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善法寺農会文書目録

1 71 1支配・法令 小田村第十区区長決定通知
状

小田村長太田
照

山本三次郎 状 1 昭和5.1.14 1931 小田村役場の封筒
入り、「至急 善法寺
区長殿」と記載、請求
番号71～79紐一括、
請求番号35～79紐
一括

2 75 1支配・法令 兵庫県会議員選挙罰則違反
被告事件予審終結決定書謄
本

神戸地方裁判
所予審判事佐
藤平亮

仮綴 1 昭和6.12.26 1932 封筒入り、封筒は神
戸地方裁判所予審
掛→川辺郡小田村
善法寺78山本三次
郎宛、請求番号71～
79紐一括、請求番号
35～79紐一括

3-1 73-1 2土地関係 登記申請書（所有権移転） 善法寺村七拾
八番地山本三
次郎他2名

伊丹区才判所 仮綴 1 明治41.9.22 1908 請求番号73-1～73-
3封筒一括、「伊丹区
裁判所前司法代書
人坂戸佐太郎」の封
筒使用、71～79紐一
括、請求番号35～79
紐一括

3-2 73-2 2土地関係 登記申請書（土地分筆登記） 善法寺村七拾
八番地山本三
次郎他2名

伊丹区才判所
尼崎出張所

仮綴 1 明治41.10.3 1908 請求番号73-1～73-
3封筒一括、「伊丹区
裁判所前司法代書
人坂戸佐太郎」の封
筒使用、71～79紐一
括、請求番号35～79
紐一括
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3-3 73-3 2土地関係 登記申請書（地目変更） 善法寺村七拾
八番地山本三
次郎他2名

伊丹区才判所
尼崎出張所

仮綴 1 明治41.10.3 1908 請求番号73-1～73-
3封筒一括、「伊丹区
裁判所前司法代書
人坂戸佐太郎」の封
筒使用、71～79紐一
括、請求番号35～79
紐一括

4-1 77-1 2土地関係 動産物賃貸借契約証書正本 大阪地方裁判
所々属公証人
日比野迪吉

書冊 1 大正4.2.12 1915 請求番号77-1～77-
2袋一括、袋に「公正
証書」印、71～79紐
一括、請求番号35～
79紐一括

4-2 77-2 2土地関係 物件売渡証 豊能郡庄内村
大字庄本森本
馬之助

山本三次郎 仮綴 1 大正4.2.12 1915 請求番号77-1～77-
2袋一括、袋に「公正
証書」印、71～79紐
一括、請求番号35～
79紐一括

5-1 79-1 2土地関係 動産売買契約公正証書正本 神戸地方裁判
所所属山下文
次郎

仮綴 1 昭和5.11.29 1930 請求番号79-1～79-
2袋一括、71～79紐
一括、請求番号35～
79紐一括

5-2 79-2 2土地関係 賃貸借契約公正証書正本 神戸地方裁判
所所属山下文
次郎

仮綴 1 昭和5.11.29 1930 請求番号79-1～79-
2袋一括、71～79紐
一括、請求番号35～
79紐一括
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5-3 78-1 2土地関係 登記申請書（所有権保存） 小田村善法寺
九拾八番地石
部定次郎他1名

伊丹区裁判所
尼崎出張所

仮綴 1 昭和6.12.14 1931 請求番号78-1～78-
3封筒一括、尼崎市
東美園町38（尼崎庄
下停留所西南半丁）
公証人山下文次郎
役場の封筒使用、71
～79紐一括、請求番
号35～79紐一括

5-4 78-2 2土地関係 証書作成手数料計算書 神戸地方裁判
所々属公証人
山下文次郎

石部 状 3 昭和5.11.29 1930 請求番号78-1～78-
3封筒一括、尼崎市
東美園町38（尼崎庄
下停留所西南半丁）
公証人山下文次郎
役場の封筒使用、71
～79紐一括、請求番
号35～79紐一括

5-5 78-3 2土地関係 印鑑証明手数料領収証 小田村金庫 状 3 昭和5.11.29 1930 宛先は2点が石部定
次郎、1点は山本三
次郎、請請求番号
78-1～78-3封筒一
括、尼崎市東美園町
38（尼崎庄下停留所
西南半丁）公証人山
下文次郎役場の封
筒使用、71～79紐一
括、請求番号35～79
紐一括
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5-6 74-1 2土地関係 金銭消費貸借契約公正証書
正本

神戸地方裁判
所所属公証人
山下文次郎

仮綴 1 昭和5.11.29 1931 領収書綴じ込み、請
求番号74-1～74-2
袋一括、「尼崎登記
所前司法書士東浦
任事務所」の封筒使
用、71～79紐一括、
請求番号35～79紐
一括

5-7 74-2 2土地関係 不動産第壱番抵当権設定借
用金証書

小田村善法寺
九拾八番地債
務者石部定次
郎

小田村額田百
五拾弐番地債
権者今北ふさ

仮綴 1 昭和6.12.14 1932 領収書綴じ込み、請
求番号74-1～74-2
袋一括、「尼崎登記
所前司法書士東浦
任事務所」の封筒使
用、71～79紐一括、
請求番号35～79紐
一括

6-1 76-1 2土地関係 不動産第壱番抵当権設定金
圓借用証書

善法寺七拾八
番地債務者山
本三次郎

小田村梶ヶ島七
拾壱番地ノ壱債
権者井関繁次

仮綴 1 昭和8.5.30 1934 領収書綴じ込み、請
求番号76-1～76-4
袋一括、71～79紐一
括、請求番号35～79
紐一括

6-2 76-2-2 2土地関係 抵当物一部解除承諾請求書 小田村善法寺
債務者山本三
次郎他1名

株式会社兵庫
県農工銀行頭
取久米孝蔵

仮綴 1 昭和10.7.8 1936 請求番号76-2ﾎﾁｷｽ
（除去）にて一括、
76-1～76-4袋一括、
71～79紐一括、請求
番号35～79紐一括

6-3 76-2-1 2土地関係 抵当権抛棄証書 株式会社兵庫
県農工銀行取
締役頭取久米
孝蔵

山本三次郎 仮綴 1 昭和10.7.9 1936 請求番号76-2ﾎﾁｷｽ
（除去）にて一括、
76-1～76-4袋一括、
71～79紐一括、請求
番号35～79紐一括
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6-4 76-4 2土地関係 書記料領収証 神戸地方裁判
所所属司法書
士額田宗三郎

嘱託人山本三
次郎

状 1 昭和10.7.11 1936 請求番号76-1～76-
4袋一括、71～79紐
一括、請求番号35～
79紐一括

7-1 1 2土地関係 不動産表示変更登記申請書 尼崎市瓦宮弐
七弐番地小林
吉之介他1名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和34.8.7 1959 登記済受付印あり、
請求番号1～7封筒
一括、封筒に「善法
寺農会永久保存書
類八通」とあり

7-2 2 2土地関係 不動産表示変更登記申請書 尼崎市瓦宮弐
八壱番地大川
百太郎他1名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和34.8.7 1959 登記済受付印あり、
請求番号1～7封筒
一括

7-3 34 2土地関係 不動産表示変更登記申請書 尼崎市瓦宮弐
六六番地木村
健治他1名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和34.8.7 1959 登録済受付印あり、
請求番号14～34封
筒一括

8 31-1 2土地関係 善法寺地区道路改良用地一
覧

仮綴 1 (昭和46) (1971) 青焼き、請求番号15
～33封筒一括、請求
番号14～34封筒一
括

9 31-2 2土地関係 道路改良工事用地補償上積
一覧

状 1 昭和46.3.20 1971 青焼き、請求番号31-
2に挟込、請求番号
15～33封筒一括、請
求番号14～34封筒
一括
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10-1 25 2土地関係 登記簿謄本 仮綴 1 昭和53.5.8 1978 青焼き、尼崎市瓦宮
字人作、請求番号15
～33封筒一括、請求
番号14～34封筒一
括

10-2 27 2土地関係 登記簿謄本 仮綴 1 昭和53.6.15 1978 青焼き、請求番号15
～33封筒一括、請求
番号14～34封筒一
括

10-3 20 2土地関係 登記申請書（土地分筆登記） 尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ89番
地の1太田博史
他3名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和53.6.26 1978 青焼き、「申請前」の
書き込みあり、請求
番号29と同内容、請
求番号15～33封筒
一括、請求番号14～
34封筒一括

10-4 29 2土地関係 登記申請書（土地分筆登記） 尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ89番
地の1太田博史
他3名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和53.6.26 1978 青焼き、「申請前」の
書き込みあり、請求
番号20と同内容、請
求番号15～33封筒
一括、請求番号14～
34封筒一括

11 19 2土地関係 登記簿謄本 仮綴 1 昭和55.5.26 1980 青焼き、尼崎市善法
寺字壱ノ坪、請求番
号15～33封筒一括、
請求番号14～34封
筒一括
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12-1 22 2土地関係 登記申請書（土地地積更正登
記）

尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ89番
地の1太田博史
他3名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和55.7.22 1980 コピー、請求番号15
～33封筒一括、請求
番号14～34封筒一
括

12-2 21 2土地関係 登記申請書（土地分筆登記） 尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ89番
地の1太田博史
他3名

神戸地方法務
局尼崎支局

仮綴 1 昭和55.7.22 1980 コピー、請求番号15
～33封筒一括、請求
番号14～34封筒一
括

13 15 2土地関係 園田南荘苑区画平面図 竹志建築工務
設計事務所

図 1 昭和50年代 1975～
1984

青焼き、250分の1、
42.1×59.8㎝、請求
番号15～33封筒一
括、請求番号14～34
封筒一括

14 76-3 2土地関係 土地売渡分差引勘定書上げ 状 1 近代 請求番号76-1～76-
4袋一括、71～79紐
一括、請求番号35～
79紐一括

15 28 2土地関係 土地寄付申出書 尼崎市長 状 1 昭和 白紙、請求番号15～
33封筒一括、請求番
号14～34封筒一括

16 24 2土地関係 地積測量図 土地家屋調査
士吉元敦憲

状 1 昭和 青焼き、若王寺山本
静代所有地、請求番
号15～33封筒一括、
請求番号14～34封
筒一括
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17 32 2土地関係 現況測量図 林建築設計事
務所

図 1 昭和47.3.21 1972 請求番号12の複写
物、41.9×59.2㎝、請
求番号15～33封筒
一括、請求番号14～
34封筒一括

18-1 41 3村政・村況 昭和4年後半協議費割帳 善法寺村 横帳 1 昭和4.12.22 1929 請求番号35～79紐
一括

18-2 47 3村政・村況 昭和5年前半期協議費割帳 善法寺村 横帳 1 昭和5.8.10 1930 請求番号35～79紐
一括

18-3 48 3村政・村況 昭和5年後半協議費割帳 善法寺村 横帳 1 昭和5.12.19 1930 請求番号35～79紐
一括

19 61 3村政・村況 昭和5年度威銃費帳 善法寺 横帳 1 昭和5.12.21 1930 請求番号35～79紐
一括

20 54 3村政・村況 駐在所大修繕割帳 善法寺 横帳 1 昭和6.5.27 1931 虫損、請求番号35～
79紐一括

21 50 3村政・村況 螟虫被害茎買上金交付内訳
帳

善法寺 横帳 1 昭和6.11.25 1931 請求番号35～79紐
一括

22 35 3村政・村況 床屋北脇末吉氏慰労金割帳 善法寺 横帳 1 昭和16.11 1941 裏表紙欠損、請求番
号35～79紐一括

23 67 3村政・村況 消防喞筒目録及び消防組人
名書上げ

仮綴 1 (大正～昭和初
期)

綴はずれ、請求番号
35～79紐一括
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24-1 37 3村政・村況 村方諸入用書上げ 状 1 (昭和) 「水廻り溝敷料」「雀ヲ
イ賃」ほか、請求番号
35～79紐一括

24-2 60 3村政・村況 村方諸入用覚え 状 1 (昭和) 虫損、水利費・神官
俸給ほか書上げ、請
求番号35～79紐一
括

24-3 68 3村政・村況 村方諸入用費割書上げ断簡 状 1 近代 明治44年喞筒木延
代・大正元年燭蝋
代・昭和2年長灯燈
代ほか、綴じはず
れ、請求番号35～79
紐一括

25-1 40-1 4水利費 昭和4年度前後半水利費見込
割帳

善法寺 横帳 1 昭和4.8.13 1929 請求番号35～79紐
一括

25-2 40-2 4水利費 昭和4年度水利割費書附 状 1 昭和4.12.19 1929 請求番号40-1に括り
付け

25-3 39 4水利費 昭和4年度字黒併用水割帳 善法寺 横帳 1 昭和4.12.22 1929 請求番号35～79紐
一括

25-4 46-1 4水利費 昭和5年度前半水利費割帳 善法寺 横帳 1 昭和5.8.10 1930 請求番号35～79紐
一括

25-5 45-1 4水利費 昭和5年度後半水利費割帳 善法寺村 横帳 1 昭和5.12.19 1930 請求番号35～79紐
一括

－9－

尼崎市立地域研究史料館作成
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

善法寺農会文書目録

25-6 38-1 4水利費 昭和5年度字黒併用水割帳 善法寺 横帳 1 昭和5.12.19 1930 請求番号35～79紐
一括

25-7 44-1 4水利費 昭和6年度前半水利費割帳 善法寺村 横帳 1 昭和6.8.9 1931 請求番号35～79紐
一括

26-1 58-3 4水利費 用水道敷地見取図 図 1 昭和4.5.6 1929 26.9×75.0㎝、請求
番号58-1～58-3紐
一綴、請求番号35～
79紐一括

26-2 58-2 4水利費 用水道敷地料及人足割帳 善法寺村 横帳 1 昭和5.1.23 1931 請求番号58-1～58-
3紐一綴、請求番号
35～79紐一括

26-3 42 4水利費 内田用水番人足控帳 善法寺村 横帳 1 昭和5.1.23 1930 請求番号35～79紐
一括

26-4 58-1 4水利費 番水人足賃金書上げおよび
水カキ水廻り人夫役書上げ

状 1 (昭和5) (1931) 番水人足書上げ8月
29日～9月11日、水
カキ水廻り人夫役書
上げ6月25日夜～8
月28日まで、請求番
号58-1～58-3紐一
綴、請求番号35～79
紐一括

27-1 46-2 4水利費 水利費支払い願い 善法寺村 状 1 （昭和）5.8.6 1930 請求番号46-2に括り
付け
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27-2 38-2 4水利費 請求書 兵庫県川辺郡
園田村上坂部
農具建築金物
谷口芳松

三木 状 1 (昭和5).8.18 （1930） ネジ代、請求番号
38-1に挟み込み

27-3 45-2 4水利費 灌漑費支払い願い 二ヶ村立会 善法寺村 状 1 昭和戦前
期.12.13

請求番号45-1に括り
付け

27-4 44-2-1 4水利費 善法寺掛り水利費書付 状 1 昭和戦前期 請求番号44-1に括り
付け

27-5 44-2-2 4水利費 代金書付 生仙 状 1 昭和戦前期 請求番号44-2に巻込
み

28 14 5農会・水利組合 収支証憑書（農会費・鑿泉費・
籾摺費）

善法寺部落農
会

書冊 1 昭和26 1951 請求番号14～34封
筒一括、封筒に「浜
口建材売買関係書
類」「瓦宮三井田小
中島五ノ坪売買関係
書類」「善法寺地区
道路改良関係書類」
とあり

29 7 5農会・水利組合 善法寺農会永久保存綴 善法寺農会 仮綴 1 昭和32～58 1957～
1983

主に水路敷関係の書
類、契約書・保証書・
誓約書・青焼き図ほ
か、仮綴一括、請求
番号1～7封筒一括

30 26-2 5農会・水利組合 尼崎市善法寺字一ノ坪実測
図

株式会社中井
總組一級建築
事務所

図 1 昭和46.12.10 1971 青焼き、請求番号26-
1と合綴、請求番号15
～33封筒一括、請求
番号14～34封筒一
括
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31 26-1 5農会・水利組合 善法寺共有地と梶本正所有
地との境界線決定に関する覚
書

善法寺共有地
代表太田正一
他3名

状 1 昭和46.12.29 1971 請求番号26-2と合
綴、請求番号15～33
封筒一括、請求番号
14～34封筒一括

32 12 5農会・水利組合 現況測量図 林建築設計事
務所

図 1 昭和47.3.21 1972 台紙に仮綴、封筒入
り、42.0×59.3㎝、請
求番号9～13封筒一
括

33 5 5農会・水利組合 屎尿浄化槽設置関係書類綴 仮綴 1 昭和47.11.1 1972 「水利組合用」と記載
あり、概要書・委任
状・誓約書・青焼き図
ほか、仮綴一括、請
求番号1～7封筒一

34 6 5農会・水利組合 水路敷の清掃につき通知書 兵庫県西宮土
木事務所道路
補修課長中西
光雄

善法寺水利組
合

仮綴 1 昭和50.3.13 1975 請求番号1～7封筒
一括

35 4 5農会・水利組合 屎尿浄化槽設置関係書類綴 仮綴 1 昭和50.7 1975 届出書・委任状・誓
約書・同意書・青焼き
図ほか、仮綴一括、
請求番号1～7封筒
一括

36 9 5農会・水利組合 水路測量図面 みのや工務所
由良一男

図 1 昭和52.2.16測
量

1977 尼崎市瓦宮字三井
田133番31、青焼き、
36.4×51.7㎝、請求
番号9～13封筒一括
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37 18 5農会・水利組合 水路の統合整備につき同意
書

尼崎市瓦宮水
利委員小林吉
之介他10名

尼崎市長篠田
隆義

仮綴 1 昭和53.1 1978 青焼き図付き、請求
番号15～33封筒一
括、請求番号14～34
封筒一括

38 10 5農会・水利組合 園田荘苑建築物件排水関係
書類

仮綴 1 昭和54 1979 図・同意書ほか、請
求番号9～13封筒一
括

39 11 5農会・水利組合 瓦宮仁毛人作現況平面図 図 1 昭和後期 断面図付き、
66.1×92.3㎝、請求
番号9～13封筒一括

40 23 5農会・水利組合 善法寺地区土地取引額書上
げ

仮綴 10 昭和 クリップで一括、請求
番号15～33封筒一
括、請求番号14～34
封筒一括

41-1 70-1-1 6信仰 氏神社殿屋根替および修繕・
消防器具納置屋新築録

川辺郡小田村ノ
内善法寺村

横帳 1 明治43.5.2 1910 請求番号70-1～70-
2合綴、70-1-2～70-
1-26結付、請求番号
35～79紐一括

41-2 70-1-19 6信仰 請求書 摂津国尼崎町
旧城郭内飯井
材木店

山本 状 1 明治43.3.10 1910 宛先は「山形」と訂
正、70-1-1に結付

41-3 70-1-18 6信仰 領収証 柏原商店 善法寺村 状 1 明治43.5.3 1910 70-1-1に結付

41-4 70-1-17 6信仰 受取証 瓦音 善法寺村方 状 1 明治43.5.3 1910 瓦音…曽根忠か、
70-1-1に結付
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41-5 70-1-9 6信仰 請求書 摂津尼崎町大
道筋金物商赤
松商店

善法寺村方 状 1 （明治43
頃）.4.16

赤針金・鋼丁番代ほ
か、70-1-1に結付

41-6 70-1-15 6信仰 請求書 瓦音 村方 状 1 （明治43）.4.18 （1910） 瓦代、瓦音…曽根忠
か、70-1-1に結付

41-7 70-1-6 6信仰 請求書 石浅 村方 状 1 （明治43
頃）.5.3

（1910） 石代ほか、石浅…西
川石工阪本浅次郎、
70-1-1に結付

41-8 70-1-20 6信仰 受取証 辻利 善法寺村方 状 1 （明治43
頃）.5.3

（1910） 辻利…長洲辻利三
郎、70-1-1に結付

41-9 70-1-5 6信仰 請求書 石浅 村方 状 1 （明治43
頃）.5.6

（1910） 手間賃ほか、石浅…
西川石工阪本浅次
郎、70-1-1に結付

41-10 70-1-21 6信仰 受取証 石浅 村方 状 1 （明治43
頃）.5.6

（1910） 石浅…西川石工阪
本浅次郎、70-1-1に
結付

41-11 70-1-4 6信仰 請求書 柏原 善法寺村 状 1 （明治43頃） （1910） 釘代、柏原…神崎柏
原久吉、70-1-1に結
付

41-12 70-1-2 6信仰 請求書 森寅 村方 状 1 （明治43頃） （1910） やねふき・石灰代ほ
か、森寅…森村左官
寅吉、70-1-1に結付

41-13 70-1-14 6信仰 請求書 小中島鍛冶譲 善法寺 状 1 （明治43頃） （1910） かすがい代、70-1-1
に結付
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41-14 70-1-16 6信仰 請求書 瓦音 村方 状 1 （明治43） （1910） 瓦代、瓦音…曽根忠
か、70-1-1に結付

41-15 70-1-22 6信仰 受取証 松風寅吉 状 1 （明治43頃） （1910） 「表面金額五月八日
払済」、松風寅吉＝
森寅、70-1-1に結付

41-16 70-1-13 6信仰 請求書 利倉村大音 善法寺村方 状 1 （明治43頃） （1910） 工賃・釘代、大音…
大工森田音吉、70-
1-1に結付

41-17 70-1-3 6信仰 請求書 加島生島 善法寺村 状 1 明治44.1.28 1911 ハト板代ほか、加島
生島…材木商、70-
1-1に結付

41-18 70-1-26 6信仰 金銭支払い書上げ 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

41-19 70-1-12 6信仰 村方人足書付 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

41-20 70-1-11 6信仰 村方日役人足ほか書付 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

41-21 70-1-10 6信仰 土持ほか人足書上げ 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

41-22 70-1-8 6信仰 買物控えほか書付 状 1 （明治後期～
大正初期）

焼き物・青のりほか、
金銭受け取り覚えあ
り、70-1-1に結付
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41-23 70-1-7 6信仰 買物控え 状 1 （明治後期～
大正初期）

青のり・巻ゆばほか、
70-1-1に結付

41-24 70-1-23 6信仰 金銭支払い書上げ 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

41-25 70-1-24 6信仰 金銭出納書上げ 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

41-26 70-1-25 6信仰 金銭出納書上げ 状 1 （明治後期～
大正初期）

70-1-1に結付

42-1 70-2-1 6信仰 圓融寺本堂修繕寄付および
消防喞筒水吐管新購費寄付
金録

善法寺村 横帳 1 明治44.1.24 1911 虫損、請求番号70-1
～70-2合綴、結付文
書あり、請求番号70-
2-2～70-2-6結付、
請求番号35～79紐
一括

42-2 70-2-4 6信仰 請求書 豊能郡南豊嶋
村大字利倉大
工業森田音吉

善法寺村寺惣
代

状 1 明治44.1.25 1911 寺普請請負代金、仮
請求書付き、請求番
号70-2-1に結付

42-3 70-2-3 6信仰 納品書 浪速喞筒商会 山形茂一郎 状 1 明治44.3.25 1911 布ホース、請求番号
70-2-1に結付

42-4 70-2-2 6信仰 領収証 大阪市西区阿
波座上通3丁目
浪速喞筒商会

山形茂一郎 状 1 明治44.3.25 1911 収入印紙あり、請求
番号70-2-1に結付

42-5 70-2-5 6信仰 領収証 森田音吉 状 1 （明治44頃） （1911） 請求番号70-2-1に結
付
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42-6 70-2-6 6信仰 領収証 武田医院 秦 状 1 明治45.1.24 1912 請求番号70-2-1に結
付

43-1 51 6信仰 昭和3年村座諸入費帳 寺行司仲野佐
市郎他3名

横帳 1 昭和3.4.2 1928 「法要施行」、請求番
号35～79紐一括

43-2 69 6信仰 昭和7年村座諸入費帳 寺行司仲野佐
市郎他3名

横帳 1 昭和7.3.11 1933 虫損、請求番号35～
79紐一括

44 36 6信仰 大谷講・燈明講両座村方講勤
諸費入用帳

寺年番当家寺
田伊一郎他3名

横帳 1 昭和4.3.30 1929 請求番号35～79紐
一括

45-1 52 6信仰 圓融寺住職葬式役割帳 横帳 1 昭和5.3.12 1930 「昭和五年三月拾弐
日午前七時往生」
「円融寺住職秦晃城
行年四拾六才」、請
求番号35～79紐一
括

45-2 49 6信仰 圓融寺住職葬式入費割帳 横帳 1 昭和5.3.15 1930 「円融寺住職秦晃城
行年四拾六才」、請
求番号35～79紐一
括

46-1 43 6信仰 昭和5年度神職俸給・皇典講
究所費及び関東豆相震災義
捐金集金割帳

白井神社善法
寺氏子中

横帳 1 昭和5.12.19 1930 請求番号35～79紐
一括

46-2 64 6信仰 昭和5年度神職俸給・皇典講
究所費および関東豆相震災
義捐金集金割帳

善法寺白井神
社氏子中

横帳 1 昭和5.12.20 1931 請求番号35～79紐
一括
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46-3 59 6信仰 昭和6年度神職年俸・皇典講
究所費帳

善法寺 横帳 1 昭和6.12.25 1932 請求番号35～79紐
一括

47 62 6信仰 円融寺月掛割帳 善法寺 横帳 1 昭和5.1.10 1931 請求番号35～79紐
一括

48 63 6信仰 圓融寺本堂普請費追加割帳 横帳 1 昭和5.1.23 1931 請求番号35～79紐
一括

49 56 6信仰 説報休みおよび在寺日につき
通知状

圓融寺 善法寺区長肝
入山本

状 1 (昭和) 虫損、請求番号35～
79紐一括

50 55 6信仰 金拾円寄付につき礼状 多田神社々司
福本賀光他1名

善法寺 状 1 昭和6.11.2 1931 封筒入り、請求番号
35～79紐一括

51 53 6信仰 悔帳 横帳 1 昭和8.3.10 1933 虫損、請求番号35～
79紐一括

52 65 6信仰 焼香帳 横帳 1 (昭和) 虫損、請求番号35～
79紐一括

53 66 6信仰 香典包紙 包紙・封 36 近代 こより一括、請求番号
35～79紐一括

54 8-22-2 7新幹線敷設関係 山陽新幹線公害に関する申
入書につき回答書ほか

山陽新幹線工
事局次長吉村
恒

尼崎市善法寺
町会長太田正
一

仮綴 1 昭和44 1969 封筒あり（封筒記載
の差出は、山陽新幹
線工事局西村）、請
求番号8-22-2～8-
22-7袋一括、請求番
号8-1～8-23封筒一
括
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55 8-6-1 7新幹線敷設関係 新幹線および側道建設用地
買収協議につき通知状

大阪新幹線工
事局用地第一
課第3係

太田正一他2名 仮綴 1 昭和45.7.13 1970 請求番号8-6-1～8-
6-2虫ﾋﾟﾝ一括、請求
番号8-1～8-23封筒
一括

56 8-13 7新幹線敷設関係 新幹線側道整備および排水
溝清掃の確認につき念書

三井建設株式
会社山陽新幹
線善法寺作業
所所長斉藤利
行

善法寺地区会
長安田正二

状 1 昭和46.1.30 1971 封筒入り、請求番号
8-1～8-23封筒一括

57-1 8-5-1 7新幹線敷設関係 損失補償承諾書 尼崎市善法寺
字神田151番地
安田正二

日本国有鉄道 仮綴 1 昭和46.3.1 1971 青焼き、請求番号8-
5-1～8-5-3ﾎｯﾁｷｽ
（除去）一括、請求番
号8-1～8-23封筒一
括

57-2 8-5-2 7新幹線敷設関係 立木撤去届 尼崎市善法寺
字神田151安田
正二

日本国有鉄道 仮綴 1 昭和46.3.10 1971 青焼き、請求番号8-
5-1～8-5-3ﾎｯﾁｷｽ
（除去）一括、請求番
号8-1～8-23封筒一
括

57-3 8-5-3 7新幹線敷設関係 補償金請求書 尼崎市善法寺
字神田151番地
安田正二

日本国有鉄道 仮綴 1 昭和46.3.11 1971 青焼き、請求番号8-
5-1～8-5-3ﾎｯﾁｷｽ
（除去）一括、請求番
号8-1～8-23封筒一
括
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58-1 8-22-6 7新幹線敷設関係 善法寺貯水池改良補償工事
施工につき覚書

(甲)善法寺農会
長安田正二(乙)
三井建設株式
会社大阪支店
常務取締役支
店長竹内慶久
(丙)尼崎工事区
長西村治作

状 1 昭和46.5.1 1971 請求番号8-22-2～
8-22-7袋一括、請求
番号8-1～8-23封筒
一括

58-2 8-22-7 7新幹線敷設関係 工事請負契約書 注文者善法寺
農会長安田正
二他保証人等2
名

状 1 昭和46.5.1 1971 請求番号8-22-2～
8-22-7袋一括、請求
番号8-1～8-23封筒
一括

59 8-7 7新幹線敷設関係 個人共有地土地使用承諾書 尼崎市長篠田
隆義

仮綴 1 昭和46.6 1971 青焼き、請求番号8-1
～8-23封筒一括

60 8-16-2 7新幹線敷設関係 郵政歳入金領収書（収入印紙
代）

状 1 昭和46.10.4 1971 年月日は領収印よ
り、領収印に「兵庫・
尼崎市役所内」とあ
り、請求番号8-16-1・
8-16-2封筒一括、請
求番号8-1～8-23封
筒一括

61-1 8-22-1 7新幹線敷設関係 善法寺部落有地の護岸工等
につき通知書

日本国有鉄道
大阪新幹線工
事局用地次長
日比十一

尼崎市善法寺
農会会長安田
正二

仮綴 1 (昭和46.5) (1971) 請求番号8-1～8-23
封筒一括

61-2 8-18 7新幹線敷設関係 善法寺用水池護岸工等設計
図

図 1 (昭和46) (1971) 36.3×55.4㎝、請求
番号8-1～8-23封筒
一括
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61-3 8-22-5 7新幹線敷設関係 善法寺共有地の護岸工につ
き通知書

大阪新幹線工
事局日比次長

尼崎市善法寺
農会会長安田
正二

状 1 (昭和46) (1971) 請求番号8-22-2～
8-22-7袋一括、請求
番号8-1～8-23封筒
一括

62 8-16-1 7新幹線敷設関係 売買地・代金他明細書上げ 状 1 （昭和46） （1971） 請求番号8-16-1・8-
16-2封筒一括、請求
番号8-1～8-23封筒
一括

63 8-8 7新幹線敷設関係 特定公共事業用資産の買取り
等の申出証明書

状 3 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-1～8-23
封筒一括

64 8-17 7新幹線敷設関係 土地売買契約書 (甲)尼崎市長篠
田隆義(乙)太田
正一他2名

仮綴 1 昭和47.2.25 1972 郵政歳入金領収書
（収入印紙代・領収
印は47.3.30）付き、
封筒入り、請求番号
8-1～8-23封筒一括

65 8-14 7新幹線敷設関係 土地清算願 尼崎市次屋字
東川田309梶本
正

善法寺代表太
田正一他1名

仮綴 1 昭和47.3.17 1972 青焼き資料付き、封
筒入り、請求番号8-1
～8-23封筒一括

66 8-22-4 7新幹線敷設関係 善法寺池平面図 図 1 昭和46.1.19実
測

1974 縮尺200分の1、
44.0×81.4㎝、請求
番号8-22-2～8-22-7
袋一括、請求番号8-
1～8-23封筒一括

67 8-22-3 7新幹線敷設関係 県道西宮豊中線尼崎市小中
島地区交通事故防止対策工
事設計図

兵庫県 図 1 昭和49 1974 34.5×49.6㎝、請求
番号8-22-2～8-22-7
袋一括、請求番号8-
1～8-23封筒一括
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68 13 7新幹線敷設関係 登記嘱託書類および土地代
金関係書類綴

仮綴 1 昭和46 1971 控え、請求番号9～
13封筒一括

69-1 8-4 7新幹線敷設関係 日本国有鉄道より受領する土
地代金領収に関する一切の
件につき委任状

尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ81番
地寺田勝彦

状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-1～8-23
封筒一括

69-2 8-11 7新幹線敷設関係 日本国有鉄道より受領する土
地代金領収に関する一切の
件につき委任状

尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ87番
地仲野幸雄

状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-1～8-23
封筒一括

69-3 8-15-3 7新幹線敷設関係 日本国有鉄道より受領する土
地代金及び補償金の請求・領
収に関する一切の件につき委
任状

尼崎市善法寺
農会会長安田
正二

状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-15-1～
8-15-4封筒一括、請
求番号8-1～8-23封
筒一括

69-4 8-1 7新幹線敷設関係 日本国有鉄道より受領する土
地代金領収に関する一切の
件につき委任状

尼崎市善法寺
字西ﾏｻｼ89番
地の1太田正一

状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-1～8-23
封筒一括

70-1 8-9 7新幹線敷設関係 特定公共事業用資産の買取り
等の証明書

状 3 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-1～8-23
封筒一括

70-2 8-15-1 7新幹線敷設関係 特定公共事業用資産の買取り
等の申出証明書

状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-15-1～
8-15-4封筒一括、請
求番号8-1～8-23封
筒一括

70-3 8-15-2 7新幹線敷設関係 特定公共事業用資産の買取り
等の証明書

状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-15-1～
8-15-4封筒一括、請
求番号8-1～8-23封
筒一括
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71 8-15-4 7新幹線敷設関係 補償金請求書 尼崎市善法寺
農会会長安田
正二

日本国有鉄道 状 1 昭和40年代 1965～
1974

請求番号8-15-1～
8-15-4封筒一括、請
求番号8-1～8-23封
筒一括

72 8-6-2 7新幹線敷設関係 善法寺字壱ノ坪地積測量図 仮綴 1 昭和40年代 1965～
1974

25.9×36.2㎝、請求
番号8-6-1～8-6-2
虫ﾋﾟﾝ一括、請求番
号8-1～8-23封筒一
括

73 8-3 7新幹線敷設関係 山陽新幹線線路増設工事起
工承諾書

善法寺農会会
長安田正二

日本国有鉄道 状 3 昭和40年代 1965～
1974

うち1点青焼き、2点コ
ピー、請求番号8-1
～8-23封筒一括

74 8-19 7新幹線敷設関係 土地所有者書上げ 状 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

請求番号8-1～8-23
封筒一括

75 8-2 7新幹線敷設関係 追記事項 状 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

請求番号8-1～8-23
封筒一括

76 8-20 7新幹線敷設関係 所有地売却関係書類綴 仮綴 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

土地売渡証書・土地
代金請求書3点・承
諾書・証明書、青焼
き、請求番号8-1～8-
23封筒一括

77 3 7新幹線敷設関係 山陽新幹線尼崎地区交通安
全対策図

図 1 （昭和40年代） (1965～
1974)

昭和43.3発行2500分
の1縮小の尼崎都市
計画図に書き込み、
青焼き、109.0×79.5
㎝、請求番号1～7封
筒一括
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78 8-12 7新幹線敷設関係 水路迂回路線・水管橋図 図 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

青焼き地図に書き込
み、59.0×83.0㎝、請
求番号8-1～8-23封
筒一括

79 8-10 7新幹線敷設関係 貯金残高証明願 尼崎市小田農
業協同組合組
合長理事池田
徳誠

状 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

請求番号8-1～8-23
封筒一括

80 8-21 7新幹線敷設関係 損失補償承諾書および補償
金請求書

尼崎市善法寺
字神田151番地
安田正二

日本国有鉄道 仮綴 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

青焼き、請求番号8-1
～8-23封筒一括

81 8-23 7新幹線敷設関係 封筒 封筒 1 (昭和40年代) (1965～
1974)

中身無し、「善法寺一
ノ坪九番三三，一二
三平方米（約一〇，
〇八）売上代金領収
書」とあり、請求番号
8-1～8-23封筒一括

82-1 30 8各種証明 住民票抄本 状 1 昭和55.5.27 1980 請求番号15～33封
筒一括、請求番号14
～34封筒一括

82-2 16 8各種証明 住民票抄本 状 10 昭和55.5.27 1980 請求番号15～33封
筒一括、請求番号14
～34封筒一括

82-3 17 8各種証明 印鑑登録証明書 兵庫県尼崎市
長野草平十郎

状 3 昭和55.5 1980 請求番号15～33封
筒一括、請求番号14
～34封筒一括
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83-1 72 9その他 封筒 尼崎登記所前
東浦任代書事
務所

封筒 1 近代 中身無し、請求番号
71～79紐一括、請求
番号35～79紐一括

83-2 57 9その他 封筒 山本三次郎 封筒 1 近代 小田村役場の封筒、
中身無し、請求番号
35～79紐一括

83-3 33 9その他 封筒 尼崎地区農地
委員会

封筒 1 昭和戦後期 中身無し、「自作農創
設特別措置法による
登記済証書在中」、
鉛筆で「善法寺農会
所有池」とあり、請求
番号15～33封筒一
括、請求番号14～34
封筒一括
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