
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

津田正昭氏文書目録

1 9 1町 諸極銀請け取り控え帳 本町壱丁目 書冊 1 寛政4.5 1792 町内の祝儀、祭礼費
等。天保9年分迄。

2-1　　　 109 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治10.12.28 1877 宮町宅地

2-2 7 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治17.8.16 1884 大洲村畑地

2-3 4 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治17.8.16 1884 大洲村宅地

2-4 5 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治17.8.16 1884 大洲村宅地

2-5 3 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治19.12.25 1886 大洲村原野

2-6 6 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治19.12.25 1886 大洲村畑地

2-7 8 2土地・貢租（近代） 地券証 兵庫県 津田辰蔵 状 1 明治19.12.25 1886 大洲村原野

3 73 2土地・貢租（近代） 初島栄新田土地図面 図 1 近代

4 108 2土地・貢租（近代） 潮入被害免租地一筆限り書き
上げ

津田辰蔵 状 1 (明治28) 1895

5 183 2土地・貢租（近代） 相続税価格通知書 伊丹税務署長
司税官田中信
太郎

津田小三郎 状 1 昭和8.12.26 1933 津田辰蔵死亡により

6 184 2土地・貢租（近代） 県税・市税領収書 尼崎市金庫 津田正太郎 状 1 昭和12.5.1 1937 昭和12年度分
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7 191 2土地・貢租（近代） 市税領収書 尼崎市書記佐
藤勝美

津田正太郎 状 1 昭和27.8.11 1952

9 21 3戸口・諸改 相続証明願書 田中馬蔵 尼崎町長野田
正景

状 1 明治25.2.15 1892

10-1 144 4金融（近世） 預り申す連判証文の事 出買屋弥七他1
名

油屋小兵衛 状 1 嘉永3.8 1850

10-2 128 4金融（近世） 預り申す連判証文の事 木屋長兵衛他1
名

油屋小兵衛 状 1 嘉永4.6 1851

11 57 4金融（近世） 年賦証文の事 水野屋市蔵 油屋小兵衛 状 1 嘉永3.10 1850

12 152 4金融（近世） 借り主病死の場合諸道具売り
払い方につき一札

岩代屋亀吉他1
名

油屋小兵衛 状 1 嘉永3.10 1850 借り主は吉田屋伊兵
衛

13-1 70 4金融（近世） 預り申す銀子の事 大坂屋治兵衛
他3名

油屋小兵衛 状 1 嘉永3.11 1850

13-2 68 4金融（近世） 預り申す銀子の事 大和屋治兵衛
他2名

油屋小兵衛 状 1 嘉永4.7 1851 大和屋は目録番号
13-1大坂屋治兵衛と
印形同じ

14 218 4金融（近世） 預り銀子の事 石出屋時蔵 油屋小七 状 1 慶応3.4 1867

15-1 180 5金融（近代） 借用申す金子の事 大物村源蔵他1
名

油屋梅吉 状 1 明治4.4 1871
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15-2 59 5金融（近代） 借用申す金子の事 下村茂八他1名 津田辰蔵 状 1 明治6.2 1873

15-3 32 5金融（近代） 借用申す金子の事 加見屋源四郎 油屋幸兵衛 状 1 明治7.1 1874

15-4 132 5金融（近代） 借用申す金子の事 細野清左衛門
他1名

津田辰蔵 状 1 明治7.7 1874

15-5 154 5金融（近代） 借用申す金子の事 柳嘉平他1名 津田辰蔵 状 1 明治7.7 1874

15-6 48 5金融（近代） 借用申す金子の事 伴埜利平他1名 津田辰蔵 状 1 明治7.8 1874

15-7 40 5金融（近代） 借用申す金子の事 富田はや他1名 津田辰蔵 状 1 明治7.9 1874

15-8 103 5金融（近代） 借用申す金子の事 重代平右衛門
他1名

津田辰蔵 状 1 明治8.1 1875

15-9 90 5金融（近代） 借用申す金子の事 矢路伊平他1名 津田辰蔵 状 1 明治8.3 1875

15-10 101 5金融（近代） 借用申す金子の事 網野清左衛門
他1名

津田辰蔵 状 1 明治8.3 1875

15-11 137 5金融(近代) 借用申す金子の事 柳嘉平他1名 柳嘉平他1名 状 1 明治8.3 1875

15-12 67 5金融（近代） 借用申す金子の事 玉木重吉他1名 津田辰蔵 状 1 明治8.6 1875

15-13 151 5金融（近代） 借用申す金子の事 矢路伊平他1名 津田辰蔵 状 1 明治8.11.15 1875
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15-14 134 5金融（近代） 借用申す金子の事 網野清左衛門
他1名

津田辰蔵 状 1 明治8.11.15 1875 山田小平に借用証文
を譲り渡す旨の証文1
通添付

15-15 39 5金融（近代） 借用申す金子の事 玉木重吉他1名 津田辰蔵 状 1 明治8.11 1875

15-16 235 5金融（近代） 借用申す金子の事 小金宗平 津田辰蔵 状 1 明治9.4.23 1876

15-17 125 5金融（近代） 借用申す金子の事 林清助他2名 津田辰蔵 状 1 明治9.5.31 1876

15-18 133 5金融（近代） 借用申す金子の事 久保和助他1名 津田辰蔵 状 1 明治9.7.31 1876

15-19 28 5金融（近代） 借用申す金子の事 諸田時莫 津田辰蔵 状 1 明治10.9.19 1877

15-20 221 5金融（近代） 借用申す金子の事 原元住 津田辰蔵 状 1 明治10.10 1877

15-21 142 5金融（近代） 借用申す金子の事 辻平重蔵 津田辰蔵 状 1 明治13.5 1880

15-22 44 5金融（近代） 借用申す金子の事 山本紋次郎 津田辰蔵 状 1 明治16.5.1 1883

15-23 92 5金融（近代） 借用申す金子の事 名古勝次郎 津田辰蔵 状 1 近代

16-1 53 5金融（近代） 借用申す銭の事 網屋清左衛門 油屋辰蔵 状 1 明治5.2 1872

16-2 131 5金融（近代） 借用申す銭の事 糸岡庄次郎他1
名

津田辰造 状 1 明治5.11 1872
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17-1 95 5金融（近代） 預り申す金子の事 瀬田岩蔵 津田辰蔵 状 1 明治8.8.20 1875

17-2 224 5金融（近代） 預り申す金子の事 富田善七 津田辰蔵 状 1 明治8 1875

17-3 157 5金融（近代） 預り申す金子の事 戸川庄平 津田辰蔵 状 1 明治9.2.15 1876

17-4 42 5金融（近代） 預り申す金子の事 秋田宗助 津田辰蔵 状 1 明治9.2 1876

17-5 25 5金融（近代） 預り申す金子の事 大石利右衛門 津田辰蔵 状 1 近代

17-6 56 5金融（近代） 預り申す金子の事 天野惣四郎 津田辰蔵 状 1 近代

18 141 5金融（近代） 連印証文の事 中野音吉他2名 津田辰蔵 状 1 明治8.9.15 1875

19 51 5金融（近代） 預り金証券 大橋長四郎 津田辰蔵 状 1 明治9.2.15 1876 包紙裏、船借用証文

20-1 143 5金融（近代） 借用金証文の事 磯崎豊信 津田辰蔵 状 1 明治10.3.27 1877

20-2 91 5金融（近代） 借用金証文の事 石田政吉 津田辰蔵 状 1 近代

21-1 233 5金融（近代） 借用金確証 重代平左衛門 津田辰蔵 状 1 明治13.8.14 1880 包紙裏、横帳断簡

21-2 102 5金融（近代） 借用金確証 木村孫四郎 津田辰蔵 状 1 明治13.8.15 1880

21-3 227 5金融（近代） 借用金確証 天野寅吉 津田辰蔵 状 1 明治13.8.15 1880
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21-4 159 5金融（近代） 借用金確証 政岡宗平他4名 津田辰蔵 状 1 明治14.9.19 1881

21-5 158 5金融（近代） 借用金確証 大石利右衛門 津田辰蔵 状 1 明治14 1881

21-6 69 5金融（近代） 借用金確証 小嶋治助 津田辰蔵 状 1 明治16.4.10 1883 包紙裏、金子請取証

21-7 138 5金融（近代） 借用金確証 加場岩松他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治17.3.2 1884

21-8 41 5金融（近代） 借用金確証 大橋五郎平他3
名

津田辰蔵 状 1 明治17.5 1884 町内頼母子講金より
差引

21-9 54 5金融（近代） 借用金確証 弓場庄五郎 津田辰蔵 状 1 明治25.3.3 1892 原表題は「借用金額
証」

21-10 63 5金融（近代） 借用金確証 上野文七他1名 津田辰蔵 状 1 明治26.12 1893

21-11 124 5金融（近代） 借用金確証 久保伊之助 津田辰蔵 状 1 明治32.9.25 1899

21-12 62 5金融（近代） 借用金確証 横山梅 津田辰蔵 状 1 明治43.6 1910

21-13 230 5金融（近代） 借用金確証 松浦留蔵 状 1 大正2.9.23 1913

21-14 175 5金融（近代） 借用金確証 上田久吉 状 1 (大正2.11) 1913 包紙有り。

21-15 24 5金融（近代） 借用金確証 伊藤徳蔵 津田辰蔵 状 1 大正4.3.20 1915 包紙有り。
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21-16 117 5金融（近代） 借用金確証 広定助 津田辰蔵 状 1 大正14.5.15 1925 包紙裏、頼母子講仕
法書

21-17 84 5金融（近代） 借用金確証 状 1 昭和 ひな型

21-18 165 5金融（近代） 借用金確証 状 1 昭和 ひな型

21-19 36 5金融（近代） 借用金確証 かば新七 津田辰蔵 状 1 近代

21-20 113 5金融（近代） 借用金確証 久保宇之助 状 1 近代 証文文言欠落。包紙
裏、講金落札順序覚
え書き。

21-21 43 5金融（近代） 借用金確証 勝井末吉 津田辰蔵 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
包紙裏横帳断簡。

22 72 5金融（近代） 預り金確証の事 上村長太郎他
代書人1名

津田辰蔵 状 1 明治14.12.27 1881 包紙有り。

23 52 5金融（近代） 借用証文の事 岩田尚覚 津田辰蔵 状 1 明治17.2 1884

24 20 5金融（近代） 連印借用金確証 笹間為則他1名 津田辰蔵 状 1 明治22.1.6 1889

25 136 5金融（近代） 預り金確証 籾田久吉 津田辰蔵 状 1 明治24.4 1891

26-1 162 5金融（近代） 借用金証券 岡部辰之助他
代書人1名

津田辰蔵 状 1 明治31.3.9 1898
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26-2 161 5金融（近代） 借用金証券 松本甚蔵 津田辰蔵 状 1 明治31.3 1898 包紙有り。

26-3 10 5金融（近代） 借用金証券 辻久吉 津田辰蔵 状 1 明治31 1898

26-4 172 5金融（近代） 借用金証券 平岡きぬ他1名 津田辰蔵 状 1 大正5.2.15 1916 包紙裏、月賦借用金
証書

27 149 5金融（近代） 金子借用証 松野太吉 津田辰蔵 状 1 明治32.3.4 1899

28-1 122 5金融（近代） 借用証 安田久左衛門 津田辰蔵 仮綴 1 明治35.11.14 1902 委任状添付

28-2 82-1 5金融（近代） 借用証 下村鶴之助 津田正太郎 状 1 昭和23.5 1948

28-3 82-2 5金融（近代） 借用証 下村鶴之助 津田正太郎 状 1 昭和27.8 1952

29-1 173 5金融（近代） 借用金証書 中島吉太郎他1
名他代書人1名

津田辰蔵 状 1 大正7.1.8 1918 包紙有り

29-2 99 5金融（近代） 借用金証書 津田辰蔵 状 1 昭和2 1927 ひな型か

29-3 120 5金融（近代） 借用金証書 田辺政吉 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

30 112 5金融（近代） 金員借用証書 外谷金吾 津田辰蔵 状 1 大正14.10 1925

31 140 5金融（近代） 連帯借用金証書 状 1 昭和3.10.30 1928 下書きか
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32 212 5金融（近代） 借用証書 浜名伊之助 津田正太郎 状 2 昭和25.2.28 1950 封筒有り。委任状・印
鑑証明も同封

33 118 5金融（近代） 預り証文の事 石田政吉 津田辰蔵 状 1 近代

34-1 60 5金融（近代） 月賦借用金確証 大橋捨松他1名 状 1 明治17.1.10 1884

34-2 225 5金融（近代） 月賦借用金確証 関義幸 津田辰蔵 状 1 明治17.2.6 1884

34-3 29 5金融（近代） 月賦借用金確証 中嶋吉五郎 状 1 明治17.3 1884

34-4 145 5金融（近代） 月賦借用金確証 加楽吉蔵他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治17.3 1884

34-5 147 5金融（近代） 月賦借用金確証 岡部辰之助他
代書人1名

津田辰蔵 状 1 明治17.5.10 1884

34-6 104 5金融（近代） 月賦借用金確証 加藤巳之助 津田辰蔵 状 1 明治18.9.26 1885

34-7 38 5金融（近代） 月賦借用金確証 阿澄志図馬 津田辰蔵 状 1 明治22.5.15 1889

34-8 45 5金融（近代） 月賦借用金確証 阿澄志図馬 津田辰蔵 状 1 明治22.5.15 1889 目録番号37-7と同
文。写しか。

34-9 87 5金融（近代） 月賦借用金確証 岡埜庄介 津田辰蔵 状 1 明治23.12 1890

34-10 61 5金融（近代） 月賦借用金確証 加場豊蔵他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治24.4.3 1891
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34-11 148 5金融（近代） 月賦借用金確証 村田梅三郎 津田辰蔵 状 1 明治24.4.3 1891 包紙裏、出産届け書
き

34-12 22 5金融（近代） 月賦借用金確証 大島佐太郎 津田辰蔵 状 1 明治24.4.5 1891 包紙裏、借用証文

34-13 146 5金融（近代） 月賦借用金確証 水谷半七 津田辰蔵 状 1 明治34.4.5 1901

34-14 71 5金融（近代） 月賦借用金確証 稲田喜造 状 1 明治40.9.5 1907 包紙裏、借用金額書

34-15 100 5金融（近代） 月賦借用金確証 高木幾一 津田辰蔵 状 1 大正14.8 1925

35 30 5金融（近代） 月賦借用証 武田和助他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治17.3.31 1884

36 33 5金融（近代） 連印月賦借用金確証 平山清次郎他1
名

津田辰蔵 状 1 明治19.11 1886

37-1 129 5金融（近代） 月賦借用金証券 大橋熊吉他代
書人1名

津田辰蔵 仮綴 1 明治28.12.8 1895

37-2 58 5金融（近代） 月賦借用金証券 加楽由松 津田辰蔵 状 1 明治29.1.27 1896

37-3 168 5金融（近代） 月賦借用金証券 石本利三郎 津田辰蔵 状 1 大正6.7.21 1917

38-1 130 5金融（近代） 月賦借用金証 辻梅吉他代書
人1名

津田辰蔵 状 1 明治31.11.28 1898
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津田正昭氏文書目録

38-2 177 5金融（近代） 月賦借用金証 安達伊之助 状 1 大正12.4.5 1923 包紙裏、月賦借用証
券下書き

38-3 83 5金融（近代） 月賦借用金証 状 1 昭和 ひな型

39-1 114 5金融（近代） 月賦金借用証書 西山寅吉 津田辰蔵 状 1 明治35.7.3 1902 包紙有り

39-2 155 5金融（近代） 月賦金借用証書 辻庄右衛門 津田辰蔵 状 1 大正8.4.23 1919

39-3 163 5金融（近代） 月賦金借用証書 状 1 大正15 1926 ひな型

39-4 229 5金融（近代） 月賦金借用証書 吉川卯之松 状 1 昭和2.10.11 1927

39-5 11 5金融（近代） 月賦金借用証書 井上多三郎 状 1 昭和2 1927

40-1 123 5金融（近代） 月賦借用金証書 津久井房一 津田辰蔵 状 1 大正6.7.22 1917

40-2 176 5金融（近代） 月賦借用金証書 久保亀吉他代
書人1名

津田辰蔵 仮綴 1 大正8.4.21 1919

40-3 80 5金融（近代） 月賦借用金証書 須佐美利太郎
他1名

債権者津田辰
蔵

状 1 大正8.4 1919

41 126 5金融（近代） 月賦金確証 加楽ひで 津田辰蔵 状 1 昭和2 1927 包紙裏、横帳断簡

42 105 5金融（近代） 月賦金借用証 樋口豊三 津田辰蔵 状 1 昭和7.11.27 1932 包紙裏、借家証文
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43-1 164 5金融（近代） 借用証文 古曽五平 津田辰蔵 状 1 明治26.1 1893 原題無し

43-2 194 5金融（近代） 借用証文 柳ひで他1名 津田辰蔵 状 1 大正14.6.13 1925 原題無し

43-3 116 5金融（近代） 借用証文 山田百太郎 津田辰蔵 状 1 大正14.6.19 1925 包紙裏、頼母子講仕
法書。原題無し

43-4 222 5金融（近代） 借用証文 下村鶴之助 津田正太郎 状 2 昭和27.12.4 1952 封筒有り。日付違い2
通同封。原題「証」

43-5 49 5金融（近代） 借用証文 西山虎吉 状 1 近代 包紙裏、横帳断簡。
原題無し

43-6 166 5金融（近代） 借用証文 田中金治郎 状 1 近代 原題無し

43-7 236 5金融（近代） 借用証文 河内辰蔵 津田辰蔵 状 1 近代 包紙裏、横帳断簡。
原題無し

44 55 5金融（近代） 借金返済につき契約書 松本清蔵他4名 津田辰蔵 状 1 明治17.2.7 1884

45-1 23-1 5金融（近代） 融資につき契約書 阪下種蔵 津田小三郎 状 1 大正11.2.2 1922 料理屋開店に付、売
上の4%を返納の旨。

45-2 23-2 5金融（近代） 借用金確証 阪下種蔵 津田辰蔵 状 1 大正11.2.2 1922 事業開業の為、借り
入れ。

45-3 23-3 5金融（近代） 白紙証書 阪下種蔵 津田辰蔵 状 1 (大正11.2.2) 1922 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
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46-1 219 5金融（近代） 玄米引宛として借用金証文 加場吉三郎 津田辰蔵 状 1 明治9.2.15 1876

46-2 37 5金融（近代） 玄米引宛として借用金証文 石田新吉 津田辰蔵 状 1 明治9.5.13 1876

47 98 5金融（近代） 船道具抵当として借用金確証 築地町赤川半
平他1名

津田辰蔵 状 1 明治10.3.5 1877

48 178 5金融（近代） 小袖・畳など抵当として借用金
確証

松上長四郎他
代書人1名

状 1 明治15.2.15 1882

49 27 5金融（近代） 米代返済につき約定証文 松沢彦四郎 津田辰蔵 状 1 明治19.2.17 1886 包紙有り

50 156 5金融（近代） 仏壇、たんす売り渡し確証 林繁松 津田辰蔵 状 1 明治22.2.22 1889

51-1 150 5金融（近代） 借用金抵当確証 米倉信俊他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治15.6.25 1882 衣類・農具など抵当

51-2 94 5金融（近代） 借用金抵当確証 加楽由松他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治17.6.26 1884 俤子・畳など抵当

52 192 5金融（近代） 自動車抵当として借用証 奥島佐雄 津田正太郎 状 6 昭和24.1.17 1949 封筒有り。借用証・契
約書・約束手形等一
件関連書類同封

53 14 5金融（近代） 借用金確証書用紙 状 1 近代 未使用

54-1 228 5金融（近代） 白紙証書 加場喜助他2名 津田辰蔵 状 1 明治22.5.15 1889 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り
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54-2 174 5金融（近代） 白紙証書 吉川卯之松 状 1 (大正3.2.15) 1914 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
包紙有り

54-3 119 5金融（近代） 白紙証書 松上ナカ他1名 状 1 大正14.5.15 1925 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
包紙裏、頼母子講仕
法書。

54-4 179 5金融（近代） 白紙証書 田中巳之助 津田辰蔵 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-5 121 5金融（近代） 白紙証書 武部卯之助 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-6 139 5金融（近代） 白紙証書 嵐丑松 津田辰蔵 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-7 170 5金融（近代） 白紙証書 中川鶴吉 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
包紙裏、頼母子講仕
法書。

54-8 171 5金融（近代） 白紙証書 魚留久吉 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
包紙裏横帳断簡

54-9 96 5金融（近代） 白紙証書 大橋熊治郎 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-10 46 5金融（近代） 白紙証書 葛原悦治郎 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
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54-11 47 5金融（近代） 白紙証書 丑松他１名 津田辰蔵 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-12 50 5金融（近代） 白紙証書 手之平丑松他1
名

津田辰蔵 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-13 64 5金融（近代） 白紙証書 松上常吉 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-14 65 5金融（近代） 白紙証書 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-15 26 5金融（近代） 白紙証書 樫本亀吉 津田辰蔵 状 1 近代 封筒有り。証文文言
欠落。印紙・金額・印
判有り。

54-16 110 5金融（近代） 白紙証書 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-17 12 5金融（近代） 白紙証書 富田善七 津田辰蔵 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-18 13 5金融（近代） 白紙証書 橋野残吉 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。

54-19 223 5金融（近代） 白紙証書 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・印判有り。

54-20 237 5金融（近代） 白紙証書 玉村捨吉 状 1 近代 証文文言欠落。印
紙・金額・印判有り。
包紙裏横帳断簡
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55-1 89 5金融（近代） 包紙 加楽由松 その他 1 明治29.1.27 1896 上書「貸金三拾四
円」

55-2 220 5金融（近代） 包紙 その他 1 明治43.6 1910 上書「金拾円也　横
山梅」。裏は横帳断
簡

55-3 231 5金融（近代） 包紙 その他 1 大正2.9 1913 上書「金廿五円松浦
留吉」。裏は借用金
証券

55-4 226 5金融（近代） 包紙 その他 1 大正3.2.17 1914 上書「大橋熊次郎
貸」

55-5 107 5金融（近代） 包紙 田辺寅吉 その他 1 大正14.8 1925 上書「金九拾円貸」。
裏は横帳断簡

55-6 153 5金融（近代） 包紙 井上多三郎 その他 1 昭和2.3.23 1927 上書「五十弐円七十
銭」。元は贈答用白
砂糖袋

55-7 135 5金融（近代） 包紙 辻庄右衛門 その他 1 近代 上書「金弐拾円也」。
裏は物品書き入れ質
証券断簡（前欠）

55-8 169 5金融（近代） 包紙 橋野浅吉 その他 1 近代 上書「金五拾八円
也」。裏は頼母子講
仕法書

55-9 106 5金融（近代） 包紙 須佐美利太郎 その他 1 近代 上書「四十六円也」。
裏は横帳断簡
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56 167 5金融（近代） 印鑑証明願い・委任状綴り 須佐美利太郎
他3名

仮綴 1 大正8.4.24 1919 印鑑証明願・委任状
各4通分一綴。

57 210 5金融（近代） 公正証書 神戸地方裁判
所所属証人山
下文次郎

書冊 1 昭和3.6.23 1928 津田辰蔵、兵庫県農
工銀行より借り入れ
につき

58 77 5金融（近代） 月賦金通い帳 高田貞豊 津田辰蔵 横帳 1 昭和3.3 1928 昭和6年分まで

59 182 5金融（近代） 償還金受領書 (株)日本勧業銀
行尼崎出張所

津田辰蔵 状 1 昭和14.5.1 1939

60 66 5金融（近代） 金子勘定書き 状 1 近代

61 115 5金融（近代） 印紙貼用額覚え書き 状 1 近代

62 86 6不動産売買 屋敷跡地払い下げにつき証
書

兵庫県租税課 状 1 明治6.7 1873 摂州川辺郡大物村
秋田源次分

63 2 6不動産売買 新田売券証書 秋田源次郎他1
名

津田辰蔵 状 1 明治9.10.3 1876

64 31 6不動産売買 土地代金受け取りにつき別紙
証文

秋田源次郎他1
名

津田辰蔵 状 1 明治9.10.3 1876

65 232 6不動産売買 土地代金請取り証書 松本伊蔵 津田辰蔵 状 1 明治10.2.14 1877

66 127 6不動産売買 宅地譲り受けにつき約定書 中嶋吉五郎他3
名

津田辰蔵 状 1 明治17.2.10 1884
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67-1 34 6不動産売買 宅地建家売渡し確証 米倉信安 津田辰蔵 状 1 明治18.1.6 1885 目録番号68は関連
文書

67-2 1 6不動産売買 宅地建家売渡し確証 岡部辰之助他
代書人1名

津田辰蔵 状 1 明治18.10.23 1885

68 35 6不動産売買 宅地建家売渡しにつき別紙図
面

米倉信安 津田辰蔵 状 1 明治18.1.6 1885 目録番号67-1が本証
文

69-1 74 6不動産売買 地所売渡し確証 岡本徳蔵他2名 高田与兵衛 状 1 明治20.4.15 1887 川辺郡栗山村の地所

69-2 75 6不動産売買 地所売渡し確証 今井利介他代
書人1名

津田辰蔵 状 1 明治20.7.21 1887 尼崎築地町宅地

69-3 81 6不動産売買 地所売渡し確証 大石平助 津田辰蔵 仮綴 1 明治27.4.23 1894

69-4 79 6不動産売買 地所売渡し確証 高久広居 津田辰蔵 仮綴 1 明治27.4.25 1894

70 78 6不動産売買 未登記建物所有権保存登記
申請書

岸市松 伊丹区裁判所 仮綴 1 明治34.9.11 1901 明治37.3.8津田辰蔵
に権利移る

71 211 6不動産売買 不動産登記申請書 津田辰蔵 伊丹裁判所 仮綴 1 明治35.7.28 1902 土地売渡証・登記申
請書等6件合綴

72-1 195 6不動産売買 登記申請書 津田小三郎他1
名

伊丹区裁判所
尼崎出張所

仮綴 1 昭和12.4.6 1937

72-2 196 6不動産売買 登記申請書 津田小三郎他1
名

伊丹区裁判所
尼崎出張所

仮綴 1 昭和12.4.6 1937
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73 186 6不動産売買 家屋所有権移転の申告につ
き照会書

尼崎市役所 津田正太郎他1
名

状 2 昭和12.5.20 1937 宛先の他1名は津田
辰蔵相続人津田小
三郎

74 206 6不動産売買 不動産売り渡し証書 売主谷口治三
郎

買主津田正太
郎

書冊 1 昭和15.6.3 1940 抵当権設定につき登
記記事用紙2通あり

75 185 6不動産売買 不動産売買契約証書 売主津田正太
郎他1名

仮綴 1 昭和18.2.4 1943 差出しの他1名は買
主長縄芳男

76 189 6不動産売買 登記簿抄本 伊丹区裁判所
書記中井竜一

仮綴 1 昭和21.2.12 1946

77 213 6不動産売買 土地・土蔵代金受領書 上村文右衛門 津田正太郎 状 1 昭和24.12.19 1949 封筒有り。

78 208 6不動産売買 不動産登記権利証 東阪正春他1名 神戸司法事務
局尼崎出張所

仮綴 1 昭和24.4.9 1949 登記申請書も合綴

79 209 6不動産売買 抵当権設定金円借用証書 東阪正春他1名 津田正太郎 仮綴 1 昭和24.9.24 1949 登記申請書も合綴

80 207 6不動産売買 不動産登記に付白紙委任状 東阪正春 状 1 (昭和24)

81 93 7訴訟 幟売り渡しにつき確証 武田和助 津田辰蔵 状 1 明治15.1.25 1882 裁判にて示談の結果

82 234 7訴訟 訴訟費用請求書 弁護士平野出
張所

津田辰蔵 状 1 大正3.5.12 1914

83-1 97 7訴訟 訴訟取り下げ願い 津田辰蔵 神戸区裁判所 状 1 大正6.7.19 1917
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83-2 76-31 7訴訟 訴訟取り下げ願い 津田辰蔵 神戸区裁判所 状 1 大正6.7.19 1917 被告津久井房一　

84-1 76-33 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記横山憲光

津田辰蔵 状 1 大正3.3.29 1914

84-2 76-21 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記常清玉蔵

津田辰蔵 状 1 大正3.7.7 1914

84-3 76-12 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記福井賢寿

津田辰蔵 状 1 大正4.6.26 1915 封筒有り

84-4 76-7 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記福井賢寿

津田辰蔵 状 1 大正4.6.26 1915 封筒有り

84-5 76-13 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記福井賢寿

津田辰蔵 状 1 大正4.6.28 1915 封筒有り

84-6 76-17 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記森田叡三

津田辰蔵 状 1 大正5.1.19 1916 封筒有り

84-7 76-11 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記森田叡三

津田辰蔵 状 1 大正5.1.21 1916 封筒有り

84-8 76-1 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記森田叡三

津田辰蔵 状 1 大正5.1.22 1916 封筒有り

84-9 76-6 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記森田□□　
　

津田辰蔵 状 1 大正5.1.26 1916 封筒有り
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84-10 76-16 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
初期武内京松

津田辰蔵 状 1 大正5.4.26 1916 封筒有り

84-11 76-3 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
武内京松

津田辰蔵 状 1 (大正5.4.27) 1916 封筒有り

84-12 76-15 7訴訟 支払命令送達通知書 神戸区裁判所
書記武内京松

津田辰蔵 状 1 大正5.5.1 1916 封筒有り

84-13 76-18 7訴訟 支払命令送達通知書 伊丹区裁判所
書記青山令

津田辰蔵 状 1 大正8.4.10 1919

84-14 76-32 7訴訟 支払命令送達通知書 伊丹区裁判所
書記青山令

津田辰蔵 状 1 大正8.4.11 1919

84-15 76-27 7訴訟 支払命令送達通知書 伊丹区裁判所
書記久々知徹
明

津田辰蔵 状 1 昭和2.2.28 1927

84-16 76-26 7訴訟 支払命令送達通知書 伊丹区裁判所
書記久々知徹
明

津田辰蔵 状 1 昭和2.2.28 1927

85 187 7訴訟 文書作成代受領書 司法書士東浦
任

津田正太郎 状 1 昭和14.5.17 1939

86 76-30 7訴訟 支払命令書 伊丹区裁判所
判事田中貞吉

債権者津田辰
蔵他債務者1名

状 1 昭和2.2.24 1927

87 76-29 7訴訟 訴訟費用計算につき覚え書き 状 1 近代
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88 76-10 7訴訟 頼母子講銀支払い請求願い
却下につき決定書

神戸区裁判所
書記森田叡三

津田辰蔵他1名 状 1 大正5.1.14 1916 田上治郎への債権に
ついて。封筒有り

89 76-14 7訴訟 米売り掛け代金請求訴訟の判
決

神戸区裁判所
判事菅俣久助

原告津田辰蔵
他1名

状 1 大正5.2.28 1916 被告斎藤徳三郎。封
筒有り

90-1 76-25 7訴訟 封筒（訴訟書類郵便） 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正4.8.6) 1915 封筒のみ

90-2 76-2 7訴訟 封筒（訴訟書類書留郵便） 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 大正5.1.21 1916 封筒のみ

90-3 76-5 7訴訟 封筒（訴訟書類書留郵便） 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正5.1.22) 1916 封筒のみ

90-4 76-8 7訴訟 封筒（訴訟書類書留郵便） 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正5.5.16) 1916 封筒のみ。長宅卯之
松関係か

91-1 76-19 7訴訟 封筒 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正4.6.26) 1915 封筒のみ。

91-2 76-4 7訴訟 封筒 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正4.7.3) 1915 封筒のみ。

91-3 76-22 7訴訟 封筒 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正5.2.2) 1916 封筒のみ。

91-4 76-20 7訴訟 封筒 神戸区裁判所 津田辰蔵 その他 1 (大正6.7.7) 1917 封筒のみ。

91-5 76-24 7訴訟 封筒 すさミ 津田辰造 その他 1 近代 封筒のみ。

92 238 8経営 石油発動機使用廃止届け 津田辰蔵 兵庫県知事服
部一之

仮綴 1 大正3.12.14 1914
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93 15 8経営 米受け取り証簿 横帳 1 大正4.6.18 1915 大正4～5年分

94 160 8経営 貸店借り受け契約書 津田辰蔵 仮綴 1 大正12.1 1923 借受人署名無し

95 193 8経営 尼崎食料品小売商業組合出
資証券

尼崎食料品小
売商業組合理
事長松原菊松

津田正太郎 状 1 昭和17.1.14 1942 裏に昭和21.2.28尼
崎食料品小売統制
組合の仮証券添付

96 200 8経営 電力供給につき契約書 津田正太郎他1
名

状 1 昭和27.7.4 1952 (株)関西電力尼崎配
電局との契約

97 201 8経営 電気工事負担金請求書 (株)関西電力尼
崎配電局

津田正太郎 状 1 昭和27.7.10 1952

98 199 8経営 電気工事費領収書 (株)関西電力 津田正太郎 状 1 昭和27.7.18 1952

99 215 8経営 コンデンサー代領収書 (株)関西電力 津田正太郎 状 1 昭和27.7.31 1952

100 190 8経営 電気工事費請求書 (株)近畿電気工
事尼崎営業所

津田正太郎 状 1 昭和27.8.3 1952

101 188 8経営 精米麦機代請求書 広瀬商会 津田米穀店 状 1 昭和27.8.5 1952

103 203 8経営 身元保証書 保証人福井長
作

状 1 昭和28.3.2 1953 魚谷亮造身元につき

104 214 8経営 事業計画案 状 1 (昭和後期) 封筒有り。「鶴田氏Ａ
Ｃ工業社計画表」と
表題。
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105 88 8経営 帳面断簡 状 1 近代 米通い帳の一部か

106 240 9家・宗教 永代過去帖 浪華書肆南華
堂・文金堂

冊子 1 文政11.11 1828 天明五年正月朔日
死亡の釈浄忍を油屋
小兵衛開祖と記す書
き込み有り

107 111 9家・宗教 稲荷社神祠据え置き願書 地主寄付人津
田辰蔵他3名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治17.9 1884

109 181 9家・宗教 私信 下村鶴之助 津田正太郎 状 1 昭和27.12.12 1952 封筒有り。借用証も
同封

110 202 9家・宗教 臨時雇用契約書 (株)大谷重工尼
崎工場他2人

専務取締役大
谷竹次郎

状 1 昭和39.8.16 1964 封筒有り。労働者津
田光子

111 76-9 9家・宗教 果物代勘定書 八百鶴 状 1 近代 封筒有り。米崎万吉
住所覚書も同封。封
筒は神戸区裁判所か
らの郵便。

112 76-23 9家・宗教 封筒 貴布祢神社々
務所

津田辰蔵 その他 1 近代 封筒のみ

113 239 10雑 浄瑠璃「菅原伝授手習鑑　四
段目」床本

本□升武 冊子 1 欠年

114 85 10雑 明治二十七八年戦役（日清戦
争）紀念月日表

尼崎尋常高等
小学校

状 1 明治33.5.6 1900
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115 76-28 10雑 断簡 状 1 近代 田上次郎住所書き付
けの一部

116-1 16 10雑 水彩画 図 1 近代 女性像イラスト。「Ｍ．
Ｏ」の署名有り。

116-2 17 10雑 水彩画 図 1 近代 女性像イラスト。「典
正」の署名有り。

117 18 10雑 白紙・断簡 その他 1 欠年 一括
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