
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

常吉部落有文書（２）目録

1 4 1土地・貢租（近世） 常吉村新田新畑御改帳 常吉村年寄清
右衛門他１名

奉行所 書冊 1 天保15.7 1844

2 162 1土地・貢租（近世） 常吉村本田新田新畑高名寄
帳

横帳 1 安政4.12.吉 1857

3-1 85 2土地・貢租（近代） 常吉村御検地帳家別名寄帳 武庫村戸長高
寺清八

書冊 1 明治5.9 1872

3-2 88 2土地・貢租（近代） 新田名寄巨細書調帳 常吉村 書冊 1 明治6.5 1873

3-3 84 2土地・貢租（近代） 新畑名寄巨細書調帳 常吉村 書冊 1 明治6.5 1873

3-4 82 2土地・貢租（近代） 改正田畑宅地村中名寄帳 兵庫県第８区常
吉村

書冊 1 明治10.9 1877

3-5 86 2土地・貢租（近代） 土地所有者名寄帳 常吉村 書冊 1 明治27.8 1894

3-6 81 2土地・貢租（近代） 地租名寄帳 常吉区長 書冊 1 大正11 1922

3-7 80 2土地・貢租（近代） 地租名寄帳 武庫村常吉 書冊 1 昭和戦前期

4-1 132-1 2土地・貢租（近代） 申免状（検見分） 兵庫県令神田
孝平

常吉村 状 1 明治6.5 1873

4-2 132-2 2土地・貢租（近代） 申免状（定免据置分） 兵庫県令神田
孝平

常吉村 状 1 明治6.5 1873
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4-3 133-1 2土地・貢租（近代） 酉免状（検見分） 兵庫県令神田
孝平

常吉村 状 1 明治7.5 1874

4-4 133-2 2土地・貢租（近代） 酉免状（定免据置分） 兵庫県令神田
孝平

常吉村 状 1 明治7.5 1874

5-1 16 2土地・貢租（近代） 新規定免願 写書 常吉村戸長桜
井又次他１名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.4 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

5-2 15 2土地・貢租（近代） 定免願 常吉村戸長桜
井又治他１名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.6 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

5-3 79 2土地・貢租（近代） 定免願 常吉村戸長桜
井又次

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治8.3.12 1875 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

6-1 94 2土地・貢租（近代） 地租徴収簿 常吉村 書冊 1 明治14 1881

6-2 95 2土地・貢租（近代） 地租台帳 常吉村 書冊 1 明治27.8 1894

7 93 2土地・貢租（近代） 新田新畑小前取調帳の写し 常吉村 書冊 1 明治5.8 1872

8 92 2土地・貢租（近代） 地券証内訳控帳 常吉村 書冊 1 明治6.9 1873
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9 17 2土地・貢租（近代） 常吉村田方作毛位階内見帳
写

常吉村戸長桜
井又治他２名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.10 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

10 14 2土地・貢租（近代） 常吉村田畑合計帳 摂州武庫郡常
吉村

仮綴 1 （明治6） 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

11 18 2土地・貢租（近代） 精算済地位等級取調県庁差
上の写し

常吉村 書冊 1 （明治6） 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

12-1 50 2土地・貢租（近代） 地籍取調帳 常吉村戸長桜
井又次

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治8.2.25 1875 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

12-2 72 2土地・貢租（近代） 地籍官民区別書上帳 常吉村戸長桜
井又次

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治8.2.29 1875 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

13 87 2土地・貢租（近代） 地租改正現歩取調ならびに収
穫米代価取調帳

常吉村 書冊 1 明治8.10 1875

14 67 2土地・貢租（近代） 検見につき願い 常吉村戸長田
口正平

兵庫県権令盛
岡昌純他１名

状 1 明治9.9.26 1876 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。
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15 63 2土地・貢租（近代） 地租改正につき再検分願書 常吉村戸長桜
井又次他３名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治9.3.23 1876 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

16 83 2土地・貢租（近代） 畑方改正一筆整調帳 常吉村 書冊 1 明治10.7 1877

17-1 62 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

常吉村戸長田
口正平他５名

兵庫県権令森
岡昌純

書冊 1 明治10.1.10 1877 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

17-2 61 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

常吉村戸長田
口正平他１名

兵庫県権令森
岡昌純

状 1 明治10.3.29 1877 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

17-3 60 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

常吉村戸長田
口正平他５名

兵庫県権令森
岡昌純

仮綴 1 明治10.4 1877 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

17-4 64 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

桜井利作他４名 兵庫県権令森
岡昌純

書冊 1 明治10.5.14 1877 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

17-5 69 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

常吉村戸長田
口正平他４名

兵庫県権令森
岡昌純

書冊 1 明治10.5.14 1877 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

17-6 68 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

常吉村戸長田
口正平他４名

兵庫県令森岡
昌純

書冊 1 明治10.5.16 1877 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。
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17-7 59 2土地・貢租（近代） 明治９年租税未納金につき嘆
願書

常吉村戸長田
口正平他５名

兵庫県権令森
岡昌純

仮綴 1 明治10 1877 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

17-8 74 2土地・貢租（近代） 明治８年増税未納金年賦嘆願
書

常吉村戸長桜
井又治他３名

兵庫県令森岡
昌純

書冊 2 明治13.5.31 1880 同一文書。請求番号
66～79袋一括。袋に
「明治 諸綴(二）」。

17-9 75 2土地・貢租（近代） 明治８年増税未納金年賦嘆願
書写し

常吉村戸長桜
井又治他３名

兵庫県令森岡
昌純

書冊 1 明治13.6.9 1880 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

18 159 2土地・貢租（近代） 明治11年作物尋問帳 横帳 1 明治11 1878

19 54 2土地・貢租（近代） 本年常吉村収穫高見積り 常吉村戸長田
口正平

区長松本織之
介

状 1 明治11.11.30 1878 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

20-1 41 2土地・貢租（近代） 常吉村字宮地の区域調べ 桜井氏 横帳 1 明治12.12 1879 挟み込み文書あり。
請求番号41～44袋
一括。袋に「明治26
年？ 開墾成功届と
一対 開墾成功届書
類 桜井又治」。

20-2 42 2土地・貢租（近代） 常吉村字宮地の反別調べ 横帳 1 明治前期 一部破損。請求番号
41～44袋一括。袋に
「明治26年？ 開墾
成功届と一対 開墾
成功届書類 桜井又
治」。
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20-3 44 2土地・貢租（近代） 字宮地の開墾成功届書類入 常吉村主事桜
井又治

袋 1 明治前期 請求番号41～43が
入っていたと思われ
る。破損。請求番号
41～44袋一括。袋に
「明治26年？ 開墾
成功届と一対 開墾
成功届書類 桜井又

21 34 2土地・貢租（近代） 地租改正民費取調帳の控え 常吉村戸長田
口正平

兵庫県令森岡
昌純

書冊 1 明治12.2.27 1879 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

22 35 2土地・貢租（近代） 常吉村地方税受払勘定帳お
よび役場費明細帳

武庫郡長渡辺
徹

仮綴 1 明治13.6.29 1880 常吉村戸長役場費
明細帳もあり。請求番
号19～40袋一括。袋
に「明治2～12年 国
地方税其の他支出関
係書 桜井又治」。

23-1 51 2土地・貢租（近代） 開墾地照会につき書面差出
依頼

武庫郡武庫村
役場

常吉村管理者
大野弥左衛門

仮綴 1 明治28.1.25 1895 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

23-2 90 2土地・貢租（近代） 開墾成功届（常吉村字宮） 地主桜井米次
郎他５名

兵庫県令周布
公平

書冊 1 明治28.2.18 1895

23-3 91 2土地・貢租（近代） 開墾成功届綴(常吉村字宮） 地主桜井米次
郎他５名

兵庫県令周布
公平

仮綴 1 明治28 1895
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24 43 2土地・貢租（近代） 常吉村字宮地の区域調ならび
に計算書

書冊 1 明治前期 請求番号41～44袋
一括。袋に「明治26
年？ 開墾成功届と
一対 開墾成功届書
類 桜井又治」。

25 53 2土地・貢租（近代） 兵庫県庁より地目改正に付仮
願

常吉村 状 1 明治前期 封筒入り。請求番号
49～65袋一括。袋に
「明治 諸綴（一）」。

26 78 2土地・貢租（近代） 旧反別書上げ 常吉村 兵庫県令神田
孝平他１名

状 1 明治前期 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

27 89 2土地・貢租（近代） 池床地券証下げ渡し願帳 常吉村之内守
部村

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治前期

28 71 2土地・貢租（近代） 地位等級調べ 常吉村 書冊 1 明治前期 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

29 101 2土地・貢租（近代） 旧防空緑地収金控帳 常吉町内会 横帳 1 昭和22.3.9 1947

30 126 2土地・貢租（近代） 旧防空緑地内農地売渡通知
書

兵庫県知事岸
田幸雄

仮綴 56 昭和27.8.20 1952 袋一括。袋に「昭和
27年 農地払下売渡
通知書」。

31 130-7 2土地・貢租（近代） 不動産売買契約証書（溜池） 常吉福祉協議
会代表中村為
尾

大阪メリヤス機
械株式会社

書冊 1 昭和34.9.18 1959 区画整理事業関係
か。請求番号130-1
～130-7袋一括。袋
に「常吉荒地山13番
地書類」。
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32 10 2土地・貢租（近代） 反別表（防空緑地か） 状 2 昭和 同一文書２点

33-1 58-3 2土地・貢租（近代） 土地書上げ 状 1 明治前期 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

33-2 58-6 2土地・貢租（近代） 土地書上げ 状 1 明治前期 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

33-3 58-5 2土地・貢租（近代） 石高書上げ 状 1 明治前期 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

33-4 73 2土地・貢租（近代） 田地石高書上げ覚え 書冊 1 明治前期 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

34 127 2土地・貢租（近代） 常吉 元緑地現況ならびに土
地台帳対照図

一級建築士林
達治郎

図 1 昭和戦後期 袋入。袋に「昭和27
年緑地土地台帳 地
図」。

35 166 3村政・村況（近世） 節季候万歳覚帳 横帳 1 文化4.12.吉 1807

36 165 3村政・村況（近世） 瓦林組村々倹約被仰渡承知
書

市右衛門他24
名

横帳 1 文化9.6 1812

37-1 164 3村政・村況（近世） 奥印覚帳 庄屋利右衛門 横帳 1 天保2.1.吉 1831

37-2 163 3村政・村況（近世） 奥印覚帳 庄屋庄左衛門 横帳 1 天保8.2 1837
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37-3 161 3村政・村況（近世） 奥印覚帳 庄屋仁右衛門 横帳 1 弘化2～明治4

38 38 4村政・村況（近代） 村壱か年諸入用書写し 常吉村 兵庫県神田孝
平

書冊 1 明治6.2 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

39-1 23 4村政・村況（近代） 村費合計および賦課表写 常吉村戸長田
口正平

兵庫県権令森
岡昌純

書冊 1 明治10.7.28 1877 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

39-2 25 4村政・村況（近代） 村費合計および賦課表 常吉村戸長田
口正平

兵庫県権令森
岡昌純

書冊 1 明治11.2.6 1878 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

39-3 26 4村政・村況（近代） 常吉村村費合計および賦課
表控

書冊 1 明治11.8.21 1878 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

39-4 27 4村政・村況（近代） 常吉村村費合計および賦課
表控

書冊 1 明治11 1878 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。
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39-5 28 4村政・村況（近代） 常吉村村費合計表扣 書冊 1 明治12 1879 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

39-6 37 4村政・村況（近代） 常吉村村費関係書類 常吉村戸長 武庫郡長 仮綴 1 明治12～13 1880 協議費勘定帳・地方
税受払帳・戸長役場
明細等。請求番号19
～40袋一括。袋に
「明治2～12年 国地
方税其の他支出関係
書 桜井又治」。

39-7 33 4村政・村況（近代） 村費合計ならび賦課表雛形 常吉村戸長役
場

仮綴 1 明治前期 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-1 19 4村政・村況（近代） 申・酉歳民費取調書 常吉村戸長桜
井又治他１名

書冊 1 明治5～6 1873 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-2 31 4村政・村況（近代） 民費取調書 常吉村戸長田
口正平

兵庫県令神田
孝平

状 1 明治9.7.27 1876 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。
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40-3 32 4村政・村況（近代） 民費取調書写 常吉村戸長田
口正平

兵庫県令神田
孝平

状 1 明治9.7.27 1876 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-4 22 4村政・村況（近代） 子年民費取調書 常吉村戸長田
口正平

区長松本織之
介

書冊 1 明治9 1876 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-5 21 4村政・村況（近代） 子年民費取調書の写し 常吉村 書冊 1 明治9.7.15 1876 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-6 20 4村政・村況（近代） 戌・亥年民費取調書 常吉村戸長桜
井又次

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治8～9 1876 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-7 29 4村政・村況（近代） 常吉村民費課取調書 状 1 明治11 1878 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。
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40-8 30 4村政・村況（近代） 民費取調書 常吉村戸長田
口正平

第８区区務所 状 1 明治12.9.26 1879 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-9 24 4村政・村況（近代） 民費取調書控 常吉村戸長田
口正平

兵庫県権令森
岡昌純

状 1 明治12.7.28 1879 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

40-10 36 4村政・村況（近代） 申年民費取書 常吉村 書冊 1 明治前期 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

41-1 139 4村政・村況（近代） 昭和６年度後期支配割帳 常吉 横帳 1 昭和7.1.9 1932

41-2 138 4村政・村況（近代） 昭和８年度前期支配割賦帳 常吉 横帳 1 昭和8.8.9 1933

41-3 135 4村政・村況（近代） 昭和12年前期支配割勘定帳 常吉 横帳 1 昭和12.8.20 1937

41-4 188 4村政・村況（近代） 昭和14年度前期支配割賦帳 常吉 横帳 1 昭和14.8.8 1939

41-5 185 4村政・村況（近代） 昭和14年度後期支配割符帳 常吉部落 横帳 1 昭和15.1.18 1940

41-6 183 4村政・村況（近代） 昭和15年度前期部落費割帳 常吉 横帳 1 昭和15.8.11 1940
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41-7 181 4村政・村況（近代） 昭和15年後期支配割賦帳 常吉部落立会 横帳 1 昭和16.1.7 1941

41-8 182 4村政・村況（近代） 昭和16年前期支配割符帳 常吉部落役員
立会

横帳 1 昭和16.8.10 1941

41-9 179 4村政・村況（近代） 昭和17年度前期支配割符帳 常吉町内会 横帳 1 昭和17.6.7 1942

41-10 177 4村政・村況（近代） 昭和16年度後期支配割賦帳 常吉 横帳 1 昭和17.1.11 1942

41-11 174 4村政・村況（近代） 昭和18年度前期町会費割帳 常吉町内会 横帳 1 昭和18.8.14 1943

41-12 173 4村政・村況（近代） 昭和18年度後期町会費割賦
帳

常吉町内会 横帳 1 昭和19.1.16 1944

41-13 171 4村政・村況（近代） 昭和19年度前期町会費割帳 常吉町内会 横帳 1 昭和19.8.13 1944

41-14 191 4村政・村況（近代） 昭和19年度後期町会費割賦
帳

常吉町内会 横帳 1 昭和20.1.14 1945

42-1 178 4村政・村況（近代） 昭和17年度日役割勘定帳 常吉部落 横帳 1 昭和17.1.18 1942

42-2 176 4村政・村況（近代） 昭和18年度日役割勘定帳 常吉町内会 横帳 1 昭和18.2.7 1943

42-3 172 4村政・村況（近代） 昭和19年度日役割賦帳 常吉町内会 横帳 1 昭和19.1.20 1944

42-4 207 4村政・村況（近代） 昭和20,21年度日役勘定帳 横帳 1 昭和21 1946
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42-5 195 4村政・村況（近代） 昭和26年度日役割帳 常吉部落会 横帳 1 昭和26.1.20 1951

42-6 199 4村政・村況（近代） 常吉村旱魃日役書上げ 横帳 1 昭和 帳くずれ

42-7 197 4村政・村況（近代） 常吉村日役勘定書上げ 状 1 昭和 帳はずれ

43 52 4村政・村況（近代） 明治10年物産調 常吉村戸長田
口正平

区長松本織之
介

書冊 1 明治11.2.21 1878 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

44-1 160 4村政・村況（近代） 道路外線調測簿 横帳 1 明治11.2.吉 1878

44-2 136 4村政・村況（近代） 甲武橋線道路第１期工事諸費
帳

常吉部落 横帳 1 昭和9.5.16 1934

44-3 96-16-2 4村政・村況（近代） 道路新設につき陳情書 尼崎市常吉社
会福祉協議会
長中村為尾他７
名

仮綴 1 昭和23.3.4 1948 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

44-4 96-16-3 4村政・村況（近代） 新設道路図面 状 1 昭和戦後期 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

45 203 4村政・村況（近代） 常吉村明細取調書控え 状 1 明治11.12.20 1878

46 158 4村政・村況（近代） 常吉村戸長役場奥印帳写し 横帳 1 明治13.7 1880
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47 39 4村政・村況（近代） 常吉村修繕費調書控 田口正平 兵庫県権令森
岡昌純

書冊 1 明治13.9.4 1880 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。

48-1 6-1 4村政・村況（近代） 報効義会義捐金集帳 常吉邨 横帳 1 明治26.旧9 1893 請求番号6-1～6-6ま
で袋一括。袋に「明
治26年報効義会義
捐金集帳」。

48-2 6-5 4村政・村況（近代） 報納金申出書 大野弥左ヱ門 陸軍恤兵監陸
軍騎兵中佐大
蔵平三

状 1 明治27.8.29 1894 請求番号6-1～6-6ま
で袋一括。袋に「明
治26年報効義会義
捐金集帳」。

48-3 6-6 4村政・村況（近代） 常吉村軍用資金献納者名簿
ほか

管理者大野弥
左衛門

陸軍省恤兵部 仮綴 1 明治27.8.29 1894 請求番号6-1～6-6ま
で袋一括。袋に「明
治26年報効義会義
捐金集帳」。

48-4 6-2 4村政・村況（近代） 常吉村報効義会義捐金軍資
金献納金申出書入れ

袋 1 明治27.8.28 1894 請求番号6-1～6-6ま
で袋一括。袋に「明
治26年報効義会義
捐金集帳」。

48-5 6-4 4村政・村況（近代） 報効義会義捐金集金名簿 状 1 明治 請求番号6-1～6-6ま
で袋一括。袋に「明
治26年報効義会義
捐金集帳」。
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49 77 4村政・村況（近代） 常吉村届出関係書類控綴 仮綴 1 明治26～34 1901 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

50 155 4村政・村況（近代） 常吉村共有地所売却代金割
賦帳

村方 横帳 1 明治37.12.26 1904

51-1 5 4村政・村況（近代） 常吉村公設消防設置費寄付
名簿

常吉村区長桜
井末次郎他9名

仮綴 1 明治45.2 1912

51-2 194 4村政・村況（近代） 消防ポンプ購入に際しての寄
附帳

常吉福祉協会 横帳 1 昭和33.1 1958

51-3 12-17 4村政・村況（近代） 消防団詰所増築確認通知書 建築主事八木
博

常吉消防団中
村為尾

仮綴 1 昭和35.10.13 1960 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

52-1 157 4村政・村況（近代） 失火諸費決算帳 常吉村 横帳 1 明治28.1.5 1895

52-2 154 4村政・村況（近代） 失火に付諸入用明細割符帳 常吉村 横帳 1 明治33.12.27 1900

52-3 153 4村政・村況（近代） 出火に付諸入費割符帳 常吉村 横帳 1 明治34.1.2 1901

52-4 186 4村政・村況（近代） 出火費臨時割帳 常吉 横帳 1 昭和14.4.25 1939

52-5 175 4村政・村況（近代） 中村重太郎・中村むめ・田口
一夫出火費用勘定帳

常吉町内会 横帳 1 昭和18.1.24 1943
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53 40 4村政・村況（近代） 協議費支出額および国地方
税其他費途関渉一切の袋

常吉村主務桜
井又治

袋 1 明治 請求番号19～40袋
一括。袋に「明治2～
12年 国地方税其の
他支出関係書 桜井
又治」。請求番号19
～39が入っていたと
思われる

54-1 151 4村政・村況（近代） 葬具寄附金集金帳 第１号 常吉村 横帳 1 大正5.10 1916

54-2 147 4村政・村況（近代） 葬具寄附金集金帳 第２号 常吉村 横帳 1 大正11.1.5 1922

55 143 4村政・村況（近代） 村方共用器具購入寄附帳 世話人中村喜
代次郎他3名

横帳 1 大正14.2.27 1925

56-1 146 4村政・村況（近代） 大正12年度旱魃関係書類綴 常吉村 横帳 1 大正12 1923

56-2 144 4村政・村況（近代） 臨時旱魃人夫及諸材料調 区長 横帳 1 大正13.9 1924

57 129 4村政・村況（近代） 武庫村忠魂碑玉垣新設寄附
金帳

常吉 書冊 1 昭和9.3.吉 1934

58 137 4村政・村況（近代） 国旗揚台新設寄附記載帳 発起者常吉青
年団

横帳 1 昭和9.3.吉 1934

59 184 4村政・村況（近代） 昭和14年度協議費徴集帳 常吉部落 横帳 1 昭和15.1.20 1940

60 128 4村政・村況（近代） 部落有土地処分につき決議
録

常吉部落 書冊 1 昭和15.2 1940
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61 180 4村政・村況（近代） 慰問袋寄附連名帳 常吉部落 横帳 1 昭和16.9.上旬 1941

62 170 4村政・村況（近代） 警鐘台屯所建設費割勘定帳 常吉町内会 横帳 1 昭和19.9.30 1944

63 190 4村政・村況（近代） 自警団基本金徴集帳 常吉町内会 横帳 1 昭和20.9.30 1945

64 192 4村政・村況（近代） 秋季祭典・武庫国民学校寄附
臨時割賦帳

常吉町内会 横帳 1 昭和21.10.17 1946

65 193 4村政・村況（近代） 民生助成会資金割当帳 常吉部落 横帳 1 昭和22.9.7 1947

66 8 4村政・村況（近代） 尼崎市常吉町内会規約 常吉町内会 仮綴 1 昭和27.4.1 1952

67-1 196 4村政・村況（近代） 割賦金書上げ 横帳 1 昭和 帳くずれ

67-2 198 4村政・村況（近代） 割賦金書上げ 横帳 1 昭和 帳くずれ

67-3 200 4村政・村況（近代） 割賦金書上げ 状 1 昭和 帳はずれ

67-4 202 4村政・村況（近代） 割賦金書上げ 横帳 1 昭和 帳はずれ

67-5 206 4村政・村況（近代） 割賦金書上げ 状 1 昭和 帳はずれ

68 201 4村政・村況（近代） 名前書上げ 状 1 昭和 帳はずれ

69 205 4村政・村況（近代） 区長費書上げ 状 1 近代 帳はずれ
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70 204 4村政・村況（近代） 俵・杭木等出資材料扣 状 1 近代 帳はずれ

71 2 5戸口・諸改 寺社御条目堅く守るべき旨差
出し帳

惣代利右衛門 川澄四郎右衛
門

書冊 1 正徳2.正月 1712

72 45 5戸口・諸改 氏神境内官員出張検地取調
書上帳

常吉村戸長桜
井又次他1名

兵庫県令神田
孝平

書冊 1 明治6.12 1873 請求番号45～48袋
一括。袋に「明治6年
神社境内官員検地

調書 明治8年摂津
国常吉村須佐男神
社調帳簿」。

73-1 48-1 5戸口・諸改 常吉村氏神社境内立木調書
雛形

状 1 明治7.7.14 1874 請求番号45～48袋
一括。袋に「明治6年
神社境内官員検地

調書 明治8年摂津
国常吉村須佐男神
社調帳簿」。

73-2 47 5戸口・諸改 神社境内立木取調書 常吉村戸長桜
井又次

兵庫県令神田
孝平

状 1 明治8.3.20 1875 請求番号45～48袋
一括。袋に「明治6年
神社境内官員検地

調書 明治8年摂津
国常吉村須佐男神
社調帳簿」。

74 55 5戸口・諸改 常吉村神社由緒無き事お断り
書

常吉村戸長桜
井又次他１名

兵庫県令神田
孝平

状 1 明治7.8 1874 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。
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75 46 5戸口・諸改 常吉村須佐男神社什物取調
帳簿

常吉村戸長田
口正平他４名

戸長松本織之
介

書冊 1 明治11.9.11 1878 請求番号45～48袋
一括。袋に「明治6年
神社境内官員検地

調書 明治8年摂津
国常吉村須佐男神
社調帳簿」。

76 70 5戸口・諸改 常願寺持地訂正につき願い 常願寺住職志
紀昇雲他３名

兵庫県知事林
菫

書冊 1 明治23.7 1890 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

77 156 5戸口・諸改 氏神境内樹木寄附人名控 横帳 1 明治25.2 1892

78 48-2 5戸口・諸改 須佐男神社境内図面 状 1 明治前期 請求番号45～48袋
一括。袋に「明治6年
神社境内官員検地

調書 明治8年摂津
国常吉村須佐男神
社調帳簿」。

79-1 6-3 5戸口・諸改 神社入用書上げ 状 1 明治 請求番号6-1～6-6ま
で袋一括。袋に「明
治26年報効義会義
捐金集帳」。

79-2 49-1 5戸口・諸改 神社入用書上げ 相原政八他1名 状 1 明治 請求番号49-1、49-2
一括。請求番号49～
65袋一括。袋に「明
治 諸綴（一）」。

81 66 5戸口・諸改 鳥居破損につき届（雛形） 村吏他１名 社寺役所 状 1 明治 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴（二）」。
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82 49-2 5戸口・諸改 木材書上げ 状 4 明治 請求番号49-1、49-2
一括。請求番号49～
65袋一括。袋に「明
治 諸綴（一）」。

83-1 150 5戸口・諸改 本村社宮殿臨時修繕費徴集
簿

常吉村 横帳 1 大正7.5 1918

83-2 148 5戸口・諸改 地蔵堂改修寄附帳 世話人田中末
吉

横帳 1 大正11 1922

83-3 145 5戸口・諸改 稲荷神社鳥居献納寄附帳 世話方中村喜
代次郎他1名

横帳 1 大正13.3 1924

83-4 140 5戸口・諸改 稲荷社殿改築費寄附帳 世話人琴浦兵
吉他1名

横帳 1 昭和6.3.25 1931

84-1 102 5戸口・諸改 須佐男神社移転関係書類（理
由書・同意書など）

常吉宮総代中
村五平次他12
名

書冊 1 昭和35.5.15 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

81-2 114 5戸口・諸改 須佐男神社移転関係書類（理
由書・同意書など）

常吉宮総代中
村五平次他12
名

書冊 1 昭和35.5.15 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。
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84-3 103 5戸口・諸改 須佐男神社移転につき同意
書（雛形）

常吉宮総代中
村五平次他12
名

書冊 1 昭和35.5.15 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

84-4 113 5戸口・諸改 須佐男神社池鯉鮒稲荷社移
転について同意書

常吉宮総代中
村五平次他12
名

書冊 1 昭和35.5.15 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

85-1 108 5戸口・諸改 須佐男神社財産処分承認書
写し

神社本庁統理
佐佐木行忠

須佐男神社 状 1 昭和35.6.23 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

85-2 111 5戸口・諸改 須佐男神社財産処分承認書
写し

神社本庁統理
佐佐木行忠

須佐男神社 状 1 昭和35.6.23 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

85-3 120 5戸口・諸改 神社移転並びに神社規則変
更承認書

神社本庁統理
佐佐木行忠

須佐男神社 状 1 昭和35.6.23 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。
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85-4 107 5戸口・諸改 須佐男神社財産処分の件承
認書送付通知写し

兵庫県神社庁
長満井成吉

尼崎支部長 状 1 昭和35.6.27 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

85-5 109 5戸口・諸改 須佐男神社移転に依る規則
変更承認書送付通知写し

兵庫県神社庁 尼崎市支部長 状 1 昭和35.6.27 1960 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

86-1 116 5戸口・諸改 神社地売買契約解除通知 中村五平次他4
名

渡辺甚吉 状 2 昭和36.6.20 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

86-2 117 5戸口・諸改 神社地売買契約解除通知 中村五平次他4
名

渡辺甚吉 状 2 昭和36.6.20 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

86-3 118 5戸口・諸改 神社地売買契約解除通知 中村五平次他4
名

渡辺甚吉 仮綴 1 昭和36.6.20 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。
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86-4 104 5戸口・諸改 須佐男神社地売買契約解除
通知

中村五平次 渡辺甚吉 仮綴 1 昭和36.6 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

86-5 115 5戸口・諸改 神社地売買契約解除通知 中村五平次他4
名

渡辺甚吉 仮綴 1 昭和36.6 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

86-6 119 5戸口・諸改 神社地売買契約解除通知 中村五平次他4
名

渡辺甚吉 仮綴 1 昭和36.6 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

87 106 5戸口・諸改 須佐男神社地登記移転前工
事開始差し止め依頼

田口辰市 宮司森本修二 状 1 昭和36.7.7 1961 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

88 125 5戸口・諸改 不動産売買契約証書（須佐男
神社境内地）

買主西山留次
郎

売主西田□ 状 1 昭和37.4.2 1962 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。
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89 9 5戸口・諸改 氏神須佐男神社正遷宮行事
覚書

常吉福祉協議
会

書冊 1 昭和37.4 1962 挟込文書２点あり 区
画整理事業に伴う移
転関係。

90 124 5戸口・諸改 常吉須佐男神社収入支出決
算額

状 1 昭和37～38 1963 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

91 112 5戸口・諸改 須佐男神社役員会議事録 須佐男神社宮
司森本修二他４
名

仮綴 1 昭和39.6.20 1964 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

92 122 5戸口・諸改 須佐男神社役員死亡届 中村正夫 須佐男神社宮
司森本修二

状 1 昭和39.6 1964 請求番号102～125
袋一括。袋に「昭和
35年須佐男神社移
転に関する書類」。

93 121 5戸口・諸改 須佐男神社境内土地につき
和解調書

原告渡辺甚吉
訴訟承継人渡
辺和治他４名

被告宗教法人
須佐男神社他３
名

書冊 1 昭和42.10.23 1967 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。
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94 110 5戸口・諸改 須佐男神社移転につき常吉
福祉協議会代表挨拶文

仮綴 1 昭和戦後期 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
102～125袋一括。袋
に「昭和35年須佐男
神社移転に関する書
類」。

95 123 5戸口・諸改 須佐男神社氏子戸数又は世
帯数書上 控え

状 1 昭和戦後期 区画整理事業関係
か。請求番号102～
125袋一括。袋に「昭
和35年須佐男神社
移転に関する書類」。

96-1 96-11 5戸口・諸改 常吉墓地移転先計画図 図 1 昭和戦後期 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

96-2 97-3-1 5戸口・諸改 常吉墓地墳墓旧位置及墓石
番号

尼崎市建設局
区画整理課

図 1 昭和戦後期 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
97～99袋一括。袋に
「昭和33年 六樋用
水受水管敷設承認
甲武橋東詰付近地
図」。

96-3 97-3-2 5戸口・諸改 常吉墓地移転先計画図 図 1 昭和戦後期 区画整理事業に伴う
移転関係。請求番号
97～99袋一括。袋に
「昭和33年 六樋用
水受水管敷設承認
甲武橋東詰付近地
図」。
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97 76 6農業経営・流通 絞油ほか鑑札受人員覚え 落附中桜井又
次他５名

書冊 1 明治11.6.15 1878 請求番号66～79袋
一括。袋に「明治 諸
綴(二）」。

98 57 6農業経営・流通 常吉字宮地の国有林測量の
ため入林許可書

岡山大林区署
長林務官前田
譲

西林正晃外三
人

状 1 明治33.3.4 1900 封筒入り。請求番号
49～65袋一括。袋に
「明治 諸綴（一）」。

99-1 13 6農業経営・流通 共同苗代作付台帳 常吉村 書冊 1 明治41 1908 組合規約及役員人
名簿付

99-2 58-1 6農業経営・流通 苗代関係費用書上げ 状 1 明治前期 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

99-3 58-7 6農業経営・流通 苗代関係費用書上げ 状 1 明治前期 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

100-1 58-2 6農業経営・流通 苗木代請求書状下書き 状 2 明治前期 ほぼ同一の内容の書
状２点。請求番号49
～65袋一括。袋に
「明治 諸綴（一）」。

100-2 58-4 6農業経営・流通 苗木代請求書状下書き 状 2 明治前期 ほぼ同一の内容の書
状２点。請求番号58-
2とほぼ同一。請求番
号49～65袋一括。袋
に「明治 諸綴
（一）」。

101 187 6農業経営・流通 醤油醸造組合費割当帳 組合員13名 横帳 1 昭和14.7.25 1939
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102 168 6農業経営・流通 枯木抜伐売上代金控 常吉 横帳 1 昭和14.12.18 1939

103 169 6農業経営・流通 土鼡捕獲奨励費勘定帳 常吉町内会 横帳 1 昭和19.4 1944

104 130-1 6農業経営・流通 残高試算表 農業協同組合
組合長理事松
本茂

兵庫県知事金
井元彦

状 1 昭和39.2.3 1964 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

105 3 7治水・水利 水堂村七ツ松村双方相絵図 水堂村庄屋五
兵衛他１５名

図 1 享保2.12 1717 袋あり

106 152 7治水・水利 新池及荒地山溜池普請金割
帳

常吉村 横帳 1 大正2.9.7 1913

107 149 7治水・水利 武庫川東堤阪道改修費簿 常吉村 横帳 1 大正11.10.25 1922

108 142 7治水・水利 武庫井組暗渠・武庫川阪道改
修費割賦帳

常吉村 横帳 1 大正14.11.1 1925

109 141 7治水・水利 六樋合併水路費割符帳 常吉 横帳 1 昭和3.1.26 1928

110 189 7治水・水利 4ヶ村井組割当水路費勘定帳 常吉役員 横帳 1 昭和13.5.18 1938

111 167 7治水・水利 武庫川普請杭木など預かり帳 常吉村 横帳 1 文化3.11 1806
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112 96-1 7治水・水利 武庫川4ヶ村井組分水改設関
係書類袋

井組当番常吉
中村為尾

袋 1 昭和32.6.吉 1957 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

113 11 7治水・水利 武庫川流域下水道工事に伴う
確約書

兵庫県阪神都
市整備局上杉
保夫

尼崎市常吉社
会福祉協議会
長中村市右衛
門

仮綴 2 昭和53.2.7 1978 袋あり

114 96-16-1 7治水・水利 武庫井分水改築・水路護岸工
事設計図 分水口付近詳細
図・分水口断面図

図 1 昭和戦後期 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

115 96-18 7治水・水利 武庫井分水改築・護岸工事設
計図 平面・縦断図

図 1 昭和戦後期 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

116-1 131-1 7治水・水利 西富松排水路平面図 その１ 図 1 昭和 請求番号131-1、
131-2袋一括。袋に
「西富松排水路地
図」。

116-2 131-2 7治水・水利 西富松排水路平面図 その２ 図 1 昭和 請求番号131-1、
131-2袋一括。袋に
「西富松排水路地
図」。
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117-1 96-2 7治水・水利 尼崎市常吉 御宮南および西
実測図

林工務店 図 1 昭和27.5.22 1952 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

117-2 96-10 7治水・水利 尼崎市常吉 御宮南および西
実測図

林工務店 図 1 昭和27.5.22 1952 請求番号96-2と同一
のもの。請求番号96-
1～96-18袋一括。袋
に「昭和32年 武庫
井4ヶ村井組分水」。

118-1 96-8 7治水・水利 尼崎市常吉 実測図（大西栄
一他１名分）

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

118-2 96-12 7治水・水利 尼崎市常吉 実測図（大西栄
一他１名分）

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-8と同一
のもの。請求番号96-
1～96-18袋一括。袋
に「昭和32年 武庫
井4ヶ村井組分水」。

119-1 96-5 7治水・水利 尼崎市常吉 武庫川堤防接続
地の分 実測図

林工務店 図 1 昭和27.5.22 1952 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

119-2 96-14 7治水・水利 尼崎市常吉 武庫川堤防接続
地の分 実測図

林工務店 図 1 昭和27.5.22 1952 請求番号96-5と同一
のもの。請求番号96-
1～96-18袋一括。袋
に「昭和32年 武庫
井4ヶ村井組分水」。
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120-1 96-4 7治水・水利 尼崎市常吉 実測図（寺前和
夫他３名分）

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

120-2 96-13 7治水・水利 尼崎市常吉 実測図（寺前和
夫他３名分）

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-4と同一
のもの。請求番号96-
1～96-18袋一括。袋
に「昭和32年 武庫
井4ヶ村井組分水」。

121-1 96-6 7治水・水利 尼崎市常吉 実測図（大野弥
三郎分）

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

121-2 96-17 7治水・水利 尼崎市常吉 実測図（大野弥
三郎分）

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-6と同一
のもの。請求番号96-
1～96-18袋一括。袋
に「昭和32年 武庫
井4ヶ村井組分水」。

122 96-15 7治水・水利 尼崎市常吉 武庫川堤防縁実
測図

林工務店 図 1 昭和27.5.23 1952 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

123 96-3 7治水・水利 常吉字宮縁り・新開・墓ン土分
筆図

林工務店 図 1 昭和戦後期 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。
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124-1 96-7 7治水・水利 常吉村 測量明細書 林工務店 図 1 昭和戦後期 請求番号96-1～96-
18袋一括。袋に「昭
和32年 武庫井4ヶ村
井組分水」。

124-2 96-9 7治水・水利 常吉村 測量明細書 林工務店 図 1 昭和戦後期 請求番号96-7と同一
のもの。書き込みあ
り。請求番号96-1～
96-18袋一括。袋に
「昭和32年 武庫井
4ヶ村井組分水」。

125 56 8家 先日相談の件未だ通知無き旨
書状

渡辺 桜井 状 1 （明治）1.4 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

126 130-2-1 9区画整理事業 土地売買契約書（溜池） 尼崎市右代表
者尼崎市長薄
井一哉

中村市右衛門
他2名

書冊 1 昭和32.12.28 1957 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

127-1 100-4-1 9区画整理事業 土地譲渡覚書 富澤正春 中尾為尾 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-2 100-5-1 9区画整理事業 土地譲渡覚書 富澤正春 中村為尾 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。
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127-3 100-15 9区画整理事業 土地譲渡覚書 佐野正義 中村為尾 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-4 100-20 9区画整理事業 土地譲渡覚書 富澤正春 中村為尾 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-5 100-24 9区画整理事業 土地譲渡覚書 富澤正春 中村為尾 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-6 100-27 9区画整理事業 土地譲渡覚書 佐野正義 中村為尾 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-7 100-36 9区画整理事業 土地譲渡覚書 佐野正義 佐野富一 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-8 105 9区画整理事業 土地譲渡覚書 佐野正義 中村市右衛門 仮綴 1 昭和33.10.31 1958 請求番号102～125
袋一括。袋に「昭和
35年須佐男神社移
転に関する書類」。
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127-9 100-3-1 9区画整理事業 土地譲渡覚書 富澤正春 田口勝夫 仮綴 1 昭和33.11.3 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-10 100-9 9区画整理事業 土地譲渡覚書 中村周保 中村市右衛門 仮綴 1 昭和33.11.3 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-11 100-25 9区画整理事業 土地譲渡覚書 中村周保 中村為尾 仮綴 1 昭和33.11.3 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-12 100-26 9区画整理事業 土地譲渡覚書 中村周保 中村仙太郎 仮綴 1 昭和33.11.3 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-13 100-32 9区画整理事業 土地譲渡覚書 中村周保 中村為尾 仮綴 1 昭和33.11.3 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-14 100-2 9区画整理事業 土地譲渡覚書 松田利雄 中村市右衛門 仮綴 1 昭和33.11.5 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。
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127-15 100-10 9区画整理事業 土地譲渡覚書 松田利雄 玉井実 仮綴 1 昭和33.11.5 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-16 100-22 9区画整理事業 土地譲渡覚書 松田利雄 田口増吉 仮綴 1 昭和33.11.5 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-17 100-23 9区画整理事業 土地譲渡覚書 松田利雄 中村五平次 仮綴 1 昭和33.11.5 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-18 100-6-1 9区画整理事業 土地譲渡覚書 富澤正春 松井真次 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-19 100-7 9区画整理事業 土地譲渡覚書 大西末吉 田口正治郎 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-20 100-8 9区画整理事業 土地譲渡覚書 大西末吉 田口政市 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。
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127-21 100-11 9区画整理事業 土地譲渡覚書 大西栄一 玉井実 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-22 100-12 9区画整理事業 土地譲渡覚書 八木信一 田口正治郎 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-23 100-16 9区画整理事業 土地譲渡覚書 永島廣三 田口政一 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-24 100-17 9区画整理事業 土地譲渡覚書 早川富有 玉井実 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-25 100-18 9区画整理事業 土地譲渡覚書 八木信一 田口一夫 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-26 100-21 9区画整理事業 土地譲渡覚書 櫻井覚治郎 松田俊一 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。
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127-27 100-28 9区画整理事業 土地譲渡覚書 早川富有 田口安二 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-28 100-30 9区画整理事業 土地譲渡覚書 早川富有 中辻岩夫 状 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-29 100-33 9区画整理事業 土地譲渡覚書 早川富有 田口安二 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

127-30 100-14 9区画整理事業 土地譲渡覚書(雛形) 仮綴 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

128-1 100-3-2 9区画整理事業 住民票（富澤正章） 奈良県天理市
長北澤善之

状 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-3-1の
挟込文書。請求番号
100-1～100-38袋一
括。袋に「昭和27年
緑地書類」。

128-2 100-4-2 9区画整理事業 住民票（富澤正章） 奈良県天理市
長北澤善之

状 1 昭和33.10.31 1958 請求番号100-4-1の
挟込文書。請求番号
100-1～100-38袋一
括。袋に「昭和27年
緑地書類」。
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128-3 100-5-2 9区画整理事業 住民票（富澤正章） 奈良県天理市
長北澤善之

状 1 昭和33.10.21 1958 請求番号100-5-1の
挟込文書。請求番号
100-1～100-38袋一
括。袋に「昭和27年
緑地書類」。

128-4 100-6-2 9区画整理事業 住民票（富澤正章） 奈良県天理市
長北澤善之

状 1 昭和33.10.21 1958 請求番号100-6-1の
挟込文書。請求番号
100-1～100-38袋一
括。袋に「昭和27年
緑地書類」。

128-5 100-29 9区画整理事業 住民票（早川宏男） 岐阜県恵那郡
付知町長長谷
川満二

状 1 昭和33.11.1 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

129 100-1 9区画整理事業 緑地書類入れ 袋 1 昭和33 1958 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

130-1 130-2-2 9区画整理事業 部落有地払い下げ登記につき
承諾書

未亡人琴浦初
子他1名

常吉部落 状 1 昭和34.9.21 1959 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

130-2 130-3-2 9区画整理事業 部落有地払い下げ登記につき
承諾書

未亡人琴浦初
子他1名

尼崎市長薄井
一哉

状 1 昭和34.9.21 1959 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

－38－ 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

常吉部落有文書（２）目録

131 100-31 9区画整理事業 西武庫緑地帯常吉緑地帯の
日本公団土地譲渡支払いに
関する覚書

常吉福祉協議
会他１名

状 1 昭和34.9.25 1959 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

132 12-1 9区画整理事業 荒地山部落有土地に関する
書類入れ

常吉村福祉協
議会代表中村
為尾

袋 1 昭和34 1959 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

133 130-4 9区画整理事業 仮換地指定通知（墳墓地） 尼崎市長薄井
一哉

常吉村 状 1 昭和36.7.20 1961 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

134 98 9区画整理事業 甲武橋東詰附近実測平面図 兵庫県知事金
井元彦他１名

図 1 昭和38.10.3 1963 請求番号97～99袋
一括。袋に「昭和33
年 六樋用水受水管
敷設承認 甲武橋東
詰付近地図」。

135-1 12-16 9区画整理事業 借用金証書（神社移転資金と
して）

中村市右衛門
他４名

尼崎市武庫農
業協同組合組
合長

状 1 昭和39.7.6 1964 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

135-2 12-11 9区画整理事業 借用金証書 債務者中村市
右衛門他２名

尼崎市武庫農
業協同組合組
合長

状 1 昭和40.10.26 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。
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135-3 12-22 9区画整理事業 借用金証書 債務者中村市
右衛門他２名

尼崎市武庫農
業協同組合

状 1 昭和40.11.29 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

135-4 12-12 9区画整理事業 借用金証書 債務者中村市
右衛門他２名

尼崎市武庫農
業協同組合組
合長

状 1 昭和40.12.23 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

135-5 12-15 9区画整理事業 借用金証書 田口辰市他２名 尼崎市武庫農
業協同組合組
合長理事

状 1 昭和41.3.31 1966 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

135-6 12-13 9区画整理事業 借用金書上 田口辰市他１名 状 1 昭和40年代 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

136-1 12-19-1 9区画整理事業 農協取引約定書（借入金など
につき）

常吉福祉協会
代中村市右衛
門

尼崎市武庫農
業協同組合

仮綴 1 昭和40.9.27 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。
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136-2 12-20 9区画整理事業 農協取引約定書（借入金など
につき）

常吉福祉協会
代中村市右衛
門他３名

尼崎市武庫農
業協同組合

状 1 昭和40.10.26 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

136-3 12-18 9区画整理事業 農協取引約定書（借入金など
につき）

中村市右衛門
他１名

尼崎市武庫農
業協同組合

仮綴 1 昭和40.11.29 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

136-4 12-21 9区画整理事業 農協取引約定書（借入金など
につき）

常吉福祉協会
代中村市右衛
門他３名

尼崎市武庫農
業協同組合

状 1 昭和40.12.23 1965 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

136-5 12-14 9区画整理事業 農協取引約定書（借入金など
につき）

田口辰市他２名 尼崎市武庫農
業協同組合

状 1 昭和41.3.31 1966 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

137 12-19-2 9区画整理事業 常吉部落代表貸付金残高書
上

状 1 昭和39年 1964 請求番号12-19-1の
挟込文書。請求番号
12-1～12-22まで袋
一括。袋に「昭和42
年 荒地山部落有地
に関する書類」。
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138-1 12-2 9区画整理事業 換地処分についての通知（墳
墓地）

尼崎都市計画
武庫土地区画
整理事業代表
者尼崎市長篠
井隆義

常吉村 書冊 1 昭和42.6.10 1967 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

138-2 12-4 9区画整理事業 換地処分について通知 尼崎都市計画
武庫土地区画
整理事業代表
尼崎市長篠井
隆義

須佐男神社 書冊 1 昭和42.6.10 1967 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

138-3 12-5 9区画整理事業 換地処分について通知（溜
池）

尼崎都市計画
武庫土地区画
整理事業代表
尼崎市長篠井
隆義

田口辰市 書冊 1 昭和42.6.10 1967 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

138-4 12-7 9区画整理事業 換地処分の更正についての通
知

尼崎都市計画
計画武庫土地
区画整理事業
施術者尼崎市
代表者尼崎市
長篠田隆義

田口辰市 書冊 1 昭和42.11.1 1967 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

138-5 12-3 9区画整理事業 換地処分および精算金につい
て説明

武庫土地区画
整理事務所

仮綴 1 昭和40年代 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。
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138-6 12-6 9区画整理事業 換地処分および精算金につい
て説明

武庫土地区画
整理事務所

仮綴 1 昭和40年代 請求番号12-3と同
一。請求番号12-1～
12-22まで袋一括。袋
に「昭和42年 荒地
山部落有地に関する
書類」。

139 12-8 9区画整理事業 土地売払処分代金使用報告
書（倉庫建築工事費等）

常吉部落代表
者中村市右衛
門他２名

尼崎市長薄井
一哉

状 3 昭和40年代 同一のものが３点。請
求番号12-1～12-22
まで袋一括。袋に「昭
和42年 荒地山部落
有地に関する書類」。

140 12-9 9区画整理事業 木造家屋工事費請求書 田口捨雄 常吉部落会長 状 1 昭和40年代 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

141 12-10 9区画整理事業 宅地代金請求書 玉井喜雄 常吉村落代表
者

状 1 昭和40年代 請求番号12-1～12-
22まで袋一括。袋に
「昭和42年 荒地山
部落有地に関する書
類」。

142-1 100-13 9区画整理事業 土地売渡承諾書（雛形） 日本住宅公団
大坂支所支所
長田中楢一

状 1 昭和戦後期 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

142-2 100-37 9区画整理事業 常吉内土地売渡承諾書 金城福助 日本住宅公団
大坂支所支所
長田中猶一

仮綴 1 昭和戦後期 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。
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142-3 100-38 9区画整理事業 常吉内土地売渡承諾書綴 日本住宅公団
大坂支所支所
長田中猶一

書冊 1 昭和戦後期 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

143 130-6 9区画整理事業 常吉内所有者・土地書上綴 仮綴 1 昭和戦後期 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

144-1 100-34 9区画整理事業 常吉村土地譲渡につき所有
者書上げ

書冊 1 昭和戦後期 請求番号100-35と同
一のもの。請求番号
100-1～100-38袋一
括。袋に「昭和27年
緑地書類」。

144-2 100-35 9区画整理事業 常吉村土地譲渡につき所有
者書上げ

書冊 1 昭和戦後期 請求番号100-34と同
一のもの。請求番号
100-1～100-38袋一
括。袋に「昭和27年
緑地書類」。

145 100-19 9区画整理事業 代理人委任状（雛形） 状 1 昭和戦後期 請求番号100-1～
100-38袋一括。袋に
「昭和27年緑地書
類」。

146 134 9区画整理事業 武庫村域内 尼崎都市計画街
路平面図（20葉）

図 1 昭和戦後期
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147 97-5 9区画整理事業 尼崎都市計画武庫土地区画
整理事業地番図

図 1 昭和戦後期 請求番号97～99袋
一括。袋に「昭和33
年 六樋用水受水管
敷設承認 甲武橋東
詰付近地図」。

148 130-3-1 9区画整理事業 尼崎都市計画武庫土地区画
整理事業仮換地図

代表者尼崎市
長薄井一哉

図 1 昭和戦後期 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

149 130-5 9区画整理事業 土地図面（甲武橋線附近） 図 1 昭和戦後期 請求番号130-1～
130-7袋一括。袋に
「常吉荒地山13番地
書類」。

150 97-2 9区画整理事業 常吉 元緑地帯実測図 林工務店 図 1 昭和28.10.20 1953 請求番号97～99袋
一括。袋に「昭和33
年 六樋用水受水管
敷設承認 甲武橋東
詰付近地図」。

151 99 9区画整理事業 白地図（西国街道以南） 尼崎市役所 図 1 昭和29 1954 書き込みあり。請求番
号97～99袋一括。袋
に「昭和33年 六樋
用水受水管敷設承
認 甲武橋東詰付近
地図」。
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152 97-4 9区画整理事業 尼崎市工業用水道送水管布
設延長工事平面図（常吉地
区）

図 1 昭和戦後期 区画整理事業関係
か。請求番号97～99
袋一括。袋に「昭和
33年 六樋用水受水
管敷設承認 甲武橋
東詰付近地図」。

153 97-1 9区画整理事業 六樋用水受水導水管敷設用
地路線承認について報告

尼崎市地盤沈
下対策部長杉
本培吉

常吉農業会長
他２名

袋 1 昭和33.6.2 1958 袋にホチキス留め。
請求番号97～99袋
一括。袋に「昭和33
年 六樋用水受水管
敷設承認 甲武橋東
詰付近地図」。

154-1 7-1 10雑 明治３１年暦 神宮司庁 書冊 1 明治30.11.1 1897 請求番号7-1、7-2袋
一括。袋に「明治30
年 暦 東京帝国大
学」。

154-2 7-2 10雑 戊戌新暦入 廣田神社社務
所

武庫村役場 袋 1 明治 請求番号7-1、7-2袋
一括。袋に「明治30
年 暦 東京帝国大
学」。

155 65 10雑 袋一括 袋 2 明治 請求番号49～65袋
一括。袋に「明治 諸
綴（一）」。

－46－ 尼崎市立地域研究史料館


