
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

1-1 197-8 1土地･貢租(近世) 地子割付け状 別所町会所 網屋彦兵衛 状 1 近世 亥.12.21
限

197-1～12こより一括

1-2 197-10 1土地･貢租(近世) 地子割付け状 網屋かう 状 1 近世 197-1～12こより一括

2-1 197-5 1土地･貢租(近世) 地子通い 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 子.7.11
限

197-1～12こより一括

2-2 197-11 1土地･貢租(近世) 地子通い 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 申.12.18
限

197-1～12こより一括

2-3 197-12 1土地･貢租(近世) 地子通い 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 戌.7.11
限

197-1～12こより一括

2-4 197-9 1土地･貢租(近世) 地子通い 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 亥.7.11
限

197-1～12こより一括

2-5 197-6 1土地･貢租(近世) 地子通い 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 亥.12.21
限

197-1～12こより一括

3 244 1土地･貢租(近世) 年貢銀代･支配銀受取り証 別所町会所 網屋かう･網屋
嘉右衛門

状 2 近世 辰.7･8 虫損大､木箱入り

4-1 235 1土地･貢租(近世) 太平講仕法書 世話方惣町名
主惣代

別所町網屋彦
兵衛

状 1 近世 木箱入り

4-2 245 1土地･貢租(近世) 太平講掛銀受取り通い 網屋彦兵衛 横帳 1 嘉永3.12.21 1850 木箱入り
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西村房子氏文書(1) 目録

5 158 1土地･貢租(近世) 積立講月掛け銀受取帳 御講方世話方
名田屋伊之助
他3名

別所町網屋彦
兵衛

横帳 1 嘉永7.4 1854

6 234 1土地･貢租(近世) 銀高書付け 金穀方 網屋彦兵衛 状 1 近世 丑.4 木箱入り

7 232 1土地･貢租(近世) 御用金割付けにつき覚 別所町会所 あみやかう 状 1 近世 亥.1.24 木箱入り

8 214 1土地･貢租(近世) 御用金上納覚 別所町 網屋かう 状 1 安政6.12～7.2 1859 木箱入り

9 233 1土地･貢租(近世) 御用銀納め方につき書付け 別所町網屋彦
兵衛

状 1 近世 虫損､木箱入り

10-1 197-2 1土地･貢租(近世) 御用金受取りにつき覚 別所町会所 網屋幸 状 1 近世 丑.閏
5.18

虫損､197-1～12こよ
り一括

10-2 247 1土地･貢租(近世) 御用金受取りにつき覚 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 未.12.22 木箱入り

10-3 238 1土地･貢租(近世) 御用金受取りにつき覚 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 亥.正.28 虫損､木箱入り

10-4 219 1土地･貢租(近世) 御用金受取りにつき覚 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 亥.3.22 虫損､木箱入り

11 197-4 1土地･貢租(近世) 御用金未納分の督促状 金穀方 網屋こう 状 1 近世 子.9〆 197-1～12こより一括

12 248 1土地･貢租(近世) 本丸普請御用銀の通い 津久井龍右衛
門他1名

網屋彦兵衛 横帳 1 弘化3.2～嘉永
2.正.19

1846～
1849

木箱入り
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西村房子氏文書(1) 目録

13 181 1土地･貢租(近世) 上納高の口数書上げ 状 1 近世 .6. 網屋彦兵衛分

14-1 220 1土地･貢租(近世) 畑年貢代銀取立てにつき覚 泉屋 網屋彦兵衛 状 1 近世 子.11.30 木箱入り

14-2 218 1土地･貢租(近世) 畑年貢代銀取立てにつき覚 泉屋 網屋彦兵衛 状 1 近世 寅.11.30
切

木箱入り

14-3 215 1土地･貢租(近世) 畑代銀取立てにつき覚 嶋屋利右衛門 網屋彦兵衛 状 1 近世 寅.11.30
切

木箱入り

14-4 197-3 1土地･貢租(近世) 畑年貢代銀取立てにつき覚 泉屋 網屋彦兵衛 状 1 近世 亥.11.晦
日切

虫損､197-1～12こよ
り一括

14-5 197-1 1土地･貢租(近世) 畑年貢代銀取立てにつき覚 島屋利右衛門 網屋彦兵衛 状 1 近世 亥.11.30
切

虫損､197-1～12こよ
り一括

15 226 1土地･貢租(近世) 年貢銀受取り証 初しま会所 網屋彦兵衛 状 1 近世 寅.12 木箱入り

16 267 1土地･貢租(近世) 立家売渡し一札 坂屋庄兵衛 市場屋平次郎 状 1 文政7.12 1824 木箱入り

17 213 1土地･貢租(近世) 納屋代金受領証 島屋七四郎 あミ屋彦兵衛 状 1 近世 戌.12.20 正本屋太右衛門納
屋､木箱入り

18-1 249 2土地･貢租(近代) 建物売渡し証 別処町掛井万
平

建物持主田村
重吉

状 1 明治9.4.25 1876 木箱入り

18-2 211-4 2土地･貢租(近代) 地所建家売渡し確証 建家売渡し主
田村重吉

西村彦平 状 1 明治12.12.2 1879 伊達尊親奥書あり､
211-1～22紐一括
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

18-3 211-5 2土地･貢租(近代) 売渡しの建物図面 建家売主田村
重吉

西村彦平 状 1 明治12.12.2 1879 別所町建物｡戸長伊
達尊親奥書あり､
211-1～22紐一括

19-1 242 2土地･貢租(近代) 地所売渡し確証 持主玉田為七
他1名

西村彦平 状 1 明治11.12.20 1878 虫損､木箱入り

19-2 236 2土地･貢租(近代) 建家売渡し確証 別所町玉田為
七他1名

西村彦平 状 2 明治11.12.20 1878 図1点含む､虫損大､
木箱入り

20 243 2土地･貢租(近代) 宅地売渡し確証 売渡主原田治
助

西邨彦平 状 1 明治13.6.28 1880 旧戸長伊達尊親奥
書あり､木箱入り

21 253 2土地･貢租(近代) 建家売渡し証 売渡人古川久
吉

植田為吉 状 1 明治20.9.7 1887 木箱入り

22-1 210-7 2土地･貢租(近代) 動産仮押さえ申請に対する決
定書

伊丹区裁判所
判事奥田力

申請人尼崎町
西村彦平

書冊 1 明治35.4.5 1902 210-1～25こより一括

22-2 210-6 2土地･貢租(近代) 仮押さえ費用領収証 西村彦平 状 1 明治35.4.5 1902 210-1～25こより一括

23 211-14 2土地･貢租(近代) 土地建物売渡し証書 尼崎町売主関
本利右エ門

尼崎町買主中
川卯介

書冊 1 明治34.12.19 1901 211-1～22紐一括

24 211-13 2土地･貢租(近代) 有体動産売渡し証 尼崎町売渡し
人高岡庄三郎

尼崎町買受け
主西村彦平

書冊 1 明治37.12.2 1904 売却建物の附属物
(畳等)の売却｡211-1
～22紐一括

25-1 211-1 2土地･貢租(近代) 宅地の無償譲渡につき差入れ
証

尼崎町字別所
町売主兼下友
吉

買主西村彦平 状 1 明治38.11.29 1905 211-1～22紐一括
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西村房子氏文書(1) 目録

25-2 211-21 2土地･貢租(近代) 地所建物無償譲与につき証 西村繁太郎 西村彦平 状 1 大正2.3.25 1913 211-1～22紐一括

26 126 2土地･貢租(近代) 物件処分の代理委任状･承諾
証書の用紙

状 1 明治 印刷物､未使用

27 210-24 2土地･貢租(近代) 尼崎士族共同財産及び株式
売渡し証書

立花村ノ内難波
村上村松太郎
他1名

状 2 大正2.3.1 1913 210-1～25こより一括

28-1 60 2土地･貢租(近代) 不動産売渡確証 尼崎市尼崎町
別所町売主西
山もと

尼崎市尼崎町
字別所町買主
西村俊介

書冊 1 昭和3.12.24 1928 登記済証書用封筒
(｢市場｣と記載)入り

28-2 83-3 2土地･貢租(近代) 土地建物敷金返却につき領
収証

西山もと 西村彦平 状 1 昭和3.12.26 1928

28-3 83-1 2土地･貢租(近代) 私設市場借地･共同経営につ
き差入れ一札

西山もと 西村彦平 状 1 (昭和3) (1928) 下書き､字が消えかけ
判読困難

28-4 83-2 2土地･貢租(近代) 建物売却につき代金領収証 西山もと 西村彦平 状 1 (昭和3) (1928) 借家借地継続調停
条項による売却｡下書
き､字が消えかけ｡

28-5 77-1 2土地･貢租(近代) 市場家屋買入れ勘定書 書冊 1 昭和4.2.6 1929

29-1 62ｰ3 2土地･貢租(近代) 建物賃貸借契約証 借用人中畑龍
之助氏他保証
人3名

状 1 (昭和7).11 (1932) 鼠損･コゲ

施行規則第5条(1)により非公開

29-2 62ｰ4 2土地･貢租(近代) 金借用証書 借用人中畑氏
他保証人3名

状 1 昭和7.11 1932 鼠損･コゲ

施行規則第5条(1)により非公開
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西村房子氏文書(1) 目録

29-3 63ｰ2 2土地･貢租(近代) 賃貸料延滞､建物明渡し申立
て一件につき調書

裁判所書記船
越孫治

判事 書冊 1 昭和10.4.20 1935 申立人西村彦平･相
手中畑龍之助､鼠損･
サビ･破損大､閲覧不
可

施行規則第5条(1)により非公開

29-4 62ｰ1 2土地･貢租(近代) 執行文印紙代他計算書 小林 西村 状 1 (昭和) 中畑龍之助氏執行
文関係､鼠損･コゲ

施行規則第5条(1)により非公開

29-5 62ｰ2 2土地･貢租(近代) 領収証 小林 西村 状 1 (昭和) 鼠損･コゲ､字が消え
かけている

施行規則第5条(1)により非公開

30-1 211-12 2土地･貢租(近代) 未登記土地所有権につき登
記申請書

尼崎町所有者
西村彦平

伊丹区裁判所
中

仮綴 1 明治34.3.15 1901 明治28.2.18西村もと
建物売渡し証も綴る､
211-1～22紐一括

30-2 211-22 2土地･貢租(近代) 地所建物図面 尼崎町所有者
西村彦平

伊丹区裁判所
中

状 1 明治34.3 1901 211-1～22紐一括

31 211-10 2土地･貢租(近代) 建物登記申請書 別所町登記申
請人西村彦平
他1名

神戸区裁判所
尼崎出張所中

書冊 1 大正2.11.12 1913 211-1～22紐一括

32 178 2土地･貢租(近代) 登記申請書 申請人(株)三十
四銀行他2名

伊丹正裁判所
尼崎出張所中

書冊 1 大正7.10.29 1918

33-1 211-11 2土地･貢租(近代) 建物図面 別所町所有者
西村彦平

状 1 明治37.12.2 1904 211-1～22紐一括

33-2 211-16 2土地･貢租(近代) 建物図面 別所町所有者
西村彦平

状 1 明治37.12.2 1904 211-1～22紐一括
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西村房子氏文書(1) 目録

34 211-9 2土地･貢租(近代) 家屋賃貸につき証 借受人荒木己
之助他1名

西村彦平 状 1 明治38.3.20 1905 211-1～22紐一括

35 121 2土地･貢租(近代) 尼崎市上水道拡張一般略図 図 1 大正15.10.8 1926 新水源地設置(新淀
川右岸)につき｡

36 77-2 2土地･貢租(近代) 東町中通3丁目地図誤謬訂正
の件許可の指令

伊丹税務税務
署長上島清二

尼崎市東町中
通西村彦平他1
名

状 1 昭和5.8.31 1930

37-1 171-1 3村政･村況(近世) 臨時入用銀割付け書 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 子.5.晦
限

虫損

37-2 197-7 3村政･村況(近世) 臨時入用銀の割付け状 別所町会所 網屋彦兵衛 状 1 近世 寅.4.晦
限

197-1～12こより一括

37-3 173-3 3村政･村況(近世) 臨時入用銀割付けにつき覚 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 酉.10.25 虫損

37-4 171-2 3村政･村況(近世) 臨時入用銀割付けにつき覚 別所町会所 網屋こう 状 1 近世 戌.10.27 虫損大

37-5 225 3村政･村況(近世) 臨時割りの銀取立てにつき覚 別所町会所 網屋こう 状 1 近世 亥.6.25 木箱入り

37-6 165 3村政･村況(近世) 臨時入用銀割付け書 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 .10.15限
り

38 231 3村政･村況(近世) 臨時入用割り銀の受取証 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 未.4.10 虫損､木箱入り

39 171-5 3村政･村況(近世) 入用銀割付け覚 惣代 網屋かう他1名 状 1 近世 戌.7.4 虫損

－7－ 尼崎市立地域研究史料館



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

40 173-4 3村政･村況(近世) 入用書上げ 状 1 近世 虫損大

41 173-1 3村政･村況(近世) 入用銀受取りにつき覚 別所町会所代
藤兵衛

状 1 近世 .10.28 虫損

42 162 3村政･村況(近世) 金銀の勘定書 会所 あみ屋幸 状 1 近世 .1.27

43-1 171-4 3村政･村況(近世) 銀受取りにつき覚 別所町会所代
藤兵衛

状 1 近世 .7.5

43-2 173-2 3村政･村況(近世) 金受取りにつき覚 別所町代藤兵
衛

あみ彦 状 1 近世 .12.28 虫損

44 171-3 3村政･村況(近世) 見懸銀の額書付け 網屋こう 状 1 近世 虫損大

45 174 3村政･村況(近世) 会所日懸け銭の受取り控え 状 2 近世 彦兵衛･兵助分､戌12
月～亥7月分

46 260 3村政･村況(近世) 町内家屋敷の件につき詫び一
札

淡路屋九右衛
門代判中嶋屋
利助

別所西魚棚町
衆中

状 1 文政8.11 1825 虫損､木箱入り

47 64 4村政･村況(近代) 別所町維持会町則 書冊 1 (明治43.10) (1910) 明治43.10施行､事務
所松嶋神社､役員選
出･財産管理等の規
程

48-1 146 4村政･村況(近代) 町役員当選につき辞退願 海辺藤八 別所町総代西
村彦平他1名

状 1 大正5.10.31 1916 鼠損･カビ、封筒入り
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西村房子氏文書(1) 目録

48-2 129 4村政･村況(近代) 別所町惣代辞表願 山田清三郎 別所町惣代西
村彦平他1名

状 1 大正5.11.1 1916 封筒入り

49-1 124 4村政･村況(近代) 別所町･松島神社の財産･帳
簿類引継ぎにつき証

旧役員総代西
村彦平他7名

書冊 1 大正10.11.6 1921 町総代改選につき｡し
み･カビ

49-2 65 4村政･村況(近代) 別所町維持会役員改選につ
き町有財産･帳簿引継目録

旧役員総代金
山儀平他8名

書冊 1 大正13.10.25 1924 新総代に西村彦平の
名あり

50-1 151 4村政･村況(近代) 事務所修繕諸費の請求書･領
収書

土木建築請負
業橋本久吉他

松島神社 仮綴､状 14 昭和11.8～12 1936 仮綴4点･状11点､封
筒入り

50-2 140 4村政･村況(近代) 事務所修繕決算報告書 総代(会計)太田
幸治郎他2名

別所町各位 状 7 (昭和11) (1936) 虫損･破損､印刷物｡
差出人総代中に西村
彦平記名あり

51-1 114 4村政･村況(近代) 別所町有物件登記につき差
入れ証文

断簡 2 明治43.5 1910 鼠損大

51-2 66 4村政･村況(近代) 別所町有土地登記申請書 桜井清治郎他 伊丹区裁判所
尼崎出張所中
他

仮綴 2 大正5.11～昭
和11.3

1916～
1936

登記済証用封筒入り

52 97 4村政･村況(近代) 火災保険証券 神戸海上火災
保険(株)神戸支
店長光藤丘他1
名

町総代太田幸
治郎

状 2 昭和11.2.3 1936 別所町所有建物等の
保険｡封筒入り

53 99 4村政･村況(近代) 城東小学校開業願 城東舎願人別
所町西村彦平
他7名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.10.26 1873 学区取締久保松照
映奥印､後表紙左下
に｢西村｣記名
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

54 81 4村政･村況(近代) 第9区城東校世話掛任命書 兵庫県 西村彦平 状 1 明治9.9.29 1876

55 57 4村政･村況(近代) 小学校基金積建勘定帳 城東小学校 横帳 1 明治7.4.23 1874 虫損､世話掛に西村
彦平の名あり

56-1 94 4村政･村況(近代) 諸費勘定帳 精研校 横帳 1 明治11.10～
16.12

1878 表紙･前半分虫損ひ
どく閲覧困難

施行規則第5条(1)により非公開

56-2 93 4村政･村況(近代) 諸費勘定帳 尼崎精研校 横帳 1 明治17.1～同
24.8

1884 前半分虫損ひどく､閲
覧困難

施行規則第5条(1)により非公開

57-1 90 4村政･村況(近代) 精研小学校敷地売渡し証写し 売渡人高岡久
四郎

精研小学校委
員中

状 1 明治13.2.15 1880 奥書伊達尊親｡しみ
あり｡

57-2 95 4村政･村況(近代) 小学校敷地地券名義切替え
につき定約証

精研小学校学
務委員寺岡五
郎助他4名

尼崎町字別所
町中

状 1 明治13.2.15 1880

58 88 4村政･村況(近代) 琴城尋常高等小学校分教場
仮家屋返還につき書簡

尼崎町長野田
正景

西村彦平 状 1 明治32.3.27 1899 封筒入り

59 113 4村政･村況(近代) 精研小学校敷地名義変更に
つき台帳変更願

別所町家持惣
代西村彦平他3
名

神戸税務管理
局長曽我祐保

書冊 1 明治33.1.31 1900

60 58 4村政･村況(近代) 学校敷地顛末 西村秋彦 書冊 1 (明治30年代) 旧精研小学校敷地
処分関係
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

61 117 4村政･村況(近代) 精研小学校所有地無償譲与
につき証書

譲与者精研小
学校管理者尼
崎町長竹末朗
徳

別所町町有財
産管理者尼崎
町長竹末朗徳

書冊 1 明治34.10.26 1901

62 118 4村政･村況(近代) 旧精研小学校敷地処分につ
き代理人委任状

尼崎町高岡宗
一郎他32名

書冊 1 明治35.2 1902 西村彦平他3名に委
任

63-1 86 4村政･村況(近代) 学校敷地売渡証連判依頼に
つき書簡

岡部宗介 西村 状 1 (明治35).6.15 (1902) 封筒入り

63-2 87 4村政･村況(近代) 学校敷地売渡証連判依頼に
つき再度書簡

岡部宗介 西村 状 1 (明治35).6.15 (1902) 請求番号86に続く書
簡､封筒入り

64 119 4村政･村況(近代) 松嶋神社騒動をめぐる新聞記
事スクラップ

(西村理一) 状 1 明治35.11.12 1902 大阪毎日･神戸又新

65 78 4村政･村況(近代) 城東舎新設、精研校成立等年
代の書上げ

状 1 (近代) 明治4城東舎新築～
15年中等部裁縫授
業開始､包紙(西村彦
平と記名)あり

66 177 4村政･村況(近代) 児童の名簿 状 1 近代 西宮小学校の罫紙使
用､裏に｢廿弐円四十
銭 尼 網彦｣｢樋口九
平分｣と記載

67 150 4村政･村況(近代) 別所町町会議員への質問に
つき弁明

□波部直衛 別所町町会議
員中

書冊 1 明治16.4.11 1880 全体朱筆

68 89ｰ2 4村政･村況(近代) 救護金整理の件協議につき参
集求める旨書簡

西村理一 海辺藤八他39
名各年行司中

状 1 明治37.6.3 1904 二つに破断
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

69 125 4村政･村況(近代) 尼崎市衛生組合聯合会規約 尼崎市衛生組
合聯合会

状 1 (大正) 大正12.8施行､印刷
物

70 89ｰ1 4村政･村況(近代) 餞別金取り集めにつき書簡 植川吉兵衛 西村理一 状 1 近代 .4.20 東魚棚町能美末男
氏予備兵召集､見送
りにつき｡カビあり｡

71 210-21 4村政･村況(近代) 別紙二通の返却につき書簡 大阪毎日新聞
社香川

別所町質商西
村彦平他1名

状 1 (明治35).11.3 (1902) 封筒入り､210-1～25
こより一括

72-1 258 5商業･金融(近世) 商売心得違いにつき差入れ一
札

辰巳町貝屋長
三郎他1名

東西組頭衆中
他3名

状 1 天保7.10.25 1836 木箱入り

72-2 257 5商業･金融(近世) 無株の買物心得違いにつき詫
び一札

戎屋儀兵衛他3
名

大物組仲間衆
中

状 1 天保10.2 1839 虫損､木箱入り

73 256 5商業･金融(近世) 株札･仲間帳面の名前切替え
につき口上

尼崎築地町徳
井屋源兵衛

中買組年寄中 状 1 天保12.8 1841 組頭網屋嘉右衛門
奥書あり､虫損､木箱
入り

74 266 5商業･金融(近世) 株仲間解散の触れ伝達につき
覚

大坂中買古手
年寄

触頭尼崎網屋
嘉右衛門

状 1 天保13.4 1842 虫損､木箱入り

原蔵者保管

75 263 5商業･金融(近世) 古手古道具商売心得違いに
つき差入れ一札

□のや伊兵衛
他7名

古手古道具渡
世衆中

状 1 嘉永2.4 1849 木箱入り

76 261 5商業･金融(近世) 古手古道具仕似せ譲渡し証
文

譲り主大和田屋
まつ代印大和
屋与兵衛

丸屋きん 状 1 嘉永5.2 1852 組頭網屋嘉右衛門
他4名奥書あり､木箱
入り
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

77-1 262 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 預り主□屋嘉七
他2名

網屋嘉右衛門 状 1 天保15.2 1844 虫損大､木箱入り

施行規則第5条(1)により非公開

77-2 246 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 中長洲邨預り主
利兵衛他1名

網屋彦兵衛 状 1 弘化3.12 1846 木箱入り

77-3 179 5商業･金融(近世) 銀札借用証文 預り主難波村利
八他2名

網屋彦兵衛 状 1 嘉永3.6 1850

77-4 227-1 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 岸田屋孫兵衛
他1名

網屋嘉右衛門 状 1 嘉永3.7 1850 木箱入り

77-5 240-2 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 預り主丹波屋忠
治郎他1名

網屋彦兵衛 状 1 嘉永4.9 1851 虫損､240-1･2こより
一括･付箋｢丹忠分｣､
木箱入り

77-6 265 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 周防屋五兵衛 藤屋与助 状 1 嘉永5.10 1852 虫損､木箱入り

77-7 251-2 5商業･金融(近世) 銭借用証文 借主山城屋藤
兵衛他1名

網屋かう 状 1 安政4.7 1857 251-1･2こより一括､
木箱入り

77-8-1 227-2 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 平野屋金三郎 取次網屋彦兵
衛

状 1 安政6.3 1859 継ぎ目糊代はずれ､
木箱入り

77-8-2 264 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 平野屋金三郎 取次網屋彦兵
衛

状 1 安政6.3 1859 木箱入り

77-8-3 227-4 5商業･金融(近世) 通い帳面の代銀残りの件等に
つき口上

平野屋金三郎
代彦兵衛

網屋甚右衛門 状 1 近世 丁
巳.12.27

丁巳＝安政4か､木箱
入り
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

77-8-4 230 5商業･金融(近世) 払渡し銀につき勘定書 平金 網屋彦兵衛 状 1 近世 巳.3.晦 木箱入り

77-9 268 5商業･金融(近世) 金子借用証文 岸田屋孫左衛
門

網屋嘉右衛門 状 1 安政6.11 1859 木箱入り

77-10 251-1 5商業･金融(近世) 銀子借用証文 別所町小口屋
長左衛門

網屋かう 状 1 慶応2.11 1866 251-1･2こより一括､
木箱入り

78 240-1 5商業･金融(近世) 畑砂代質入れ証文 質主油屋勘六
他1名

網屋彦兵衛 状 1 嘉永1.4 1848 虫損､240-1･2こより
一括･付箋｢丹忠分｣､
木箱入り

79-1 229 5商業･金融(近世) 京屋利兵衛方への払方につき
書簡

荒井文太夫 別所町網屋嘉
右衛門

状 1 文久2.4.19 1862 虫損､木箱入り

79-2 173-5 5商業･金融(近世) 京屋利兵衛方出銀受取りにつ
き覚

丹波屋伊八 網屋彦兵衛 状 1 近世 戌.5.7 虫損

80 227-3 5商業･金融(近世) 代銀受取りをめぐる出入り決着
につき覚

中屋三郎兵衛 網屋彦兵衛他1
名

状 1 安政6.9.7 1859 木箱入り

81 221 5商業･金融(近世) 借銀返済につき銀取立て覚 状 1 近世 戌.4.18 ｢御上様印懸り｣､あミ
彦他6名より銀取立
て､木箱入り

82 227-5 5商業･金融(近世) 銀･銭の額書付け 状 1 近世 .3.11 木箱入り

83 223-3 5商業･金融(近世) 銀受取りにつき覚 別所町代藤兵
衛

あミ彦 状 1 (近世) .12.30 木箱入り
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

84 192ｰ5 5商業･金融(近世) 返済月額の勘定書 状 1 近世 未11月以降返済､
192ｰ1～5包紙一括

85 196 5商業･金融(近世) 貸金等の額書付け 状 1 近世～明治

86 195 5商業･金融(近世) 頼母子仕法書 発起人高橋房
右衛門

状 1 (嘉永) 虫損

87 223-1 5商業･金融(近世) 町内懸ケ銀講仕法の書付け 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 午.7 木箱入り

88 223-2 5商業･金融(近世) 頼母子掛銀請求書 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 申.10 木箱入り

89 224 5商業･金融(近世) 掛銭取立てにつき覚 別所町会所 網屋かう 状 1 近世 .8.20 虫損､木箱入り

90 194 5商業･金融(近世) 頼母子掛け金受領証 津久井市弥他2
名

網屋彦兵衛 状 9 嘉永4.5～7.5 1851 高橋房右衛門発起
人､こよりあり､虫損

91-1 216 5商業･金融(近世) 講より渡し銀につき覚 常念寺講中 あミ彦 状 1 近世 辰.12 木箱入り

91-2 217 5商業･金融(近世) 講より渡し銀につき覚 妙光寺講中 網屋彦兵衛 状 1 近世 巳.5.30 木箱入り

92 237 5商業･金融(近世) 頼母子取替え銀の付込み記
録

横帳 1 (文化) 付箋｢炭武分･丹庄
分｣､こよりあり､木箱

93 59 5商業･金融(近世) 尼崎藩札 尼崎引替役所 69 (近世) 1匁札68点･10匁札1
点

原蔵者保管
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

94-1 45-5 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 大正5.11(～不
明)

1916 鼠損･泥付き大

施行規則第5条(1)により非公開

94-2 51 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 大正7.6～7.8 1918 鼠･カビ大､閲覧困難

施行規則第5条(1)により非公開

94-3 45-4 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 西村彦平 断簡 1 昭和7.10.13～
7.11.12

1932 尼崎質屋組合規程
記載｡鼠損･泥付き大

施行規則第5条(1)により非公開

94-4 53 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市別所町
西村彦平

書冊 1 大正10.12.10
～11.8.16

1921～
1922

94-5 49-2 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 (大正7) (1918) 鼠損･泥付き大､閲覧
不可

施行規則第5条(1)により非公開

94-6 48 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市別所町
西村彦平

書冊 1 大正11.8.16～
12.5.10

1922～
1923

尼崎質屋組合規程
記載

94-7 44 6商業･金融(近代) 貨物台帳 西村彦平 書冊 1 大正13.9.3(～
14.1)

1924 鼠損･カビ甚大､閲覧
不可能

施行規則第5条(1)により非公開

94-8 45-3 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 西村彦平 断簡 1 大正14.2.6(～
不明)

1925 尼崎質屋組合規程
記載｡鼠損･泥付き大

施行規則第5条(1)により非公開

94-9 45-1 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 大正14.7.12～
14.8.24

1925 鼠損･カビ･破損甚大

施行規則第5条(1)により非公開

94-10 50 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 大正14.9 1925 鼠損･カビ大､閲覧不
可

施行規則第5条(1)により非公開

94-11 45-2 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 大正14 1925 鼠損･泥付き大

施行規則第5条(1)により非公開
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94-12 49-1 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 (大正15) (1926) 鼠損大､閲覧不可

施行規則第5条(1)により非公開

94-13 56 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 (西村氏) 断簡 1 (大正15) (1926) 鼠･カビ､閲覧不可

施行規則第5条(1)により非公開

94-14 47 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市別所町
西村彦平

書冊 1 大正15.7.4～
昭和2.2.11

1926～
1927

尼崎質屋組合規程
記載

94-15 156 6商業･金融(近代) 質物台帳 別所町西村彦
平

書冊 1 昭和2.2.11～
2.9.22

1927

94-16 46 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市別所町
西村彦平質舗

書冊 1 昭和4.3.11～
4.12.3

1929 尼崎質屋組合規程
記載

94-17 43 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通西村彦平

書冊 1 昭和9.7.3～
10.6.28

1934～
1935

商号あみ彦

94-18 52 6商業･金融(近代) 質物台帳断簡 東町中通4丁目
西村彦平

断簡 1 昭和11.4～
12.4

1936～
1937

尼崎質屋組合規程
記載｡鼠損･カビ大､
閲覧困難

施行規則第5条(1)により非公開

94-19 41 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通西村彦平

書冊 1 昭和16.2.22～
16.4.27

1941 商号あみ彦

94-20 40 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通西村彦平商
店

書冊 1 昭和16.4.27～
16.12.26

1941 商号あみ彦､尼崎質
屋組合規程の記載｡
表紙破損

94-21 155 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通西村彦平商
店

書冊 1 昭和16.12.26
～17.10.1

1941～
1942

質入れ証1点クリップ
で添付
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94-22 154 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通四丁目あみ
彦

書冊他 3 昭和17.10.1～
18.5.4

1942～ 質入れ証用紙･罫紙
各1点いずれも未使
用

94-23 42 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通あみ彦

書冊 1 昭和18.5.4～
19.3.24

1943～
1944

カビ

94-24 55 6商業･金融(近代) 質物台帳 尼崎市東町中
通西村房子

書冊 1 昭和25.10.1～
33.1.8

1950～
1958

家号あみ彦､尼崎市
質屋組合員名簿(昭
和29･30･32)貼付

95 153 6商業･金融(近代) 営業成績帳 (西村氏) 書冊 1 明治36.3～大
正2.7

1903～
1913

水濡れ･カビ

96 39 6商業･金融(近代) 帝国信用録 帝国興信所 冊子 1 大正12.3.24 1923 第16版､帝国信用録
符号手引添付｡背表
紙･本ケース破損。

97 79 6商業･金融(近代) 昭和9年第三種所得決定審査
請求書

請求人西村彦
平

大阪税務監督
局長

状 1 昭和9.7切 1934

99 193 6商業･金融(近代) 仲間積立金受領証 質屋頭取 西村彦平 状 1 明治18.6 1885 包紙あり

100-1 71 6商業･金融(近代) 質屋取締法改正要望書 尼崎市他2町聯
合質屋組合代
表者西村彦平

代議士松本誠
之

書冊 1 大正9.1 1920 鼠損･カビ

100-2 76 6商業･金融(近代) 質屋取締法修正案下書き 状 1 (大正9) (1920) 2枚一括､虫損･カビ､
後欠
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101 85 6商業･金融(近代) 全国質屋聯合第3回定期総会
関係資料

全国質屋聯合
会事務所

尼崎市別所町
西村彦平

冊子､状 3 昭和4.12.8 1929 総会議録･昭和3年度
決算報告書･同5年度
予算案｡封筒入り

102 131 6商業･金融(近代) 全国質屋聯合会長･副会長就
任のあいさつ

全国質屋聯合
会会長井上万
吉他2名

西村彦平 状 1 昭和4.12.15 1929 印刷物､封筒入り

103 130 6商業･金融(近代) 第5回全国質屋聯合定期総会
の案内

全国質屋聯合
会長井上万吉

西村彦平 状 1 昭和6.11.10 1931 印刷物、封筒入り

104 212-1 6商業･金融(近代) 当座小切手 西村彦平 (株)尼崎銀行東
出張所

仮綴､状 10 明治33.2.16～
同41.5.13

1900 212-1～8こより一括

105-1 211-15 6商業･金融(近代) 当座借越借用金証 尼崎町債務者
西村彦平他1名

尼崎町債権者
(株)尼崎銀行専
務取締役村松
秀致

書冊 1 明治34.4.2 1901 211-1～22紐一括

105-2 210-19 6商業･金融(近代) 土地建物第壱番抵当借用金
証書

借主尼崎町西
村彦平他1名

(株)尼崎銀行専
務取締役村松
秀致

書冊 1 明治35.11.29 1902 210-1～25こより一括

105-3 211-8 6商業･金融(近代) 元利金弁済につき証書 尼崎町債権者
(株)尼崎銀行専
務取締役村松
秀致

尼崎町債務者
西村彦平

書冊 1 明治35.11.29 1902 211-1～22紐一括

105-4 211-20 6商業･金融(近代) 借用金弁済につき請取り証書 債権者(株)尼崎
銀行取締役村
松秀致

尼崎町債務者
西村彦平

状 1 大正2.3 1913 211-1～22紐一括
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106-1 211-6 6商業･金融(近代) 小口当座預金通帳 尼崎町(株)尼崎
銀行東出張所

西村彦平 書冊 1 大正2.11.13～
同4.12.10

1913～
1915

211-1～22紐一括

106-2 184 6商業･金融(近代) 小口当座預金通帳 尼崎町(株)尼崎
銀行東出張所

西村彦平 書冊 1 大正4.12.10～
6.11.1

1915 鼠損

107 210-18 6商業･金融(近代) 証書･委任状等作成費用請求
書

(株)尼崎銀行東
出張所

西村彦平 状 1 近代 210-1～25こより一括

108 212-3 6商業･金融(近代) 割引勘定書 神戸貯蓄銀行
西宮支店

状 20 明治30.7.17～
同35.5.20

1897～
1902

212-1～8こより一括

109 212-8 6商業･金融(近代) 封筒 (株)神戸貯蓄銀
行西宮支店

尼崎町別所町
西村彦平

封筒 1 明治34.11.25 1901 212-1～8こより一括

110 67 6商業･金融(近代) 当座勘定元帳写 株式会社三和
銀行大物東支
店

西村彦平 書冊 1 昭和7.12.12～
9.8.21

1932～
1934

111-1 212-2 6商業･金融(近代) 約束手形 尼崎町西村彦
平

西沢忠兵衛他2
名

状 51 明治30.7.17～
同35.8.19

1897～
1902

手形半券23枚含む､
212-1～8こより一括

111-2 209-1 6商業･金融(近代) 約束手形 川辺郡尼崎町
別所町西村彦
平

西沢忠兵衛 状 1 明治31.4.14 1898 虫損

111-3 209-2 6商業･金融(近代) 約束手形につき書簡 西沢忠兵衛 西村彦平 状 1 (明治31).8.1 (1898)

112-1 80 6商業･金融(近代) 約束手形 尼崎市東町中
通西村彦平

(株)三和銀行 状 15 昭和14.2.2～
17.7.16

1939～
1942
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112-2 100 6商業･金融(近代) 振出手形の半券 (株)三和銀行 受取人西村彦
平

状 6 昭和14.2～
15.3

1939～
1940

支払期日等明細を記
す

113-1 210-11 6商業･金融(近代) 株式購入につき領収証 大阪株式取引
所仲買人原谷
政助

西村彦平 状 1 明治 .7.8 210-1～25こより一括

113-2 210-1 6商業･金融(近代) 株購入につき通知 公債株式現物
問屋野村徳七
商店

摂津国尼崎町
西村彦平

状 1 明治30.10.4 1897 封筒入り､210-1～25
こより一括

113-3 210-20 6商業･金融(近代) 株式購入代金領収証 有価証券現物
問屋野村徳七
他1名

西村彦平 状 2 明治39.10.5･
10

1906 210-1～25こより一括

113-4 141ｰ1 6商業･金融(近代) 株式購入代金領収証 大阪市東区本
町2丁目大阪屋
商店他2名

西村まさ他1名 状 6 大正9.6.5～昭
和11.12.21

1920～
1936

113-5 135 6商業･金融(近代) 株式購入の通知･領収証 大阪市東区本
町二丁目大阪
屋商店

西村まさ他1名 状 3 昭和11.12.30
～同14.2.2

1936～
1939

封筒入り

114-1 82 6商業･金融(近代) 株式名義書換請求書用紙 大日本紡績(株)
他1名

状 5 大正 未使用

114-2 141-2 6商業･金融(近代) 株式名義書換請求書用紙 譲渡人･譲受人 大日本紡績(株)
中

状 2 昭和 印刷物､未使用

115-1 123 6商業･金融(近代) 株主総会開催の通知 阪神電気鉄道
(株)取締役社長
今西与三郎

株主 状 1 昭和16.10.10 1941 鼠損大
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115-2 107 6商業･金融(近代) 株主総会開催の通知 阪神電気鉄道
(株)取締役社長
今西与三郎

株主 状 2 昭和17.4.9･同
17.10.9

1942 印刷物

116-1 203 6商業･金融(近代) 金子借用証 西町東三丁目
油屋友吉

網屋彦兵衛取
次

状 1 明治2.9 1869 包紙入り

116-2 207-1 6商業･金融(近代) 金子借用証 善屋治兵衛 網屋彦兵衛取
次

状 1 明治2.10 1869 207ｰ1～3こより一括

116-3-1 208-1 6商業･金融(近代) 金子借用証 西町東一丁目
中屋弥兵衛

樋口絹之丞取
次

状 1 明治2.10 1869 208ｰ1～4包紙入り

116-3-2 208-2 6商業･金融(近代) 金子借用証 西町東一丁目
中屋弥兵衛

樋口絹之丞取
次

状 1 明治2.11 1869 208ｰ1～4包紙入り

116-3-3 208-3 6商業･金融(近代) 金子借用証 西町東一丁目
中屋弥兵衛

樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.5 1870 208ｰ1～4包紙入り

116-3-4 208-4 6商業･金融(近代) 金子借用証 西町東一丁目
中屋弥兵衛

樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.7.15 1870 208ｰ1～4包紙入り

116-4 187-1 6商業･金融(近代) 金子借用証 樋口絹之丞取
次

状 1 明治2.11 1869 差出人氏名切除､
187ｰ1･2包紙(表書き
｢西町三丁目多田屋
為治郎｣)入り

116-5 169 6商業･金融(近代) 金子借用証文 鳴尾屋惣兵衛 網屋彦兵衛取
次

状 1 明治2.11 1869 虫損･破損
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116-6 183 6商業･金融(近代) 借金証文 東一丁目灘屋
浅五郎

樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.1 1870 包紙入り

116-7 187ｰ2 6商業･金融(近代) 金子借用証 樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.1 1870 差出人氏名切除､
187ｰ1･2包紙(表書き
｢西町三丁目多田屋
為治郎｣)入り

116-8-1 207-2 6商業･金融(近代) 金子借用証 中屋善六 樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.1 1870 207ｰ1～3こより一括

116-8-2 207-3 6商業･金融(近代) 金子借用証 中屋善六他1名 樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.6 1870 207ｰ1～3こより一括

116-9 180 6商業･金融(近代) 金子借用証 別所村西沢屋
藤蔵

樋口絹之丞取
次

状 1 明治3.5 1870 包紙あり

116-10 176 6商業･金融(近代) 金子借用証 借主鳴尾屋惣
八他1名

樋口絹之丞 状 1 明治3.5 1870

116-11-1 192-1 6商業･金融(近代) 金子借用証 虎貝屋嘉七他1
名

小池屋辰蔵取
次

状 1 明治3.10.20 1870 192ｰ1～5包紙一括

116-11-2 192ｰ2 6商業･金融(近代) 金子借用につき別紙一札 虎貝屋嘉七他1
名

小池屋辰蔵 状 1 明治3.10.20 1870 192ｰ1の別紙証文、
192ｰ1～5包紙一括

116-11-3 192ｰ4 6商業･金融(近代) 借金元利返済につき覚 虎貝屋嘉七 状 1 明治 .11. 192ｰ1～5包紙一括

116-12 192ｰ3 6商業･金融(近代) 金子借用証文の譲渡につき一
札

西宮小池屋辰
蔵

網屋彦兵衛 状 1 明治4.1 1871 192ｰ1～5包紙一括
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116-13 199 6商業･金融(近代) 金子借用証 白井浅五郎 西村彦平 状 1 明治5.5.4 1872 包紙(証文下書きを使
用)あり

116-14 168 6商業･金融(近代) 金子借用証文 □井清兵衛 西村彦平 状 1 明治6.10.11 1873 こよりあり｡一部破損

116-15 204 6商業･金融(近代) 金子借用証 今井善助 西村彦平 状 1 明治7.5.23 1874

116-16 182-1 6商業･金融(近代) 金子借用証 借用主中谷善
六他1名

西村彦平 状 1 明治7.10.2 1874 182ｰ1･2包紙入り

116-17 185 6商業･金融(近代) 金子借用証 小畑卯三郎 西村彦平 状 1 明治8.7.15 1875

116-18 166 6商業･金融(近代) 金子借用証 西町漁師治助 西村彦平 状 1 明治9.8.2 1876

116-19 200 6商業･金融(近代) 金子借用証 播川吉平 林忠平 状 1 明治10.8.2 1877

116-20 222 6商業･金融(近代) 借用金確証 那須□ 西邨彦平 状 1 明治12.11.14 1879 こよりあり､木箱入り

116-21-1 163 6商業･金融(近代) 金子借用証 後藤与助 西邨彦平 状 1 明治13.5.16 1880 内容記す付箋付きの
こよりあり

116-21-2 175-3 6商業･金融(近代) 金子借用証 後藤与助他1名 西村彦平 状 1 明治17.1.10 1884 175-1～4こより一括

116-22-1 239-2 6商業･金融(近代) 金子借用証文 別所町平民大
津ふさ

別所町平民西
村彦平

状 1 明治16.9.1 1883 239-1･2こより一括､
木箱入り

116-22-2 201 6商業･金融(近代) 金子借用証 借用人大津ふ
さ他1名

西村彦平 状 1 明治20.2.20 1887
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116-23 175-1 6商業･金融(近代) 金子借用証 借用主尼ケ崎
字別所町平民
人力車秋田弥
介他1名

西村彦平 状 1 明治17.5.22 1884 175-1～4,175ｰ1･2こ
より一括

116-24 175-4 6商業･金融(近代) 金子借用証 借主秋田えい
他1名

西村彦平 状 1 明治17.6.12 1884 175-1～4こより一括

116-25 175-2 6商業･金融(近代) 金子借用証 秋田弥介 西村彦平 状 1 明治17.5.22 1884 175-1の別紙証文、
175-1～4,175ｰ1･2こ
より一括

116-26-1 206ｰ1 6商業･金融(近代) 金子借用証 鳴尾村借用主
大嶋清造

西村彦平 状 1 明治25.2.25 1892 虫損､206ｰ1･2包紙
入り

116-26-2 206ｰ2 6商業･金融(近代) 金子借用証 鳴尾村借用主
大嶋清造他1名

西村彦平 状 1 明治25.3.1 1892 虫損､206ｰ1･2包紙
入り

116-27 205 6商業･金融(近代) 金子借用証 西宮町借主樋
口高光

尼ケ崎町西村
彦平他1名

状 1 明治25.2 1892 包紙あり

116-28-1 228 6商業･金融(近代) 連印金子借用証 借用人西村モト
他2名

梶万太郎 状 1 明治27.3.2 1894 差出人中証人氏名
半分切除､木箱入り

116-28-2 211-19 6商業･金融(近代) 債務返済につき証文返却証 債主西村彦平 負債主西村もと 状 1 明治28.2.18 1895 211-1～22紐一括

116-28-3 255 6商業･金融(近代) 借用金証券 借用主西村モト
他2名

状 1 明治28.7.4 1895 木箱入り

116-28-4 211-18 6商業･金融(近代) 地所建家売渡しにつき別紙差
入れ証

尼崎町売渡シ
人西村もと

尼崎町買請人
西村彦平

状 1 明治28 1895 211-1～22紐一括
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西村房子氏文書(1) 目録

116-29-1 254 6商業･金融(近代) 西村氏取替金の支払につき証 大阪中井安兵
衛

西村彦平 状 1 明治28.1.17 1895 木箱入り

116-29-2 269 6商業･金融(近代) 代金領収証 大阪市中井安
兵衛

西村 状 1 明治29.3.18 1896 木箱入り

116-30 210-5 6商業･金融(近代) 金子借用証 西村彦平 篠部やく 状 1 明治31.7.14 1898 捺印部分焦げ､210-
1～25こより一括

116-31 212-4 6商業･金融(近代) 借用金証書 尼崎町債務者
西村彦平他1名

川端又五郎 状 1 明治32.4.11 1899 保証人捺印切取り､
212-1～8こより一括

116-32 210-12 6商業･金融(近代) 金子借用証 尼崎町小寺熊
太郎

尼崎町西村彦
平

状 1 明治32.12.15 1899 210-1～25こより一括

116-33 210-8 6商業･金融(近代) 借用金確証 借用主西村彦
平

桜井直七 状 1 明治33.5.15 1900 210-1～25こより一括

116-34 210-3 6商業･金融(近代) 借用金確証 負債主尼ケ崎
町ノ内別所町西
村彦平他1名

佐藤健太郎 状 1 明治34.1.22 1901 差出人捺印部分切
除､210-1～25こより
一括

116-35-1 210-15 6商業･金融(近代) 貸金元利返済につき仮証 西村彦平 □了寛 状 1 明治36.4.25 1903 210-1～25こより一括

116-35-2 210-16 6商業･金融(近代) 借用金証券 □了寛 西村彦平 状 1 明治36.6.22 1903 210-1～25こより一括

116-35-3 210-14 6商業･金融(近代) 貸金元利返済につき仮証 状 1 (明治36
頃).12.21

(1903頃) 210-1～25こより一括
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116-36 210-4 6商業･金融(近代) 借用金確証 尼崎町借用人
安田利輝

尼崎町債権者
西村彦平

書冊 1 明治42.9.2 1909 210-1～25こより一括

116-37 63ｰ1 6商業･金融(近代) 金銭消費貸借契約公正証書 尼崎別所村公
証人山下文次
郎役場

書冊 1 大正15.12.3 1926 正本､貸主西村彦平･
借主大物町畳商厚
見芳松

施行規則第5条(1)により非公開

116-38 210-17 6商業･金融(近代) 借用金証券 尼崎町市庭町 西村彦平 状 1 近代 210-1～25こより一括

117-1 188 6商業･金融(近代) 質入れ証文 西村彦平 状 1 明治6.1 1873 差出人氏名切除

117-2 167-2 6商業･金融(近代) 質入れにつき差入れ証文 大川伊蔵 西村彦平 状 1 明治6.6 1873

117-3 167-1 6商業･金融(近代) 質入れにつき請書一札 辻藤七 西村彦平 状 1 明治6.6 1873

117-4 167-4 6商業･金融(近代) 質入れにつき差入れ証文 日秋政治郎 西村彦平 状 1 明治7.1 1874

117-5 167-3 6商業･金融(近代) 質入れにつき差入れ証文 風呂辻町嶋屋
佐平

西村彦平 状 1 明治7.1 1874

117-6 161 6商業･金融(近代) 質入れにつき証 市庭町小口長
平

西村彦平 状 1 明治7.9.11 1874

117-7-1 211-2 6商業･金融(近代)( 地所建家書入れ質確証 建物書入れ主
西村彦平

状 1 明治13.6.26 1880 頼母子引当金質物､
宛先等破りとられる｡
211-1～22紐一括
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117-7-2 211-3 6商業･金融(近代) 書入れ質の建物図面 尼崎町字別所
町建物持主西
村彦平

状 1 明治13.6.26 1880 211-1～22紐一括

117-8-1 259-2 6商業･金融(近代) 地所建家質入れ確証 建物書入主西
村彦平

信和講金預り人
橋本吉右衛門

状 1 明治17.1.26 1884 259-1～3帯封一括
(明治17年11月信和
講)､木箱入り

117-8-2 259-3 6商業･金融(近代) 質入れ建物の図面 建物持主尼崎
町字別所町西
村彦平

信和講金預り橋
本吉右衛門

状 1 明治17.1.26 1884 259-1～3帯封一括
(明治17年11月信和
講)､木箱入り

117-9 250 6商業･金融(近代) 質入れにつき約定書 尼崎字市庭町
左官大津清介
他2名

西村彦平 状 1 明治17.5.25 1884 こより､木箱入り

117-10 252 6商業･金融(近代) 質入れ証文 月阪秀次郎 西邨彦平 状 1 明治17.10.5 1884 木箱入り

117-11-1 211-17 6商業･金融(近代) 地所建家書入れ証 尼崎町負債主
西村もと

尼崎町債主西
村彦平

書冊 1 明治26.10.24 1893 211-1～22紐一括

117-11-2 211-7 6商業･金融(近代) 書入れ質の建物図面 尼崎町負債主
西村もと

尼崎町債主西
村彦平

状 1 明治26.10.24 1893 211-1～22紐一括

118 182-2 6商業･金融(近代) 頼母子差入れ証 頼母子主沖野
由松

西村彦平 状 1 明治7.1.2 1874 182ｰ1･2包紙入り

119 186 6商業･金融(近代) 元金･利息の受領証 西村彦平 平野 状 1 明治9.2.29 1876

120-1 159 6商業･金融(近代) 利息領収証 堀江如託 西村彦兵衛 状 1 壬申(明治
2).1.3

(1869) 明治元年分｡虫損
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120-2 170 6商業･金融(近代) 利息領収証 堀江如託 西村彦平 状 1 明治3.2.1 1870 明治2年分

120-3 190 6商業･金融(近代) 利息受領証 堀江如託 西村氏 状 1 明治7.1.2 1874 酉(明治6)年分

120-4 191 6商業･金融(近代) 利息受領証 堀江如託 西邨氏 状 1 明治8.2.8 1875 戌(明治7)年分

120-5 172 6商業･金融(近代) 利息領収証 堀江如託 西村氏 状 1 明治8.4.4 1875 2ケ月分

120-6 202 6商業･金融(近代) 利息受領証 堀江如託 西邨氏 状 1 明治8.8.7 1875 4ヶ月分

120-7 189 6商業･金融(近代) 利息受領証 堀江如託 西村氏 状 1 明治10.1.2 1877 明治9年分

121 212-5 6商業･金融(近代) 金額と期限の書付け 状 1 近代 212-1～8こより一括

122 259-1 6商業･金融(近代) 講掛けにつき書付け 状 1 (明治17～20
頃)

(1884～
1887頃)

259-1～3帯封一括
(明治17年11月信和
講)､木箱入り

123 212-7 6商業･金融(近代) 証書作成料金計算書 公証人外村与
惣次郎役場

西村 状 1 明治40年
代.6.10

212-1～8こより一括

124 212-6 6商業･金融(近代) 委任状断簡 断簡 1 近代 212-1～8こより一括

125 241 7宗教 曙講御神楽料受取りにつき覚 豊島屋治郎介
他2名

網屋彦兵衛 状 1 嘉永3.2 1850 木箱入り
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126 103 7宗教 初島社祭礼時､築地丸島町地
車との事故につき始末書

別所町在住者
責任者平松豊
太郎他15名

尼崎町警察署
長警視檀月平
一

書冊 2 大正10.9.10 1921 1通は下書き｡差出人
中､町内有志者西山
彦平の記名あり｡し
み･カビ

127 68 7宗教 国旗奉献につき目録 尼崎市長有吉
実

村社稲荷神社
中

状 1 昭和11.10.8 1936

128 127 7宗教 神社由緒等につきメモ 状 1 近代 尼崎市用箋使用､鉛
筆書き

129 138 7宗教 明るい生活78号 発行･編輯人田
所定真他1名

新聞 1 昭和35.1.1 1960 発行所:尼崎市七松
稲荷生長の家立花道
場

130-1 108 7宗教 松嶋神社什物目録･寄付簿 書冊 1 明治10.9.27～
29.10.23

1884～
1896

神社世話掛りとして
西村彦平の氏名みえ
る

130-2 115-1 7宗教 松島神社什器受取り目録 松嶋神社惣代
樋口利平他3名

高岡嘉一郎他5
名

書冊 1 明治35.11.8 1902

131-1 69 7宗教 神社新調及び倉庫造営への
寄付者芳名録

村社松島神社
社務所

書冊 1 大正15.2 1926

131-2 70 7宗教 神社什器新調･宝庫造営他工
事費への寄付金受領証

松嶋稲荷神社
社務所

状 1 大正15 1926 印刷物､未使用｡鼠損

131-3 137 7宗教 松嶋神社什器倉庫新築等工
事の入札者用資料

仮綴 1 近代 工事仕様書･図面添
付
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132 210-22 7宗教 松島神社鳥居建築への寄付
断りにつき書簡

東京市芝区芝
新門前町桜井
家扶

尼崎町西村彦
平

状 1 明治35.2.17 1902 210-1～25こより一括

133-1 75 7宗教 地所売渡し証 尼崎町屋敷売
渡人山田ひろ

尼崎町買受人
高岡嘉一郎

書冊 1 明治29.9.11 1896 松島神社地所関係
→整110｡しみあり

133-2 116 7宗教 土地返り証 仮預り置主世話
掛り高岡嘉一郎

松島神社世話
掛り西村彦平他
5名

書冊 1 明治29.9.11 1896 松島神社仮所持の地
所､高岡氏へ名義変
更につき

133-3 110 7宗教 松島神社持ち地所･建物の仮
地主変更につき控え

松島神社世話
掛り西村彦平他
6名

仮綴 1 明治29.9.11 1896 鼠損

134 145 7宗教 松島神社社地及び周辺土地
の地積記載図面

松島神社世話
掛り西村彦平他
6名

図 1 明治30.8.26 1897 下書きか

135-1 111-1 7宗教 松島神社賽銭勘定書 松島神社社務
所上村他4名

宮総代田谷 状、封 35 (昭和10) (1935) 封筒(尼崎市別所町
衛生組合印あり)表へ
書付けたもの1点含
む｡112ｰ1～3封筒入
り

135-2 84 7宗教 賽銭勘定書 太田･上村 田谷 状 1 近代 .6.15 松島神社関係

136-1 74 7宗教 継続火災保険料の領収証 神戸海上運送
火災保険(株)尼
崎東代理店岡
部宗介他1名

海辺房太郎 状 2 昭和9.4.18,同
9.5.9

1934 松島神社関係､火災
保険証券用封筒(書
込み｢田谷氏ﾖﾘ受取
ﾍﾞｷ金七円也｣)入り
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西村房子氏文書(1) 目録

136-2 143 7宗教 火災保険料領収証 神戸海上運送
火災保険(株)神
戸支店長大串
文雄

松嶋神社氏子
総代海辺房太
郎

状 1 昭和10.4.18 1935 鼠損、封筒入り

136-3 101 7宗教 火災保険保険料領収証 神戸海上火災
保険(株)尼崎東
代理店岡部宗
介

松島神社氏子
総代海辺房太
郎

状 1 昭和10.4.18 1935

137 115-2 7宗教 松島神社保存金領収証 松島神社惣代
樋口利平他2名

高岡嘉一郎他2
名

状 1 明治35.11.9 1902 宛先に西村彦平の記
名あり

138 111-2 7宗教 会所町他22町別金額書上げ 状 1 (昭和) 罫紙2枚一括、112ｰ1
～3封筒入り

139 73 7宗教 祝儀用袋 尼崎市 袋 1 (近代) 村社稲荷神社への供
進金を入れていた｡カ
ビ

140-1 133 7宗教 臨時灯他料金請求書 阪神電気鉄道
(株)工事代理店
秋岡電気商会

松嶋神社 状 1 昭和9.3.25 1934

140-2 72 7宗教 常夜灯料金領収証 阪神電気鉄道
(株)

別所松島神社 状 15 昭和9.4～10.8 1934～5 昭和9年4･6～12月と
同10年1～6･8月の分

140-3 120 7宗教 祭典用臨時灯工事費等の請
求書･領収証

阪神電気鉄道
(株)電灯電力指
定工事代理店
秋岡電気商会

松嶋神社社務
所他1名

状 2 昭和10.3.13･
31

1935

－32－ 尼崎市立地域研究史料館



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

西村房子氏文書(1) 目録

141 134 7宗教 ビラ書き代金請求書 かさ平本店 松島神社 状 1 昭和9.3 1934

142 147 7宗教 神靈札印刷料他請求書･領収
証

松井商店他1名 松島神社 状 3 昭和9.3 1934

143 144 7宗教 食品他購入につき請求書･領
収証

生菓子製造卸
問屋タマ商店他

松島神社 状 23 昭和10.10 1935

144 106 7宗教 飯櫃代金領収証 樽徳 松嶋神社中 状 1 昭和10.2.22 1935

145 122 7宗教 材木･炭･食品代金請求書 東町南浜炭問
屋西山政吉商
店他4名

松嶋神社 状 4 昭和10.2 1935

146 111-3 7宗教 購入品金額書上げ 状 1 (昭和) 112ｰ1～3封筒入り

147 91 7宗教 購入品金額等書上げ 状 1 近代 松島神社関係。

148 160 8家 新年の挨拶 丸屋金兵衛 網屋彦兵衛 状 1 (近世) .1.1 虫損

149-1 92-1 8家 結納金･祝儀受納につき請け
状

中屋弥兵衛 西村嘉右衛門 状 1 元治元.4.8 1864

149-2 92-2 8家 婚礼道具目録 中屋弥兵衛 西村嘉右衛門 横帳 1 元治元.4.19 1864

150 102 8家 結納･婚礼諸経費につき帳簿 西村理一 横帳 1 明治34.5.19 1901 西村理一･田川まさ
婚姻につき
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西村房子氏文書(1) 目録

151 142 8家 電話寄付金領収証 大塚栄三郎 西村彦平 状 1 大正10.2.23 1921 鼠損

152-1 136ｰ1ｰ1 8家 電話加入名義変更請求書控
え

西宮西蓮毛旧
名義人多田誠
之他1名

西宮郵便局中 仮綴 1 昭和12.1.14 1937 電話名義売買契約
書の下書き含む､
136ｰ1･2封筒入り､
136ｰ1ｰ1･2封筒入り｡

152-2 136ｰ2 8家 電話番号名義変更承認書 西宮郵便局長 西村俊介 状 1 昭和12.1.14 1937 136ｰ1･2封筒入り

152-3 136ｰ1ｰ2 8家 電話加入名義変更売渡し契
約書･代金領収証

西宮西蓮毛多
田誠之

西村俊介 仮綴 1 昭和12.1.14 1937 136ｰ1･2封筒入り､
136ｰ1ｰ1･2封筒入り｡

153 128-1 8家 兵庫県震災救護団事業報告
書の送り状

兵庫県震災救
護団長兵庫県
知事平塚広義

西村彦平 状 1 大正13.7 1924 鼠損､印刷物､128-1･
2封筒入り

154 128-2 8家 但馬地方震災救援義援金領
収証

尼崎市役所 別所町取扱者
西村彦平他9名

状 2 大正14.5.28･
29

1925 128-1･2封筒入り

155 132 8家 寄付金につき感謝状 聖徳太子一千
三百年御忌奉
賛会会長侯爵
徳川頼倫

尼崎市西村彦
平

状 1 大正11.3.10 1922 印刷物､封筒入り

156 149 8家 愛国婦人会加入証明書 愛国婦人会総
裁故依仁親王
妃勲一等周子
他1名

西村正子 状 1 昭和4.4.3 1929 破損･カビ
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西村房子氏文書(1) 目録

157 148ｰ1 8家 軍辞令書 内閣総理大臣
従二位勲一等
功三級男爵田
中義一他

西村俊介 状 3 大正15.11.30
～昭和4.3.30

1926～
1929

陸軍歩兵軍曹･同曹
長･同少尉､148-1～3
封筒入り

158 148ｰ2 8家 位記 宮内大臣従一
位勲一等一木
喜徳郎

西村俊介 状 1 昭和4.5.2 1929 正八位､148-1～3封
筒入り

159 148ｰ3 8家 非常時阪神間自転車伝令挙
行につき参加証明書

兵庫県少年団
指導者聯盟他1
名

西村俊亮 状 1 昭和9.6.17 1934 148-1～3封筒入り

160 104 8家 西村氏戸籍謄本写し 尼崎町戸籍吏
竹末朗徳

状 1 明治36.4.15 1903

原蔵者保管

161 139 8家 日本赤十字社定款 状 1 近代 印刷物

162 96 8家 屋敷の修繕･新築･買入れに
つき諸費勘定書

仮綴 1 (明治38～39) (1905～
1906)

原蔵者保管

163 109 8家 オルガン他代金領収証 大阪市心斎橋
南詰石原楽器
部

西村彦平 状 1 大正8.4.9 1919

164 98 8家 離れ座敷改築費付込帳 (西村氏) 横帳 1 大正13.3～
13.12

1924

165 112 8家 木材代金請求書綴り 東町南浜三丁
目中川材木商
店

西村彦平 仮綴 1 昭和7.12.31 1932
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西村房子氏文書(1) 目録

166 141-3 8家 定期積金の契約金･利益配当
金の支払証明書

(株)日本相互貯
蓄銀行尼崎支
店

状 1 昭和14.8.9 1939 定期積金加入者西
村まさ

167 105 8家 お飾り代金請求書 状 1 近代

168-1 210-2 8家 火災保険証券 東京火災海上
運送保険(株)神
戸支店長成島
謙吉他2名

保険契約者西
村彦平

状 3 明治40.12.27
～同44.7.14

1907～
1911

210-1～25こより一括

168-2 210-9 8家 保険料領収証 東京火災海上
運送保険(株)尼
崎代弁店

西村彦平 状 1 明治42.12.27 1909 210-1～25こより一括

168-3 210-23 8家 保険料領収証 東京火災海上
運送保険(株)尼
崎代弁店

西村彦平 状 2 明治43.12.27 1910 210-1～25こより一括

168-4 210-10 8家 継続保険料受領証 東京火災海上
運送保険(株)尼
崎代弁店

西村彦平 状 1 明治44.12.27 1911 210-1～25こより一括

168-5 210-13 8家 継続保険料受領証 東京火災保険
(株)尼崎代弁店

西村彦平 状 5 大正元.12.27
～同5.12

1912～
1916

210-1～25こより一括

169-1 207-4 8家 ふとん取替えにつき約定一札 別所町松本児
治郎他1名

西村彦兵衛 状 1 明治7.11.10 1874 207ｰ1～4こより一括

169-2 239-1 8家 ふとん借用につき証 別所町平民左
官商大津ふさ

別所町平民西
村彦平

状 2 明治16.9.1 1883 239-1･2こより一括､
木箱入り
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西村房子氏文書(1) 目録

170 152 8家 絵はがき はがき 1 近代 ｢源平古戦場屋嶋山
上獅子之霊巌｣の写
真､未使用

171 157 8家 陣笠 その他 2 近世 笠の下地､近世文書
で張り子

172 21 8家 屋敷間取り図 図 1 (近代) 西村家の屋敷か

原蔵者保管

173 26 9書籍 日東通暦 杉村長郡 冊子 1 (享保17) (1732) 奥付なし

原蔵者保管

174 35 9書籍 男子女子前訓 手島堵庵 冊子 1 安永7.6 1778 安永2初版･中嶋勘兵
衛蔵版､記名｢尼崎
あミや彦兵衛｣

原蔵者保管

175 23 9書籍 俗名所坐知抄 上 保宋斎槃雅著 冊子 1 寛政7 1794 角書｢狂歌｣､養老館
路芳編

原蔵者保管

176 22 9書籍 小笠原諸礼大全 下 岡田玉山著 冊子 1 文化7 1810 記名｢本主網屋嘉光｣

原蔵者保管

177 38 9書籍 歌曲時習考 □□翁校訂 冊子 1 文政1.9 1818 角書｢仮名数引･改正
増補｣､耕転堂蔵版･
大阪版元桧皮屋直
次郎

178 28 9書籍 義経勲功図絵 前編巻之一･
二･三

好花堂野亭作、
法喬西邨中和
画

冊子 3 (文政8) (1825) 記名｢摂州川辺郡尼
ケ崎東町別所西魚之
棚町 本主網屋嘉右
衛門｣(一巻)

原蔵者保管
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西村房子氏文書(1) 目録

179 36 9書籍 新童子往来万家通 冊子 1 弘化2 1845 角書｢昼夜便蒙｣

180 33 9書籍 世話千字文 冊子 1 弘化3 1846 角書｢真草両点｣天保
5初版､浪華書林発行

181 25 9書籍 日蓮上人御一生記 上･中･下 流宜編 冊子 3 (近世) 角書｢題目訓読｣､奥
付なし

原蔵者保管

182 27 9書籍 □□とこのやま 冊子 1 (近世) 題箋虫損､内題･奥付
なし

183 29 9書籍 □書唐詩□□□(行書唐詩五
言絶句カ)

冊子 1 (近世) 題箋虫損､内題･奥付
なし

184 30 9書籍 □替常□□ 冊子 1 (近世) 題箋虫損､内題･奥付
なし

185 31 9書籍 駿河舞 四 冊子 1 (近世) 文化11･浜松歌国作
のものか

原蔵者保管

186 34 9書籍 《百人一首》 冊子 1 (近世) 記名｢天保拾五年辰
三月吉日網屋とみ｣

原蔵者保管

187 32 9書籍 一休骸骨 一休宗純 冊子 1 (近世) 康正3年著､奥付なし

原蔵者保管

188 37 9書籍 〈鼈頭増補字林玉篇〉 冊子 1 明治4 1871 角書｢韻字平仄･四声
音訓｣､鹿児島藩蔵
版｡記名｢西村理一｣
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西村房子氏文書(1) 目録

189 24 9書籍 三体千字文 地 邨田海石 冊子 1 明治18.5 1885 角書｢真行草｣､花井
卯助発行､｢父子西村
理一･西村俊介｣の書
込みあり

190 1 9書籍 鞍馬山 高須松洲著 冊子 2 大正12.11 1923 長唄本､編輯･発行法
木徳兵衛､唄浄瑠璃
松永和楓･三弦杵屋
勝三郎

191 6 9書籍 筑摩川 高須松洲著 冊子 1 大正12.11 1923 長唄本､三代目杵屋
正治郎作､法木徳兵
衛編輯･発行

192 10 9書籍 今様 望月 高須松洲著 冊子 1 大正12.11 1923 長唄本､杵屋正治郎
節附､法木徳兵衛編
輯･発行､尼崎市宮町
栄屋楽器店印あり

193 16 9書籍 吾妻八景 高須松洲著 冊子 1 大正12.11 1923 長唄本､杵屋六三郎
述､法木徳兵衛編輯･
発行

194 19 9書籍 都鳥 高須松洲著 冊子 1 大正12.11 1923 長唄本､法木徳兵衛
編輯･発行

195 3 9書籍 越後獅子 冊子 1 大正12.12 1923 長唄本､杵屋六左右
衛門述､再版｡書込み
｢田鶴子へ｣

196 7 9書籍 吾妻八景 山田舜平著･発
行

冊子 1 大正13.2.25 1924 長唄稽古本､文政12
年杵屋六三郎作曲
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西村房子氏文書(1) 目録

197 15 9書籍 五郎(時宗) 東栄一郎著 冊子 1 大正13.4 1924 長唄本､杵屋六左衛
門述､井菱号高橋編
輯･発行｡栄屋楽器店
印あり

198 18 9書籍 五條橋 東栄一郎著 冊子 1 大正13.4 1924 長唄本､三宅豹隠作
歌･杵屋六左衛門節
附､井菱号高橋編輯･
発行､栄屋楽器店印
あり

199 14 9書籍 文福狸 高橋丑之助著 冊子 1 (大正) 長唄本､高橋丑之助
発行

200 2 9書籍 長唄正札 書冊 1 (近代) 長唄本写本

201 4 9書籍 吾妻八景 冊子 1 (近代) 長唄本､杵屋六三郎
述｡後欠｡

202 5 9書籍 新曲浦嶋 坪内文学博士
作

冊子 1 (近代) 長唄本､高橋丑之助
編輯･発行､杵屋六左
衛門他1名節附

203 8 9書籍 鉄輪 書冊 1 (近代) 長唄本写本

204 9 9書籍 夜討曽我 書冊 1 (近代) 長唄本写本

205 11 9書籍 軒すだれ 高橋丑之助編
輯

冊子 1 (近代) 長唄本､高橋丑之助
発行
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西村房子氏文書(1) 目録

206 12 9書籍 《長唄稽古本》 書冊 1 (近代) 写本､｢ゆみはり｣他5
曲

207 13 9書籍 蓬莱 高橋丑之助著 冊子 1 (近代) 長唄本､杵屋六三郎
述､高橋丑之助発行

208 17 9書籍 鶴亀 高橋丑之助編
輯

冊子 1 (近代) 長唄本､杵屋六左衛
門作曲､高橋丑之助
発行

209 20 9書籍 大江山 書冊 1 (近代) 長唄本写本

210 164 9書籍 長唄本断簡 断簡 1 (近代) 付箋付き(大茂他へ
貸金の旨記載)こより
あり

211 198 10その他 証文包紙 森岡仁兵衛他1
名

包紙 1 (近世)

212 61 10その他 包み紙か 雑 1 (近代) 質物台帳の反故台紙
を使用､使途不明
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