
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

柳川啓一氏文書(2)目録

791 791 1 支配 諸願届書控え綴 書冊 1 安政6～明治4 1859～
1871

汚損

792 792 1 支配 東新田村3名の者御用につき
下屋敷へ出向かれたき旨覚え

郡代 状 1 近世　.12.9

793 793 1 支配 御用につき出向かれたき旨御
用状

郷方 庄屋庄右衛門 状 1 近世　.12.25 包紙あり

794 794 1 支配 御咎の義赦免願いたき旨書付
け下書き

状 1 近世

795 795 1 支配 藩財政窮乏につき演説写し 状 1 近世

796 796 1 支配 村方惣印謀計取調べにつき
尼表へ参上用捨願状

弥平次 樋口 状 1 近世　.9.3

797 797 1 支配 投込訴訟の件詮議心得書 仮綴 1 近世　.12.12

798 798 2 法令 大坂御番所よりの三郡触れ請
取りに越らるべく通知

中村倉次 東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 近世　.12.24 893-12と包紙一括

799 799 2 法令 倹約取締り触れ書控 郡代 書冊 1 近世

800 800 2 法令 罪人人相書綴 書冊 1 明治5 1872 司法大輔福岡孝弟
名にての布達を兵庫
県知事が管内あてに
出した
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801 801 2 法令 地券関係諸布達類綴 書冊 1 明治5 1872 地租改正法、地券渡
方規則、貨幣計算出
納倒則など

802 802 2 法令 布達諸願届書控え綴 東新田村 書冊 1 明治10.9～
13.3

1880 汚損

803-1 803-1 3 土地・貢租（近世） 尼崎領午歳免定 杉山鉄蔵他2名 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 弘化3.11.17 1846

803-2 803-2 3 土地・貢租（近世） 年貢免定一括 その他 1 （近世） 下張りに使用、
185.0×92.5㎝

803-3 803-3 3 土地・貢租（近世） 年貢免状一括 その他 1 （近世） 下張りに使用、
276.5×18.5㎝

804-1 804-1 3 土地・貢租（近世） 田畑巨細帳 中浜新田長次
郎

仮綴 1 安政5.7 1858

804-2 804-2 3 土地・貢租（近世） 畑地番付け覚 西新田村五左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 近世 浜新田平左衛門所
有畑地を一割と番付
け

804-3 804-3 3 土地・貢租（近世） 本田田畠地並長 東新田村 書冊 1 近世

805-1 805-1 3 土地・貢租（近世） 新田支配高・取米高・延口米
高等書上げ

浜新田年寄善
次郎

東新田庄右衛
門

状 1 近世　未.12

805-2 805-2 3 土地・貢租（近世） 畑面積・高等書上げ 状 1 近世 字負川尻浜平左衛
門持
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805-3 805-3 3 土地・貢租（近世） 田面積・高・納米高等覚え 太郎兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世 字おさ

805-4 805-4 3 土地・貢租（近世） 田面積・取米高・代銀書上げ 状 1 近世 字竹谷前他

805-5 805-5 3 土地・貢租（近世） 有畝面積・分米高等覚え 浜新田弥三右
衛門

状 1 近世　辰.3.11 字覚右衛門・字新畑

805-6 805-6 3 土地・貢租（近世） 有畝面積・取米高等覚え 状 1 近世 浜新田弥三右衛門
分、字坂口勘田・字
松尾

805-7 805-7 3 土地・貢租（近世） 年貢米高書付け（前後欠ヵ） 状 1 近世 利兵衛・又左衛門分

805-8 805-8 3 土地・貢租（近世） 年貢米残石数書付け 塩鍋村半二郎 東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 近世

805-9 805-9 3 土地・貢租（近世） 田畑反畝・石高書上げ覚 状 1 近世

805-10 805-10 3 土地・貢租（近世） 本田反畝歩控え 横帳 1 近世 一部破損

806-1 806-1 3 土地・貢租（近世） 子年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文化13.12.朔 1816

806-2 806-2 3 土地・貢租（近世） 子年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政11.12 1828

806-3 806-3 3 土地・貢租（近世） 未年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 未（天保6）.12 (1835) 破損
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807-1 807-1 3 土地・貢租（近世） 子年出作勘定帳 東新田村 横帳 1 安永9.12 1780 浜田村分

807-2 807-2 3 土地・貢租（近世） 酉年年貢米算用帳 瓦林組出作東
新田村

横帳 1 文化10.12 1813

807-3 807-3 3 土地・貢租（近世） 辰年年貢米出作算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政3.12 1820

807-4 807-4 3 土地・貢租（近世） 辰年出作勘定帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政3.12 1820 浜田村分

807-5 807-5 3 土地・貢租（近世） 子年出作勘定帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政11.12 1828 虫損 ・破損、浜田村
分

807-6 807-6 3 土地・貢租（近世） 未年年貢米出作勘定帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保6.12 1835

807-7 807-7 3 土地・貢租（近世） 酉年年貢米出作勘定帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保8.12 1837

807-8 807-8 3 土地・貢租（近世） 亥年出作勘定帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保10.12 1839 浜田村分

807-9 807-9 3 土地・貢租（近世） 子年年貢米出作勘定帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保11.12 1840 西新田村分

807-10 807-10 3 土地・貢租（近世） 戌年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 嘉永3.12 1850 浜田村出作分
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807-11 807-11 3 土地・貢租（近世） 亥年年貢米算用帳 （破欠） 横帳 1 嘉永4.12 1851 表紙破損、浜田村出
作分

807-12 807-12 3 土地・貢租（近世） 子年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 嘉永5.12 1852 浜田村出作分

807-13 807-13 3 土地・貢租（近世） 丑年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 嘉永6.12 1853 浜田村出作分

807-14 807-14 3 土地・貢租（近世） 辰年年貢米出作算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 安政3.12 1856

807-15 807-15 3 土地・貢租（近世） 午年年貢米算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 安政5.12 1858 汚損・破損、浜田村
出作分

808-1 808-1 3 土地・貢租（近世） 酉秋本田方晩稲細見願帳 瓦林組東新田
村庄屋庄右衛
門他1名

奉行 書冊 1 文政8.9 1825

808-2 808-2 3 土地・貢租（近世） 亥秋新田方晩稲細見願帳 瓦林組東新田
村庄屋庄右衛
門他1名

奉行 書冊 1 文政10.9 1827

808-3 808-3 3 土地・貢租（近世） 午秋新田方晩稲細見願帳 東新田村庄や
庄右衛門他1名

奉行 書冊 1 天保5.9 1834 破損・汚損・水損、蓬
川分

808-4 808-4 3 土地・貢租（近世） 田地細見引帳控 東新田村 横帳 1 天保2.11 1831 808-4～10紐一括

808-5 808-5 3 土地・貢租（近世） 田地細見引帳控 横帳 1 天保2 1831 808-4～10紐一括
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808-6 808-6 3 土地・貢租（近世） 田地細見引帳控 横帳 1 天保3.11 1832 808-4～10紐一括

808-7 808-7 3 土地・貢租（近世） 田地細見引帳控 横帳 1 天保4 1833 808-4～10紐一括

808-8 808-8 3 土地・貢租（近世） 村方諸事出納帳 横帳 1 天保5.正 1834 808-4～10紐一括

808-9 808-9 3 土地・貢租（近世） 田地細見引帳控 横帳 1 天保5.9 1834 808-4～10紐一括

808-10 808-10 3 土地・貢租（近世） 村用出もの帳 横帳 1 天保6 1835 808-4～10紐一括

809-1 809-1 3 土地・貢租（近世） 年貢米取立方不正取調書上
げ

状 1 嘉永6～安政
元

1853～
1854

809-2 809-2 3 土地・貢租（近世） 嘉永6年大旱魃につき西新田
村他出作納高等後取調べ覚
え

横帳 1 万延元.6.15 1860

809-3 809-3 3 土地・貢租（近世） 諸事下され者差引控え帳 横帳 1 万延元.6 1860 汚損・水損

809-4 809-4 3 土地・貢租（近世） 諸勘定差引取調べ分帳 横帳 1 万延元.6 1860

809-5 809-5 3 土地・貢租（近世） 嘉永6年旱魃御用捨引につき
年貢取調べ覚え

東新田村惣百
姓中

横帳 1 万延元.7.10 1860

809-6 809-6 3 土地・貢租（近世） 年貢立会取調覚え 庄屋八左衛門 源兵衛他1名 仮綴 1 万延元.12 1860 源兵衛・利兵衛分
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809-7 809-7 3 土地・貢租（近世） 年貢米年々取立方不正路立
会取調帳

東新田村 横帳 1 万延2.正 1861

809-8 809-8 3 土地・貢租（近世） 年貢取調べ過不足銀渡し覚
書き

横帳 1 万延2.2.9 1861

809-9 809-9 3 土地・貢租（近世） 年貢・村方諸入用立会勘定書
上げ

東新田村庄屋
庄右衛門

同村庄右衛門 横帳 1 文久元.12 1861

809-10 809-10 3 土地・貢租（近世） 年貢・村方諸入用立会勘定書
上げ

東新田村庄屋
善左衛門

同村庄右衛門 状 1 文久3.12 1863

809-11 809-11 3 土地・貢租（近世） 諸勘定差引覚え 守田長兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世　子.2.29

809-12 809-12 3 土地・貢租（近世） 酉年年貢用捨引の件願状 浜新田仁左衛
門

東新田庄屋柳
川庄右衛門

状 1 近世　午.12.16 川尻

809-13 809-13 3 土地・貢租（近世） 亥年新田分取立方不正取調
書上げ

状 1 近世　亥

809-14 809-14 3 土地・貢租（近世） 取米過不足控え 横帳 1 近世 汚損

810-1 810-1 3 土地・貢租（近世） 初納米俵数等覚え 仮綴 1 近世

810-2 810-2 3 土地・貢租（近世） 蔵納米・手宛米俵数等覚え 仮綴 1 近世

811 811 3 土地・貢租（近世） 米切手 尼崎蔵 状 3 近世　卯.10 中灘郷付東新田村
分
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柳川啓一氏文書(2)目録

812-1 812-1 3 土地・貢租（近世） 申年物成納米御蔵通 中灘瓦林組東
新田村

津久井與左衛
門

横帳 1 天保7.9 1836

812-2 812-2 3 土地・貢租（近世） 亥年物成納米御蔵通 中灘瓦林組東
新田村

津久井隆太郎 横帳 1 天保10.9 1839

812-3 812-3 3 土地・貢租（近世） 子年物成納米御蔵通 中灘瓦林組東
新田村

津久井与左衛
門

横帳 1 天保11.9 1840 虫損

812-4 812-4 3 土地・貢租（近世） 丑年物成納米御蔵通 中灘瓦林組東
新田村

津久井龍右衛
門

横帳 1 天保12.9 1841

813-1 813-1 3 土地・貢租（近世） 収納米買請書 大石村米買請
主丸屋安兵衛
他2名

青山監物役所 状 1 文久2.正 1862

813-2 813-2 3 土地・貢租（近世） 収納米買請書 兎原郡大石村
買請主丸屋安
兵衛他2名

青山監物役所 状 1 文久2.12 1862

814-1 814-1 3 土地・貢租（近世） 子年物成米払渡し覚 赤川文右衛門
他1名

津久井与左衛
門

状 1 近世　子.10 子年御物成米250俵

814-2 814-2 3 土地・貢租（近世） 丑年物成米払渡し覚 稲垣次郎左衛
門他2名

津久井隆太郎 状 1 近世　丑.10 丑年御物成米94俵

814-3 814-3 3 土地・貢租（近世） 寅年物成米払渡し覚 稲垣次郎左衛
門他2名

津久井与左衛
門

状 1 近世　寅.10 寅年御物成米40俵

814-4 814-4 3 土地・貢租（近世） 巳年物成米払渡し覚 堀百助他3名 萩原左八 仮綴 2 近世　巳.10 巳年御物成米50俵・
120俵
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815-1 815-1 3 土地・貢租（近世） 蔵米請取り覚え 上坂至望 江戸納屋吉兵
衛

状 3 戌（文久2）.
正.20

(1862) 25俵、815-1～2包紙
一括、他2点あり

815-2 815-2 3 土地・貢租（近世） 尼崎問屋江戸納屋吉兵衛より
御米請取り覚え

大石村米買請
主丸屋安兵衛

青山役所 状 1 文久2.正 1862

815-3 815-3 3 土地・貢租（近世） 地米売付関係覚え控え 塩鍋村半治良 東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

815-4 815-4 3 土地・貢租（近世） 地米受取り覚え 江戸網屋吉兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 2 戌（文久2）.
正.14

(1862) 815-4～7包紙一括、
他1点あり

815-5 815-5 3 土地・貢租（近世） 収納米受取り覚え宛名等書き
直す旨引合書（後欠）

状 1 戌（文久2）.正 (1862)

815-6 815-6 3 土地・貢租（近世） 船越納米受取り覚え 尼崎運送問屋
江戸網屋吉兵
衛

塚口村長兵衛 状 1 戌（文久
2）.12.18

(1862)

815-7 815-7 3 土地・貢租（近世） 船越納米受取り覚え 尼崎運送問屋
江戸網屋吉兵
衛

塚口村長兵衛 状 1 戌（文久
2）.12.20

(1862)

815-8 815-8 3 土地・貢租（近世） 収納米買請書下書 米買請主他2名 青山監物役所 状 1 文久2.正 1862

815-9 815-9 3 土地・貢租（近世） 地米差引高覚え 江戸屋 東新田村庄右
衛門

状 1 近世 長洲・庄右衛門・船
越分

815-10 815-10 3 土地・貢租（近世） 地米請取り・売払い・代銀請取
り覚え

塩鍋村半治良 東新田村庄右
衛門

状 1 （近世）
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柳川啓一氏文書(2)目録

816 816 3 土地・貢租（近世） 代官口入米他元利米高覚え 西新田村庄屋
平兵衛

東新田庄屋正
右衛門他1名

状 1 近世 6.12

817-1 817-1 3 土地・貢租（近世） 収納米引当として銀子貸渡し
返り一札

小曽根村茂兵
衛他1名

長洲村伊右衛
門

状 1 万延2.2 1861

817-2 817-2 3 土地・貢租（近世） 納米代銀元利高覚え 西新田村太兵
衛

浜新田平右衛
門

状 1 近世　辰.12

817-3 817-3 3 土地・貢租（近世） 年貢間違いにつき対談の上代
銀渡し覚え

東大嶋村文兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 近世　酉.12.18

817-4 817-4 3 土地・貢租（近世） 収納米代銀連印預り一札 道意新田藤兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 明治3.2 1870

818-1 818-1 3 土地・貢租（近世） 先庄屋伝右衛門不審未進米
の件につき召し出し願書下書

東新田村百姓
惣代市郎兵衛
他7名

内藤與太夫 状 1 文化12.7 1815

818-2 818-2 3 土地・貢租（近世） 先庄屋伝右衛門不審未進米
の件につき召し出し願書下書

状 2 （文化12.7） (1815)

818-3 818-3 3 土地・貢租（近世） 先庄屋伝右衛門不審未進米
の件につき召し出し願書下書

東新田村百姓
市郎兵衛他7名

代官 状 1 （文化12.7） (1815)

818-4 818-4 3 土地・貢租（近世） 先庄屋伝右衛門不審未進米
の件和睦につき願書返却願

東新田村惣百
姓代八左衛門
他2名

内藤與太夫 状 1 文化12.8 1815
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柳川啓一氏文書(2)目録

818-5 818-5 3 土地・貢租（近世） 先庄屋伝右衛門不審未進米
の件和睦につき願書返却願
下書

東新田村百姓
惣代八左衛門
他2名

内藤與太夫 状 1 文化12.8 1815

818-6 818-6 3 土地・貢租（近世） 未進米の件につき屋敷村方
へ質物差出す旨一札下書

同村伝右衛門
他1名

惣百姓衆中 状 1 （文化12） (1815)

818-7 818-7 3 土地・貢租（近世） 忠蔵跡引受につき一札下書 状 1 近世

819-1 819-1 3 土地・貢租（近世） 御用銀請取帳 横帳 1 弘化3.3 1846 結び文書あり

819-2 819-2 3 土地・貢租（近世） 御用銀請取帳 八左衛門 小横帳 1 弘化3.3 1846

819-3 819-3 3 土地・貢租（近世） 午年収納米引当として御用達
銀預り証文

平林栄次他4名 東新田村庄屋
庄三郎・道意新
田庄屋喜兵衛

状 2 弘化3.5 1846 他に覚1点巻き込み
あり

819-4 819-4 3 土地・貢租（近世） 御用銀納受取り書上げ 状 1 （安政6.10） (1859)

819-5 819-5 3 土地・貢租（近世） 御用達銀返済延引の旨一札 鈴木治左衛門
他4名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.3 1862

819-6 819-6 3 土地・貢租（近世） 五海道掛り銀割賦覚え 浜田村庄屋六
左衛門

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 近世　卯.7.8

819-7 819-7 3 土地・貢租（近世） 御頼金御用達相渡し覚え 鈴木治左衛門 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　戌.6
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819-8 819-8 3 土地・貢租（近世） 御用銀請取り覚え 勘定奉行・吟味
役

東新田村庄右
衛門

状 1 近世　亥.正.8

819-9 819-9 3 土地・貢租（近世） 御用銀受取り覚え 勘定吟味役・奉
行

東新田村庄右
衛門

状 1 近世　亥.正.9

819-10 819-10 3 土地・貢租（近世） 御用銀皆納受取り覚え 勘定奉行・吟味
役

東新田村庄右
衛門

状 1 近世　亥.5.23

819-11 819-11 3 土地・貢租（近世） 常盤講集通い 横帳 1 近世 勘定元＝東新田村
庄右衛門・勘右衛門

819-12 819-12 3 土地・貢租（近世） 御上様借米覚え 状 1 近世

820-1 820-1 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 東新田村小寺
六治郎

状 1 明治10.12.25 1877

820-2 820-2 4 土地・貢租（近代） 地券証書 兵庫県 東新田村坂田
六三郎

状 1 明治10.12.25 1877

820-3 820-3 4 土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 東新田村柳川
庄十郎他9名

状 66 明治10.12.25 1877

820-4 820-4 4 土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 東新田村柳川
庄十郎他1名

状 8 明治10.12.28 1877

820-5 820-5 4 土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 東新田村柳川
庄十郎他1名

状 2 明治14.11.8 1881
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820-6 820-6 4 土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 東新田村 状 3 明治19.10.27 1886

820-7 820-7 4 土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 東新田村他1名 状 3 明治21.3.22 1888

820-8 820-8 4 土地・貢租（近代） 明治8年改正地券証書 兵庫県 東新田村 状 1 明治21.6.26 1888

821-1 821-1 4 土地・貢租（近代） 地籍編製調査委任取換せ証
書

天流社伊藤源
次郎

東新田村戸長 状 1 明治10.12 1877

821-2 821-2 4 土地・貢租（近代） 地籍証明書 区長田富彦左
衛門他4名

兵庫県令森岡
昌純

状 2 明治11.10.14 1878 2枚のうち1枚は無記
入

821-3 821-3 4 土地・貢租（近代） 建屋坪数等届出図面 柳川庄十郎 西新田村外8ヶ
村戸長野草平
八郎

状 4 明治20 1887 東新田村字弓ノ先、
泓ノ口、遺産相続に
つき建物敷地証明書
あり

821-4 821-4 4 土地・貢租（近代） 土地小名寄帳 柳川庄十郎 書冊 1 明治32改 1899

821-5 821-5 4 土地・貢租（近代） 土地台帳謄本 税務属不動佳
九郎

大庄村柳川庄
十郎

仮綴 1 明治33･
34.8.19

1900･ 
1901

こよりつけかえ

821-6 821-6 4 土地・貢租（近代） 土地分筆・地目変換申告書 地主柳川庄逸 西宮税務署長
石森銀次

仮綴 2 大正7.3.31 1918 821ｰ6,905ｰ4･
5,907ｰ1･2袋一括

821-7 821-7 4 土地・貢租（近代） 土地集計簿 柳川 仮綴 1 大正15.7調～
昭和22.1

1926～
1947

阪神電鉄への土地
売却等の記載あり
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821-8 821-8 4 土地・貢租（近代） 住宅建築届出図 状 1 （昭和前期） 青焼、都市計画路線
の記載あり、昭和10
年以降カ

822-1 822-1 4 土地・貢租（近代） 土地所有権保存につき登記
申請副本

東新田村柳川
庄十郎

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治32.12.20 1899 登記済の朱印あり

822-2 822-2 4 土地・貢租（近代） 土地所有権保存につき登記
申請副本

東新田村柳川
庄十郎

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治33.5.16 1900 登記済の朱印あり

822-3 822-3 4 土地・貢租（近代） 土地所有権保存につき登記
申請副本

東新田村柳川
庄十郎

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治34.5.14 1901 登記済の朱印あり

822-4 822-4 4 土地・貢租（近代） 建家家督相続につき登記申
請副本

東新田村家督
相続人柳川庄
逸

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治34.9.20 1901

822-5 822-5 4 土地・貢租（近代） 土地所有権保存につき登記
申請副本

東新田村柳川
庄逸

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 明治34.10.1 1901

822-6 822-6 4 土地・貢租（近代） 登記申請書 東新田村柳川
庄逸

神戸区裁判所
西宮出張所

仮綴 1 （明治34） (1901)

823-1 823-1 4 土地・貢租（近代） 申年年貢米算用帳 第7区東新田村 横帳 1 明治5.12 1872

823-2 823-2 4 土地・貢租（近代） 戌年年貢米算用帳 第7区東新田村 横帳 1 明治7.12 1874 汚損

823-3 823-3 4 土地・貢租（近代） 亥年年貢支配金帳 第7区東新田村 横帳 1 明治8.11 1875
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823-4 823-4 4 土地・貢租（近代） 丑年年貢米算用帳 第7区東新田村 横帳 1 明治10.12 1877

823-5 823-5 4 土地・貢租（近代） 巳年年貢米算用帳 東新田村 横帳 1 明治14.11 1881 虫損

824 824 4 土地・貢租（近代） 午年年貢米出作算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 明治3.12 1870 汚損・破損

825-1 825-1 4 土地・貢租（近代） 田畑宅地租税金納帳 第7区東新田村 横帳 1 明治10.8 1877

825-2 825-2 4 土地・貢租（近代） 明治12年分前半期地方税金
上納取集帳

東新田村 横帳 1 明治12.8 1879 汚損

825-3 825-3 4 土地・貢租（近代） 田畑宅地租税金納帳 武庫郡東新田
村

横帳 1 明治14.8 1881

825-4 825-4 4 土地・貢租（近代） 家屋賃貸価格調査報告書 大庄村長森平
次郎

大庄村第一次
家屋税調査委
員

書冊 1 昭和9.6.25 1934 表紙破損

826-1 826-1 5 都市計画 浜田村耕地整理関係書類 仮綴 1 大正2～6 1913～
1917

耕地整理貴収支決
算書・臨時総合通知
状他、袋あり

826-2 826-2 5 都市計画 都市計画法抜粋 冊子 1 （大正8） (1919)

826-3 826-3 5 都市計画 大庄村域内尼崎都市計画街
路平面図

図 1 （昭和4） (1929) 尺600分の1、26葉、
昭和4年尼崎都市計
画街路策定の頃のも
のか
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826-4 826-4 5 都市計画 大庄村中部第1土地区画整理
組合文書綴

仮綴 1 昭和16～ 1941 昭和16年度組合歳
入出予算書・組合事
業事務委託契約書
他

826-5 826-5 5 都市計画 尼崎市東所属墓地整理図 図 3 （昭和30） (1955) 破損、100分の1

826-6 826-6 5 都市計画 大庄中部第1土地区画整理組
合地区確定図

図 1 （昭和30） (1955) 2400分の1

826-7 826-7 5 都市計画 大庄村中部第1土地区画整理
組合地区現形並予定図

図 1 （昭和30） (1955) 2400分の1、封筒あり

826-8 826-8 5 都市計画 大庄中部第1土地区画整理組
合第2工区東部換地予定地明
示図

図 1 （昭和30） (1955) 1200分の1

826-9 826-9 5 都市計画 大庄中部第1土地区画整理組
合地区第2工区一部換地予定
明示図

図 2 （昭和30） (1955) 1200分の1、破損

826-10 826-10 5 都市計画 尼崎市都市計画事業大庄村
土地区画整理地区第2区画換
地予定図

図 1 （昭和30） (1955) 1200分の1

826-11 826-11 5 都市計画 尼崎都市計画事業大庄村土
地区画整理計画図

図 1 （昭和30） (1955) 1万分の1

826-12 826-12 5 都市計画 大庄中部第1土地区画整理組
合第1工区換地予定地明示図

図 2 （昭和30） (1955) 1200分の1
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826-13 826-13 5 都市計画 大庄村中部第1土地区画整理
組合地区現形及計画図

図 1 （昭和30） (1955) 第3工区、1200分の
1、826-13～17一括

826-14 826-14 5 都市計画 大庄村中部第1土地区画整理
組合地区現形及計画図

図 1 （昭和30） (1955) 第2工区、1200分の
1、826-13～17一括

826-15 826-15 5 都市計画 大庄村中部第1土地区画整理
組合地区現形及計画図

図 1 （昭和30） (1955) 第1工区、1200分の
1、826-13～17一括

826-16 826-16 5 都市計画 尼崎市東所属墓地整理図 図 5 （昭和30） (1955) 100分の1、826-13～
17一括

826-17 826-17 5 都市計画 大庄中部第1土地区画整理組
合地区確定図

図 1 （昭和30） (1955) 2400分の1、826-13
～17一括

826-18 826-18 5 都市計画 土地区画整理の件につき大
庄東地区単独追加請願説明
書案

状 1 昭和38.12.2 1963

826-19 826-19 5 都市計画 土地区画整理の件につき大
庄東地区単独追加請願説明
書

大庄東地区社
会福祉連絡協
議会長柳川庄
逸他11名

仮綴 2 昭和38.12.7 1963

826-20 826-20 5 都市計画 尼崎都市計画事業大庄村土
地区画整理事業に要する費
用並びに潰地調概算

冊子 1 （昭和30年代）

826-21 826-21 5 都市計画 尼崎都市計画事業大庄村土
地区画整理地主会規約

冊子 1 （昭和30年代）
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826-22 826-22 5 都市計画 昭和40年度事業予算計上要
求陳情書

大庄東地区代
表者柳川庄逸

尼崎市 仮綴 2 昭和40.1.22 1965 家屋移転及び道路
整備他6項要求、見
取り図付き

827-1 827-1 6 村政・村況（近世） 卯年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天明3.12 1783

827-2 827-2 6 村政・村況（近世） 辰年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天明4.12 1784

827-3 827-3 6 村政・村況（近世） 午年諸事入用免割目録 瓦林組東新田
村

横帳 1 天明6.12 1786 破欠

827-4 827-4 6 村政・村況（近世） 未年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天明7.12 1787

827-5 827-5 6 村政・村況（近世） 戌年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 寛政2.11 1790 後半部分欠落

827-6 827-6 6 村政・村況（近世） 巳年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 寛政9.12 1797

827-7 827-7 6 村政・村況（近世） 巳年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文化6.12 1809

827-8 827-8 6 村政・村況（近世） 寅年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政元.12 1818

827-9 827-9 6 村政・村況（近世） 卯年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政2.12 1819
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827-10 827-10 6 村政・村況（近世） 未年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政6.12 1823 表紙破損

827-11 827-11 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 文政12.12 1829

827-12 827-12 6 村政・村況（近世） 辰年諸事入用免割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保3.12 1832

827-13 827-13 6 村政・村況（近世） 酉年諸事入用覚割帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保8.12 1837 汚損・水損

827-14 827-14 6 村政・村況（近世） 辰年諸事入用免割算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 天保15.12 1844 汚損・破損

827-15 827-15 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 横帳 1 巳（弘化2） (1845) 表紙破欠

827-16 827-16 6 村政・村況（近世） 午年諸事入用免割算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 弘化3.12 1846

827-17 827-17 6 村政・村況（近世） 未年年貢支配銀算用帳 瓦林組東新田
村

横帳 1 弘化4.12 1847

827-18 827-18 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 横帳 1 嘉永5 1852

827-19 827-19 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 横帳 1 安政元 1854

827-20 827-20 6 村政・村況（近世） 諸事入費免割帳 横帳 1 近世 表紙欠損
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827-21 827-21 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割算用帳 横帳 1 近世 表紙欠落、汚損・破
損

827-22 827-22 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割算用帳 横帳 1 近世

827-23 827-23 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 横帳 1 近世 汚損・虫損

827-24 827-24 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 横帳 1 近世 表紙破欠

827-25 827-25 6 村政・村況（近世） 諸事入用免割帳 横帳 1 近世

827-26 827-26 6 村政・村況（近世） 巳年諸事入費免割帳 東新田村 横帳 1 明治14.11 1881 虫損

828-1 828-1 6 村政・村況（近世） 村入用肴通帳 江戸網吉兵衛 東新田村庄屋
庄右衛門

横帳 1 天保9 1838

828-2 828-2 6 村政・村況（近世） 村方諸掛り覚え 横帳 1 近世　酉.12 破損

828-3 828-3 6 村政・村況（近世） 諸入用銀差引高覚え 守田長兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世　戌.12

828-4 828-4 6 村政・村況（近世） 庄屋給・年寄給等渡し物控え 横帳 1 近世 899ｰ2と一綴

828-5 828-5 6 村政・村況（近世） 諸事入用覚え 状 1 近世

829-1 829-1 6 村政・村況（近世） 午年諸事取替控帳 小横帳 1 （安政5） (1858)
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829-2 829-2 6 村政・村況（近世） 未年諸事取替帳 庄や柳川庄右
衛門

小横帳 1 安政6.正 1859

829-3 829-3 6 村政・村況（近世） 申年諸事取替控帳 庄や柳川庄右
衛門

小横帳 1 安政7.正 1860

830-1 830-1 6 村政・村況（近世） 水帳他諸証文請取り覚え（後
欠）

東新田村頭百
姓

状 1 文化12.4.8 1815

830-2 830-2 6 村政・村況（近世） 奥印控帳 東新田村庄屋 横帳 1 文政12～天保
13

1829～
1843

830-3 830-3 6 村政・村況（近世） 村借連印証文 東新田村庄屋2
名・百姓惣代7
名

塚口村長三郎 状 1 文久3.11 1863

830-4 830-4 6 村政・村況（近世） 証文奥印部分一括 状 5 近世

831-1 831-1 6 村政・村況（近世） 蔵普請諸事入用控帳 柳川庄右衛門 横帳 1 天保3.正 1832 831-1～6紐一括

831-2 831-2 6 村政・村況（近世） 蔵普請諸事入用大工人数控
帳

柳川庄右衛門 横帳 1 天保3.正 1832 831-1～6紐一括

831-3 831-3 6 村政・村況（近世） 諸事普請日雇帳 柳川正三郎 横帳 1 天保9.9 1838 831-1～6紐一括

831-4 831-4 6 村政・村況（近世） 西納屋普請諸入用控帳 柳川庄右衛門 横帳 1 天保10.2.6 1839 831-1～6紐一括、名
家＝納屋カ
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831-5 831-5 6 村政・村況（近世） 納屋普請時大工入用銀並び
に人足書上げ覚

横帳 1 （天保10） (1839) 831-1～6紐一括、名
家＝納屋カ

831-6 831-6 6 村政・村況（近世） 諸普請大工目附帳 柳庄三郎 横帳 1 天保11.正 1840 831-1～6紐一括

831-7 831-7 6 村政・村況（近世） 西宮駅所出人足代銀受取り覚
え

西宮町庄屋植
村七右衛門

東新田村 状 1 文化15.正 1818

831-8 831-8 6 村政・村況（近世） 山門手伝御用銀預り証文 山田新五兵衛
他6名

東新田村庄右
衛門他6名

状 1 文政2.2 1819

831-9 831-9 6 村政・村況（近世） 本丸普請御用銀受取り通帳 家松進右衛門
他2名

東新田村勘右
衛門

横帳 1 弘化3.2 1846

831-10 831-10 6 村政・村況（近世） 本丸普請御用銀受取り通帳 家松進右衛門
他2名

東新田村役人
中

横帳 1 弘化3.2 1846

831-11 831-11 6 村政・村況（近世） 本丸普請御用銀受取り通帳 家松進右衛門
他2名

東新田村善左
衛門

横帳 1 弘化3.2 1846

831-12 831-12 6 村政・村況（近世） 本丸普請御用銀受取り通帳 家松進右衛門
他2名

東新田村長三
郎

横帳 1 弘化3.2 1846

831-13 831-13 6 村政・村況（近世） 本丸普請銀受取り通 家松進右衛門
他2名

東新田村八左
衛門

横帳 1 弘化3.2 1846

831-14 831-14 6 村政・村況（近世） 本丸普請御用銀受取り通帳 中嶋大助他2名 東新田村八兵
衛

横帳 1 弘化3.2 1846
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831-15 831-15 6 村政・村況（近世） 建築用資材領収書・手伝人数
記入表等一括書類

西新田村建築
請負業小西勝
蔵他

柳川 状 18 大正 建築関係諸品

832-1 832-1 7 村政・村況（近代） 私学開業願書 武庫郡第7区東
新田村戸長柳
川庄十郎他2名

兵庫県令神田
孝平

仮綴 1 明治6.9.18 1873

832-2 832-2 7 村政・村況（近代） 小学校入費償願書 東新田村戸長
柳川庄十郎・浜
田村戸長田中
吉平

兵庫県令神田
孝平

仮綴 1 明治7.1.28 1874

832-3 832-3 7 村政・村況（近代） 第7区東新小学校へ転校願書
付

第9区橘園小学
校准2等訓導吉
仏直誠

学区取締久保
松照映

状 1 明治10.8.7 1877 学区取締久保松照
映願承知の旨朱書あ
り

832-4 832-4 7 村政・村況（近代） 里道変更許可願 柳川庄逸他3名 兵庫県知事清
野長太郎

仮綴 2 大正7.4.1 1918 封筒あり

833-1 833-1 7 村政・村況（近代） 軍人遺族救護義会定款 内務大臣西郷
従道

会長坊城俊章 状 1 明治32.12.20 1899

833-2 833-2 7 村政・村況（近代） 陸軍大臣官房版権所有天皇
乗車馬車列写真

その他 1 （明治後期） 菊御紋付額入り

833-3 833-3 7 村政・村況（近代） 陸軍補充兵証書 神戸聯隊区司
令官岩井勘六

大庄村柳川政
男

状 1 大正3.9.1 1914 833-3～4封筒一括

833-4 833-4 7 村政・村況（近代） 陸軍補充役記章 その他 1 大正 833-3～4封筒一括
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833-5 833-5 7 村政・村況（近代） 氏名・軍所属部隊書上げ 状 4 （日中戦争期）

833-6 833-6 7 村政・村況（近代） 国民防空図譜 日本防空報国
会

その他 1 昭和18.1.25 1943 爆撃機の性能・灯火
管制・毒瓦斯防護・
救護心得など図入り
詳細説明カラー

833-7 833-7 7 村政・村況（近代） 出征軍士標札 大庄村銃後奉
公会

その他 4 （昭和戦前）

834-1 834-1 7 村政・村況（近代） 昭和34年度東第2町会収支決
算表

状 11 昭和35 1960

834-2 834-2 7 村政・村況（近代） 隣保調査用紙 状 5 （昭和30年代）

834-3 834-3 7 村政・村況（近代） 東第2総合町会入会申込書半
券

町会発起人代
表柳川庄逸

状 1 （昭和）. 9.27 13枚一括

835-1 835-1 7 村政・村況（近代） 地区衛生組織活動の栞 尼崎市 冊子 2 昭和31.4 1956

835-2 835-2 7 村政・村況（近代） 蠅と蚊のいない生活実践運動
展開地区組織登録申込用紙

中央保健所長 状 4 昭和31 1956

835-3 835-3 7 村政・村況（近代） 大庄地区環境衛生協議会専
門対策部員名簿

状 1 昭和38.8.1 1963

835-4 835-4 7 村政・村況（近代） レントゲンによる無料健康診断
のお知らせ

尼崎市中央保
健所

状 2 昭和30年代 1964
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835-5 835-5 7 村政・村況（近代） 「ママも一緒に健康診断」ポス
ター

尼崎市中央保
健所

状 2 昭和30年代 1964

836-1 836-1 7 村政・村況（近代） 米価暴騰につき細民救助金
寄付感謝状

兵庫県知事清
野長太郎

大庄村柳川庄
逸

状 1 大正7.9.18 1918 封筒あり

836-2 836-2 7 村政・村況（近代） 民生委員候補者推薦一覧表 仮綴 1 昭和31.11.14 1956

836-3 836-3 7 村政・村況（近代） 老人クラブ結成の件依頼状 大庄社会福祉
協議会長河本
秀夫

社会福祉連絡
協議会長

状 1 昭和38.10.3 1963

837-1 837-1 7 村政・村況（近代） 昭和31年度共同募金集計表 状 1 昭和31 1956

837-2 837-2 7 村政・村況（近代） 共同募金10周年記念大会案
内状及び大会順序

共同募金会尼
崎市支部長鴻
池勝治

福祉協会長寺
田政蔵他5名

状 1 昭和31.10.10 1956 封筒あり、12枚一括

837-3 837-3 7 村政・村況（近代） 昭和33年度共同募金協会別
目標額表

状 1 昭和33 1958

838-1 838-1 7 村政・村況（近代） 感謝状 兵庫県警察部
長足立収

大庄村消防組
第4部

状 1 昭和8.6.30 1933 自警防犯思想の喚
起普及

838-2 838-2 7 村政・村況（近代） 感謝状 兵庫県書記官・
警察部長稲垣
潤太郎

大庄村消防組
第4部

状 1 昭和9.3.31 1934 窃盗犯人検挙
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838-3 838-3 7 村政・村況（近代） 表彰状 西宮消防協会
長地方警視三
木為市

大庄村消防組
第4部

状 1 昭和10.5.3 1935 昭和9年9月21日未
曽有の風水禍功労

839 839 7 村政・村況（近代） 秋祭費用取集め書き 仮綴 1 大正7.8 1918

840 840 7 村政・村況（近代） 国勢調査徽章 その他 1 昭和5 1930 木箱入り

841-1 841-1 7 村政・村況（近代） 琴浦町・水明町・大庄中通東
二町会地番略図

図 1 昭和38.7.28 1963

841-2 841-2 7 村政・村況（近代） 大庄管内図 図 1 （昭和30年代） 破損

841-3 841-3 7 村政・村況（近代） 琴浦町・水明町・大庄中通4丁
目地番図

図 10 （昭和30年代） 2400分の1

842-1 842-1 8 戸口・諸改 伝右衛門不埒につき人別帳
面差し除き届書

東新田村庄屋
庄右衛門他1名

家松進右衛門 状 1 文化12.11 1815

842-2 842-2 8 戸口・諸改 浜新田忠兵衛家出帰参につ
き帰り受け願書（後欠）

状 1 （天保3） (1832)

842-3 842-3 8 戸口・諸改 尼崎領一向宗宗旨人家改帳 瓦林組東新田
村庄屋庄右衛
門他1名

井出弥平太他1
名

書冊 1 嘉永6.3 1853 汚損・水損

842-4 842-4 8 戸口・諸改 人別永世引取り取替せ一札 庄太郎・西長洲
村親類惣代茂
兵衛他2名

東新田村庄右
衛門・親類中

状 1 元治2.4 1865
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842-5 842-5 8 戸口・諸改 取り集め方頼み廻状 西宮城朝恵名 東新田村他24ヵ
村

状 1 近世　.12.朔

842-6 842-6 8 戸口・諸改 送籍請取状 尼崎県管轄所
東新田村第10
区副長坂田善
三郎

大阪府管轄所
大西組・組之内
六番橘通8丁目
少年寄五百井
長兵衛

状 1 明治4.8 1871 大和屋弥吉元寅吉
の送籍

842-7 842-7 8 戸口・諸改 戸籍謄本手続料領収書 収入役織部善
吉

笹部平三郎 状 1 明治30年代

843-1 843-1 8 戸口・諸改 献納金請取り覚え 西宮社神主吉
井上総介・世話
人

東新田村衆中 状 1 天保11.4 1840

843-2 843-2 8 戸口・諸改 奥御殿御地内講役所寄進帳 西武庫村庄左
衛門他1名

仮綴 1 天保14.9 1843

843-3 843-3 8 戸口・諸改 米初穂記帳 善法寺村太田
善兵衛他1名

東新田村門徒
中

仮綴 3 天保15 1844

843-4 843-4 8 戸口・諸改 全昌寺再建宝積講仕法帳 講元全昌寺・講
中・世話方

仮綴 1 近世 先年焼失につき再建

844-1 844-1 8 戸口・諸改 宮地蔵諸入費帳 大庄村東 横帳 1 大正14起～昭
和24

1925～
1949

844ｰ1～17袋一括

844-2 844-2 8 戸口・諸改 拾三日講諸入費割合帳 浜田同行中 横帳 1 昭和8.3.6 1933
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844-3 844-3 8 戸口・諸改 講買物帳 同行中 横帳 1 昭和9.1.6～
19.1.6

1934～
1944

844-4 844-4 8 戸口・諸改 輿買入帳 横帳 1 昭和9.4 1934

844-5 844-5 8 戸口・諸改 浄専寺本堂費集金帳 東門徒 横帳 1 昭和12調～41 1937～
1966

844-6 844-6 8 戸口・諸改 鑿泉原動機及び付属具売却
勘定帳

大庄村東 横帳 1 昭和14.12 1939

844-7 844-7 8 戸口・諸改 貯金支払勘定書 (株)大坂貯蓄銀
行西宮支店

林寅蔵 状 1 昭和16.8.5 1941 積立貯金証書封筒
に在中

844-8 844-8 8 戸口・諸改 本山事局費割合帳 東門徒中 横帳 1 昭和17.5.1 1942

844-9 844-9 8 戸口・諸改 葬祭道具買入帳 東同行（浄専
寺・念立寺・円
徳寺）

横帳 1 昭和21.6 1946

844-10 844-10 8 戸口・諸改 中宗大師450回忌懇志割当
帳・住職継職冥加金割当帳

東同行中 横帳 1 昭和22.9 1947

844-11 844-11 8 戸口・諸改 梵鐘・遠忌費用割当帳 東浄専寺同行 横帳 1 昭和24.4～
26.3.13

1949～
1951

844-12 844-12 8 戸口・諸改 本堂表門屋根修理東負担金
依頼状

会計係堀本源
治郎

壇家惣代林寅
蔵・柳川庄逸

状 1 昭和25.3.26 1950 344ｰ12･13袋一括
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844-13 844-13 8 戸口・諸改 東負担金領収書 会計堀本源治
郎

林寅蔵・柳川庄
逸

状 1 昭和25.4.3 1950 844ｰ12･13袋一括

844-14 844-14 8 戸口・諸改 中祖大師遠忌並びに梵鐘再
建会計報告書

会計係堀本源
治郎

状 1 昭和26 1951

844-15 844-15 8 戸口・諸改 宗祖遠忌費用割当帳 東浄専寺同行 横帳 1 昭和31.3～
36.9

1956～
1961

昭和36.9の追加帳あ
り

844-16 844-16 8 戸口・諸改 年中行事帳 東同行中 横帳 1 昭和38.4～52 1963～
1977

領収書6枚綴込あり

844-17 844-17 8 戸口・諸改 浄専寺年中行事予定書付け 状 1 （昭和） 破損

845-1 845-1 8 戸口・諸改 特別寄付金仮請取書 白道会武内紹
進

柳川庄十郎 状 1 明治24.2.6 1891

845-2 845-2 8 戸口・諸改 白道会特別金等拝納礼状 武内為 柳川庄十郎 状 1 明治24.2.6 1891

845-3 845-3 8 戸口・諸改 伝道費金収納証 白道会出納係
鷲尾松三郎

柳川庄十郎 状 1 明治24.2.6 1891

846-1 846-1 8 戸口・諸改 琴浦会関係参考書及び領収
書綴

仮綴 1 昭和27～31 1952～
1956

予算決算表・会則案
など

846-2 846-2 8 戸口・諸改 昭和30年度琴浦会予算書 状 3 昭和30 1955

846-3 846-3 8 戸口・諸改 昭和30年度琴浦会収支決算
報告書

状 5 昭和30 1955
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846-4 846-4 8 戸口・諸改 昭和31年度琴浦会予算書 状 6 昭和31 1956

846-5 846-5 8 戸口・諸改 昭和32年度琴浦会収支決算
報告

状 20 昭和33.4.14 1957 改帳柳川庄逸、会計
阪田清

846-6 846-6 8 戸口・諸改 昭和33年度琴浦会会費徴収
簿

琴浦会会計 仮綴 1 昭和33 1958

846-7 846-7 8 戸口・諸改 昭和33年度琴浦会決算報告 状 9 昭和34.3.30 1959 改帳柳川庄逸、会計
阪田清

846-8 846-8 8 戸口・諸改 昭和34年度琴浦会収支決算
報告

状 10 昭和34 1959

846-9 846-9 8 戸口・諸改 昭和38年度琴浦会収支決算
報告書

状 1 昭和38 1963

847-1 847-1 8 戸口・諸改 阪東13番浅草寺参拝御礼 浅草寺主事 状 1 大正7.4.24 1918

847-2 847-2 8 戸口・諸改 日光山両社真図 出版人山菅堂
鈴木弥太郎

状 1 （近代） 3色刷り、日光東照宮
祭典行列略図あり

848-1 848-1 8 戸口・諸改 覚如上人御染筆鑑定状副簡 常楽台記録所 東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治15.1 1882 包紙あり、848ｰ1･2･
3･4･6木箱
(26.3*22.3*4.8)一括

848-2 848-2 8 戸口・諸改 見真大師御染筆鑑定状副簡 常楽台記録所 東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治15.1 1882 包紙あり、848ｰ1･2･
3･4･6木箱
(26.3*22.3*4.8)一括
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848-3 848-3 8 戸口・諸改 覚如上人御真筆鑑定状 常楽台今小路
津悟

状 1 （明治15.1） (1882) 包紙あり、848ｰ1･2･
3･4･6木箱
(26.3*22.3*4.8)一括

848-4 848-4 8 戸口・諸改 見真大師御真筆鑑定状 常楽台今小路
津悟

状 1 （明治15.1） (1882) 包紙あり、848ｰ1･2･
3･4･6木箱
(26.3*22.3*4.8)一括

848-5 848-5 8 戸口・諸改 御染筆一行物一幅代金請取り
覚え

原田耕作 東新田柳河庄
十郎

状 1 明治17.7.27 1884

848-6 848-6 8 戸口・諸改 650回大遠忌記念肩衣 その他 2 （明治） 包紙あり、京都市猪
熊通七条下ル御本
山田達呉服太物商
八文字室井内繁次
郎、848ｰ1･2･3･4･6
木箱(26.3*22.3*4.8)
一括

848-7 848-7 8 戸口・諸改 広如上人御染筆鑑定書 古筆鑑定員原
田善匡

状 1 近代 包紙あり

849-1 849-1 9 農業経営・流通 吹綿取入控帳 庄三郎 横帳 1 天保13.8 1842 破損

849-2 849-2 9 農業経営・流通 実綿代金覚え 東新田村 笹間 状 1 近世　未.12.

849-3 849-3 9 農業経営・流通 実綿預り覚え 東新田村新兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 近世　申.9.24

849-4 849-4 9 農業経営・流通 綿場他面積覚え 状 1 近世
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850-1 850-1 9 農業経営・流通 荷物取り戻し出入訴訟下書 塚口村長兵衛
他3名

奉行 状 1 文化12.2.19 1815 相手座古屋吉次郎・
請人久五郎

850-2 850-2 9 農業経営・流通 城内掃除の儀につき心得違い
一札

東新田村安兵
衛

東新田村百姓
衆中

状 1 文化13.2 1816

850-3 850-3 9 農業経営・流通 城内掃除の儀心得違い並び
に肥取札預りにつき一札

東新田村安兵
衛

東新田村百姓
衆中

状 1 （文化13.2） (1816)

850-4 850-4 9 農業経営・流通 諸肥類値下げ歎願書草稿 状 1 文政3.正 1820

850-5 850-5 9 農業経営・流通 下屎荷数付控帳 横帳 1 嘉永3.正 1850

850-6 850-6 9 農業経営・流通 下屎代銀請取り覚え綴 近江屋五郎兵
衛他

東新田村柳川
庄十郎

仮綴 1 安政2･3 1855･ 
1856

850-7 850-7 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り渡し添証文 西成郡三津屋
村田川新田庄
兵衛他1名

東新田村庄右
衛門他2名

状 1 安政2.12 1855 850ｰ7･8･9･10･14包
紙一括

850-8 850-8 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り渡し一札 西成郡三津屋
村田川分庄兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855 850ｰ7･8･9･10･14包
紙一括

850-9 850-9 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り渡し添証文 西成郡三津屋
村田川新田庄
衛他1名

東新田村庄右
衛門他2名

状 1 安政2.12 1855 850ｰ7･8･9･10･14包
紙一括
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850-10 850-10 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り受け約定一札 東新田村庄右
衛門他2名

西成郡三津屋
村田川新田庄
兵衛

状 1 安政2.12 1855 850ｰ7･8･9･10･14包
紙一括

850-11 850-11 9 農業経営・流通 下屎譲り受け証文控え 東新田村庄右
衛門

東新田村長右
衛門他1名

状 1 安政2.12 1855

850-12 850-12 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り一札下書 庄兵衛他4名 東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

850-13 850-13 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り渡しによる帳切
立会につき案内状

下屎方通路所
詰合

東新田村役人
中

状 1 （安政2）.3.11 (1855)

850-14 850-14 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り渡し約定一札 西成郡三津屋
村庄兵衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.2 1856 850ｰ7･8･9･10･14包
紙一括

850-15 850-15 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り渡し添証文 三津屋村ノ内田
川分庄兵衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.2 1856

850-16 850-16 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り請け一札控え 栄助他3名 東新田村庄右
衛門

仮綴 1 安政3.12 1856

850-17 850-17 9 農業経営・流通 城内下屎預りにつき一札下書 伝右衛門他1名 宗百性衆中 状 1 近世

850-18 850-18 9 農業経営・流通 下屎ヶ所譲り一札雛形 状 1 （近世）

850-19 850-19 9 農業経営・流通 社宅下屎代金請取り 大村冬助 小寺安太郎 状 1 明治33.7.1 1900
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851-1 851-1 9 農業経営・流通 取引につき証文持たせ遺す旨
の書状

状 1 近世　7.7

851-2 851-2 9 農業経営・流通 米売りつけたきにつき積み出
し承知下され候旨口上（後欠）

状 1 近世 八幡村田中宗左衛
門他2名請印承知

852 852 9 農業経営・流通 堤藁置料受取り覚え 東新田村庄右
衛門他1名

道意新田庄屋
利右衛門

状 1 文政5.12 1822 故障下済みにつき奥
書西大島・西新田村
両庄屋

853 853 9 農業経営・流通 地主会関係庶務通知状 地主会長平瀬
巌若

柳川庄逸 状 2 昭和11.9.8 1936 設計書及施行規程
の告示・地主会開催
につき

854 854 9 農業経営・流通 日雇貸付覚帳 柳川庄三郎 横帳 1 天保2.8 1831 906-1と紐一括

855-1 855-1 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 親雑・屋久四郎
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 文政2.12 1819 奉公人つぢ、築地末
広町

855-2 855-2 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親治兵
衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 天保5.12 1834 奉公人てい、東新田
村

855-3 855-3 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 親嘉兵衛他２名 東新田村庄右
衛門

状 1 天保13.12 1842 虫損、奉公人たけ、
小松村

855-4 855-4 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親長洲
や六兵衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 弘化2.3 1845 奉公人くら、竹や新
田支配出やしき

855-5 855-5 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親伊兵
衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政元.12 1854 奉公人菊松、東新田
村
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855-6 855-6 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親喜八
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政元.12 1854 奉公人しげ、東新田
村

855-7 855-7 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 喜八他2名 東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.12 1856 奉公人治三郎、東新
田村

855-8 855-8 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親常吉
屋幸助他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.12 1856 奉公人元治郎、別所
村

855-9 855-9 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親佐兵
衛他1名

東新田村長右
衛門

状 1 安政4.12 1857 奉公人亀吉、今津村

855-10 855-10 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 親木綿や善兵
衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.9 1857 奉公人青吉、風呂町

855-11 855-11 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親彦兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.正 1858 奉公人こと、播州加
藤郡坂口

855-12 855-12 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親松屋
三四郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.7 1858 虫損、奉公人なを、
大坂西横堀周防町

855-13 855-13 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親喜左
衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858 奉公人かの、

855-14 855-14 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親忠兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858 奉公人きく、川辺郡
七ツ松村、855-15と
一括

855-15 855-15 9 農業経営・流通 年季奉公人請状添状（親名
前・旦那寺名覚え）

状 1 （安政5.12） (1858) 855-14と一括
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855-16 855-16 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親三河
や治三吉他1名

東新田村庄右
衛門

状 3 安政5 1858 奉公人春吉、京都三
条川東矢倉町、他に
年季給銀前渡し覚
え、奉公人宗旨書付
けあり

855-17 855-17 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親亀蔵
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.2 1859 奉公人やす、小松村

855-18 855-18 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親生嶋
や為七

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.7 1859 娘とく、別所村

855-19 855-19 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親生嶋
や伊助

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.12 1859 奉公人卯之助、別所
村

855-20 855-20 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親八木
や新平他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 万延元.3 1860 奉公人たけ、西成郡
今宮村

855-21 855-21 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親忠兵
衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 万延元.5 1860 後に「添証文」（年季
期間の延長を願い出
たもの）あり、奉公人
きく、七ツ松村

855-22 855-22 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親左助
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 万延元.7 1860 奉公人すて、丹州瀧
野郡布垣村

855-23 855-23 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人善左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 万延2.3 1861 奉公人与治右衛門、
西新田村

855-24 855-24 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人大鹿や
安五郎

東新田村庄右
衛門

状 1 万延2.3 1861 竹谷新田出やしき
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855-25 855-25 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親九郎
左衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.4 1862 奉公人弥兵衛、浜田
村

855-26 855-26 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親喜兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.10 1862 奉公人とめ、庭町

855-27 855-27 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親北村
やふし他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.11 1862 奉公人与吉、大道町

855-28 855-28 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親豆板
屋吉三郎他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.12 1862 奉公人松之助、築地
末広町

855-29 855-29 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親大江
屋喜兵衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.12 1862 奉公人米吉、市庭町

855-30 855-30 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親喜八
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.正 1863 奉公人太兵衛、初島
新田

855-31 855-31 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人大鹿屋
安五郎他請人1
名

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.12 1863 竹谷新田出屋敷

855-32 855-32 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親定右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 文久4.2 1864 奉公人鶴吉、浜田村

855-33 855-33 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親嶋屋
利兵衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 元治元.3 1864 奉公人万吉、辰巳町

855-34 855-34 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親京屋
亀吉他請人1名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応元.12 1865 破損、奉公人為吉、
大坂日本橋四丁目
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855-35 855-35 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親治郎
右衛門他請人1
名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応元.12 1865 奉公人音吉、今北村

855-36 855-36 9 農業経営・流通 半季奉公人請状 奉公人親出屋
鋪新田屋清八
他1名

庄右衛門 状 1 慶応2.5 1866 差出破欠、奉公人清
八娘

855-37 855-37 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親津国
屋きよ他請人1
名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応2.9 1866 奉公人たね、竹谷新
田

855-38 855-38 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親大工
屋嘉蔵他請人1
名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応2.12 1866 奉公人まつ、西難波
村

855-39 855-39 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親惣次
郎

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応2.12 1866 奉公人くま、西宮浜
町

855-40 855-40 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親太兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応4.7 1868 奉公人まき、神崎村

855-41 855-41 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親ふさ
他請人1名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応4(明治
元).10

1868 奉公人梅吉、丸嶋新
田

855-42 855-42 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親太兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応4(明治
元).12

1868 奉公人はな、神崎村

855-43 855-43 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親きく 東新田村庄右
衛門

状 1 明治元.12 1868 奉公人まさ、道意新
田
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855-44 855-44 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親播磨
屋みつ

東新田村庄右
衛門

状 1 明治2.2 1869 奉公人鉄蔵、東新田
村

855-45 855-45 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親八木
孫平他請人1名

小寺康治郎 状 1 明治7.3 1874 寺村みね、川辺郡第
11区常光寺村

855-46 855-46 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親衣川
勘右衛門他受
人1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治9.1.6 1876 奉公人りよ、丹波国
天田郡市方村

855-47 855-47 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親尾浜
友蔵

第7区東新田村
柳川庄十郎

状 1 明治10.7.27 1877 奉公人為吉、竹谷新
田出やしき

855-48 855-48 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親坂田
松蔵

柳川庄十郎 状 1 明治10.12.25 1877 奉公人勘蔵、東新田
村

855-49 855-49 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人阪田松
蔵

柳川庄十郎 状 1 明治11.1.2 1878 第7区東新田村

855-50 855-50 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親中川
重太郎

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治13.8.1 1880 奉公人てる、辰巳町

855-51 855-51 9 農業経営・流通 年季奉公人請状 奉公人親宮崎
庄九郎

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治14.12.29 1881 奉公人のぶ

855-52 855-52 9 農業経営・流通 雇入差入約定証 雇人親坂田松
蔵

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.1.30 1885 雇人勘蔵、東新田村

855-53 855-53 9 農業経営・流通 年季出働き雇入請状 雇人親西浦平
五郎他受人1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治19.1.2 1886 雇人とき、摂津国天
王寺村

－39－

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

柳川啓一氏文書(2)目録

855-54 855-54 9 農業経営・流通 出働き雇入確証 雇人兄柳原寅
吉他請人1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治21.12.25 1888 雇人いせ、西新田村

855-55 855-55 9 農業経営・流通 年季奉公人替えにつき約定書 奉公人親宮崎
庄九郎他請人1
名

柳川庄十郎 状 1 明治23.9.1 1890 奉公人のぶ、東新田
村

855-56 855-56 9 農業経営・流通 出働き雇入確証 宮崎安蔵 東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治31.2.3 1898 東難波村

855-57 855-57 9 農業経営・流通 出働き雇入確証 目出辰治他1名 柳川庄十郎 状 1 明治31.4.1 1898 雇人栄松、印南郡大
塩村

855-58 855-58 9 農業経営・流通 雇入確証 福西寅吉 東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治33.1.30 1900 奈良県磯子郡湯崎
村内下長村

855-59 855-59 9 農業経営・流通 出働き雇入確証 岡力蔵他請人1
名

柳川庄十郎 状 1 明治33.旧5.8 1900 雇人小菊、飾磨郡松
野元村

855-60 855-60 9 農業経営・流通 雇入確証 雇人親田能村
亀吉

柳川庄逸 状 2 大正2.7.11 1913 別所村、封筒一括

856-1 856-1 9 農業経営・流通 奉公人残給銀請取覚え 奉公人請人京
都坂本屋政七

東新田村庄右
衛門

状 1 安政7.2.8 1860 奉公人平吉

856-2 856-2 9 農業経営・流通 年季奉公給銀請取り覚え 大道町小林や
ふし代印請人
牡丹屋久五郎

東新田村庄右
衛門

状 1 亥（文久3）.2.7 (1863)

856-3 856-3 9 農業経営・流通 年季奉公残給銀受取り覚え 親豆板屋吉三
郎

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.4.18 1863 奉公人松之助、築地
末広町
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856-4 856-4 9 農業経営・流通 年季奉公残給銀請取り覚え 奉公人親豆板
屋吉三郎

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.4.19 1863 奉公人松之助、築地
末広町

856-5 856-5 9 農業経営・流通 年季給銀請取り覚え 源兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 子（文久
4）.2.21

(1864) 奉公人鶴吉、浜田村

856-6 856-6 9 農業経営・流通 残給銀請取り覚え 豆板屋吉三郎 状 1 近世 奉公人松之助、築地
末広町

856-7 856-7 9 農業経営・流通 出働き給銀受取書 桜谷栄蔵他1名 東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治26.4.4 1893 播磨国飾磨郡白浜
村

857-1 857-1 9 農業経営・流通 下女不束申上げ候こと取捨下
され候旨歎願書

東新田村庄右
衛門

郷役方 状 2 文久3.3 1863 年季奉公人請状挟
み込み

857-2 857-2 9 農業経営・流通 奉公人引戻し出入願書 東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.8 1863 西新田村相手由兵
衛

857-3 857-3 9 農業経営・流通 奉公人妨げ出入願書下書 東新田村庄右
衛門

役人衆中 状 1 近世 相手親西成郡今宮
村八木屋新七、奉公
人たけ、請人尼崎中
筋生嶋屋常七

857-4 857-4 9 農業経営・流通 奉公人妨げヶ出入願書下書 状 1 近世 相手親西成郡今宮
村八木屋新七、奉公
人たけ、請人尼崎中
筋生嶋屋常七

857-5 857-5 9 農業経営・流通 井上喜八不始末の件につき
差入れ約定一札

親類柳川喜兵
衛他2名

柳川庄十郎 状 1 明治14.旧
12.27

1881 証券界紙
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858-1 858-1 9 農業経営・流通 畑地小作証文 別所村江戸網
鹿

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永3.11 1850

858-2 858-2 9 農業経営・流通 小作引請け証文 東新田村安兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永6.12 1853

858-3 858-3 9 農業経営・流通 小作引請け証文 東新田村八兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政元.12 1854

858-4 858-4 9 農業経営・流通 畑砂小作証文 （切取り） 東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

858-5 858-5 9 農業経営・流通 小作証文 東新田村庄九
良他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

858-6 858-6 9 農業経営・流通 小作証文 東新田村庄九
良他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

858-7 858-7 9 農業経営・流通 小作証文 道意新田久兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

858-8 858-8 9 農業経営・流通 小作証文 東新田村庄九
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

858-9 858-9 9 農業経営・流通 小作証文 今北村支配塩
鍋村吉左衛門
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

858-10 858-10 9 農業経営・流通 小作引請証文 東新田村八兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.4 1858
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858-11 858-11 9 農業経営・流通 小作請負証文 別所村吉兵衛
他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.11 1858

858-12 858-12 9 農業経営・流通 小作証文 東新田村勘右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

858-13 858-13 9 農業経営・流通 小作請負証文 浜新田次兵衛
他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.5 1859

858-14 858-14 9 農業経営・流通 小作証文 東新田村吉左
衛門

状 1 安政6.12 1859

858-15 858-15 9 農業経営・流通 小作証文 東新田村吉左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.12 1859 858-15,882-11･12紐
一括

858-16 858-16 9 農業経営・流通 小作引請証文 伊兵衛 庄右衛門 状 1 元治2.3 1865

858-17 858-17 9 農業経営・流通 小作請負証文 浜新田久兵衛
他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 近世

858-18 858-18 9 農業経営・流通 地貸り証文雛形 庄屋 状 1 近世

858-19 858-19 9 農業経営・流通 田地小作証文 □兵衛他1名 友行村仁右衛
門

状 1 近世

858-20 858-20 9 農業経営・流通 小作証文雛形 今北村支配塩
鍋村惣右衛門

状 1 近世
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858-21 858-21 9 農業経営・流通 小作引請証文 道意新田久兵
衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 明治3.2 1890

858-22 858-22 9 農業経営・流通 地所賃貸借契約証書案 大庄村東柳川
庄逸

仮綴 2 大正14.8.1 1925

858-23 858-23 9 農業経営・流通 土地借用証 状 6 大正 無記入

858-24 858-24 9 農業経営・流通 耕作地貸賃借契約書 状 27 昭和 無記入

858-25 858-25 9 農業経営・流通 耕作地貸賃借契約書 柳川政男 状 1 昭和

858-26 858-26 9 農業経営・流通 耕地貸賃借契約書 大庄村東柳川
庄逸

大庄村東阪田
勝蔵

状 2 昭和

859-1 859-1 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田野里
久四郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885

859-2 859-2 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村寺田
八十吉他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885

859-3 859-3 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村坂田
與三郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-4 859-4 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村坂田
利八他1名

浜田村武内紹
進

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-5 859-5 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村小寺
甚三郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり
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859-6 859-6 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田大部
伊八他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-7 859-7 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田河谷
安次郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-8 859-8 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田大部
定吉他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-9 859-9 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村坂田
六三郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-10 859-10 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村宮崎
寅蔵他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-11 859-11 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村宮崎
寅蔵他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-12 859-12 9 農業経営・流通 田畑小作米確証 東新田村坂田
孫四郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-13 859-13 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村柳川
駒吉他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885

859-14 859-14 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田大坂
亀吉他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-15 859-15 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田末広
庄平他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり
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859-16 859-16 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村小寺
伊三郎他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-17 859-17 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村坂田
八蔵他1名

浜田村武内紹
進

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-18 859-18 9 農業経営・流通 田屋敷地小作米確証 東新田村中野
小右衛門他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治18.3.30 1885

859-19 859-19 9 農業経営・流通 田屋敷地小作米確証 東新田村宮崎
庄九郎他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-20 859-20 9 農業経営・流通 田屋敷地小作米確証 東新田村寺田
安次郎他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-21 859-21 9 農業経営・流通 田屋敷地小作米確証 東新田村寺田
丑松他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-22 859-22 9 農業経営・流通 田屋敷地小作米確証 東新田村木戸
長蔵他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治18.3.30 1885 抹消線あり

859-23 859-23 9 農業経営・流通 田畑地小作米確証 東新田村小寺
六次郎他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治18.3.30 1885

859-24 859-24 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東新田村柳川
政吉他1名

東新田村柳川
十郎

状 1 明治20.5.20 1887 抹消線あり

859-25 859-25 9 農業経営・流通 田地小作米確証 東大嶋村笹部
治三郎

東新田村柳川
十郎

状 1 明治20.5.21 1887
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859-26 859-26 9 農業経営・流通 田地小作米確証 西新田村野草
安次郎他1名

柳川庄十郎 状 1 明治20.5.30 1887

859-27 859-27 9 農業経営・流通 田畑小作米確証 道意新田村吉
田留吉他1名

柳川庄十郎 状 1 明治21.11.12 1888 抹消線あり

859-28 859-28 9 農業経営・流通 田地小作米確証 大庄村ノ内東新
田村坂田八蔵
他1名

地主武内紹進 状 1 明治23.4 1890

859-29 859-29 9 農業経営・流通 田地小作米確証 大庄村ノ内東新
田村坂田利八
他1名

地主浄専寺 状 1 明治23.4 1890

859-30 859-30 9 農業経営・流通 田地宅地小作米確証 大庄村ノ内東新
田村木戸長蔵
他1名

地主柳川庄十
郎

状 1 明治23.4 1890

859-31 859-31 9 農業経営・流通 畑地小作米確証 大庄村ノ内東新
田村宮崎寅蔵
他1名

地主柳川庄十
郎

状 1 明治23.4 1890

859-32 859-32 9 農業経営・流通 田畑地小作米確証 大庄村ノ内東新
田村小寺伊八
他1名

地主柳川庄十
郎

状 1 明治23.4 1890

859-33 859-33 9 農業経営・流通 田地小作米確証 道意新田村末
広丑松他1名

柳川庄十郎 状 1 明治29.3 1896

859-34 859-34 9 農業経営・流通 田地小作米確証他綴 吉田留吉他 地主柳川庄十
郎

仮綴 1 明治29～43 1896～
1910
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860-1 860-1 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 安政6.5 1859 包紙あり、889-62と一
括、浜新田平左衛門
分

860-2 860-2 9 農業経営・流通 新田池床作合米等取り立て覚
え

状 1 万延元.11 1860

860-3 860-3 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 塩鍋村吉左衛
門他3名

状 2 近世　巳.12.29 塩鍋村字池田他、田
畑面積・分米高等書
上げとこより一括

860-4 860-4 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 近世　巳.12 角右衛門分

860-5 860-5 9 農業経営・流通 作徳米高書上げ覚 状 1 近世

860-6 860-6 9 農業経営・流通 田地取米作合高書上げ 横帳 1 近世

860-7 860-7 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 近世 字覚右衛門・字浜・
字惣新田

860-8 860-8 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 西新田太郎兵
衛

状 1 近世 字惣新田大嶋開

860-9 860-9 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 近世 字十間割・字あふき・
字丸洲・字屋敷割

860-10 860-10 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 近世 字浜・字覚右衛門
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860-11 860-11 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 近世 西新田太郎兵衛分、
字萩ノ戸・字道田・字
をさ

860-12 860-12 9 農業経営・流通 作徳米高覚え 状 1 近世 浜孫分、字浜高稗
原・字覚右衛門古川

860-13 860-13 9 農業経営・流通 作合高書上げ 状 1 近世 字どろ川・字さげ田地

860-14 860-14 9 農業経営・流通 小作作徳米代金諸掛差引残
金受取証

浜田村武内 東新田村総代
柳川庄十郎

状 1 明治27.12.29 1894

861 861 9 農業経営・流通 小作年貢米控帳 柳川庄十郎 横帳 1 明治29 1896

862-1 862-1 9 農業経営・流通 小作米請取勘定帳 柳川庄十郎 横帳 1 明治33 1900

862-2 862-2 9 農業経営・流通 小作米請取勘定帳 柳川庄逸 横帳 1 明治34 1901

862-3 862-3 9 農業経営・流通 小作年貢請取帳 柳川庄逸 横帳 1 明治35 1902

862-4 862-4 9 農業経営・流通 小作年貢受取帳 柳川庄逸 横帳 1 明治36 1903

863-1 863-1 9 農業経営・流通 小作米取立帳 柳川庄逸 横帳 1 明治38 1905

863-2 863-2 9 農業経営・流通 小作年貢米取立帳 横帳 1 欠年 破損

864-1 864-1 9 農業経営・流通 小作年貢請取帳 柳川庄逸 横帳 1 明治40 1907
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864-2 864-2 9 農業経営・流通 小作年貢受取帳 柳川庄逸 横帳 1 明治43 1910

864-3 864-3 9 農業経営・流通 小作年貢請取帳 柳川庄逸 横帳 1 明治43 1910

864-4 864-4 9 農業経営・流通 小作年貢請取帳 柳川庄逸 横帳 1 大正2 1913

864-5 864-5 9 農業経営・流通 小作年貢請取帳 柳川庄逸 横帳 1 大正3 1914

865-1 865-1 9 農業経営・流通 小作年貢米徴収簿 柳川 横帳 1 大正10～昭和
9

1921～
1934

証紙破損

865-2 865-2 9 農業経営・流通 小作年貢米徴収簿 柳川 横帳 1 昭和9～23 1934～
1948

一部に農地改革以
降（昭和30年など）の
記載あり

866-1 866-1 10 金融 田地永代譲り渡し証文 東新田村九右
衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 天和3.6.26 1683

866-2 866-2 10 金融 田地永代譲り証文 東新田村又左
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永4.2 1851

866-3 866-3 10 金融 永代田地譲り渡し証文 東新田村庄九
郎他１名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永6.12 1853

866-4 866-4 10 金融 惣作畑地屋敷地永代譲り渡し
添証文

東新田村頭百
姓惣代市郎兵
衛他8名

東村新田村庄
右衛門

状 1 安政2.12 1855
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866-5 866-5 10 金融 惣作畑地屋敷地永代譲り渡し
証文

東新田村頭百
姓惣代市郎兵
衛他8名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1588

866-6 866-6 10 金融 永代田地譲り渡し証文 東新田村庄左
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.12 1856

866-7 866-7 10 金融 畑砂永代譲り渡し証文 西新田村太郎
兵衛

西新田村清三
郎

状 1 安政4.12 1857 前後欠

866-8 866-8 10 金融 田畑永代譲り渡し証文 東新田村勘右
衛門

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 安政5.5 1858

867-1 867-1 10 金融 田地譲り渡し証文 蓬川新田ノ内中
町五兵衛

東新田村庄右
衛門

状 1 貞享3.正.28 1686

867-2 867-2 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村忠三
郎他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝永7.9.8 1710

867-3 867-3 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村長五
郎他2名

東新田村利右
衛門

状 1 元文4.12.29 1739 虫損

867-4 867-4 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村治郎
右衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 元文4.12.29 1739

867-5 867-5 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村治郎
右衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 元文4.12 1739

867-6 867-6 10 金融 田地譲り証文 東新田村平右
衛門他2名

尼崎出買屋伊
右衛門

状 1 延享元.12 1744
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867-7 867-7 10 金融 田地譲り証文 東新田村次郎
右衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦元.12 1751

867-8 867-8 10 金融 田地譲り証文 東新田村伝右
衛門後家他3名

守部村佐□衛
門

状 1 宝暦3.正 1753

867-9 867-9 10 金融 田地譲り証文 守部村佐五右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦4.12.18 1754

867-10 867-10 10 金融 田地譲り証文 東新田村六左
衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦4.12 1754

867-11 867-11 10 金融 田地譲り証文 東新田村伝右
衛門他3名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦4.12 1754

867-12 867-12 10 金融 田地譲り証文 東新田村左治
兵衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦9.12 1759

867-13 867-13 10 金融 田地譲り証文 東新田村善兵
衛他2名

東新田村庄五
郎

状 1 明和7.11 1770

867-14 867-14 10 金融　 田地譲り証文 東新田村庄屋
善兵衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 10 安永6.12 1777

867-15 867-15 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村吉郎
兵衛他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 天明3.2 1783

867-16 867-16 10 金融 田地譲り証文 東新田村平治
郎

東新田村庄右
衛門

状 1 天明7.7 1787
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867-17 867-17 10 金融 田地譲り証文 東新田村利右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 寛政4.12 1792

867-18 867-18 10 金融 田地譲り証文 東新田村九右
衛門他2名

浜新田平右衛
門

状 1 享和3.12 1803

867-19 867-19 10 金融　 田地譲り渡し証文 東新田村百性
惣代安兵衛他2
名

浜新田仁左衛
門

状 1 文政元.12 1818

867-20 867-20 10 金融 田地譲り証文 東新田村安兵
衛

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 文政5.12 1822

867-21 867-21 10 金融 田地譲り証文 東新田村もと 八左衛門 状 1 天保5.2 1834

867-22 867-22 10 金融 田地譲り証文 東新田村九右
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 天保9.12 1838

867-23 867-23 10 金融 田地譲り渡し証文 西大嶋村吉兵
衛他1名

東新田村六三
郎

状 1 弘化2.11 1845

867-24 867-24 10 金融 田地譲り渡し証文 浜田村孫左衛
門他1名

東新田村六三
郎

状 1 弘化3.12 1846

867-25 867-25 10 金融 田地譲り証文 浜新田平右衛
門

東新田村庄右
衛門

状 1 弘化4.12 1847

867-26 867-26 10 金融 田地譲り証文 東新田村佐兵
衛他1名

東新田村庄や
庄右衛門

状 10 嘉永元.12 1848
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867-27 867-27 10 金融 田地譲り渡し差入れ一札 東新田村庄九
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永6.12 1853 後半に小作証文あり
（嘉永7.正）

867-28 867-28 10 金融 田地譲り証文 東新田村庄九
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.正 1855 小作証文あり

867-29 867-29 10 金融 田地譲り証文 東新田村庄右
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 10 安政2.正 1855

867-30 867-30 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村勘右
衛門他１名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

867-31 867-31 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村八兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

867-32 867-32 10 金融 田地譲り証文 道意新田久兵
衛

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 安政4.12 1857

867-33 867-33 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村庄九
良他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

867-34 867-34 10 金融 田地譲り証文 東新田村庄九
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

867-35 867-35 10 金融 田地譲り渡し証文 浜新田仁左衛
門

東新田村庄右
衛門

状 2 近世 覚1点巻き込み

868-1 868-1 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村彦左
衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝永5.5.25 1708
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868-2 868-2 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村庄屋
長兵衛他4名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦4.5 1754

868-3 868-3 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村利兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 天明元.6 1781 虫損

868-4 868-4 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村彦四
郎他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 天明元.6 1781 破損

868-5 868-5 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村甚八 東新田村庄右
衛門

状 1 寛政3.12 1791

868-6 868-6 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村彦左
衛門他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 享和3.12 1803

868-7 868-7 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村太右
衛門他1名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 文政6.3 1823

868-8 868-8 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村利助
他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 文政7.4 1824

868-9 868-9 10 金融 屋敷譲り渡し証文下書き 東新田村孫左
衛門他1名

東新田村市郎
兵衛

状 1 天保13.正 1842

868-10 868-10 10 金融 借家屋敷譲り渡し約定一札 東新田村 西成郡三津屋
村田川分庄兵
衛

状 1 安政2.12 1855

868-11 868-11 10 金融 屋敷譲り渡し証文 東新田村仁左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 元治元.6　 1864
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868-12 868-12 10 金融 建家譲り渡し確証 第七区東新田
村宮崎庄九郎
他2名

第七区東新田
村柳川庄十郎

状 1 明治11.2.7 1878

869-1 869-1 10 金融 畑地譲り証文 東新田村利兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 宝暦9.12 1758

869-2 869-2 10 金融 畑地譲り渡し差入れ一札 東新田村九右
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 天保9.12 1838 有畝

869-3 869-3 10 金融 畑地譲り渡し証文 西新田村五兵
衛

西新田村太兵
衛

状 1 天保12.12 1841

869-4 869-4 10 金融 畑地譲り渡し差入れ一札 東新田村又左
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永4.2 1851

869-5 869-5 10 金融 畑地譲り渡し証文 西新田村太兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 2 安政4.正 1857 判札代金書上げ覚1
点巻き込み

869-6 869-6 10 金融 畑地譲り渡し証文 西新田村彦左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.4 1857

869-7 869-7 10 金融 畑砂譲り渡し証文 別所村大嶋屋
治兵衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.11 1858

869-8 869-8 10 金融 畑地譲り証文 浜新田平左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858 前欠

869-9 869-9 10 金融 畑地譲り渡し証文 東新田村勘右
衛門

東新田村又兵
衛

状 3 慶応4.4 1868 内2枚は下書（後欠）
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870-1 870-1 10 金融 田畑譲り渡し証文 尼崎別所村伊
兵衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 天明4.11 1784

870-2 870-2 10 金融 田畑譲り証文 東新田村庄九
良他1名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 安政4.12 1857

870-3 870-3 10 金融 田畑譲り渡し証文 東新田村勘右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.5 1858

870-4 870-4 10 金融 田地田畑譲り渡し証文 東新田村庄太
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 元治2.4.25 1865

870-5 870-5 10 金融 田畑譲り渡し証文 竹谷新田才寺
屋藤兵衛

東新田村庄右
衛門

状 1 明治2.11 1869

871-1 871-1 10 金融 屋敷畑地譲り渡し証文 東新田村吉左
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 慶応3.3 1867 871-2と関連

871-2 871-2 10 金融 譲り渡し屋敷畑地高・地代覚
え

状 1 （慶応3.3） (1867) 871-1と関連

871-3 871-3 10 金融 耕地譲り渡し証文 西新田村松田
太兵衛他受人1
名

東新田村小寺
伊八

状 1 明治9.2.18 1876

871-4 871-4 10 金融 耕地譲り渡し証文 西新田村赤井
甚三郎

東新田村小寺
伊八

状 1 明治9.2.27 1876

871-5 871-5 10 金融 地所譲り渡し確証 東新田村入江
重平他2名

相続人入江松
之助他1名

仮綴 1 明治20.12.20 1887
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871-6 871-6 10 金融 地所譲与証 東新田村入江
松之助他3名

東新田村柳川
庄十郎

仮綴 1 明治27.9.12 1894 登記済の朱印あり

872-1 872-1 10 金融 田地譲り渡し添証文 東新田村勘右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

872-2 872-2 10 金融 田地譲り渡し証文 東新田村八兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

872-3 872-3 10 金融 畑地譲り添証文 浜新田孫兵衛
他1名

東新田村庄右
衛門

状 2 安政3.12 1856

872-4 872-4 10 金融 田地譲り渡し枝証文 道意新田喜兵
衛

東新田庄右衛
門

状 1 安政5.7 1858

872-5 872-5 10 金融 畑地譲り渡し添証文 浜新田平左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

872-6 872-6 10 金融 本物譲り畑地枝証文 東新田村庄右
衛門

西長洲村伊右
衛門

状 1 安政5.12 1858

872-7 872-7 10 金融 田地譲り渡し添証文 西新田村太良
兵衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

872-8 872-8 10 金融 田地譲り渡し添証文 浜新田平左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.5 1859

872-9 872-9 10 金融 田畑譲り渡し添証文 西新田村九左
衛門他1名

塚口村長兵衛 状 1 安政6.12 1859
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872-10 872-10 10 金融 田地譲り渡し添証文 浜新田仁左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 2 近世 覚1点巻き込み

873-1 873-1 10 金融 田地譲り渡し取替せ証文 東新田村庄右
衛門（印破）

西新田村太良
兵衛

状 1 安政5.12 1858

873-2 873-2 10 金融 畑地譲り渡し約定取替せ証文 浜新田平左衛
門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

873-3 873-3 10 金融 畑地譲り渡し約定取替せ証文 東新田村庄右
衛門

浜新田平左衛
門

状 1 安政5.12 1858

873-4 873-4 10 金融 畑地譲り渡し取替せ証文 西新田村九左
衛門

塚口村長兵衛 状 2 安政6.12 1859 覚1点巻き込み

874-1 874-1 10 金融 畑譲り請け取替せ証文 東新田村庄右
衛門

浜新田弥三右
衛門

状 1 安政6.2 1859 抹消線あり

874-2 874-2 10 金融 田譲り請け取替せ証文 西新田村太郎
右衛門他1名

米や常七 状 4 安政7.3 1860 覚3点巻き込み

874-3 874-3 10 金融 畑地譲り請け取替せ証文 東新田村庄右
衛門

油屋長兵衛 状 2 万延元.閏3 1860 印抹消、覚1点巻き
込み

874-4 874-4 10 金融 畑譲り請け取替せ証文 東新田村庄右
衛門

油や長兵衛 状 1 万延元.11 1860

875-1 875-1 10 金融　 田畑譲り証文名義の件につき
差入れ一札

西新田村太兵
衛

西新田村之内
浜新田平右衛
門

状 1 天保12.12 1841
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875-2 875-2 10 金融 砂代譲り銀請取り覚 大嶋屋治兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.11 1858

875-3 875-3 10 金融 畑砂譲り渡し証文預り一札他
下書

東新田 状 1 安政6.7 1859

876-1 876-1 10 金融 田畑売り渡し一札 大坂加嶋や作
兵衛

東新田村庄右
衛門他1名

状 1 元禄15.8.17 1702

876-2 876-2 10 金融 田地売り渡し証券 西新田村澤田
仁平他2名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治13.3.4 1880

876-3 876-3 10 金融 田地売り渡し確証 坂田元三郎 柳川庄三郎 状 1 明治16.7.3 1883 年月日は戸長奥印の
日

876-4 876-4 10 金融 田地売り渡し証券 東新田村寺田
長吉他証人1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治18.1.12 1885

876-5 876-5 10 金融 田地売り渡し確証 東新田村新銀
五三郎他請人1
名

柳川庄十郎 状 1 明治19.2.20 1886

876-6 876-6 10 金融 田地売り渡し約定証 檀家惣代入江
長十郎他3名

東新田村惣代
柳川庄十郎

仮綴 1 明治27.旧2.29 1894

877-1 877-1 10 金融 建家売り渡し一札 東新田村重蔵 東新田村庄右
衛門

状 1 天保10.12 1839

877-2 877-2 10 金融 建家売券証文雛形 状 1 近世
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877-3 877-3 10 金融 納家売り渡し証文 尼崎東別所町
大嶋屋万兵衛

東新田庄右衛
門

状 1 明治元.12 1868

877-4 877-4 10 金融 建家売り渡し証 豊島郡上津島
村小畑栄吉

東新田村柳川
庄右衛門

状 1 明治19.1.20 1886

877-5 877-5 10 金融 建家売り渡し確証 東新田村木戸
長蔵

東新田村柳川
庄十郎

状 2 明治19.3.22 1886 2点の内1点は建家図
面

877-6 877-6 10 金融 建家売り渡し証 南源次郎 柳川庄十郎 状 1 明治23.9.14 1890

877-7 877-7 10 金融 建家売り渡し証 西新田村小林
富太郎他3名

東新田村柳川
庄十郎

仮綴 1 明治31.4.14 1898 登記済の朱印あり

877-8 877-8 10 金融 建家売り渡し確証 下瓦林村山城
松三郎

東新田村柳川
庄十郎

状 1 （明治）

878-1 878-1 10 金融 宅地売り渡し証文 東新田村木戸
長蔵他請人1名

柳川庄十郎 状 1 明治14.10.26 1881 虫損

878-2 878-2 10 金融 宅地売り渡し証券 東新田村木戸
長蔵他請人1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治16.9.30 1883 戸長野草平八郎の
奥印あり

878-3 878-3 10 金融 宅地等売り渡し証 西新田村笹部
つる他証人1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治16.12.27 1883

878-4 878-4 10 金融 宅地売り渡し確証 東新田村坂田
秋之助

東新田村柳川
庄十郎

仮綴 1 明治24.10.8 1891 登記済みの朱印あり
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878-5 878-5 10 金融 共有宅地売払約定証 東新田村代理
宮崎為吉

柳川庄十郎 状 1 明治30.6.8 1897

879-1 879-1 10 金融 地所売り渡し証 東新田村宮崎
為吉

東新田村買受
人柳川庄十郎

仮綴 1 明治30.6.8 1897 登記済みの朱印あり

879-2 879-2 10 金融 土地売り渡し証 大阪市西区新
町通柳川松之
介

東新田村柳川
庄逸

仮綴 1 明治37.8.12 1904

879-3 879-3 10 金融 土地売り渡し証 東新田村宮崎
音吉

東新田村柳川
庄逸

仮綴 1 明治39.3.3 1906

879-4 879-4 10 金融 土地売り渡し証 別所村柳川松
之介

東新田村柳川
庄逸

仮綴 1 明治39.3.8 1906

880 880 10 金融 屋敷地売買約定証 新銀常吉他証
人1名

柳川庄十郎 状 1 明治21.11.8 1888

881-1 881-1 10 金融 借家請状雛形 状 1 近世

881-2 881-2 10 金融 宅地借受約定証 東新田村柳川
庄十郎他証人1
名

東新田村宮崎
関蔵

状 1 明治18.11.25 1885

881-3 881-3 10 金融 家屋賃借契約証書用紙 状 8 昭和

882-1 882-1 10 金融 田地質物証文 東新田村新兵
衛

東新田村六三
郎

状 1 弘化4.5 1847
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882-2 882-2 10 金融 田地質物証文 道意新田久兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永6.12 1853

882-3 882-3 10 金融 田地家屋敷質物証文 東新田村新兵
衛他証人1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

882-4 882-4 10 金融 田地家屋敷質物証文 東新田村新兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.9 1856

882-5 882-5 10 金融 田地質物証文 東新田村庄右
衛門

塚口村長兵衛 状 1 安政3.11 1856

882-6 882-6 10 金融 田地質物証文 東新田村庄九
良他1名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 安政4.12 1857

882-7 882-7 10 金融 田地質物証文 東新田村庄九
郎他1名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 安政4.12 1857

882-8 882-8 10 金融 田地質物証文 東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

882-9 882-9 10 金融 田地質物証文 東新田村八兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.4 1858 抹消線あり

882-10 882-10 10 金融 田地質物証文 東新田村勘右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

882-11 882-11 10 金融 田地質物証文 東新田村吉左
衛門

状 1 安政6.12 1859 858-15,882-11･12紐
一括　　
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882-12 882-12 10 金融 田地質物証文 東新田村吉左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.12 1859 858-15,882-11･12紐
一括

882-13 882-13 10 金融 田地書入確証 東新田村柳川
庄十郎

吉弘直誠 状 1 明治11.7.24 1878 虫損

882-14 882-14 10 金融 田地書入金子借用証文 田地出入主坂
田利八他受人1
名

柳川庄十郎 状 1 明治13.2.10 1880

882-15 882-15 10 金融 田地書入金借用証 東新田村坂田
六三郎

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治16.6.15 1883

882-16 882-16 10 金融 田地書入確証 東新田村柳川
庄十郎

西新田村野草
平八郎

状 1 明治22.1.10 1889 明治25.10.12付償却
につき書入抵当解除
の朱印あり

883-1 883-1 10 金融 畑地質物証文 西新田村之内
浜新田平左衛
門

西新田村太郎
兵衛

状 1 嘉永元.12 1848

883-2 883-2 10 金融 畑砂代質入証文 別所村江戸網
屋鹿

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永4.9 1851

883-3 883-3 10 金融 包紙(畑地質物並びに小作証
文)

東新田村庄右
衛門他2名

田川新田庄兵
衛

包紙 1 安政2.12 1855

883-4 883-4 10 金融 畑地質物証文 東新田村勘右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.12 1856
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884-1 884-1 10 金融 田畑質物証文 東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永5.12 1852

884-2 884-2 10 金融 質物書入田畑畝高・地境書上
げ

山田新田質物
主庄九良他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永7.7 1854 字二ツ又・字丸樋

884-3 884-3 10 金融 田畑質物証文 東新田村庄右
衛門

象義屋惣兵衛 状 1 安政6.7 1859 後半安政6.7付小作
証文あり

884-4 884-4 10 金融 田畑質物添証文 山田新田庄九
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.12 1859

884-5 884-5 10 金融 田畑質物添証文 山田新田庄九
郎

東新田村庄右
衛門

状 1 安政6.12 1859 包紙あり

884-6 884-6 10 金融 田畑質物添証文 芋村清兵衛他
受人1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政7.正 1860

884-7 884-7 10 金融 包紙（田畑質物・小作添証文） 芋村清兵衛 包紙 1 安政7.正 1860

884-8 884-8 10 金融 田畑質物証文 東新田村庄右
衛門他1名

大坂安堵（堂）
寺橋西詰信濃
屋九兵衛

状 1 文久3.11 1863 後欠

884-9 884-9 10 金融 田畑質物証文 孫兵衛他1名 友行村仁右衛
門

状 1 近世

884-10 884-10 10 金融 田畑書入金子借用証文 尼ヶ崎大物町
矢野弥三郎他
請人1名

西宮7区長田冨
彦左衛門

状 1 明治7.10.11 1874
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885-1 885-1 10 金融 家屋敷質物一札 東新田村又左
衛門

東新田村惣百
姓衆中

状 1 文化12.8 1815

885-2 885-2 10 金融 家屋敷質物証文 東新田村辰之
助他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永4.12 1851

885-3 885-3 10 金融 家屋敷・土蔵質物証文 東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永6.12 1853

885-4 885-4 10 金融 家屋敷質物証文 東新田村利右
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.12 1855

885-5 885-5 10 金融 家屋敷質物証文 東新田村辰之
助

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.12 1856

885-6 885-6 10 金融 建家質物証文 状 1 近世 後欠

885-7 885-7 10 金融 建物書入質物証文 東新田村木戸
長蔵

戸塚成音 状 1 明治10.1.7 1877

885-8 885-8 10 金融 宅地建家書入金借用証 東新田村小寺
六次郎他1名

柳川庄十郎 状 1 明治17.旧6.25 1884

885-9 885-9 10 金融 書入れ抵当品（建家）図 塚口村坂本吉
松

東新田村柳川
庄十郎

状 2 明治20.1 1887

885-10 885-10 10 金融 建家書入確証 塚口村坂本吉
松

東新田村柳川
庄十郎

仮綴 1 明治20.1 1887
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885-11 885-11 10 金融 地所書入借用金確証 東新田村柳川
庄十郎

尼崎町ノ内別所
村債主奥野庄
七

仮綴 1 明治30.7.23 1897 明治34.5.14付償却
済につき書入抵当解
除の朱印あり

885-12 885-12 10 金融 地所書入借用金証書 東新田村負債
主萩原徳松

東新田村債主
柳川庄十郎

仮綴 1 明治31.1.27 1898 登記済の朱印あり

885-13 885-13 10 金融 土地抵当権設定証 東新田村債務
者柳川庄十郎

別所村債権者
奥野庄七

仮綴 1 明治34.5.8 1901 登記済の朱印あり

886-1 886-1 10 金融 押入中の者所持の田畑質物
に取込みの旨申上げ一札

東新田村庄右
衛門他1名

奉行 状 2 文久2.5.3 1862 下書1点巻き込み

886-2 886-2 10 金融 質物引請け一札下書 今北村支配塩
鍋村質物引請
人

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.12 1862

886-3 886-3 10 金融 質物引請け一札下書 今北村支配塩
鍋村質物引請
人

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.12 1862

887-1 887-1 10 金融 畑地本物返し一札 東新田村庄右
衛門

西新田村太良
兵衛

状 1 文久6.12 1823

887-2 887-2 10 金融 畑地本物返し一札 米や常七代東
新田村庄右衛
門

西新田村清三
郎

状 1 安政3.閏3 1856 抹消線あり

887-3 887-3 10 金融 畑砂代本物譲り添証文 浜新田平左衛
門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.2 1857
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887-4 887-4 10 金融 畑本物返し一札 東新田村庄右
衛門

浜新田平左衛
門

状 2 安政4.3 1857 一札1点巻き込み

887-5 887-5 10 金融 畑地本物返し一札 東新田村庄右
衛門

浜新田平左衛
門

状 1 安政4.3 1857

887-6 887-6 10 金融 畑地本物返し一札 東新田村庄右
衛門

西新田村清三
郎

状 1 安政4.12 1857

887-7 887-7 10 金融 畑地本物返し譲り渡し添証文 浜新田平左衛
門他1名　

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.3 1858

887-8 887-8 10 金融 田畑本物返し一札 東新田村庄右
衛門

中浜新田長兵
衛

状 1 安政5.5 1858

887-9 887-9 10 金融 畑地本物返し一札下書 東新田村庄右
衛門

状 3 安政5.11 1858

887-10 887-10 10 金融 畑地本物本銀返し証文 東新田村庄右
衛門

別所村渡辺治
兵衛

状 1 安政5.11 1858

887-11 887-11 10 金融 田畑本物返し一札 東新田村庄右
衛門

浜新田平左衛
門

状 1 安政5.12 1858

887-12 887-12 10 金融 畑本物譲り請け銀高他渡し覚
え

状 1 （安政5.12） (1858)

888-1 888-1 10 金融 上納米借用証文 東新田村長兵
衛他6名

東新田村庄屋
庄右衛門他1名

状 1 文化12.12 1815
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888-2 888-2 10 金融 連判米借用証文 東新田村長兵
衛他5名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 文政10.12 1827

888-3 888-3 10 金融 米借用連判証文 東新田村長兵
衛他5名

庄屋庄右衛門 状 1 文政11.12 1828 虫損

888-4 888-4 10 金融 収納米借用一札 東新田村長兵
衛

東新田村庄屋
庄右衛門他1名

状 1 天保3.12 1832

888-5 888-5 10 金融 米借用連判証文 東新田村長兵
衛他5名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 天保7.12 1836

888-6 888-6 10 金融 米借用証文 東新田村辰之
助他1名

東新田村庄屋
庄右衛門他1名

状 1 天保13.12 1842

888-7 888-7 10 金融 米借用証文 東新田村辰之
助

東新田村庄や
庄右衛門他1名

状 1 天保13.12 1842

888-8 888-8 10 金融 連印米借用証文 東新田村辰之
助他5名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 弘化2.12 1845

888-9 888-9 10 金融 連印米拝借証文 東新田村利右
衛門他1名

東新田村庄屋
庄右衛門他2名

状 1 弘化4.12 1847

888-10 888-10 10 金融 米借用証文 東新田村八兵
衛

東新田村庄や
庄右衛門他1名

状 1 嘉永4.正 1851

888-11 888-11 10 金融 米借用証文 道意新田平兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 元治元.8 1864 虫損
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888-12 888-12 10 金融 二ヶ年賦連印米借確証 東新田村小寺
喜蔵他9名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治33.1.25 1900

888-13 888-13 10 金融 米借人名書 東新田村米拝
借人12名代理
坂田竹松

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治33.1.26 1900 888-12の借用人名
簿ヵ

889-1 889-1 10 金融 銀子借用証文 大坂東堀山田
屋徳兵衛下人
喜兵衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 文化14.正 1817

889-2 889-2 10 金融 銀子預り証文 東新田村庄右
衛門他3名

状 1 文政12.12 1829 後欠

889-3 889-3 10 金融 銀子借用証文 東新田村吉左
衛門

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 文政12.12 1829 抹消線あり

889-4 889-4 10 金融 銀子借用証文 東新田村新兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 天保5.12 1834

889-5 889-5 10 金融 銀子借用証文 東新田村惣七 東新田村庄右
衛門

状 1 天保6.12 1835 抹消線あり

889-6 889-6 10 金融 銀子預り証文 三橋規十郎他3
名

東新田村庄右
衛門

状 1 天保7.11 1836

889-7 889-7 10 金融 連印銀子預り証文 西新田村久五
郎他2名

柳川庄右衛門 状 1 天保9.4 1838 包紙あり

889-8 889-8 10 金融 銀子預り証文 新城屋新田嶋
屋久兵衛他1名

浜新田平右衛
門

状 1 天保13.9 1842
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889-9 889-9 10 金融 金子預り覚え 江戸網吉兵衛 津国屋六三郎 状 1 辰(天保15).5.6 (1884) 889-9･10･51,898-2
袋一括

889-10 889-10 10 金融 金子借用覚え 有間浄専寺 柳川庄右衛門 状 1 (天保15.12.14) (1884) 889-9･10･51,898-2
袋一括、袋表「天保
15年辰12月吉日預
銀手形入｣

889-11 889-11 10 金融 連印銀子借用証文 東新田村利右
衛門他1名

東新田村庄屋
庄右衛門他2名

状 1 弘化4.12 1847

889-12 889-12 10 金融 銀子借用証文下書 状 1 嘉永2.2 1849

889-13 889-13 10 金融 連印金子預り証文 東新田村仁左
衛門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永2.3 1849

889-14 889-14 10 金融 連印銀子預り証文 東新田村音次
郎他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永3.2 1850

889-15 889-15 10 金融 連印銀子預り証文 東新田村主五
兵衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永3.12 1850

889-16 889-16 10 金融 銀子借用証文 別所村江戸網
鹿

状 1 嘉永3.12 1850

889-17 889-17 10 金融 連印金子預り証文 東新田村新兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永4.9 1851

889-18 889-18 10 金融 銀子預り証文 東新田村仁左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永4.12 1851
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889-19 889-19 10 金融 銀子預り証文 東新田村又左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 嘉永5.12 1852

889-20 889-20 10 金融 銀子借用証文 東新田村吉郎
兵衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政2.11 1855

889-21 889-21 10 金融 銀子預り証文 浜新田仁左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政3.3 1856

889-22 889-22 10 金融 連印銀子預り証文 東新田村六三
郎他4名

米屋弥兵衛取
次

状 1 安政4.8 1857

889-23 889-23 10 金融 連印金子預り証文 東新田村清三
良他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.8 1857

889-24 889-24 10 金融 銀子預り証文 道意新田久兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.11 1857

889-25 889-25 10 金融 銀子預り証文 西新田村六兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

889-26 889-26 10 金融 連印銀子預り証文 今北村支配塩
鍋村吉左衛門
他2名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

889-27 889-27 10 金融 預り銀枝証文 道意新田喜兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 安政4.12 1857

889-28 889-28 10 金融 銀子預り証文 浜新田仁左衛
門他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.4 1858 包紙あり
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889-29 889-29 10 金融 銀子預り証文 東新田村善左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.4 1858

889-30 889-30 10 金融 預り銀枝証文 東新田村庄右
衛門

道意新田喜兵
衛

状 1 安政5.6 1858 抹消線あり

889-31 889-31 10 金融 連印銀子預り証文 塩鍋村半治良
他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

889-32 889-32 10 金融 連印銀子預り証文 塩鍋村半治良
他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 安政5.12 1858

889-33 889-33 10 金融 連印銀子預り証文 東大嶋村藤左
衛門他1名

状 1 安政6.11 1859

889-34 889-34 10 金融 銀子預り証文 新城屋新田小
部屋久兵衛

東新田村庄右
衛門

状 2 安政6.12 1859 覚1点巻き込み

889-35 889-35 10 金融 銀子預り証文 東新田村庄右
衛門

大嶋や卯右衛
門

状 1 万延元.7 1860

889-36 889-36 10 金融 銀子預り証文 竹谷新田出や
しき大鹿屋安五
郎

東新田村庄右
衛門

状 1 万延元.12 1860

889-37 889-37 10 金融 銀子預り証文 西長洲村伊右
衛門他2名

塚口村木綿屋
宇兵衛

状 1 万延2.2.22 1861 抹消線あり

889-38 889-38 10 金融 銀子預り証文 山田新田庄九
郎他1名

西長洲村伊右
衛門

状 1 万延2.3 1861
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889-39 889-39 10 金融 銀子預り証文 芋村清兵衛他1
名

西長洲村伊右
衛門

状 1 万延2.3 1861

889-40 889-40 10 金融 金子預り証文控え 芋村清兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.3 1862

889-41 889-41 10 金融 金子預り証文 竹谷新田支配
之内出やしき大
鹿や安五郎

東新田村庄右
衛門

状 1 文久2.3 1862

889-42 889-42 10 金融 預り銀請取り覚 塩鍋村惣右衛
門

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.4 1863 包紙あり

889-43 889-43 10 金融 銀子預り証文 浜新田伊右衛
門

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.12 1863

889-44 889-44 10 金融 銀子預り証文 新田屋豊吉 東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.12 1863

889-45 889-45 10 金融 銀子預り証文 東新田村孫左
衛門

東新田村庄右
衛門

状 1 文久3.12 1863

889-46 889-46 10 金融 金銀貸付覚帳 柳川 横帳 1 元治元.12 1864

889-47 889-47 10 金融 銀子預り証文 浜田村佐兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 慶応3.2 1867

889-48 889-48 10 金融 先納銀受取り覚え 大沢三次 東新田村庄右
衛門他2名

仮綴 1 近世　寅.7.28 覚1点こより一括
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889-49 889-49 10 金融 先納銀受取り覚え 樫本清蔵 東新田村庄右
衛門他1名

状 1 近世　寅.12.29

889-50 889-50 10 金融 借銀出入につきお召しの件断
り口上

銀主茶屋直左
衛門

代官 状 1 近世　辰.12.6 尼崎宮町菊屋杢左
衛門より村方への借
銀

889-51 889-51 10 金融 金子預り覚え 東新田村伊兵
衛他1名

東新田村庄右
衛門

状 1 近世　午.正 889-9･10･51,898-2
袋一括

889-52 889-52 10 金融 銀拝借願状 浜仁左衛門 柳川庄右衛門 状 1 近世　午.2.16

889-53 889-53 10 金融 金子・銀子請取り覚え 米屋喜十郎 東新田庄右衛
門

状 1 近世　午.5.20

889-54 889-54 10 金融 銀子預り覚え 渡辺治兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世　未.4.27 包紙あり

889-55 889-55 10 金融 銀子請取り覚え 塩鍋村半次郎 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　未.8

889-56 889-56 10 金融 連印貸付け銀高書上げ 状 1 近世　酉.正.18

889-57 889-57 10 金融 銀子請取り覚え 浜新田喜兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　酉.7.25

889-58 889-58 10 金融 銀子借用の件につき尋ね
旁々断り口上

小西助右衛門 庄屋庄右衛門 状 1 近世　酉.8.13
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889-59 889-59 10 金融 大嶋屋よりの預り金子渡し口
上

初嶋常次郎 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　戌.正.6

889-60 889-60 10 金融 銀子預り覚え おけ屋清兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世　亥.正.14

889-61 889-61 10 金融 金子借用依頼状 小西助右衛門 庄屋庄右衛門 状 1 近世　.4.10

889-62 889-62 10 金融 銀子借用依頼状 浜新田為左衛
門

東新田村柳川
庄十郎

状 1 近世　.4.29 包紙あり、860-1と一
括

889-63 889-63 10 金融 銀子預り証文下書 辰之助 伊兵衛 状 1 近世　.7.17

889-64 889-64 10 金融 連印金子預り証文雛形 状 2 近世

889-65 889-65 10 金融 村方長右衛門へ金預け置く旨
書付

親類 役方衆中 状 1 近世

889-66 889-66 10 金融 金子預り証文 道意新田喜八 東新田村長右
衛門・庄右衛門

状 1 明治3.12 1870

889-67 889-67 10 金融 金子預り証文 東新田村伊平 東新田村庄十
郎

状 1 明治4.10 1871

889-68 889-68 10 金融 借用金依頼状 林信哉 柳川庄十郎 状 2 （明治9）.3.30 (1876) 借用証券1点折り込
み

889-69 889-69 10 金融 金借用証書 別所村吉村長
平他2名

東新田村柳川
庄九郎

状 1 明治9.9.14 1876
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889-70 889-70 10 金融 金子預り証券 東新田村柳川
庄十郎

塚口村松本甚
三郎

状 1 明治9.12.25 1856 破損

889-71 889-71 10 金融 借用金確証 東新田村阪田
松蔵他受取1名

柳川庄十郎 状 1 明治10.2.7 1877

889-72 889-72 10 金融 金子借用証文 第7区道意新田
三田久平他請
人1名

第7区東新田村
柳川庄十郎

状 1 明治10.4.18 1877

889-73 889-73 10 金融 金子借用証文 東新田村柳川
庄十郎

塚口村松田卯
兵衛

状 1 明治10.8.2 1877 抹消線あり

889-74 889-74 10 金融 金子借用証文 柳川栄蔵 柳川庄十郎 状 1 明治12.1.18 1879

889-75 889-75 10 金融 金子借用証文 柳川喜兵衛他1
名

柳川庄十郎 状 1 明治14.1.27 1881

889-76 889-76 10 金融 預り金確証 西新田村浮田
兼松他1名

柳川庄十郎 状 2 明治15.1.4 1882

889-77 889-77 10 金融 金子借用証文 坂田松蔵他受
人1名

柳川庄十郎 状 1 明治15.6.9 1882

889-78 889-78 10 金融 借用金確証 塚口村橋本三
郎右衛門他請
人1名

東新田柳川庄
十郎

状 1 明治15.8 1882

889-79 889-79 10 金融 金子借用確証 東新田村柳川
庄十郎

浜新田笹部平
三郎

状 1 明治16.4.17 1883 抹消線あり
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889-80 889-80 10 金融 借用金確証 神戸中町西村
松之助他請人1
名

柳川庄十郎 状 1 明治16.8.2 1883

889-81 889-81 10 金融 金子借用確証 西新田村濱田
喜兵衛

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治17.1.20 1884

889-82 889-82 10 金融 金子借用確証 東新田村坂田
松蔵他請人1名

柳川庄十郎 状 1 明治19.正.2 1886

889-83 889-83 10 金融 金子預り証 東新田村柴田
屋□

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治21.11.1 1888

889-84 889-84 10 金融 預り金確証 東新田村柳川
庄十郎

堀亀太郎 状 1 明治22.12.25 1889

889-85 889-85 10 金融 連印預り金確証 東新田村柳川
庄十郎他1名

東難波村小寺
半左衛門

状 1 明治22.12.25 1889

889-86 889-86 10 金融 連印預り金確証 東新田村柳川
庄十郎他1名

寺岡長平次 状 1 明治22.12.25 1889

889-87 889-87 10 金融 連印預り金確証 東新田村柳川
庄十郎他1名

堀本治作 状 1 明治22.12.25 1889

889-88 889-88 10 金融 連印預り金確証 東新田村柳川
庄十郎他1名

草葉忠兵衛他1
名

状 1 明治22.12.25 1889

889-89 889-89 10 金融 金子預り証文 柳川庄十郎 柳川新太郎 状 1 明治24.2.9 1891
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889-90 889-90 10 金融 金子借用確証 坂田松蔵 柳川庄十郎 状 1 明治25.2.20 1892

889-91 889-91 10 金融 貸金書上げ 柳川 状 1 明治25.旧4.13 1892

889-92 889-92 10 金融 金子借用確証 尼崎町樋口寅
吉

東新田村柳川
庄十郎

仮綴 1 明治26 1893

889-93 889-93 10 金融 金子預り証 東新田村柳川
庄十郎

笹部平三郎 状 1 明治27.4.30 1894 889-93･96･106･111･
114袋一括

889-94 889-94 10 金融 借用年賦金確証 東新田村柳川
庄十郎他請人1
名

西新田村小西
房太郎

状 1 明治27.旧8.15 1894 封筒あり

889-95 889-95 10 金融 連借金証 西新田村辻井
寛次良他1名

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治29.1.26 1896

889-96 889-96 10 金融 金子預り証 柳川庄十郎 柳川新太郎 状 1 明治29.旧正 1896 889-93･96･106･111･
114袋一括

889-97 889-97 10 金融 金子借用確証 柴田やす 柳川庄右衛門 状 1 明治31.2.12 1898

889-98 889-98 10 金融 金子預り確証 東新田村柳川
庄十郎

小林平治郎 状 1 明治31.旧3.24 1898

889-99 889-99 10 金融 金子請取り証 東新田村柳川
庄十郎

東新田村林長
右衛門

状 1 明治32.12.25 1899
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889-100 889-100 10 金融 借用金請取証 東新田村柳川
庄十郎

西大島村高寺
六三郎

状 1 明治32.12.25 1899 田抵当入れ

889-101 889-101 10 金融 借用金請取証 東新田村柳川
庄十郎

道意新田野里
喜十郎

状 1 明治32.12.25 1899 田抵当入れ

889-102 889-102 10 金融 金子借用確証 東新田村柳川
新太郎

状 1 明治33.4.10 1900

889-103 889-103 10 金融 金子預り確証 東新田村小寺
志□

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治37.5.28 1900

889-104 889-104 10 金融 連帯借用金確証 東新田村柳川
庄十郎他2名

西新田村野草
平八郎

状 1 明治33.8 1900

889-105 889-105 10 金融 貸金受領証 別所村奧野庄
七

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治34.5.8 1901

889-106 889-106 10 金融 金子預り証 東新田柳川た
め他証人1名

林長三郎 状 1 明治34.7.16 1901 889-93･96･106･111･
114袋一括

889-107 889-107 10 金融 預り金確証 木島茂平 柳川庄十郎 状 1 （明治34） (1901)

889-108 889-108 10 金融 貸金受領書 西大島村債権
者高寺六三郎

東新田村債務
者柳川庄逸

仮綴 1 明治38.1.19 1905 土地抵当権設定契
約書同綴

889-109 889-109 10 金融 貸金受領書 東新田村債権
者林長右衛門

東新田村債務
者柳川庄逸

仮綴 1 明治38.1.19 1905 土地抵当権設定契
約証同綴
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889-110 889-110 10 金融 貸金受領証 道意新田債権
者村野里喜十
郎

東新田村債務
者柳川庄逸

仮綴 1 明治38.1.19 1905 土地抵当権設定契
約同綴

889-111 889-111 10 金融 抵当金員借用証 柳川庄逸親権
者柳川ため

野草平兵衛 状 1 明治38.5.3 1905 889-93･96･106･111･
114 袋一括

889-112 889-112 10 金融 金子借用証券 別所村柳川松
之介

柳川庄逸 状 1 明治38.12.22 1905 包紙あり

889-113 889-113 10 金融 貸金受領書 別所村債権者
奧野庄七

東新田村債務
者柳川庄十郎

仮綴 1 明治40.2.9 1907

889-114 889-114 10 金融 勘定金受取り覚え 笹部平三郎 柳川庄十郎 状 1 （明治）　.11.21 889-93･96･106･111･
114 袋一括

889-115 889-115 10 金融 借用金確証 木戸文三郎 柳川庄逸 状 1 大正元.11.25 1912

889-116 889-116 10 金融 金受取記 林忠平 状 1 （近世）　.12.27

890-1 890-1 10 金融 村借用銀書上げ覚 東新田村伝右
衛門

惣百姓衆中 状 1 文化11.12 1814

890-2 890-2 10 金融 連判銀子借用証文 東新田村長兵
衛他11名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 文政9.12 1826 抹消線あり

890-3 890-3 10 金融 連判銀子借用証文 東新田村孫左
衛門他13名

東新田村庄屋
庄右衛門

状 1 天保4.12 1833
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890-4 890-4 10 金融 連判銀子借用証文 東新田村孫左
衛門他11名

東新田村庄や
庄右衛門

状 1 天保12.12 1841 12名中1名抹消

890-5 890-5 10 金融 銀子預り証文 西宮源屋五兵
衛他7ヶ村20名

灰屋龍助 状 1 嘉永2.11 1849

890-6 890-6 10 金融 連印借用金証書 東新田村柳川
庄十郎他5名

東難波村井上
東平

状 1 明治10.2.1 1877

890-7 890-7 10 金融 連印借用金確証 武庫郡東新田
村惣代[    ]

状 1 明治12.5.15 1879 後欠、破損

890-8 890-8 10 金融 共有金預け置きの件につき差
入れ証

東新田村柳川
庄蔵

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治25.6.9 1892

890-9 890-9 10 金融 連印米借用確証 道意新田野田
喜蔵他5名

柳川庄十郎 状 1 明治33.12.30 1900

891-1 891-1 10 金融 惣村借用銀返済覚え控え 庄屋庄右衛門 伝右衛門 状 1 文化12.12 1815

891-2 891-2 10 金融 返済銀渡し覚え 浜新田平七 東新田庄右衛
門

状 1 近世　子.12.26

891-3 891-3 10 金融 貸与金返済証 西新田村野草
平八郎

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治25.10.10 1892

892-1 892-1 10 金融 浜田村先納利足銀控え 横帳 1 万延元.10 1860 嘉永5年～安政5年
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892-2 892-2 10 金融 元利銀覚え 半次郎 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　子.12

892-3 892-3 10 金融 元利銀請取り覚え 佃村住右衛門
代尾浜村守右
衛門

東新田村半左
衛門

状 1 近世　寅.3.12

892-4 892-4 10 金融 元利銀渡し覚え 東新田村 金穀方 状 1 近世　寅.12

892-5 892-5 10 金融 元利銀返済覚え 金穀方 東新田庄左衛
門

状 1 近世　卯.11

892-6 892-6 10 金融 辰年より亥年まで元利銀過不
足覚え

横帳 1 近世　辰～亥

892-7 892-7 10 金融 元利銀差引覚え 道意喜兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　申.正.8

892-8 892-8 10 金融 利足高覚え 喜兵衛 半三郎 状 1 近世　申.正.15

892-9 892-9 10 金融 元利銀覚え 大島や作兵衛 状 1 近世　申.12

892-10 892-10 10 金融 元利残銀書上げ覚え 大嶋屋治兵衛 東新田庄右衛
門

状 1 近世　亥.12

892-11 892-11 10 金融 利足金返済覚え 由長 東庄右衛門 状 1 近世　.11.18

892-12 892-12 10 金融 元利銀覚え 平七 浜新田弥三右
衛門

状 1 近世　.12.10 浜新田弥三右衛門
分
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892-13 892-13 10 金融 元利銀書上げ覚え 状 1 近世 浜新田孫兵衛分

892-14 892-14 10 金融 利足金銀高覚え 状 1 近世　寅

892-15 892-15 10 金融 利足金受領証 第7区会議所 東新田村戸長 状 1 （明治）7.12.30 (1874)

892-16 892-16 10 金融 借用利足支払い約定書 第10区東難波
村井上東平

第7区武庫郡柳
川庄十郎

状 1 明治9.9.14 1876 吉村長兵衛分

892-17 892-17 10 金融 元利金書付け 松本甚三郎 柳川庄十郎 状 1 明治10.7.1 1877

893-1 893-1 10 金融 醤油代銀覚え 状 1 近世　子.12.10

893-2 893-2 10 金融 不足銀受取り覚え 東新田村役人 惣親類 状 1 近世　丑.正.4

893-3 893-3 10 金融 新穀代銀受取り覚え 成七 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　丑.正.6

893-4 893-4 10 金融 先納銀受取り覚え 大須三次 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　寅.7.28

893-5 893-5 10 金融 代金受取り覚え 田川新田庄兵
衛

状 1 近世　辰.2.28

893-6 893-6 10 金融 麦安荷物預り覚え下書 西長洲村何兵
衛

西長洲村伊右
衛門

状 1 近世　酉.6
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893-7 893-7 10 金融 麦安差引不足金覚え 尼崎問屋天の
平八

坂田六三良 状 1 近世　亥.4.10

893-8 893-8 10 金融 代銀渡し覚え 大嶋文兵衛 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　酉.12.18

893-9 893-9 10 金融 油・繰綿代金覚え 守田久兵衛 柳川庄右衛門 状 1 （近世）　.正.4

893-10 893-10 10 金融 銀請取証文明日持参仕る旨
断り覚え

大津や弥兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世　.8.3

893-11 893-11 10 金融 金請取り覚え 塚口村喜左衛
門

柳川庄右衛門 状 1 近世　.9.7

893-12 893-12 10 金融 代銀払い下され候旨依頼状 米倉縫右衛門 庄屋庄右衛門 状 1 近世　.12.14 798と包紙一括

893-13 893-13 10 金融 代金書付け 状 1 近世

893-14 893-14 10 金融 金受取帳 横帳 1 近世 破損

893-15 893-15 10 金融 諸代金請取り覚え 東新田村宮崎
為吉

柳川タメ 状 1 明治34.7.16 1901

893-16 893-16 10 金融 代金書付け 中井栄吉 柳川庄十郎 状 1 近代　.5.13

893-17 893-17 10 金融 材木代金書付け 木市 東新田庄右衛
門

状 1 近代　辰.12
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894-1 894-1 10 金融 調達講掛銀控帳 横帳 1 天保8.6.5 1837

894-2 894-2 10 金融 掛銀差引覚え 喜左衛門 庄右衛門 状 1 近世　申.10.4

894-3 894-3 10 金融 賄代・頼母子等代銀覚え 東新田村庄右
衛門

津山や弥兵衛 状 1 近世　酉.12

894-4 894-4 10 金融 頼母子講連名付帳 親柳川松之介 書冊 1 明治41.1.15～
45.

1908

894-5 894-5 10 金融 頼母子通 発起人井上熊
吉

柳川庄逸 状 1 大正元～8 1912

894-6 894-6 10 金融 掛ヶ金領収通 講主東馬蔵 柳川政雄 状 1 大正10.7.25 1921

895-1 895-1 10 金融 日本赤十字社正社員任命状 日本赤十字社
総裁彰仁親王

柳川庄逸 状 1 明治35.8.30 1902 895-1～4封筒一括

895-2 895-2 10 金融 火災保険証券 東京火災保険
株式会社

柳川ため 状 1 明治36.4.11 1903 895-1～4封筒一括

895-3 895-3 10 金融 保険料領収証 東京火災保険
株式会社

柳川ため 状 1 明治37.4.10 1904 895-1～4封筒一括

895-4 895-4 10 金融 尋常終身生命保険証券 明治生命保険
株式会社

契約人柳川庄
逸

状 1 大正6.2.12 1917 895-1～4封筒一括
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895-5 895-5 10 金融 特別当座預金通帳 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

大庄村東総代
柳川政男

冊子 1 大正13.3.24 1924 (株)三十四銀行尼崎
支店、895-5･6･10～
12封筒一括

895-6 895-6 10 金融 特別当座預金通帳 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

大庄村東代表
柳川政男

冊子 1 大正13.4.25 1924 895-5･6･10～12封筒
一括

895-7 895-7 10 金融 当座勘定入金票 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

東総代柳川政
男

冊子 1 大正13.5.26 1924

895-8 895-8 10 金融 当座勘定元帳写 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

東総代柳川政
男

冊子 1 大正13.5.26～
9.5

1924

895-9 895-9 10 金融 小切手帳 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

冊子 1 大正13.5.28～
9.5

1924

895-10 895-10 10 金融 特別当座預金通帳 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

大庄村東代表
柳川政男

冊子 1 大正13.8.26 1924 895-5･6･10～12封筒
一括

895-11 895-11 10 金融 特別当座預金通帳 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

大庄村東代表
柳川政男

冊子 1 大正13.8.26 1924 895-5･6･10～12封筒
一括

895-12 895-12 10 金融 特別当座預金通帳 株式会社三十
四銀行尼崎支
店

大庄村東代表
柳川政男

冊子 1 大正13.8.26 1924 895-5･6･10～12封筒
一括
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896 896 10 金融 学資金借用証 中馬譲吉 柳川庄十郎 状 1 明治25.4.20 1892

897-1 897-1 11 治水・水利 入樋普請入用銀請取り覚え 東大嶋村文兵
衛

東新田村庄右
衛門

状 1 天保8.正.8 1837

897-2 897-2 11 治水・水利 冥加夫銀・武庫川・樋普請等
調べもの控え

状 1 近世

897-3 897-3 11 治水・水利 卯年１ヶ年諸入費割合帳 東新田村 横帳 1 明治12.旧7 1879

898-1 898-1 11 治水・水利 水掻出し人足控帳 東新田村役人 横帳 1 天保6.7 1835

898-2 898-2 11 治水・水利 人足扶持指引残銀請取り覚え 瓦林組　 東新田村 状 1 辰(天保
15).7.22

(1844) 分銅印（尼崎領瓦林
組）あり、889-9･10･
51,898-2袋一括

898-3 898-3 11 治水・水利 溝さらえ人足覚え 仮綴 1 近世　申.7.12
～29

898-4 898-4 11 治水・水利 人足覚え・かい縄等出物控え 横帳 1 近世　.4.5～6

898-5 898-5 11 治水・水利 人足代覚え 政元 状 1 近世

899-1 899-1 11 治水・水利 水掻調べ物書上げ 横帳 1 嘉永6 1853

899-2 899-2 11 治水・水利 本田新池床改め書付 状 1 近世 828ｰ4と一綴
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柳川啓一氏文書(2)目録

900-1 900-1 11 治水・水利 字六道より字稲葉水引路争論
につき利解取替せ一札控え

今北村･西大嶋
村･西新田村庄
屋他17名

状 1 文政5.4 1822 取・人東新田村庄屋
庄右衛門他2名

900-2 900-2 11 治水・水利 堰所切払田地水入一件下済
につき差入一札

東新田村庄屋
庄右衛門他2名

道意新田惣百
姓衆中

状 1 天保11.8 1840

900-3 900-3 11 治水・水利 水利協議費領収証 浜田惣代堀亀
太郎

柳川庄逸 状 1 大正6.2 1917

901 901 12 家 歳暮届け状 大津屋九兵衛 柳川庄右衛門 状 1 近世　.12.16

902-1 902-1 12 家 婚礼荷物目録 塚口村守田長
兵衛

東新田村柳川
庄右衛門

横帳 1 慶応2.4 1866 包紙あり、金赤水引

902-2 902-2 12 家 結納目録 堀茂平 柳川庄十郎 状 1 明治19.4 1886 包紙あり

902-3 902-3 12 家 結納目録 笹部平三郎 柳川庄十郎 横帳 1 明治24.旧
正.21

1891 包紙あり、902-3･4･7
包紙一括

902-4 902-4 12 家 結納目録 柳川庄十朗(ﾏ
ﾏ)

笹部平三郎 状 1 明治24.旧
正.21

1891 包紙あり、902-3･4･7
包紙一括

902-5 902-5 12 家 婚礼荷物目録 笹部平三郎 柳川庄十郎 横帳 1 明治24.旧2 1891 包紙あり、金赤水引　
　　　　　　　　　　　　

902-6 902-6 12 家 婚礼式諸入用薄・安産見舞い
控え帳

柳川丑松 横帳 1 明治24.2～　 1891 明治25～33年出生
の庄逸他4名の安産
見舞い、2冊合冊、丑
松婚礼諸入用
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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

柳川啓一氏文書(2)目録

902-10 902-10 12 家 婚礼荷物目録 大江卯之助 柳川庄十郎 横帳 1 明治28.1.19 1895 包紙あり、金赤水引

902-11 902-11 12 家 結納目録 安達貞 柳川庄重(ﾏﾏ)
郎

状 1 明治31.6.7 1898 包紙あり

902-12 902-12 12 家 婚礼荷物目録 成子栄太郎 柳川庄十郎 状 1 明治32.2.17 1899 包紙あり、金銀水引

902-13 902-13 12 家 婚礼荷物目録 横帳 1 （明治）

902-14 902-14 12 家 結納請目録 守田庄吉 柳川庄逸 状 1 大正6.10.16 1917 包紙あり、金赤水引

902-15 902-15 12 家 婚礼諸入費控え・安産見舞い
控え帳

柳川政男 横帳 1 大正7.5.27～ 1918 大正9～昭和8年出
生の初江他5名の安
産見舞い、政男婚礼
諸入用

902-16 902-16 12 家 婚礼荷物目録 守田鉄治 柳川庄逸 横帳 1 大正7.5 1918 包紙あり、金赤水引

902-17 902-17 12 家 結納受目録 村松章 柳川庄逸 状 1 大正12.11 1923 包紙あり、目録水引

902-18 902-18 12 家 婚礼荷物目録 村松章 柳川庄逸 横帳 1 大正13.3 1924 包紙あり、金銀水引

902-19 902-19 12 家 婚礼式諸入費簿 柳川庄逸 横帳 1 大正13.3 1924

902-20 902-20 12 家 婚礼荷物仮目録 村松章 柳川庄逸 状 1 大正13.3 1924 包紙あり
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柳川啓一氏文書(2)目録

905-3 905-3 12 家 建家諸道具及び田畑屋敷地
仕訳確認

東新田村柳川
新太郎他証人1
名

柳川庄十郎 状 1 明治26.旧7 1891

905-4 905-4 12 家 親族会開会決定通知書 神戸区裁判所
書記藤元栄次
郎

三浦孫四郎 状 1 明治34.10.15 1901 821ｰ6,905ｰ4･
5,907ｰ1･2袋一括

905-5 905-5 12 家 親続会員選定・親続会開会決
定書

神戸区裁判所
判事小室宇吉

状 1 明治34.10.15 1901 不動産売却のため　
821ｰ6,905ｰ4･
5,907ｰ1･2袋一括

906-1 906-1 12 家 諸事万帳 柳川庄三良 横帳 1 天保3.霜 1832 破損、854と紐一括

906-2 906-2 12 家 諸事万覚帳 柳川庄三郎 横帳 1 天保5.3 1834

906-3 906-3 12 家 諸事万控帳 柳川庄三郎 横帳 1 天保7.正 1836

906-4 906-4 12 家 酒肴代金覚え 大安 東新田村庄右
衛門

状 1 近世　子.12 酒・肴・持ちんなど

906-5 906-5 12 家 小間物代銀請取り覚え 三井幸七 上 状 1 近世　丑.2.8

906-6 906-6 12 家 松代金受取り覚え 儀次市 状 1 （近世）　.正.16

906-7 906-7 12 家 呉服代金請取り覚え 北久太郎町大
和屋清兵衛

柳忠 状 1 近世　.2.8
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柳川啓一氏文書(2)目録

906-8 906-8 12 家 諸買物代金書付 なか安 東新田村旦那 状 1 （近世　.12前.） 前欠、かに・いか・12
月分の代金

906-9 906-9 12 家 諸置物代金覚え 江戸亀 東新田庄右衛
門

状 1 （近世　.12.） 前欠、12月分の代金

906-10 906-10 12 家 諸買物代金覚え 江戸亀 東新田村庄右
衛門

状 1 近世 あなご・たまご・わさ
び・つけ物など

906-11 906-11 12 家 諸買物代金書付 よも川市右衛門 村庄右衛門 状 1 近世 なし・いわし・松竹な
ど

906-12 906-12 12 家 家内諸入用覚え 仮綴 1 近世

906-13 906-13 12 家 貯金領収通知書 大坂為替貯金
局出張所

東新田村柳川
庄十郎

状 21 明治21～24 1888

906-14 906-14 12 家 緒方病院往診料等領収証 緒方病院 柳川庄十郎 状 3 明治23.7.20･
23

1890

906-15 906-15 12 家 金指還代金受取り状 東新田村宮崎
吉五郎

東新田村柳川
庄十郎

状 1 明治32.正.8 1899

906-16 906-16 12 家 呉服代金請取り覚え 大阪高麗橋え
びすや伝兵衛

上 状 1 （明治）　丑.2.8

906-17 906-17 12 家 帳簿 横帳 1 明治 末記入、四ツ橋魚谷
製
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柳川啓一氏文書(2)目録

906-18 906-18 12 家 庭石・植木代金書付 状 1 （明治）

906-19 906-19 12 家 帳簿 横帳 1 明治 無記入

906-20 906-20 12 家 日用品等領収書 横浜丸善書店
他

柳川庄逸 状 14 大正 書籍・衣類品・東京
高等商業学校同窓
会横浜支部員など

906-21 906-21 12 家 電話聴取料他領収証 柳川政男 (社)大坂放送局
理事長

状 2 大正14.8.4 1925 袋あり

907-1 907-1 12 家 印鑑証明願 柳川庄逸 大庄村長野草
平八郎

状 1 明治34.8.19 1901 821ｰ6,905ｰ4･
5,907ｰ1･2袋一括

907-2 907-2 12 家 印鑑証明願 柳川庄逸 大庄村長橋本
治作

状 1 明治37.8.2 1904 821ｰ6,905ｰ4･
5,907ｰ1･2袋一括

907-3 907-3 12 家 印鑑 その他 2 欠年 皮・布袋入り

908-1 908-1 12 家 茶の子届け依頼の旨書状 大(大津屋)九兵
衛

柳川 状 1 近世　.正.13

908-2 908-2 12 家 相談事につき急ぎ尼大安まで
入来願の旨書状

三条村左八郎
兵衛

庄右衛門 状 1 近世　.2.26

908-3 908-3 12 家 用向き出来につき参上断りの
旨書状

江戸網吉兵衛 旦那 状 1 近世　.11.24

908-4 908-4 12 家 寒気見舞の旨書状 近江屋文助 柳川庄右衛門 状 1 近世　.12.13
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908-5 908-5 12 家 病気につき招待断りの旨書状 西宮町豊田政
苗(さき)

柳川庄右衛門 状 1 （明治） 封筒あり

909-1 909-1 12 家 下等小学第8級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治11.3.31 1878 第3大学区兵庫県下
第23番中学区武庫
郡第25番小学区内、
6年5月

909-2 909-2 12 家 下等小学第7級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治11.10.8 1878 武庫郡第二十五番
小学区内

909-3 909-3 12 家 下等小学第6級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治25.5.5 1879 武庫郡第二十五番
小学区内

909-4 909-4 12 家 下等小学第5級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治12.11.11 1879 武庫郡第二十五番
小学区内

909-5 909-5 12 家 下等小学第4級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治13.5.12 1880 武庫郡第二十五番
小学区内

909-6 909-6 12 家 下等小学第3級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治13.10.27 1880 武庫郡第二十五番
小学区内

909-7 909-7 12 家 下等小学第2級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治14.4.9 1881 武庫郡第二十五番
小学区内

909-8 909-8 12 家 仮試験状 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治14.11.22 1881 封筒あり

909-9 909-9 12 家 上等小学第8級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治15.4.6 1882 武庫郡第二十五番
小学区内
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柳川啓一氏文書(2)目録

909-10 909-10 12 家 小学中等科第4級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治16.6.11 1883 武庫郡第10番学区

909-11 909-11 12 家 小学中等科第5級卒業証書 成文小学校 柳川丑松 状 1 明治16.10.27 1883 武庫郡第10番学区

909-12 909-12 12 家 教育勅語 状 1 明治23.10.30 1890

909-13 909-13 12 家 大庄尋常高等小学校授業科
袋

柳川庄逸（保護
者柳川ため）

大庄村長橋本
治作

その他 1 明治37 1904 1年度3円30銭

909-14 909-14 12 家 卒業証書 大庄尋常高等
小学校長難波
田篤貞

柳川弥一 状 1 明治43.3.26 1910

910 910 12 家 帝国義勇艦隊建設義金醵出
につき徽章贈与状

帝国海事協会
理事長有地品
之允

柳川庄逸 状 1 明治38.9.30 1905

911-1 911-1 12 家 四庫分類表（図書館専門職員
養成講習会関係）

東方文化学院
京都研究所

状 1 昭和11 1936

911-2 911-2 12 家 図書館専門職員養成京都大
学講習受講資料

状 31 昭和26.8.4 1951 柳川庄逸出席、名刺
あり

911-3 911-3 12 家 レファレンスワーク資料（図書
館専門職員養成講習会関係）

木寺講師 状 4 昭和26.8.27 1951

912-1 912-1 12 家 浄瑠璃興行案内状 会元善兵衛 旦那 状 5 近世 包紙あり
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柳川啓一氏文書(2)目録

912-2 912-2 12 家 円山応挙複製画（虎図） 大阪市地区江
戸堀北田中幸
八

図 1 明治31.10.21 1898 印刷物、46.0×36.0
㎝

912-3 912-3 12 家 円山応挙複製画（水牛・童図） 大阪市北区江
戸堀北田中幸
八

図 1 明治31.10.21 1898 印刷物、46.0×136.0
㎝

912-4 912-4 12 家 大坂毎日新聞付録 状 1 明治36.12.13 1903 破損

912-5 912-5 12 家 剣道師範認定証 兵庫県立伊丹
中学校長滋賀
荘三郎

柳川庄逸 状 1 明治43.3.25 1910

912-6 912-6 12 家 書道手習書 東新田村柳川
丑松

書冊 1 明治 手鑑、汚損・水損

912-7 912-7 12 家 大坂朝日新聞 状 3 昭和
5.5.23,10.28

1930

912-8 912-8 12 家 伊丹中学第4回生名簿 状 1 昭和36.1.31 1961

912-9 912-9 12 家 国語学習メモ 状 2 昭和

912-10 912-10 12 家 住所・氏名書付け 状 1 （近代） 播磨国飾東部木場
村255番地、金原清
助

912-11 912-11 12 家 漢詩 □草穣山書 その他 1 欠年 幅
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912-12 912-12 12 家 巾着袋 その他 1 欠年 口紐に寛永通宝あり

912-13 912-13 12 家 木漁ふとん その他 1 欠年

913 913 13 書籍 尼崎史の考察 岡本静心著 書冊 1 昭和24.6.25 1949 発行わぎく会（寺町
大覚寺内）、本文193
頁

914 914 13 書籍 視聴覚教育資料（図書館専門
職員養成講習会関係）

大佐講師 冊子 1 昭和26 1951 講習会場京都大学

915 915 13 書籍 蚊とハエの駆除に就て 尼崎油化(株)防
疫薬剤部研究
室編

冊子 3 昭和31.1.13 1956

916 916 13 書籍 ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ（市制40周年
記念特集）

尼崎市役所総
務局行政課統
計係

冊子 1 昭和31.10.20 1956

917 917 13 書籍 冬期地区衛生組合活動の手
引

尼崎市中央保
健所

冊子 9 昭和31.10 1956

918 918 13 書籍 老人クラブの進め方（社会の
福祉資料第17号）

(社会福祉法人)
兵庫県社会福
祉協議会

冊子 1 （昭和31） (1956)

919 919 13 書籍 兵庫県農業協同組合要覧 兵庫県農業協
同組合中央会

冊子 1 昭和33.10 1958
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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

柳川啓一氏文書(2)目録

920 920 13 書籍 環境衛生組織要覧 尼崎市環境衛
生連合協議会

書冊 1 昭和35 1960

921 921 13 書籍 正友会近畿支部会員名簿 正友会近畿支
部

冊子 1 昭和39.12.1 1964

922 922 14 写真 在郷軍人会大庄村分会集合
写真（カ）

写真 1 近代 裏に「東班」とあり、表
題は写真よりの推定

923 923 14 写真 東消防組団員写真 写真 1 近代

924 924 15 雑 雑 その他 1 欠年 一括
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