
文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

060002 東洋紡神崎工場職務精励につき感
謝状

1939 1 田淵氏が東洋紡寄宿舎室長をつとめていた際、業務精励等に
つき東洋紡績神崎工場より表彰されたもの。

060007 杉本昭典氏文書(4) 1942～1948, 2 金楽寺第１町内会常用日誌・駐留軍ｷｬﾝﾌﾟ設置反対促進協議
会参考綴り。

060036 関西ペイント営業概況大正10年～昭
和10年記事抜き書き

1921～1935 1 関西ペイント株式会社営業報告書等の記事を抜粋したもの。

060045 神崎村中堂ほか土地売買契約証 - 1 神崎村内の土地売買契約書。

060093 杭瀬市場復興関係史料 1945～1946 7 杭瀬市場復興関係の領収書、家賃精算書、保証金並に諸経費
精算書、家賃賃貸借契約証書ほか。

076006 寺田繁一氏文書(2) 1868 3 大阪府高札（五倫の道定、切支丹宗門取締、徒党強訴取締）

080018 大物之湊木版画 - 1 西国名所之内尼崎大物之湊　歌川禎秀（文化4～明治12年こ
ろ・1807～1879ころ）画

084010 長洲マンション建設用地調査報告書 1984 2 尼崎ビューマンション（長洲西通2丁目1）のボーリング調査結
果・杭打ち工事の出土状況

085006 愛媛県大洲中学校報国隊尼崎隊職
員日誌

1945 1 愛媛県大洲中学校報国隊尼崎隊　住友金属工業プロペラ製造
所

087020 塩問屋引札 - 1 辻虎蔵商店

090402 生橋茂二氏文書卒業証書類（コ
ピー）

1874～1902 33 明治期生橋家子女の小学校卒業証書・賞状

093005 大阪合同紡績営業報告書 1919 1

094405 戦時期米軍空中撒布ビラ（コピー） 1945 1 戦時期米軍空中散布ビラ、「マリヤナ特報号外」（三国共同宣言
発表）・「日本の皆様」、昭和20年8月12～14日に杭瀬で拾われ
たもの。原史料借用時担当者（白石）の報告史料添付。
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

095002 元禄14年杭瀬村本田起し返し願い
（平野進氏文書）

1701 1 杭瀬村外島の川成本田起し返し願い、額装

096003 詞林類典　増訂詩韻含英異同弁　
上・下

1893 2

096024 安永6年杭瀬村免割目録帳 1777 1 村高861石のうち、上島・下島・午新田など村外地主持ち分に対
する安永６年分の年貢納付高を村中全員で確認して連印したも
の。村外地主には築地・辰巳など尼崎城下の商人名多い

096401 西長洲の里（複製物） 1991.10.26 1 田中澄子氏は、1926年（大正15）、西長洲生まれ。本自伝は、
著者65歳、1991年年10月26日に執筆完了。子と孫に、西長洲
の地で体験した自身の青春の記録（幼女時代～戦争体験、終
戦）を残したいと執筆されたもの。尼崎自治体・都市問題研究所
の横山澄男氏が現代史聞き取り調査の過程で発見し、横山氏
を通じて史料館が複写した。

097016 阪神会館ダンスパレス招待券 1932.03.10 1

097402 西光寺関係史料（コピー） 1904～1997 4 中西純司氏所蔵土地台帳、杭瀬冠頭中会会員名簿、杭瀬冠頭
中会のいわれ、農耕儀礼と年中行事

098019 『猪名庄遺跡を学ぶ会』№３ 1998 2

100026 弥生ヶ丘(尊坊)土地区画整理事業
関係資料

2000 2 事業概要、位置図

100032 女たちの潮江まちづくり提案 2001 1

100490 文禄3年下坂部村検地帳写 1594 1 橋本治氏文書№11

100496 文化9年大庄屋・陣屋役人忌避騒動
関係文書

1812 1 田中利治氏文書(1)№20，52～55

100498 潮江金蓮寺文書（翻刻） - 4 原史料を筆写。
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101043 尼崎市杭瀬地区にみられる都市住
居類型に関する研究

2002 1 修士論文

101404 宝暦10年尼崎領村々書上 1760 1 金蓮寺文書のうち、原史料を筆写したもの。

101426 明治6年金楽寺村耕地地引帳 1873 1 田中利治氏文書(1)№23

101428 貞享4年金楽寺村古来名寄帳 1687 1 田中利治氏文書(1)№22

102001 常光寺小学校創立35周年記念下敷
き

1987 1

102002 駅前再開発事業に関する研究－計
画変容に揺れたＪＲ尼崎駅北第二地
区市街地再開発事業－

2001 1 修士論文

102052 摂津国川辺郡神崎村に関する一考
察～公役と猪名川通船を中心に～

2003 1 卒業論文

104007 キリン麦酒営業の栞 1936 1 キリンビール尼崎市神崎工場鳥瞰図および会社沿革、工場沿
革

104011 日本エレベーター製造株式会社営
業案内

1929頃 1 エレベーター・ケーブルカーなど製品および大阪府庁・合同紡
績神崎工場など施工例紹介。

105032 JR尼崎駅発券乗車券 1972 1 昭和47年2月28日発券、硬券、尼崎駅から1～2区間30円分

105048 尼崎市詳細図（開明・長洲・西長洲・
金楽寺）

1985前後 4 昭和59年度長洲・稲川橋社協区域図、昭和61年度開明社協区
域図、西長洲区域図、金楽寺区域図。各図にプロット多数有り、
意味は不明。金楽寺区域図は1985年12月付の尼崎公害患者・
家族の会入会案内が台紙代わり。

105422 日立製作所杭瀬分工場空襲被害関
係資料（コピー）

1979 4 S20年6月15日日立製作所杭瀬分工場での空襲被害につい
て、大森氏問い合わせの封書と被害状況報告書コピー

106023 尼崎市上水道神崎水源地図 - 1 尼崎市上水道神崎水源地（1918創設、1928取水停止、現神崎
浄水場）の施設概要と図
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106038 尾嶋清篤氏寄贈冊子 - 7 尾嶋氏が独自編集、または出版物を筆写して作成した私家版
冊子。『残念さん』（平成5発行）、『小田村の今昔』（原典等不
明）、『バス水没で生還の三七人』（平成17）、『安政大地震津波
の碑』（平成5）、『原平鎮陸軍病院満年上等兵』（昭和62)、『赤
柴部隊』（昭和15出版物を平成18筆写、同部隊指揮官は尾嶋
氏大叔父とのこと）、『戦争体験を語る』（発行年等不明）

106423 東尼崎診療所管理運営問題関係史
料

1961 12 師岡佑行氏『風雪－東尼崎診療所の歩み』（史料館所蔵図書
登録番号48270）関係史料。日本共産党による東尼崎診療所運
営、および同党による離党者処分に対する抗議ビラ。謄写版
（ガリ版刷）

108069 尼崎精工株式会社株券 1954 1 尼崎精工が発行。百株券。裏書より、表面の株券取得者から三
度譲渡があり、所有権が移っていることがわかる。尼崎精工は、
戦前は武器製造、戦後は扇風機を製造していた。昭和40年頃
地図・事業所名簿（移動式書架2のC上から2段目）等から消える
ので、事実上この頃消滅したものと考えられる。工場があった場
所はその後尼崎化学合成の敷地となる。

108433 神戸大学図書館所蔵・中長洲村・東
長洲村文書（コピー）

1866・1867 2 「慶應三年六月中長洲村村役書上帳」「慶應二年（ヵ）東長洲村
村高家数人別書上帳」

109004 小田村米生産調査補助票綴 1933～1937 1 土地台帳の情報とともに、耕地一筆ごとの面積、作付反別(昭和
8～12)、作柄、所有者、耕作者などを記した台帳。

109013 近松記念館改修工事完成記念展示
目録

2009 1 2008年5月25日発行。通常展示と同じ内容か。近松の出自や
久々知広済寺開山講・近松部屋関係、浄瑠璃正本など。

109020 川辺郡小田村村勢要覧 1 大正10年5月現在の小田村村勢。小冊子。

109040 小田会主催「中国街道を歩く・常光
寺～大物」配布資料

2009.11.7 3 平成21年度小田会歴史街道事業として11月7日に企画・実施さ
れた中国街道ウォーキングの当日配布資料。

110021 常光寺小学校体育会関係文書 1959 7 昭和34年度常光寺小学校秋期体育会案内、体育会の祝儀受
付明細、紙幣（祝儀金ヵ）。

110042 小田会歴史街道事業「潮江～塚口・
伊丹道を歩く」当日配布資料

2010 1 -
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110404 西光寺・杭瀬村史資料（コピーほか）
(2)

30 西光寺由緒・歴代住職関係史料および御文章コピー、東墓門
徒名前調査報告、杭瀬木之元屋敷図ほか

112017 徴兵保険証券ほか 1928、1934 2 徴兵保険証券、『輝く海軍写真帳』

112022 ダンスホール阪神社交倶楽部招待
券

1929 1 6cm×9cm。昭和4年（1929）10月15日当日限りの未使用招待
券。招待券の表には、所在地が「阪神国道電車　国道バス　北
杭瀬停留所」と記されているが、「阪神社交倶楽部」という名称
のダンスホールは今まで確認されていない。
　ただ、北杭瀬停留所に近い国道筋には同年3月開業のダンス
ホール「杭瀬ホール」が存在しているので、同ホールに所属する
社交組織名とも考えられる。

112404-1 尼崎精工ろうあ者雇用関係史料（1） 1943～2012 21 大矢氏作成資料、尼崎精工(株)内工和倶楽部『工和会報』コ
ピー、「尼崎精工K.K.ろうあ工員」写真、『聾唖の光』抜萃コピー
7点ほか。
尼崎精工ろうあ者雇用の来歴については、概要参照のこと。

112405 久々知地区字一筆限地図　昭和25
年3月作製　コピー

1950 1 第33号東川田図が欠けている。

112408 東田清治氏所蔵農業関係史料コ
ピー

1948 1 「土地及耕作簿」、「農会費その他経理関係」、「土地台帳」

112412 善法寺農会文書コピー 1959～1980 78 善法寺農会文書の一部の複写。

113048 小田会歴史街道事業「有馬道を歩
く」

2012 1 前近代歴史スポットめぐり。平成24年11月9日に開催。街道歩き
レジュメ。

113049 小田会歴史街道事業「～常光寺・今
福・杭瀬を歩く～」

2013 1 前近代歴史スポットめぐり。平成25年11月1日に開催。街道歩き
レジュメ。

113054 中島製作所電気自動車リーフレット 1941 1 中島製作所が尼崎の杭瀬工場で製作していた電気自動車の
リーフレット。

113077 小田会寄贈絵図 2 「大日本行程大絵図」（木版刷り　天保14年初版、慶応元年再
版）、「尼崎領分絵図」（延享4年の尼崎領分絵図を昭和戦後期
に筆写したもの）。
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113082 尼崎市制70周年記念'86フェスティバ
ルあまがさき入場チケット

1986 1 尼崎市記念公園で行われた市制70周年記念イベントのチケット
1枚（未使用）。

114011 尼崎牛乳関係資料 2014 4 尼崎牛乳びん、給食用（青）市販用（緑）コーヒー牛乳（オレン
ジ）。牛乳キャップ11枚。

114021 弘化3年本丸普請銀受取の通 1846 1 津久井龍右衛門ほか1名から大物町柏屋弥兵衛へ出された、
銀10貫目受取の通い。

114028 塩野義商店広告類 1930年頃 1 木枠額縁入り。58.0×79.3。「緩和下剤　ラキサトール」広告。塩
野義商店杭瀬工場全景図あり。

114036 尼崎地名めぐりファンのつどい　IN　
潮江　限定記念バッジセット

平成26年 1 2014年7月26日開催の「尼崎地名めぐりファンのつどい　IN　潮
江」で参加者に配布されたバッジ。尼崎の地名の書かれたバッ
ジが６個セットになっている。

114041 小田会歴史街道事業「有馬道間道を
歩く。」パンフレット

2008 1 平成20年度小田会歴史街道事業。歴史スポット巡り。

114052 浄光寺縁起図うちわ 2 うちわの画像は尼崎市指定文化財『紙本着色浄光寺縁起図
（部分）』（17世紀初頭、浄光寺蔵・撮影）。

114056 日本麦酒鉱泉株式会社案内 1928 1 日本麦酒鉱泉株式会社の各工場の案内。尼崎工場は製壜部
門の工場であった。昭和9年の室戸台風で崩壊し閉鎖した。日
本麦酒鉱泉株式会社はアサヒビールの前身である。

114057 潮江素盞嗚神社新社殿落成記念
式・祝賀会の案内

2014 2 案内（封筒入1点）は、潮江社会福祉連絡協議会（記念式実行
事務局）会長・同社宮司・総代会長の連名で尼崎市都市魅力
創造発信課課長宛に出されたもの。ほか「潮江素盞嗚命神社」
の社名と紋入（木瓜紋／五瓜に唐花）紙袋1点。

114061 尼崎市水道局神崎浄水場下敷き 2 表面は神崎浄水場の全体写真、裏は浄水処理の仕組み。

115020 絵手紙鶴の会関係資料 2015 6 絵手紙鶴の会の展示のチラシ、日本絵手紙協会パンフレット、
講師江川氏の名刺、作品（印刷物（はがき）・色紙）。
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115405 竹永武雄軍事郵便 1941～1953 4 内容はCD。竹永三男氏の父武雄氏が、昭和15年10月に呉海
兵団入団後に親族に宛てた書簡3通。および同氏の元陸海軍
軍人同文官恩給資格者調査書。

116036 お洗濯の栞（尼崎精工の洗濯機パン
フレット）

1 アマコー洗濯機の使い方。尼崎精工の洗濯機の使用解説書。
ローラー式脱水機である。

116071 伊丹銀行常光寺派出所マッチラベ
ル

- 1 「（シンボルマーク）／株式会社伊丹銀行常光寺派出所／電話
尼ヶ崎二五番／神戸東光社製」。縦35×横55mm。

117007 日新製鋼株式会社自動車用切鈑ほ
かカタログ

1 日新製鋼株式会社の自動車用切鈑、冷延薄板、冷延ステンレ
ス鋼板の紹介カタログ。

117046 アミング潮江（JR尼崎駅北再開発事
業）関係資料

1992～1999 3 尼崎駅北地区再開発計画の趣旨と現況などのパンフレット（平
成4、平成6、平成11）。

117048 聴取無線電話私設許可書（ラジオ許
可書）

1925 1 ラジオを設置するための許可証。大阪放送局が本放送を始め
たのは大正14年6月1日のことであるが、本許可書の日付は大
正14年8月12日である。ごく初期の許可書である。こうした許可
書は昭和25年（1950）年の放送三法の成立まで続いた。

117051 川口家年中行事覚書 1 お正月やお盆などの年中行事の覚書き。

117052 川平商店帳簿 1907～1919 1 肥料商川平商店の帳簿と思われる。本来2点以上の帳簿であっ
たとおもわれるが、帳外れのため一括して扱う。

117081 小田会旧蔵資料 3 ファイル2冊（「JR尼崎新駅建設期成同盟」  「近松顕彰俳句全
国大会18年間の記録」）と「JR東西線開通記念ビデオ」1点。

118014 鍼灸・医学関係木版本 1633～1856 7 『傷寒論国字解』（巻一・二・四・五・六）5冊、『勿聴子俗解八十
一難経』1冊
『鍼灸抜萃大成』1冊。

118057 尼崎松竹ニュース 1941～1942 4 『尼崎松竹ニュース』23（昭和16/5/5発行）・35（昭和16/7/15）・
47（昭和16/9/9）、および『阪神松竹週報』No.8（昭和17/3)。
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119006 土地返還契約証 3 地主尼崎伊三郎と小作人濱名万吉との間にかわされた土地返
還契約証(いずれも長洲地区の土地)。契約証に年代の記入が
ないが、昭和16年4月末日を以て返還するという内容。

119026 尼崎高架橋（大物陸橋）撤去工事住
民説明会資料

（1986） 1 「尼崎高架橋撤去工事のお知らせ」（大鐵工業株式会社）に羽
間氏が書き込みを加えたもの。工期：昭和61年10月～昭和62年
7月。

119402 金楽寺村絵図（CH） 1 原本の史料は史料館寄託・田中利治氏文書(1)請求番号38。史
料館所蔵マイクロフィルム（田中利治氏文書）から焼き付けたも
の。

119405 日本スピンドル社報コピー 1950～1960 41 日本スピンドル製造株式会社社報。第1～40号（家庭版32号含
む）。コピー枚数78枚。

120001 尼崎関係手ぬぐい 35 尼崎市納税賞・築地町井澤醤油店・尼崎信用組合・中外商業
学校など尼崎に関わる手ぬぐいが中心。

7月6日受入分
下坂部小学校創立記念手ぬぐい1枚

120027 ヘラ池釣場燐寸ラベル 2 （1）燐寸ラベル…ヘラ池釣場、鯉つり鮒つりの表記、男性が釣り
をしている様子を描画（2）燐寸ラベル…ヘラ池周辺地図。地図
の外に「大阪四ツ橋土井マッチ謹製」と表記。（1）（2）共
36×56mm

120041 小田南公園での阪神タイガース
ファーム施設の誘致に関するアン

2020 2 （１）小田南公園での阪神タイガースファーム施設の誘致にあ
たって、尼崎市が近隣住民へ配布したアンケート調査の書類一
式（5点一括、封筒含む）。（２）（１）のアンケート調査結果概要及
び「ご意見を踏まえた検討状況」についての書類一式（6点一
括、封筒含む）。

120041-2 小田南公園での阪神タイガース
ファーム施設整備事業に係る説明会
の案内

2021 1 小田南公園（杭瀬南新町3丁目）での阪神タイガースファーム施
設整備事業に係る説明会の案内。封筒入り。説明会は令和3年
11月25日・28日、尼崎市社協会館にて開催。

尼崎市立歴史博物館 “あまがさきアーカイブズ”



文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

120065 奥田幸生氏戦時中集団疎開記録・
『尼りかん』No.77（奥田氏奥様アスベ
スト病状記録掲載）

2003、2020 2 ・奥田幸生氏戦時中集団疎開記録は、戦時中奥田氏が、現丹
波篠山市福住にある禅昌寺に学童集団疎開をしていたときの
回想手記。

・『尼りかん』No.77は、奥田氏の奥様が2019年にアスベスト疾患
を発症し亡くなるまでの病状記録が掲載されている。ご息女で
ある下釜小百合さんが執筆。

121009 三根久昌氏文書写真 1995 1 アルバム1冊にカラープリント4枚入り。
引取時現況（衝立、文書全体、特に損傷が甚大な文書）各1枚
と保存装備完了時の様子1枚。

121023 大正12年国鉄神崎駅安田店販売駅
弁包装紙

1923 1 国鉄神崎駅安田店にて販売されていた駅弁「稲荷鮨」のラベ
ル。ラベル記載内容：金額（25銭）、製造日時の印「12.3.31　前
9」（大正12年3月31日午前9時）、広告（サクラ正宗、人参キナ鐵
葡萄酒（大阪武田長兵衛発売）、神戸鉄道局「花の名所」）。縦
227×152mm。

121043 キリンビール尼崎工場パンフレット 1967ヵ 1 会社・工場の沿革の概要、製造工程などを記す。
同工場は、大正7年（1918）に国鉄神崎駅（現JR尼崎駅）北側、
潮江に設置され、神戸工場への移転により平成8年（1996）に閉
鎖された。
掲載内容から、このパンフレットは昭和42年（1967）頃発行され
たものと考えられる。

121046 左門殿川渡船営業許可願 1915 1 左門殿川筋、佃から今福村への渡船営業許可願。願書のほか
に渡船営業のための要項、図面、承諾書が綴られている。

122001 尼崎藩札（安永札）（11） 2 尼崎藩札銀十匁札１枚、１匁札１枚。発行は尼崎引替役所

122011 小田南公園施設整備関係資料 2022 4 小田南公園施設整備（阪神タイガース二軍ファーム施設誘致）
に対する住民側資料。
ビラ「小田南公園のこと知ってください。」1点、「わたしの小田南
公園展」（2022/10/5～10）等の案内はがき2点（以上は「つなが
るアートの会」発行）。チラシ「大切な防災公園　小田南公園が
なくなるかも・・・」1点。
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122017 小山清峯・金子兜太及び堀葦男の
色紙・短冊・句集

- 12 小山清峯氏による俳句の短冊・色紙・句集のほか、俳句を通し
て知り合った金子兜太（現代俳句協会会長・名誉会長、文化功
労者）・堀葦男（社団法人日本綿花協会専務理事、関西前衛俳
句運動の推進者）の色紙がある。詳細は以下のとおり。
（1）小山清峯短冊：4点、（2）金子兜太短冊：1点、（3）小山清峯
色紙：1点、（4）金子兜太・堀葦男色紙：1点、（5）句集「海隆」：1
点（6）句集『大物』（刊行物）：2点（7）句集『鹽』（刊行物）：2点
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