
文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

074014 享保18年水堂村絵図 1733 1 旗本青山氏・大阪城代領、３枚分割、彩色

085007 浅井理兵衛歳代記 1770～1862 1 家・村関係記録記事　商売（呉服・米・麦・酒・肥料）・米麦の作
柄・値段　天保2年東富松村おかげ踊り

090018 中外商業学校生徒心得 1928 1

091021 塩田家代々記 1648～1946 1 代々当主（市兵衛・慶安元年没～半兵衛・昭和21没）その他の
事績・法名・没年

095311 尼崎市教育委員会歴史博物館準備
室震災関係展示資料

1995 2 歴史博物館収蔵資料展VII「被災史料が語る歴史」
（1995/11/21～12/3、尼崎市立中央図書館）のチラシ、展示解
説

099401 生島神社神職佐々木氏小教院社長
ほか任命書（コピー）

1873～1884 5 佐々木氏は明治初年小学校設立以前は「生島村」で寺小屋師
匠であった旨封筒に注記あり。

099406 橘土地区画整理組合について枝川
氏レポート

1999 1 枝川初重氏が川端正和氏文書を使用して執筆、組合設立・事
業内容・経過など

100011 寒素麺商標版木 - 1 塚口村耕寿製

100404 明治十二年塚口村地図 1879 1 塚口村一筆限り地図のマイクロコピー（A4判）製本

100483 酒代銀・預け銀出入り等目安写し - 1 川端正和氏文書(1)№1-1～2

100494 東京向清酒出荷帳 1891～1907 1 川端正和氏文書(1)№76

101035 西摂地域における在方酒造家につ
いて～摂津国川辺郡水堂村川端又
兵衛家をもとに～

2001 1 卒業論文、川端正和氏文書、在方酒造家の成長～没落過程と
没落後の経営転換を解明

102021-4 （阪急）西塚口住宅地案内図 1941～1946 1 阪急電鉄による西塚口住宅地建売の案内図。横27×縦39cm。
売出時期：昭和16～21年（阪急社史・図説による）

102036 富松城と富松の原風景マップ 2002 1
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文書群番号 文書群名称 西暦 点数 内容

102038 富松城跡図 - 1 関西城郭研究会作成。荻原信一(荻原一青)氏による説明及び
原図作成。

104019 岸本吉二商店製品案内 2004 4 菰樽・福俵・枡各種製造販売商品の案内パンフレット

105016 富松城跡を活かすまちづくり委員会
発行資料

2002、2022 2 リーフレット『尼崎の宝・中世の富松城跡が、いま危ない』（富松
城および関連事項の解説・年表：2002頃発行）4点（2点は平成
17年、ほか2点は令和4年収集）。チラシ「住む人来る人、みんな
で作る富松　とまつはおもしろいがいっぱい！！」2点（令和4年
収集）。

105406 塩田家代々記（コピー） 1648～1946 1 『塩田家代々記』（文書群番号091021）のコピー。

105407 塩田家代々記（翻刻） 1648～1946 1 『塩田家代々記』（文書群番号091021）の翻刻。1993.10野市勇
喜雄氏作成

106011-1 富松城跡を活かすまちづくり委員会
総会関連資料(1)

2006～ 30 総会資料（事業報告書・決算報告書・予算書案・会則ほか）、記
念講演レジュメ、送付状

106011-2 富松城跡を活かすまちづくり委員会
総会関連資料(2)

2015 4 富松城跡を活かすまちづくり委員会平成27年度総会（4月19
日）での配付資料。会員研修旅行の案内、「歴史遺産（富松城
跡）保存・活用懇話会」報告、文化財収蔵庫パンフレット、封筒
添付。

106022 全国中・高校生歴史サミット2006応
募レポート「中世の城館　富松城に
ついて」

2006 1 全国中・高校生歴史サミット2006－みんなで探ろう中世の城と
町－への応募レポート　サミットの概要は本レポート末尾参照

106024 小谷工務店阪急塚口住宅地売出し
広告

1939 1 『土地と住宅』126号(昭和14.5.11発行)。小谷工務店が阪急伊
丹線稲野駅南東に開発した住宅地の地図・写真掲載広告

106039 尼崎郷土史研究会歴史講座資料
「名月姫伝説の謎」

2006 1 尼崎郷土史研究会主催歴史講座（平成18年2月16日開催）の
資料

107019 橘土地区画整理組合地区整理図 1939 1 軸装・木箱入り。箱蓋裏に「橘土地区画整理組合事業竣成記
念」。川端正和氏文書(2)№629と同物。本紙73.5×92.7㎝。
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107412 2007年度政治経済学・経済史学会
秋季学術大会資料（コピー抄）

2007 2 史料館収蔵の川端正和氏文書、尼崎市行政文書を利用し、橘
土地区画整理事業を通して農村の市街地形成と地主の関係に
ついての研究を行っている沼尻晃伸氏（埼玉大学）の大会報告
要旨およびレジュメのコピー。

107413 聖戦記念　国民奉公録（コピー抄出） 1942 1 目次（全）と尼崎関連団体・人物の箇所。栗山五左衛門、西村
亀、小笠原茂、尼崎飲食商業組合ほか掲載。

108013 第22回ふるさと探訪あまがさき市民
ウォーク参考資料

2008 4 第22回ふるさと探訪あまがさき市民ウォーク参考資料「富松神
社」・「中世の富松城跡」、富松城趾を活かすまちづくり委員会
からの「ふるさと探訪市民ウォークに関する協力のお知らせ」、
封筒

108056 塚口劇場上映映画予告宣伝チラシ 1956・1958 14 塚口東映劇場（元・塚口第一劇場）・塚口第二劇場・塚口第三
劇場で上映される映画の予告及宣伝チラシ。昭和33年頃より
「スクリーンニュース」との題がつけられる。スクリーンニュースは
12・34・37・39号。

108470 青大録解読本（2） 1948 2 「青大録」は桑原重英(青山家臣ヵ)が、享保17年(1732)に編纂。
青大録写本・茂原本（宝暦11年（1761）江戸在番松本信安が筆
写、茂原家が保管）を昭和23年に岡本静心氏が筆写したもの。
およびそのコピー製本。

109064 尼崎郷土史研究会歴史講座「塚口
寺内町」資料

2010 6 平成22年2月18日の尼崎郷土史研究会歴史講座「塚口寺内
町」で講師を務めた田中實氏作成のレジュメ。

111025 尼崎浄水場特別開放イベント当日配
布資料

2011 7 パンフレット２点、ビラ、アンケート、タオル、定規、カード各１点
ずつ

112406 尾浜村字一筆限地図帳コピー 1 カラーコピー。

113032 塚口サンサン劇場60周年記念特別
上映関係資料

2013 8 特別上映会チケット2点、チラシ4点、番組スケジュール予定表1
点、封筒1点。

113043 水堂地区方言・屋号ほか調査 2013 3 「水堂集落（水堂1丁目〈垣ノ内・又八重垣〉）の屋号」、「水堂地
区でよく使われていたことば」、「太鼓の歴史（メモ）」
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113059 尼崎藩札（安永札）(8) 1842 1 天保13年に発行された新銀札。表に村名「西富松」が、裏に組
名「三反田組」の印が押してある。引替は尼崎役所。

113069 卒業論文「環濠集落「東富松」の成り
立ち－城館跡・寺内を巡って－」

2014 1 奈良大学通信教育部文学部文化財学科卒業論文。

113070 防空壕築造要領 2 防空壕築造要領、防空壕築造要領図表。

114004 菰樽関係資料 1 ミニ鏡開きセットデザイナーズラインパンフレット。

114013 近松研究所設立25周年記念講演会
資料

2014 10 近松研究所設立25周年記念講演会（2014年4月26日）の配付
資料。講演会レジュメ・アンケートおよび添付の資料（近松研究
所パンフレット、特別文庫展パンフレットなど）、送り状。

114039 塚口六つ美園住宅土地案内 1 塚口六つ美住宅の販売パンフレット。
猪飼商事社長の猪飼史郎は売薬業を営んでおり、国光製薬の
取締役でもあった。史郎の妹静江は二代目塩野義三郎の弟長
次郎に嫁いでいる。

114058 兵庫県立ピッコロ劇団創立二十周年
記念祝賀会の案内

2014 1 3枚一括。案内状1枚、「兵庫県ピッコロ劇団20年の歩み」（歴代
劇団代表履歴・劇団関係者受賞歴）1枚、アクセスガイド1枚。尼
崎市都市魅力創造発信課課長宛のもの。

115014 尼崎市立尼崎高等学校創立80周年
記念式典関係資料

1993 5 創立80周年記念式典式次第、学校案内、記念式典来賓者名
簿、芳名一覧（企業関係）、校章入り封筒。平成5年10月16日に
行われた記念式典の配布資料。

115023 名神高速道路開通リーフレット 1963 1 名神高速道路（栗東-尼崎）が開通した時の案内。案内地図、
料金表のほか、高速道路の走行についての注意などが書かれ
ている。

115028 デンカ号電気自動車カタログ 1 昭和15年に尼崎工場が完成。戦後の燃料不足の中、電気自動
車が人気を博した。しかし、ガソリン車輌の好転と蓄電池の高騰
などにより徐々に下火になり、昭和25年に従業員を一斉解雇
し、出直しをはかり、昭和26年には電気自動車製造を終了し
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115059 つかしん披露パーティー案内 1985 5 つかしん披露パーティー案内、出欠葉書、会場案内図、記念品
引換券、封筒。昭和60年9月26日、つかしんオープン前日に行
われた披露パーティーの招待状。

115402 尾浜八幡社境内「水利功労者顕彰
碑銘文」

2000 7 石造美術史家福澤邦夫氏が採択した拓本の写真（分割５点）、
写真を貼り合わせたコピー2点、全体のコピー２点、、解読文2点

116060 地域・現代学講座「アスベスト問題を
知る」資料

2017 5 平成29年1月に立花公民館で開催された講座のチラシ、第1回
講座レジュメ、新聞記事コピー。第2回講座レジュメ。第3回レ
ジュメ（大島秀利氏のレジュメ、塩見幸治氏はレジュメなし）。

116066 富松城跡を活かすまちづくり委員会
設立15周年記念式典資料

2017 4 式典案内・式次第・「富松城跡を活かすまちづくり委員会」紹介
チラシ・「「富松いろはカルタ」申し込みのお知らせ」。

116068 ダイアマカード 1 ダイアマ製菓の商品についていたカードで、集めると景品がもら
える。ダイアマ製菓は昭和30年代～40年代に尼崎にあった企
業である。

117061 沿革及現状（郡是製絲株式会社） 1938 1 郡是製絲株式会社の会社概要。立花村には、関連会社の郡是
繊維工業株式会社があった。

117082 尼崎市歌を素材とした立花小学校国
語科指導案・成果物

2018 1 1940年の市歌を素材とした国語科指導案（平成30年2月21日実
施）および成果物（立花小四年一組作市歌）。A4用紙12枚・立
花小封筒入り一括。

119023 塚口住宅経営地地割図 1 塚口停留場より北西部、塚口住宅の地割図。原題は「塚口住宅
経営地々割図」、縦475×横558mm。
表面の赤色斜線は売約済の土地、表題下にペンで書き込みあ
り（梅田より十五分間　塚口より伊丹へ五分間　〃神戸へ三十五
分　水道ノ設備ハ勿論電話もあり　近日瓦斯モ来ル予定）。裏
面に消印「西陣　 (大正)13.6.18」がある。

119032 栗山五左衛門氏文書のうち常松・生
島四か村水論文書翻刻文

2019 1 翻刻史料の内容については翻刻文目次（中村光夫氏作成）参
照。謄写版印刷・藁半紙。

119417 塚口住宅地の地図・図面コピー 2 「見取図」「配置図」2点（いずれもA3・3枚一組）。立花村塚口
695新道工務店作成。
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121035 兵庫県立尼崎北高等学校創立百周
年記念品

2021 3 創立百周年記念ガラス製文鎮・同ゴーフルの缶・不織布バッグ

122027 橘土地区画整理組合売却土地明示
図

1 立花駅周辺の土地販売案内。売却地積価格表や上下水道設
備、位置、環境と交通、道路、ガス、公園などについて説明。
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