 近代 3ｰ70ｰ1～2重ね折り
一括

101-9 101-9 6 村政・村況(近代) 日役帳 横帳 1 近代 表紙欠

101-10 101-10 6 村政・村況(近代) 日役帳 横帳 1 (近代) 表紙欠。3ｰ53ｰ1～4
重ね折り一括
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102-1 102-1 6 村政・村況(近代) 日役覚え書き 横帳 1 近代 表紙欠。3ｰ52ｰ1～5
重ね折り一括

102-2 102-2 6 村政・村況(近代) 日役覚え書き 状 1 近代 断簡5枚。切断された
もの。

102-3 102-3 6 村政・村況(近代) 日役覚え書き 横帳 1 近代 3ｰ62ｰ1～14重ね折
り一括

102-4 102-4 6 村政・村況(近代) 日役覚え書き 横帳 1 欠年 帳外れ。3ｰ74ｰ1～4
重ね折り一括

103-1 103-1 6 村政・村況(近代) 日役勘定帳 横帳 1 近代 3ｰ46ｰ1～6重ね折り
一括。表紙欠

103-2 103-2 6 村政・村況(近代) 日役勘定帳 横帳 1 近代 3ｰ46ｰ1～6重ね折り
一括

103-3 103-3 6 村政・村況(近代) 日役勘定帳 横帳 1 (近代) 付箋有り。「寺借用割
賦…」3ｰ52ｰ1～5重
ね折り一括

104 104 6 村政・村況(近代) 日役取り集め帳 横帳 1 (近代) 表紙欠、3ｰ51ｰ1～5
重ね折り一括

105 105 6 村政・村況(近代) 日役など書き上げ 状 1 近代 3ｰ68ｰ1～8重ね折り
一括

106 106 6 村政・村況(近代) 日役書き上げ・反別掛かり寄
せ金割符帳。

横帳 1 近代 3ｰ66ｰ1～7重ね折り
一括
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107 107 6 村政・村況(近代) 覚え帳日雇い雑記 横帳 1 明治29.1 1896 3ｰ53ｰ1～4重ね折り
一括

108 108 6 村政・村況(近代) 人名書き上げ 状 1 近代 断簡。「十円以上」21
人、「五円以上」6人
の名前。3ｰ74ｰ1～4
重ね折り一括

109-1 109-1 6 村政・村況(近代) 人足覚え書き 横帳 1 (近代) 3ｰ58ｰ1～7重ね折り
一括

109-2 109-2 6 村政・村況(近代) 人足覚え書き 状 1 (近代) 3ｰ63ｰ1～9重ね折り
一括

110-1 110-1 7 戸口・諸改 桝御改め帳 時友村庄屋弥
右衛門

御用御桝座 書冊 1 嘉永元.4 1848 控

110-2 110-2 7 戸口・諸改 桝御改め帳 時友村庄屋市
左衛門

御用御桝座様 書冊 1 安政3.6 1856 時友村控

111 111 7 戸口・諸改 物産調査のため役人回村の
日時告知につき覚え書

委員西村孫一
郎

書冊 1 近代　.9.16 断簡。3ｰ74ｰ1～4重
ね折り一括

112 112 7 戸口・諸改 村内石橋につき書き上げ 摂津国武庫郡
第八区時友村

状・罫紙 1 (近代) 罫紙表に「兵庫県令
神田孝平殿」、3ｰ
51ｰ1～5重ね折り一

113-1 113-1 7 戸口・諸改 遺産相続証明書 親族前田松蔵
他1名

遺産相続人稲
谷虎松

仮綴 1 明治28.10.14 1895 明治37.2.12付古田
善兵衛名義の登記
済記載用紙と合綴
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古田嘉章氏文書(2)目録

113-2 113-2 7 戸口・諸改 遺産相続証明書 親族前田松蔵
他1名

遺産相続人稲
谷虎松

仮綴 1 明治28.10.14 1895 整理番号1-10と関
連。

114 114 7 戸口・諸改 宅地建家届 地主・建家主稲
谷伝平

戸長西村孫一
郎

状 1 明治20 1887 1-10～11遺産相続
証明書の補足資料。

115 115 7 戸口・諸改 蓮如聖人三百五十回忌万諸
入用勘定帳

当村庄屋弥右
衛門・惣門徒中

横帳 1 弘化5.1 1848

116 116 7 戸口・諸改 氏神祠掌一条につき諸入費
割符帳

時友村 横帳 1 明治6.6 1873 6～8月分。3-62-1～
14重ね折り一括

117 117 7 戸口・諸改 氏神燈明料内割りならびに夜
番割り帳

横帳 1 明治7.12 1874 3-68-1～8重ね折り
一括

118 118 7 戸口・諸改 万福寺一か年入用割符帳 横帳 1 明治13.12.26 1880 3-57-1～7重ね折り
一括

119 119 7 戸口・諸改 宮寺修繕費割帳 時友村 横帳 1 明治23.11 1890 3-43-1～4重ね折り
一括

120 120 7 戸口・諸改 万福寺山門庫裡改築記録 横帳 1 大正11.3 1922

121 121 7 戸口・諸改 寺入用勘定帳 横帳 1 大正12.1.16 1923 昭和2.5.10当院主
百々野静照師葬儀
の件など

122 122 7 戸口・諸改 本堂再建寄進仮帳 崑陽寺発記中 時友村御中 横帳 1 近代
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古田嘉章氏文書(2)目録

123-1 123-1 7 戸口・諸改 小麦初穂取り集め帳 時友村万福寺 横帳 1 明治5 1872 3ｰ62ｰ1～14重ね折
り一括

123-2 123-2 7 戸口・諸改 小麦初穂取り集め帳 横帳 1 明治10.5 1877 当年麦安にて米5斗
にて割付。3ｰ62ｰ1～
14重ね折り一括

124 124 7 戸口・諸改 毎年大麦初穂取り集め帳 万福寺世話方
月番

横帳 1 明治12 1879 帳外れ。3ｰ62ｰ1～
14重ね折り一括

125 125 7 戸口・諸改 秋初穂志米取り集め帳 横帳 1 明治12.12.5 1879 明治13.5の取り集め
分書き上げ。3ｰ62ｰ1
～14重ね折り一括

126 126 7 戸口・諸改 穀物取り集め覚え書き 状 1 欠年 初穂取り集めに関す
るものか。3ｰ62ｰ1～
14重ね折り一括

127 127 8 農業経営・流通 酒造株譲り渡し証文写 譲り主鹿嶋屋忠
兵衛他2名

小西屋又三郎 状 1 天保11.8 1840 差出他2名、酒造大
行事善兵衛・庄屋又
兵衛

128 128 8 農業経営・流通 酒造米石高減石仰せ渡しに
つき御請証文写

摂河播酒造大
行事連印70名
以上

書冊 1 天保11.11.24 1840 北在郷

129 129 8 農業経営・流通 酒造家への貸下げ金返納に
つき口上の覚え

北在酒造家惣
代紙屋善兵衛
他1名

御奉行様 状 1 嘉永3.9.23 1850 嶋下郡七ツ尾村木村
屋軍蔵病死につき妻
てい返納

130 130 8 農業経営・流通 商標印写し帳 書冊 1 近代 断簡。1枚のみ。
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古田嘉章氏文書(2)目録

131 131 9 金融 村方・庄屋市左衛門・布屋宗
八出資金銀差し引き勘定の覚
え

横帳 1 近世 3ｰ60ｰ1～2重ね折り
一括

132 132 9 金融 無尽講講銀受け取り覚え 世話方家松進
右衛門他3名

相馬国三郎 状 1 嘉永6.12 1853

133 133 9 金融 講銀返済仕法帳 書冊 1 近世

134 134 9 金融 御講金割戻し帳 時友村 横帳 1 明治6.1 1873 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

135 135 9 金融 各方頼母子帳 本松田 横帳 1 明治17 1884 第二号。3ｰ63ｰ1～9
重ね折り一括

136-1 136-1 9 金融 金銭借用証文 時友屋久左衛
門他2名

古田善兵衛 状 1 文政11.3 1828 銀

136-2 136-2 9 金融 金銭借用証文 預主はりまや伊
蔵他2名

時友村善兵衛 状 1 文政12.7 1829 銀子

136-3 136-3 9 金融 金銭借用証文 神田村惣右衛
門他1名

時友村善兵衛 状 1 弘化4.12 1847 銀子

136-4 136-4 9 金融 金銭借用証文 池尻村預り主藤
治郎他1名

時友村善兵衛 状 1 嘉永3.9 1850 銀子

136-5 136-5 9 金融 金銭借用証文 相馬国三郎 時友村善兵衛 状 1 嘉永6.3 1853 金
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古田嘉章氏文書(2)目録

136-6 136-6 9 金融 金銭借用証文 山田村借用主
石田利右衛門

時友村古田善
兵衛

状 1 明治16.2.13 1883

136-7 136-7 9 金融 金銭借用証文 金子借用主時
友村益田広吉

中組伊勢講中
古田善兵衛外
六名

状 1 明治35.7.6 1902 封筒差出は「岡上の
町石寅」

137 137 9 金融 借入証文袋 庄屋市左衛門 袋 1 文久元 1861 袋のみ。「明治八亥
年改万書物入」

138 138 9 金融 質地証文など写し帳 横帳 1 明治 天保15～明治1の証
文類の写し

139 139 10 治水・水利 高掛り支配銀入り方口々並び
に斗掛り米入り方覚え

野間村 書冊 1 寛保3.12 1743 用水出入につき口上
書の写し等も折り重
ねて一括

140 140 10 治水・水利 野間村支配帳年中口々書き
入れ覚え

書冊 1 (寛保3) 1743 野間村入用の使途に
つき疑問点等書き上
げ。2ｰ2ｰ15と関連

141 141 10 治水・水利 井水出入り申し合わせ連判帳 組頭吉右衛門
他32名以上

横帳 1 寛政7.9.15 1795 対野間村・友行村争
論につき村中連印

142 142 10 治水・水利 水論立会絵面帳入り袋 時友村 袋 1 寛政8.8 1796 控え。袋断片。

143-1 143-1 10 治水・水利 杭木御願い帳 時友村年寄武
右衛門

樋方御奉行様 横帳・横 4 天保15.9 1844 嘉永4.7、安政2、文
久1、慶応3年分およ
び近代戸籍写等も混
在。翌巳年分
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古田嘉章氏文書(2)目録

143-2 143-2 10 治水・水利 杭木御願い帳 時友村年寄武
右衛門他1名

樋方御奉行 横帳・横 1 弘化3.9 1846 天保15.9巳春樋御普
請御願い帳も混入。
奥印・奥書有り。翌未
年分。

143-3 143-3 10 治水・水利 杭木御願い帳 時友村年寄市
左衛門他2名

樋方御奉行様 書冊 1 嘉永6.9 1853 明治5.4.22に写作
成。兵庫縣に提出。
翌寅年分。

143-4 143-4 10 治水・水利 杭木御願書 三反田組時友
村

横帳・横 1 嘉永7.9 1854 表紙のみ。翌辰年
分。

143-5 143-5 10 治水・水利 杭木御願い帳 時友村年寄善
右衛門他2名

樋御方御奉行
様

横帳・横 1 安政6.9 1859 翌申年分を願い出
し。

143-6 143-6 10 治水・水利 杭木御願い帳 時友村年寄長
左衛門他2名

樋方御奉行様 横帳・横 1 慶応元.8 1865 大庄屋吉井又左衛
門の奥印有り、本源
之丞他3名の奥書有
り。翌寅年分

144 144 10 治水・水利 午春杭木・樋御普請御願い帳 横帳・横 1 安政4.9 1857 大庄屋吉井又左衛
門奥印有り、岩井左
織他2名奥書有り。

145-1 145-1 10 治水・水利 旱魃による臨時人足・諸入費
控え帳

時友村 横帳 1 明治9.8 1876 3ｰ56ｰ1～19重ね折
り一括

145-2 145-2 10 治水・水利 旱魃による臨時人足・諸入費
控え帳

時友村 横帳 1 明治19.7 1886 3ｰ63ｰ1～9重ね折り
一括

145-3 145-3 10 治水・水利 旱魃による臨時人足・諸入費
控え帳

横帳 1 近代 3ｰ62ｰ1～14重ね折
り一括
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古田嘉章氏文書(2)目録

146 146 10 治水・水利 旱魃につき臨時日役・人足な
らびに雑費取り調べ

横帳 1 近代 帳外れ。3ｰ66ｰ1～7
重ね折り一括

147 147 10 治水・水利 旱魃入費書き上げ 状 1 近代 3ｰ66ｰ1～7重ね折り
一括

148 148 10 治水・水利 武庫川表取樋普請入用割賦
帳写し

堀清記・他1名 野間村他6ヶ村
役人中

書冊 1 元治元.12 1864 元治1.12庄屋中村甚
吉写、明治5.5古田
善重郎写。

149 149 10 治水・水利 武庫川おなし堤普請人足出
勤帳

時友村 横帳 1 明治3.4.29 1870 3ｰ62ｰ1～14重ね折
り一括

150 150 10 治水・水利 摂津国武庫郡時友村堤防外
官自箇所取り調べ書

時友村戸長古
田善十郎他2名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.2 1873 下書きか。

151 151 10 治水・水利 明治13年非常水災にかかる土
木費徴収の分割符帳

時友村 横帳 1 明治14.7.15 1881 3ｰ57ｰ1～7重ね折り
一括

152 152 10 治水・水利 野間井武庫川取口前門樋修
繕・横手堤破損修繕補助割り
帳

時友村区長 横帳 1 明治32.10.15 1899 ならびに洪水出人足
弁当料

153 153 10 治水・水利 用水普請入用・日役 横帳 1 近代 3-39-1～6、重ね折り
一括

154 154 10 治水・水利 水番につき覚え 横帳 1 近代 帳外れ。3-66-1～7
重ね折り一括

155 155 10 治水・水利 用水の規模・管理者など調べ
帳

横帳 1 近代 3-64-1～2重ね折り
一括
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古田嘉章氏文書(2)目録

156 156 10 治水・水利 用水利用につき届け書のひな
型

状 1 近代 3-63-1～9重ね折り
一括

157-1 157-1 11 家 私信（家族の戦死に対し悔み
状）

乾強 古田直次郎他1
名

状 1 戦中　.1.8 3-84-1～8　巻き込
み一括　6枚

157-2 157-2 11 家 私信（子息の戦死に対し悔み
状）

西理子 古田直二郎 状 1 戦中　.10.23 3-84-1～8　巻き込
み一括

157-3 157-3 11 家 私信（夫の戦死に対し悔み
状）

理子 多賀子 状 1 戦中 3-84-1～8　巻き込
み一括

157-4 157-4 11 家 私信（子息戦死に対し悔み
状）

岩井 古田直次郎 状 1 戦中 兵庫県学校用箋

157-5 157-5 11 家 私信（女中求人につき書状） 美津子 古田 状 1 戦中 飛鳥村酪農事実行
組合用箋。空襲開始
後。

157-6 157-6 11 家 私信（近況報告など） 母 多賀子 状 1 昭和前期 罫紙2枚

158 158 11 家 香典包紙 状 19 昭和前期

159 159 11 家 書道帖 折帳 2 昭和26.5 1951

160 160 11 家 小学校2年生夏休み宿題プリ
ント

二年一くみ古田
道子

仮綴 1 昭和後期 プリント6枚厚紙表紙
付け綴る。
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古田嘉章氏文書(2)目録

161 161 12 雑 宿代など受け取り証 玉久 由兵衛 状 1 (近世)　
辰.5.13

山田清吉、西宿芳
平、奥に受け取り一

162 162 12 雑 酒代など勘定の覚え 三木屋与兵衛 状 1 (近世) 3ｰ68ｰ1～8重ね折り
一括

163 163 12 雑 勘定の覚え 布惣 横帳 1 (近世) 12月分。3ｰ63ｰ1～9
重ね折り一括

164 164 12 雑 中外日報 中外日報社 新聞 1 昭和20.2.14 3ｰ84ｰ1～8巻き込み
一括

165 165 12 雑 雑誌「こどもクラブ」昭和29年6
月号

講談社 冊子 1 昭和29.6.1 1954 表紙のみ

166 166 12 雑 グラビア 冊子 1 近代 ニュース写真。2枚の
み。

167 167 12 雑 奈良名勝集 冊子 1 近代 表紙のみ。断簡

168-1 168-1 12 雑 反故・白紙等 状 6 欠年 6点一括

168-2 168-2 12 雑 断簡・白紙 状 2 欠年 帳面表紙の一部有
り。「亥十二月より立
会出…」

168-3 168-3 12 雑 反故・断簡など 状 3 欠年
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