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1-1 731 村政（近世） 猪名川堤松木小物成割付の
こと

水野勇蔵ほか1
名

状 1 安永8.12.15 1779

1-2 1631 村政（近世） 村中より太郎右衛門相手取
新開出入一件写

椎堂村庄屋橋
本四郎兵衛

書冊 1 寛政4 1792 虫損

1-3 1681 村政（近世） 行商人行き倒れにつき一札 但州薮郡薮市
場村儀八

椎堂村庄屋四
郎兵衛

状 1 寛政6.8.9 1794

1-4 281 村政（近世） 番所出頭書 西番所 状 1 寛政7.8.22 1795 前欠

1-5 311 村政（近世） 銀請取手形写差出のこと 小堀主税代官
所摂州川辺郡
椎堂村四郎兵
衛

奉行所 状 1 文政13.12.18 1830

1-6 211 村政（近世） 銭ほか盗難につき届出 椎堂村四郎兵
衛ほか1名

奉行所 状 1 弘化3.3.26 1846

1-7 301 村政（近世） 人別送り状 摂州領地神田
町庄屋信左衛
門

川上金吾之助
様支配所椎堂
村庄屋吉郎右
衛門

状 1 嘉永3.2 1850

1-8 25-11 村政（近世） 直請方入用割賦銀請取覚 戸之内村永坂 椎堂村 状 1 亥.2

1-9 11 村政（近世） 引継目録か（定目書ほか） 常松村 状 1 前後欠

1-10 661 村政（近世） 約定糺し出入りにつき訴訟 椎堂村四郎兵
衛

状 1 後欠
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1-11 31 村政（近世） 断簡（村あらそいにつき訴訟） 状 1 後欠

1-12 911 村政（近世） 訴訟雛形 状 1 後欠

1-13 851 村政（近世） 雛形一括（年季奉公人請状、
免割）

状 7

2-1 1322 村政（近代） 村葬・出征慰問・遺家族慰籍
費臨時割

横帳 1 昭和12.9.6 1937

2-2 1362 村政（近代） 昭和16年度前半期 支配帳 椎堂立会 横帳 1 昭和16 1941

2-3 1372 村政（近代） 昭和16年度後半期 支配帳 椎堂立会 横帳 1 昭和16 1941

2-4 1292 村政（近代） 昭和17年度後半期割 農会・
銃後奉公会・学校基本財産
割帳

横帳 1 昭和17 1942

2-5 1302 村政（近代） 昭和18年度前半期分 銃後
奉公会・学校基本財産・農会
会員費割帳

椎堂立会 横帳 1 昭和18 1943

2-6 1312 村政（近代） 昭和18年度後半期分 銃後
奉公会・学校基本財産・農会
会員費割帳

椎堂立会 横帳 1 昭和18 1943

2-7 1452 村政（近代） 昭和18年前半期割 支配勘
定帳

椎堂立会 横帳 1 昭和18 1943
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2-8 1462 村政（近代） 昭和18年後半期割 支配勘
定帳

椎堂立会 横帳 1 昭和18 1943

2-9 1352 村政（近代） 昭和18年度上半期 配給戸
数上半期割帳

椎堂立会 横帳 1 昭和18 1943

2-10 1482 村政（近代） 昭和18年前半期割 支配帳 椎堂立会 横帳 1 昭和18 1943

2-11 1342 村政（近代） 保管米控帳 横帳 1 昭和20 1945

2-12 1382 村政（近代） 昭和21年度后半期 支配帳 椎堂立会 横帳 1 昭和21 1946

2-13 1332 村政（近代） 昭和22年前半期 配給戸数
上半期割帳

椎堂立会 横帳 1 昭和22 1947

2-14 1442 村政（近代） 昭和22年前半期 支配勘定
帳

椎堂立会 横帳 1 昭和22 1947

2-15 1422 村政（近代） 昭和22年後半期 支配帳 椎堂立会 横帳 1 昭和22 1947

2-16 139-32 村政（近代） 昭和23年後半期 協議費土
地割帳

椎堂立会 横帳 1 昭和23 1948 請求番号139合綴

2-17 139-12 村政（近代） 昭和23年度後半期 戸数割
帳

椎堂立会 横帳 1 昭和23 1948 請求番号139合綴

2-18 143-12 村政（近代） 昭和24年後半期分 居住者
費用割

椎堂部落 横帳 1 昭和24 1949 請求番号143合綴
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2-19 143-22 村政（近代） 昭和24年下半期割 支配帳 椎堂立会 横帳 1 昭和24.12.20 1949 請求番号143合綴

2-20 143-32 村政（近代） 昭和24年后半期分 等級水
利費割勘定帳

椎堂立会 横帳 1 昭和24.12.20 1949 請求番号143合綴

2-21 139-22 村政（近代） 競馬補助金精算帳 椎堂立会 横帳 1 昭和24.12 1949 請求番号139合綴

2-22 1402 村政（近代） 昭和26年度前半期分水利割
帳

椎堂部落 横帳 1 昭和26 1951

2-23 1412 村政（近代） 田地割賦金書上 横帳 1 昭和20年代

2-24 1472 村政（近代） 諸入用控帳 横帳 1 （昭和）

3-1 1493 旱魃 発動機及揮発購入金寄扣 椎堂村 横帳 1 大正11.8 1922

3-2 1623 旱魃 旱魃に付田口水掻人足帳 椎堂村 横帳 1 大正13.8.19 1924

3-3 1603 旱魃 旱魃に付人足及支払扣帳 椎堂村 横帳 1 大正13.8 1924

3-4 1533 旱魃 旱魃諸費書上帳 椎堂村 横帳 1 大正13.8 1924

3-5 1523 旱魃 旱魃費追加割勘定帳 椎堂村 横帳 1 大正13.9.8 1924

3-6 1553 旱魃 旱魃諸費発動機喞筒溜池堀
賃等割帳

椎堂村 横帳 1 大正13.9 1924
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3-7 1613 旱魃 大正13年前半期 旱魃費七ヶ
村負担村割帳

椎堂村 横帳 1 大正13 1924

3-8 158-23 旱魃 池行人足ひかえ 植付旱魃
に付

横帳 1 昭和2.6 1927 請求番号158合綴

3-9 158-13 旱魃 旱魃費割帳 椎堂 横帳 1 昭和2.8 1927 請求番号158合綴

3-10 1503 旱魃 発動機購入用地主反別割帳 椎堂立会 横帳 1 昭和8.9 1933

3-11 1593 旱魃 村溜池旱魃諸費書上帳 椎堂村 横帳 1 昭和9.8 1934

3-12 1563 旱魃 旱魃諸費発動機喞筒割帳 椎堂立会 横帳 1 昭和9.9 1934

3-13 1513 旱魃 発動機喞筒買入に付地主反
別調

横帳 1 昭和9.9 1934

3-14 1573 旱魃 旱魃費割帳 椎堂村 横帳 1 昭和14.9 1939

3-15 1543 旱魃 旱魃諸費書上帳 椎堂村 横帳 1 昭和14.9 1939

4-1 884 土地 本物返し田地売渡証文 椎堂村売主七
郎兵衛

椎堂村新兵衛 状 1 元文元.12.29 1736

4-2 754 土地 田地譲り渡し証文 椎堂村預り主
太郎右衛門ほ
か1名

椎堂村新兵衛 状 1 元文5.極.晦 1740
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4-3 94 土地 本物返し田地売渡証文 椎堂村売主又
兵衛

椎堂村新兵衛 状 1 寛保元.11.晦 1741

4-4 274 土地 畑譲り渡し証文 椎堂村百姓譲
り主弥次右衛
門

椎堂村新右衛
門

状 1 延享元.5 1744

4-5 654 土地 田地譲り証文 椎堂村譲り主
五右衛門

椎堂村新兵衛 状 1 延享2.5 1745

4-6 674 土地 田地譲り渡し状 椎堂村譲り主
九左衛門

椎堂村新兵衛 状 1 延享3.12 1746

4-7 644 土地 田畑譲り状 田畑譲り主椎
堂村新兵衛ほ
か1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 延享4.6 1747

4-8 464 土地 田地本物返し売渡証文 椎堂村売主治
兵衛

椎堂村新兵衛 状 1 寛延3.2.3 1750

4-9 1064 土地 田地質入れ証文 椎堂村質主清
右衛門

椎堂村新兵衛 状 1 宝暦5.11.25 1755

4-10 224 土地 畑譲り証文 椎堂村譲り主
吉兵衛

椎堂村新兵衛 状 1 宝暦8.4 1758

4-11 84 土地 田地質物証文 預り主椎堂村
平兵衛ほか1名

椎堂村治兵衛 状 1 明和7.12 1770
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4-12 454 土地 質物請け出し日延につき一 次屋村質主利
右衛門ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 天明3.12 1783

4-13 174 土地 田地質物証文 椎堂村質物入
主嘉兵衛ほか1
名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 天明8.12 1788

4-14 354 土地 田地質物証文（雛形） 四郎兵衛 状 1 享和2.12 1802

4-15 104 土地 田地質物証文 田地質物主椎
堂村藤助ほか1
名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 享和3.12 1803

4-16 814 土地 下食満村治兵衛建家売渡の
こと

法界寺村張具
屋源兵衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政12.9 1829

4-17 704 土地 土蔵売り渡し証文 売主宇兵衛ほ
か1名

四郎兵衛 状 1 天保4.12 1833

4-18 954 土地 質物証文 質物主四郎兵
衛ほか1名

武兵衛 状 1 天保9.12 1838

4-19 1034 土地 質物証文 質物主四郎兵
衛ほか1名

武兵衛 状 1 天保13.11 1842 前欠

4-20 14-14 土地 建家質物証文 状 1 弘化3.11 1846 後欠 請求番号14巻
き込み一括

4-21 1004 土地 質物証文小作証文 四郎兵衛ほか1
名

武兵衛 状 1 嘉永元.11 1848
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4-22 774 土地 質物差入証文 質物主四郎兵
衛ほか1名

武兵衛 状 1 嘉永4.12 1851

4-23 204 土地 建家質物証文 質物主椎堂村
与市郞

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文久元.12 1861 虫損

4-24 634 土地 質地証文 状 1 後欠

4-25 14-24 土地 建家質物証文 状 1 近世 請求番号14巻き込
み一括

4-26 394 土地 質物請状（雛形） 状 1 （近世）

5-1 245 金融 銀子借用証文 椎堂村預り主
半兵衛ほか6名

善法寺村長重
郎

状 1 安永2.11 1773

5-2 695 金融 銀子借用証文 田能村預り主
善兵衛ほか2名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 天明2.9 1782

5-3 335 金融 銀子借用証文 小中島村半四
郎ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 天明3.12 1783

5-4 155 金融 銀子借用証文 法界寺村預り
主ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 天明6.6 1786

5-5 895 金融 銀子借用証文 圓正寺村山科
屋作兵衛

椎堂村四郎兵
衛

状 1 寛政3.9 1791
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5-6 415 金融 銀子借用証文 小中島村四兵
衛ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 寛政5.12 1793

5-7 385 金融 銀子借用証文 椎堂村預り主
四郎兵衛後家
のぶほか2名

上坂部村長十
郎

状 1 寛政8.12 1796

5-8 375 金融 銀子借用証文 利倉村預り主
嘉兵衛ほか3名

椎堂村四郎兵
衛後家のぶ

状 1 寛政11.7 1799

5-9 365 金融 銀子借用証文 田能村預り主
宗左衛門ほか5
名

椎堂村四郎兵
衛後家のぶ

状 1 寛政11.7 1799

5-10 1675 金融 米借用証文 小中島村預主
五兵衛ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 享和2.12 1802

5-11 235 金融 銭借用証文 田能村預り主
弥一兵衛ほか1
名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 享和2.12 1802

5-12 325 金融 銀子借用証文 野田村預り主
庄助ほか1名

四郎兵衛 状 1 文化13.閏8 1816

5-13 745 金融 銀子借用証文 預り主幸津島
村佐七ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政6.12 1823

5-14 295 金融 銀子借用証文 伏尾村預り主
忠右衛門ほか2
名

利倉村友右衛
門

状 1 天保9.7 1838
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5-15 875 金融 銀子借用証文 伏尾村預り主
千右衛門

椎堂村四郎兵
衛

状 1 弘化2.7 1845

5-16 975 金融 銀子借用証文 銀子預り主四
郎兵衛ほか1名

武兵衛 状 1 弘化4.12 1847

5-17 785 金融 金子借用証文 金子預り主椎
堂村惣左衛門
ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 明治元.12 1868

5-18 865 金融 金子借用証文 状 1 明治元.12 1868

6-1 836 質屋 質屋仲間定法 状 1 近世 前後欠

6-2 406 質屋 水車預り状 車預り主岡山
村助右衛門ほ
か1名

椎堂村質屋四
郎兵衛

状 1 天明3.3.4 1783

6-3 136 質屋 踏車売渡証文 車売主岡山村
助右衛門ほか1
名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 天明4.12 1784

7-1 797 材木屋 材木渡世出入りのこと 四郎兵衛ほか1
名

奉行 状 1 文政13.12.13 1830

7-2 847 材木屋 材木出入りにつき引合一札 川辺郡椎堂村
役人

町内年寄 状 1

7-3 58-57 材木屋 材木覚 状 1 請求番号58巻き込
み一括
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7-4 58-177 材木屋 材木代領収証 ［ ］ 橋本綱吉 状 1 請求番号58巻き込
み一括

8-1 688 奉公 年季奉公人請け状 播州龍野郡新
村〔ママ〕親重
助ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文化元.3 1804

8-2 728 奉公 奉公人請け状 播州笠井郡下
美垣村〔ママ〕
親勘右衛門ほ
か1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政2.3 1819 前欠

8-3 988 奉公 奉公人請状 西宮村播磨屋
平八借家播磨
屋奉公人親吉
兵衛ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政11.正 1828

8-4 25-28 奉公 奉公人請状（前欠） 摂州豊島郡岡
町親藤蔵ほか1
名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政11.9 1828 前欠

8-5 908 奉公 奉公人請状 から崎村親次
郎兵衛ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 文政12.9 1829

8-6 48 奉公 不奉公につき引合書 椎堂村役人 西宮役人中 状 1 文政12.正 1829

8-7 28 奉公 不奉公につき引合覚 椎堂村役人 西宮役人中 状 1 文政12.9.4 1829
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8-8 998 奉公 奉公人請状 摂州豊島郡岡
町平野屋五兵
衛借家住親清
治郎ほか1名

椎堂村四郎兵
衛

状 1 弘化3.2 1846

8-9 448 奉公 奉公人請状 摂州豊島郡原
田村親甚平

椎堂村四郎兵
衛

状 1 安政4.2 1857

8-10 198 奉公 年季奉公人請け状 状 1 近世 後欠

8-11 78 奉公 奉公人請け状 状 1 近世 後欠

9-1 509 家 覚 状 1 虫損のため開披不
能

9-2 499 家 書画 状 1 （近世） 虫損のため開披不
能

9-3 489 家 みその覚 みそ八兵衛 椎堂村四郎兵
衛

状 1 （近世） 虫損 前欠

9-4 829 家 依頼状 状 1 （近代）正.24

9-5 539 家 金銭覚 状 1

10 10110 小作 小作証文 小作人惣左衛
門ほか1名

武兵衛 状 1 天保13.12 1842 虫損
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10-2 7110 小作 小作証文 小作人四郎兵
衛ほか1名

武兵衛 状 1 嘉永4.12 1851

11-1 12511 西本願寺関係 金進上のこと 摂州椎堂村四
郎兵衛

状 1 卯.12 包紙あり

11-2 12411 西本願寺関係 金進上のこと 四郎兵衛 状 1 亥.5.3

11-3 12311 西本願寺関係 摂州十三日講寸志奉納絵巻 状 2 （近世） 文政・天保頃の大根
屋小右衛門の西本
願寺改革の頃のもの
か

11-4 3411 西本願寺関係 金百疋寄進状 四郎兵衛 状 1 亥.5.3

11-5 11111 西本願寺関係 開教志受取のこと 本山受納所 摂州橋本綱吉 状 1 明治29.3.19 1896

11-6 12711 西本願寺関係 中宗大師法事に付懇志 本山受納所 摂津国十三日
講橋本綱吉

状 1 明治31.3.18 1898

11-7 10811 西本願寺関係 護持会志受取のこと 本山受納所 摂津国川辺郡
椎堂村橋本綱
吉

状 1 明治34.2.6 1901

11-8 12111 西本願寺関係 両堂建築のため金子受取 興正寺派本山
建築会計部

橋本常綱吉 状 1 明治41.6.9 1908

11-9 11011 西本願寺関係 包紙 摂津国十三日
講橋本綱吉

状 1
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11-10 6211 西本願寺関係 護持会報告 冊子 1 明治20年代

11-11 11611 西本願寺関係 祖師命日控 書冊 1 虫損

12-1 11712 吉祥寺関係 仏言 吉祥寺 橋本 状 1 寛政2 1790

12-2 12212 吉祥寺関係 宗旨送り状 新田村法傳寺 椎堂村吉祥寺 状 1 嘉永3.2 1850

12-3 7613 吉祥寺関係 善念寺とのあらそいにつき一
札

椎堂村吉祥寺
門徒中

状 1 （近世）

13-1 16913 伊勢講 伊勢参宮見舞帳 橋本 横帳 1 明治4.2.28 1871

13-2 6113 伊勢講 伊勢参宮入用扣帳 横帳 1 明治4 1871 括り付けあり

13-3 6013 伊勢講 伊勢参詣諸入用勘定帳 若中 横帳 1 明治

13-4 5913 伊勢講 伊勢参り諸入用帳 横帳 1

14-1 8014 教典等 一枚起請文の事（法然の書い
た文書の写し）

状 2 （近世）

14-2 11314 教典等 一枚起請文（法然の書いた文
章の木刷版）

源空 状 1 請求番号126と同一
のもの

14-3 12614 教典等 一枚起請文（法然の書いた文
章の木刷版）

源空 状 1 請求番号113と同一
のもの
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14-4 16514 教典等 法話 書冊 1 近世 虫損

14-5 16414 教典等 法話 書冊 1 近世 虫損

14-6 11814 教典等 法話 状 1 前後欠

14-7 11914 教典等 法話 状 2

14-8 12014 教典等 経文 書冊 1

14-9 11514 教典等 経文 冊子 1 帳外れ

14-10 12814 教典等 仏像刷り物 状 3 明治26.8.18 1893 新聞にくるまれてい

15-1 10715 法事 法名書付 状 1 享保7.3.27 1722

15-2 10915 法事 法名書付 状 1 享保7.3.27 1722

15-3 11415 法事 法名書付 状 1 延享元.11.27 1744

16-1 56-116 領収書 魚の買物覚 状 1 請求番号56巻き込
み一括

16-2 56-216 領収書 寄合入用覚 状 1 請求番号56巻き込
み一括
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16-3 56-316 領収書 買物覚（竹の子ほか） 状 1 請求番号56巻き込
み一括

16-4 56-416 領収書 買物覚 状 1 請求番号56巻き込
み一括

16-5 56-516 領収書 買物覚 状 1 請求番号56巻き込
み一括

16-6 56-616 領収書 買物覚 状 1 請求番号56巻き込
み一括

16-7 56-716 領収書 覚 状 1 請求番号56巻き込
み一括

16-8 5716 領収書 表具覚 大坂豊能郡池
田西之口町表
具師鈴木松華
堂本店

本田 状 1 （近代）

16-9 58-116 領収書 金受取覚 大久 状 1 請求番号58巻き込
み一括

16-10 58-216 領収書 提灯灯籠代受取覚 加茂吉松 状 1 請求番号58巻き込
み一括

16-11 58-316 領収書 おかざり代ほか受取覚 山万 状 1 請求番号58巻き込
み一括
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16-12 58-416 領収書 代金請取覚 大星 橋本 状 1 虫損 請求番号58巻
き込み一括

16-13 58-616 領収書 領収書 氏田 橋本 状 1 明治34.2.24 1901 請求番号58巻き込
み一括

16-14 58-716 領収書 買物覚 一の濱 橋本綱吉 状 1 正.6 請求番号58巻き込
み一括

16-15 58-816 領収書 相生酢買物覚 三輪谷 状 1 丑2.23 請求番号58巻き込
み一括

16-16 58-916 領収書 釘買物覚 釘亀 状 1 請求番号58巻き込
み一括

16-17 58-1016 領収書 買物覚 ■亀 状 1 請求番号58巻き込
み一括

16-18 58-1116 領収書 領収書 ■中本店 状 1 2.21 請求番号58巻き込
み一括

16-19 58-1216 領収書 豆腐代覚 とふや 状 1 請求番号58巻き込
み一括

16-20 58-1316 領収書 買物覚 伊丹宮之前市
卯

状 1 2.22 請求番号58巻き込
み一括

16-21 58-1416 領収書 領収書 大星 橋本 状 1 2.23 請求番号58巻き込
み一括
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16-22 58-1516 領収書 領収書 大星 橋本 状 1 21 請求番号58巻き込
み一括

16-23 58-1616 領収書 領収書 状 1 請求番号58巻き込
み一括

17 16617 土地経営 地主約定書 橋本市左衛門
ほか11名

書冊 1 明治13.1 1880 虫損

18 4718 歴史 大坂三郷町中御取立軍伝
（写本）

書冊 1 文化10 1813 原本は安永9年

19 619 相撲 食満村にて相撲興行お知ら
せ

興業人伊勢海
浪吉

状 1 近代

20-1 9220 断簡 断簡 椎堂村庄屋四
郎兵衛ほか1名

竹内金兵衛ほ
か2名

状 1 寛政7.正 1795 前欠

20-2 1620 断簡 断簡 新右衛門他1名 椎堂村四郎兵
衛

状 1 前欠

20-3 1820 断簡 断簡 状 1 近世 前後欠

20-4 2620 断簡 断簡（訴訟関係） 状 1 （近世） 前後欠

20-5 4220 断簡 断簡（願書か） 阿部豊後守領
分摂州川辺郡
椎堂村新左衛
門ほか15名

状 1 （近世） 前後欠
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20-6 5520 断簡 断簡（書状） 状 1

21-1 4320 その他 書状か 橋本 状 1 破損 虫損甚大のた
め開披不能

21-2 9321 その他 読本か 状 1 帳外れ 請求番号94
と同じ本か

21-3 9421 その他 読本か 状 3 帳外れ 請求番号93
と同じ本か

21-4 11221 その他 包紙 摂州椎堂村橋
本綱吉

状 1

21-5 521 その他 最中の広告 堺市山之口大
小路南 海月
堂

状 1 大正

21-6 5121 その他 火口の広告 状 1

21-7 5421 その他 包紙 摂津国川辺郡
椎堂村橋本綱
吉

包紙 1 包紙のみ

21-8 5221 その他 白紙 状 1
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