
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

宇保登氏文書(2)目録

473 473 お触書写し・願書控え 仮綴 1 明治2 1869

474 474 旧暦を廃し太陽暦を用うべき
旨の詔書写し

兵庫県令神田
孝平

状 1 壬申(明治
5).11.16

1872 虫損

475 475 文部省官等表・教員等表 状 1 明治6.8.12 1873

476 476 郵便法解説（郵便報知新聞付
録）

書冊 1 明治6.3 1873 後欠

477 477 免状 兵庫県庁 庄屋・年寄・惣
百姓

状 1 明治2.11 1869 前欠、虫損甚大

施行規則第5条(1)により非公開

478 478 地租改正につき嘆願書 下食満村耕地
地主惣代堀江
幸治郎他2名

兵庫県改正掛 仮綴 1 明治8.12 1875 虫損

479 479 田方等級引下げ願い 下食満村戸長
宇保與左衛門

兵庫県地租改
正掛り

仮綴 1 明治9.12.22 1876 虫損、却下通知と合
綴

480 480 地位等級調べ 仮綴 2 明治 480-2下部虫損大

481-1～58 481-1～58 地券 兵庫県 状 58 明治10.12.25 1877

481-59 481-59 地券 兵庫県 状 1 明治11.4.30 1878

481-60～70 481-60～70 地券 兵庫県 状 11 明治14.9.20 1881
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481-71～72 481-71～72 地券 兵庫県主事川
辺郡長石原亮

状 2 明治15.11.7 1882 汚損大・虫損、帯封
一括

481-73～74 481-73～74 地券 兵庫県主事川
辺郡長石原亮

状 2 明治15.7.20 1882

481-75 481-75 地券 兵庫県主事川
辺郡長石原亮

状 1 明治16.6.13 1883

481-76～78 481-76～78 地券 兵庫県主事川
辺郡長石原亮

状 3 明治18.4.1 1885

482 482 地租受取証 状 1 明治9～11 1876～
1878

虫損、状8・仮綴4一
括

483 483 反別書上げ覚え 状 1 明治

484 484 下食満村地等表 地主総代堀江
幸次郎他6名

兵庫県令森岡
昌純

状 2 明治13.7.13 1880 虫損

485 485 地価改め覚え 状 1 近代

486 486 荒地継年季除税願い 地主総代堀江
周吉他1名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治14.4.29 1881 虫損

487 487 起返地および荒地継年季に
つき出張検査通知

兵庫県租税課
員松田九等属

下食満村戸長
役場

状 1 明治　.10.20 他に出張時の宿泊先
手配依頼1点あり、封
筒一括
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488 488 所得税届けにつき移牒 川辺郡役所 園田村長村上
民蔵

仮綴 1 明治26.4.18 1893 封筒あり

489 489 大正6年所得申告草稿 状 1 大正6.4.28 1917 状3点封筒一括

490 490 昭和13年度所得決定通知書 伊丹税務署長
司税官中香□

園田村下食満
宇保与十郎

仮綴 1 昭和13.5.20 1938

491 491 国税・地方税領収証書 状 1 昭和12～14 1937～
1939

状39点一括

492 492 園田村収入役任期満限につ
き更迭通知

園田役場 宇保亀之助 状 1 明治26.6.29 1893 封筒あり

493 493 園田村助役退職につき更迭
通知

園田村役場 宇保亀之助 状 1 明治27.6.4 1894 封筒あり、封筒虫損

494 494 園田村助役辞選書の原稿 宇保亀之介 園田村長 状 1 明治 他に原稿送付の添書
1点あり、封筒一括

495 495 番人給米ならびに諸渡し控え
帳

下食満村戸長 横帳 1 明治7.1 1874 番人給料書上げ1点
綴じ紐部分に挟込
（虫損甚大）

496 496 金穀繰替帳 宇保亀之介 横帳 1 明治29.10 1896

497 497 県庁修繕費割りほか受取証 会議所 下食満村 状 2 明治

498-1 498-1 明治8年前半期区内入費割り
受取証

会議所 下食満村戸長 状 1 明治8 1875
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498-2 498-2 明治8年後半期区卒入費割り
受取証

会議所 下食満村 状 1 明治9.1.20 1876 虫損

498-3 498-3 明治8年後半期区費割り受取
証

会議所 下食満村戸長 状 1 明治9.1.20 1876 虫損

498-4 498-4 明治9年後半期区費割り受取
証

会議所 下食満村 状 1 明治10.1.25 1876 虫損

498-5 498-5 明治11年後半期区費割り受取
証

区務所 下食満村戸長 状 1 明治11 1878 虫損

499 499 番人入費割り受取証 会議所 下食満村 状 1 明治8.7.31 1875

500-1 500-1 明治8年後半期上木割り受取
証

会議所 下食満村戸長 状 1 明治9.1.20 1876 虫損

500-2 500-2 明治8年前半期上木割り受取
証

会議所 下食満村 状 1 明治8.7.31 1875

500-3 500-3 上木割り受取証 会議所 下食満村 状 1 明治

501-1 501-1 牢檻懲役場新築民費割り受取
証

会議所 下食満村戸長 状 1 明治8.3.15 1875

501-2 501-2 牢檻懲役場新築民費割り受取
証

会議所 下食満村戸長 状 1 明治8.5.22 1875

501-3 501-3 檻獄懲役場新築民費割り受取
証

会議所 下食満村戸長 状 1 明治8.10.20 1875
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502 502 明治9年後半期巡査費割り受
取証

会議所 下食満村 状 1 明治10.1.25 1877 虫損大

503 503 種痘医月給割り受取証 会議所 下食満村 状 1 明治　.1.25 虫損大

504 504 明治10～11年警察民費なら
びに先納金割り

区務所 下食満村戸長 状 1 明治11.1.25 1878 虫損

505 505 村社半年入費 年番 下食満村 状 1 近代　.1.11 虫損

506 506 村用正(醤)油・石炭油通い 菰池米松 下食満村方 小横帳 1 明治11 1878 虫損

507 507 村用酒通い 高見要介 下食満村方 小横帳 1 近代　寅

508 508 下食満組戸長役場諸入費覚
え

状 1 明治 状42・仮綴4一括

509 509 下食満組戸長役場入費受領
書

状 1 明治 状100（うち15点封筒
一括）・仮綴9・袋1一
括

510 510 床屋六畳新築諸事控え 宇保丑五郎 横帳 1 大正11.5 1922

511 511 大正11年度部落協議費決算
表下書き

仮綴 1 大正11 1922

512 512 租税米売渡しにつき約定一札 下けまむら戸長
宇保與左衛門

水口平三郎 状 1 壬申(明治
5).11.27

1872
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513 513 田税・山野税各村割り控え 仮綴 1 明治9～15 1876～
1882

514 514 堤防原付敷地年貢代請取証 中食満村戸長 下食満村戸長 状 1 明治12.1.17 1879 鼠損

515 515 年貢不納者覚え 状 1 明治 虫損

516 516 聯合会費上納通知 南清水村用掛り
石田卯三郎

戸長役場 状 1 明治16.7.25 1883

517-1 517-1 所得税届け未提出につき督促
通達

園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治26.5.17 1893

517-2 517-2 所得税届け未提出につき督促
通達

園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治27.5.21 1894

518 518 所得税届け様式配付につき通
知

園田村役場 宇保亀之助 状 1 明治26.4.12 1893 封筒あり

519-1 519-1 明治28年度村税戸別割賦課
表

仮綴 1 明治28 1895 上部鼠損

519-2 519-2 明治29年度村税戸別割賦課
表

委員宇保亀之
介

園田村役場 仮綴 1 明治29.4 1896 上部鼠損

520 520 県村税戸長役場管轄諸村納
税簿

本宇保 横帳 1 明治33～43 1900～
1910

521-1 521-1 明治34年度県税・営業税等級
賦課議案

仮綴 1 明治34 1901 下部鼠損、劣化
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521-2 521-2 明治36年度県税・営業税等級
賦課議案

仮綴 1 明治36 1903 虫損、劣化

522 522 村税受取証 状ほか 1 明治11～昭和
14

1878～
1939

状53・仮綴15一括

523 523 諸願い・届書控え帳 下食満村庄屋
與左衛門

仮綴 1 明治4.正 1871

524 524 諸届書控え 仮綴 1 明治4～6 1871～
1873

前後欠

525 525 下食満村戸長役場諸届書控
え

書冊 1 明治11 1878 表紙墨書摩滅

526 526 下食満村戸長役場奥印簿 仮綴 1 明治11～13 1878～
1880

虫損、表紙墨書摩滅

527 527 農業以外の渡世者届け控え 下食満村戸長
宇保與左衛門

兵庫県令神田
孝平

状 1 明治6.9 1873

528 528 二人乗り人力車解車届け 下食満村鴻池
卯之介他1名

川辺郡長児嶋
晴海

状 1 明治13.6.5 1880

529 529 藻川通り芝地にて角力開催許
可申請書

下食満村荻野
市蔵他1名

兵庫県権令森
岡昌純

状 1 明治10.12.23 1877

530-1 530-1 居宅日覆い願い 下食満村荻野
市蔵

猪名寺村交番
所巡査

状 1 明治10.4.26 1877
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530-2 530-2 居宅日覆い願い 下食満村荻野
市蔵

兵庫県権令森
岡昌純

状 1 明治11.4.15 1878

531 531 建物についての書き出し雛形 状 1 明治10.3 1877

532 532 村内商人営業別売上げ高調
べ

仮綴 1 明治12.10.7 1879

533 533 患者死亡届け 上坂部村内科
医徳永元春他1
名

兵庫県令森岡
昌純

状 1 明治12.10.31 1879 鼠損甚大・汚損

施行規則第5条(1)により非公開

534-1 534-1 船・流木拾い揚げ届 下食満・中食
満・穴太惣代戸
長宇保與左衛

兵庫県権令森
岡昌純

仮綴 1 明治10.7.20 1877 水損

534-2 534-2 漂流船・木材受け証 中食満村岩田
伊之介

中食満村・下食
満村・穴太村戸
長

状 1 明治11.8 1878 水損

534-3 534-3 漂流船・木材取り揚げ人足賃
ほか受取証

下食満村戸長
宇保與左衛門
他2名

兵庫県令森岡
昌純

状 1 明治10 1877 水損

534-4 534-4 漂流物品公売計算書 下食満村戸長
宇保與左衛門
他2名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 (明治10) (1877) 水損

535 535 漂流物入札関係書 仮綴 1 明治11 1878 水損大・汚損

536 536 種痘再種人名簿調書 仮綴 1 明治15 1882
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537 537 村有財産取調べ書 下食満村区長
宇保亀之介

園田村長西沢
久兵衛

仮綴 1 明治31.6.14 1898

542-1 542-1 盗難届 堀江孝治郎 警察出張所 仮綴 1 明治9.7.7 1876 虫損

542-2 542-2 盗難届 状 1 (明治9.7) (1876) 虫損

542-3 542-3 盗難届 堀江幸治郎 警察出張所 仮綴 1 明治9.7.6 1876 虫損

542-4 542-4 盗難届 堀江孝治郎他2
名

拾二区猪名寺
村出所

仮綴 1 明治9.7.10 1876 虫損大

542-5 542-5 盗難届 杉山又三郎他1
名

第拾弐区猪名
寺村出所

状 1 明治9.8.12 1876 虫損大

542-6 542-6 盗難届 藪田熊吉他1名 西宮警察出張
所

仮綴 1 明治10.7.18 1877

542-7 542-7 盗難届 状 1 明治 虫損

543 543 拾得物下付申渡し書 兵庫県西宮警
察署

下食満村藪田
熊吉

状 1 明治11.9 1878 虫損

547 547 盗難の事実につき村内にて取
調べたる結果事実なき旨の上
申書

下食満村戸長
宇保與左衛門

状 1 明治13.4.27 1880

555 555 紛失物届控え 状 1 明治
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556 556 盗難届雛形 状 2 近代

557 557 公債証券等につき県知事達し 兵庫県令神田
孝平

仮綴 1 明治6.12 1873 汚損・鼠損

558 558 川辺郡衛生会編成の達し 川辺郡長児嶋
晴海代理川辺
郡書記石原亮

下食満組戸長
他

仮綴 1 明治15.4.13 1882

559-1 559-1 営業鑑札前半年賦金納付通
知

会議所 下食満村戸長 状 1 明治9.1 1876 虫損

559-2 559-2 営業鑑札前半年賦金納付通
知

会議所 下食満村戸長 状 1 明治10.1 1877 虫損

560 560 米勘定不足金支払われたき書
状

下食満村宇保
與左衛門

額田村治兵衛 状 1 明治12.旧
12.29

1879 虫損

561 561 伊丹警察署長転任通知 下食満村外十
二ヶ村戸長役
場

各村惣代 状 1 明治20.3.9 1887

562 562 証明割印簿の引継ぎにつき照
会

下食満村外十
二ヶ村戸長役
場

仮綴 1 明治20.2.2 1887

563 563 牛病蔓延の兆候あるにつき留
意されたき旨の移牒

園田村役場 委員宇保亀之
介

状 1 明治20.5.4 1887

564 564 衆議院議員補欠選挙につき
投票所入場券配付依頼

園田村役場 委員宇保亀之
介

状 1 明治25.12.19 1892
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565 565 衆議院議員選挙人名簿縦覧
期間の通知

園田村長村上
民蔵

委員宇保亀之
介

状 1 明治26.5.4 1893

566 566 駐在所の管轄区域の変更通
知および度量衡法実施につき
移牒

園田村役場 宇保亀之介 仮綴 1 明治26.4.27 1893 封筒あり

567 567 皇典講究分所新築寄付金高
を報告されたき旨の通知

園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治26.6.1 1893 封筒あり

568 568 養蚕業組合会加入誘導の巡
回あるにつき組内に触れられ
たき通知

園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治26.6.8 1893 封筒あり

569 569 種痘日割り変更通牒 園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治26.4.26 1893 鼠損、封筒あり

570 570 私立勧業会の件につき協議
会開催通知

園田村長田中
幾之助

宇保委員 状 1 明治26.12.6 1893 封筒あり

571 571 地方税営業鑑札検閲につき
村内鑑札取りまとめの通知

園田村役場 委員宇保亀之
介

状 1 明治27.4.16 1894

572 572 森林法発令により回り一尺以
上の樹木の種類取調べ依頼

園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治30.7.15 1897 封筒あり

573 573 印紙税検査に関する通知 園田村役場 宇保区長 状 1 明治42.6.9 1909 下部鼠損甚大

574 574 穴太村外東４か村惣代あて集
会の件につき集合されたき旨
の持ち回り回状

下食満宇保亀
之介

穴太村惣代溜
田四郎兵衛他4
名

状 1 近代　.9.14 封筒あり
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575 575 赤十字条約加盟にともない入
社勧誘の郡長内諭

川辺郡長佐藤
正克

戸長 状 1 明治21.2.3 1888 鼠損

576-1 576-1 尋問の儀ありにつき郡役所へ
出頭通達

下食満村外十
二ヶ村戸長役
場

下食満村惣代
宇保與左衛門

状 1 明治19.11.19 1886

576-2 576-2 在役中取扱事項の打ち合わ
せしたきにつき役場へ出席依
頼

戸長橋本市左
衛門

宇保與左衛門 状 1 明治19.11.20 1886

576-3 576-3 諸官庁への届・願書の正しい
書式を人民へ諭示すべき旨通
達

戸長役場 状 1 明治19.11.24 1886

576-4 576-4 御用につき役場へ出頭依頼 下食満村外拾
弐ヶ村戸長役
場

下食満村惣代 状 1 明治19.12.13 1886

576-5 576-5 小学校設備事項の執行につ
き異議の有無確認したき旨通
知

戸長村上民蔵 下食満村議員 状 1 明治21.2.16 1888

576-6 576-6 校内の屎尿汲み取りの入札に
つき通知

下食満村外拾
二ヶ村戸長役
場

状 1 明治21.3.2 1888 虫損

576-7 576-7 村費支出予算議案協議につ
き役場へ出席依頼

下食満村外拾
二ヶ村戸長役
場

下食満村惣代 状 1 明治20.4.29 1887 虫損
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576-8 576-8 印税検査所へ差し出す諸帳
簿の提出につき通知

下食満村外拾
二ヶ村戸長役
場

下食満村惣代 状 1 明治21.5.1 1888 鼠損

576-9 576-9 藻川筋堤防修繕に係る決算
致したきにつき役場へ出頭依
頼

助役廣田辰太
郎

委員宇保亀之
介

状 1 明治25.3.21 1892 鼠損

576-10 576-10 私立勧業会開設につき出頭
依頼

園田村役場 宇保亀之介 状 1 明治26.12.12 1893 封筒あり

576-11 576-11 藻川改修の件協議につき集
合依頼

田中幾之助 宇保委員 状 1 明治27.4.10 1894 封筒あり

576-12 576-12 土木費請求書に署印のうえ差
送られたき旨通知

園田村収入役 宇保委員 状 1 明治　.7.10 虫損

577-1 577-1 田能小学校費受領証 田能村世話掛り
石川五郎左衛
門

下食満村戸長 状 1 明治8.5.17 1875 虫損

577-2 577-2 田能小学校費受領証 田能小学校 下食満村 状 1 明治10.1.25 1877 虫損

577-3 577-3 田能小学校費受領証 田能小学校 下食満村 状 1 明治 虫損

577-4 577-4 田能小学校費受領証 田能小学校世
話掛り石川五郎
左衛門

下食満村 状 1 明治 虫損

578-1 578-1 御園小学校費受領証 御園小学校 下食満村 状 1 明治12.1.15 1879 虫損
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578-2 578-2 御園小学校増築請負金受領
証

上坂部大源 学校組議員 状 1 明治　.旧4.6

579 579 御園小学校学務委員当選証
書

川辺郡第三戸
長役場

下食満村宇保
與左衛門

状 1 明治13.9.25 1880 虫損、封筒あり

580 580 小学校上棟祝い請取り覚え 周施方 下食満村戸長 状 1 明治13.5.2 1880

581 581 御園小学校入用費覚え 伊丹町池川 御園校 状 1 明治14.10 1881 汚損・虫損

582-1 582-1 学校基本財産設置方法・学校
基本財産積立規約標準

園田村長西澤
久兵衛

仮綴 1 明治34.9 1901 虫損甚大

582-2 582-2 学校基本財産設置方法 園田村長西澤
久兵衛

状 1 明治35.3.27 1902 虫損甚大

583 583 大谷・灯明両座相勤諸事控簿 下食満村 横帳 1 明治26.旧4.5 1893 結付文書1点あり

584-1 584-1 入営者出発時旗幟樹立・村内
休業・見送り等せざるよう規約
励行すべき通知

園田村役場 宇保区長 状 1 明治42.11.26 1909

584-2 584-2 海軍兵徴募につき懇篤勧誘
のため適齢者出頭すべき通知

園田村長田中
幾之助

委員宇保亀之
介

状 1 明治29.5.1 1896 文字褪色、虫損

584-3 584-3 徴兵令条目 仮綴 1 明治

584-4 584-4 海軍下士徴募人員表 状 1 明治
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585-1 585-1 園田村尚武会会則 仮綴 1 明治34.8 1901 虫損甚大・劣化

585-2 585-2 園田村尚武会明治35年度経
費収入決算報告

園田村尚武会
会長西沢久兵
衛

仮綴 1 明治36.7 1903 虫損大・汚損・劣化

585-3 585-3 明治42年度園田村尚武会臨
時費予算

仮綴 1 明治42 1909

585-4 585-4 開会日時変更につき通知 園田村尚武会
長西澤久兵衛

宇保区長 状 1 明治42.11.9 1909

585-5 585-5 明治43年度園田村尚武会経
常費収支決算報告

園田村尚武会
長西澤久兵衛

仮綴 1 明治44.4.20 1911 汚損・破損

585-6 585-6 明治44年度園田村尚武会経
常費歳入出予算

園田村尚武会
長西澤久兵衛

仮綴 1 明治44.3.29 1911

586 586 下食満村倹約法案文 状 1 近代 虫損

587 587 県議会議員立候補挨拶およ
び投票依頼書

今井正太郎 状 4 明治36.8.6 1903 封筒あり、他に名刺
同封、目録番号587-
3未開封、杉山梅吉・
山川末吉・北島政
吉・松本吉蔵宛

588-1 588-1 県議会議員立候補者推薦状 尼崎町伊與田
久輝他40名

状 1 明治36.8 1903

588-2 588-2 県議会議員立候補挨拶およ
び投票依頼書

小森純一 山川末吉 状 1 明治36.8 1903 封筒あり、他に名刺
同封
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588-3 588-3 県議会議員立候補挨拶およ
び投票依頼書

小森純一 松本吉造 封書 1 (明治36.8) (1903) 封書未開封

589 589 予の所見 衆議院議員候
補者水野正己

冊子 1 明治41.4 1908 汚損

590 590 「政友」第69号第24議会報告
書

立憲政友会 冊子 1 明治41.4.10 1908 虫損・汚損

591 591 園田村議会第4号議案財産表 園田村長中村
龍太郎

仮綴 1 昭和5.2.27 1930

592 592 園田村議会第5号議案事務報
告書

園田村長中村
龍太郎

仮綴 1 昭和5.2.27 1930

593 593 園田村議会第8号議案預金銀
行選定の件

園田村長中村
龍太郎

状 1 昭和5.2.27 1930

594 594 園田村議会第9号議案寄付採
納の件

園田村長中村
龍太郎

状 1 昭和5.2.27 1930

595 595 明治43年度園田村歳入出追
加予算書

園田村長西澤
久兵衛

書冊 1 明治43.7.11 1910

596 596 送籍券 久代新田村戸
長石愿武兵衛

下食満村戸長 状 1 明治9.10.27 1876 包紙あり

597-1 597-1 徴兵届 下食満村戸長
宇保與左衛門

第十二区 状 1 明治9.10 1877 虫損
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597-2 597-2 送籍券雛形 豊嶋郡第二区
四番組合南刀
根山村戸長

状 1 明治

597-3 597-3 送籍券雛形 下食満村戸長 状 1 明治

597-4 597-4 送籍券請証雛形 島下郡第四区
三番組鳥養(飼)
下ノ村同務

仮綴 1 明治

597-5 597-5 送籍券雛形 仮綴 1 明治

598 598 人別送り一札雛形 下食満村庄屋
平蔵

状 1 (近世)

599 599 送籍状 会議所 下食満村 状 1 明治　.8.18

600 600 養子を遣わすにつき約定証書 上村とみ他1名 辰己安吉 状 1 明治11.8.8 1878

601-1 601-1 組縄の通い けま與左衛門 鷲尾大西 横帳 1 明治4 1871 汚損・虫損

601-2 601-2 組の通い 食満村宇保與
左衛門

鷲尾本家 横帳 1 明治7.1 1874

601-3 601-3 石組の通い 下食満村宇保
與左衛門

米屋善兵衛 横帳 1 明治11.1 1878 虫損

602 602 雇人給金渡し帳 本宇保 横帳 1 明治34～大正
7

1901～
1918
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603 603 発動機購入諸費控え帳 宇保 横帳 1 大正13.8 1924

604 604 ポンプ運転士および油代勘定
帳

横帳 1 近代

605 605 下食満村納米代金受取り覚え 状 1 近代 虫損・汚損

606 606 小作代金地主へ渡されたき書
状

中食満村戸長 下食満村戸長 状 1 明治11.2.16 1878 虫損

607 607 小作人名簿用紙 状 3 近代

608 608 市村・農会よりの通知書類・請
求書類・領収書類

状ほか 1 昭和23～25 1948～
1950

状19・仮綴16一括、
一部劣化

609 609 肥料配給関係書類綴り 仮綴 1 昭和17･23～
25

1942･
1948～
1950

劣化

610 610 供出関係書類綴り 仮綴 1 昭和23･24 1948･
1949

劣化

611 611 害虫駆除予防心得 勧業課 冊子 1 近代 兵庫県勧業報告第
82号付録

612-1 612-1 明治35年度園田村農会収支
決算書

園田村農会会
長西澤久兵衛

仮綴 1 明治36.6.15 1903 鼠損

612-2 612-2 明治42年度園田村農会歳入
出決算書

園田村農会長
西澤久兵衛

仮綴 1 明治44.3.29 1911
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612-3 612-3 明治42年度園田村農会歳入
出予算表

仮綴 1 (明治42) (1909) 鼠損大

612-4 612-4 明治44年度園田村農会歳入
出予算表

園田村農会帳
西澤久兵衛

仮綴 1 明治44.3.29 1911

613 613 大正15年・昭和元年度園田村
農会経費収支決算書

園田村農会長
粟生徳治郎

仮綴 1 昭和3.2.28 1928

614 614 昭和3年度園田村農会事業報
告

園田村農会長
粟生徳治郎

仮綴 1 昭和5.1.30 1930

615 615 昭和5年度園田村農会事業方
法

仮綴 1 昭和5 1930

616 616 区長・部落農会長協議事項 仮綴 1 昭和0年代

617 617 区長会協議事項 仮綴 1 昭和0年代

618 618 園田農業協同組合第1回通常
総会議案

尼崎市園田農
業協同組合

宇保與一郎 仮綴 1 昭和24.5.30 1949

619 619 農会関係書類 仮綴ほ 1 昭和23･24 1948･
1949

状4・仮綴2・封筒3一
括

620-1 620-1 昭和24年度農林省作物調査
員任命状

農林省兵庫作
物報告事務所
西事業所長

宇保登 状 1 昭和24.4.1 1949
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620-2-1 620-2-1 1950年世界農業センサス調査
員任命状

農林大臣森幸
太郎

宇保登 状 1 昭和24.11.1 1949 鼠損甚大、目録番号
620-2-1・2封筒一括

620-2-2 620-2-2 農林水産業調査員制度廃止
にあたり調査員への礼状

農林大臣森幸
太郎

元農林水産業
調査員宇保登

状 1 昭和24.11.15 1949 目録番号620-2-1・2
封筒一括

621 621 1950年世界農業センサス基本
調査の手引き

農林省 冊子 1 昭和25 1950 他に主要食糧生産者
の区分に関する調査
要領1点、主要食糧
生産世帯・準生産世
帯区分調査票10点
挟込

622 622 田地書入れ証文 下食満村久保
忠海他1名

下食満村堀江
幸治郎

状 1 明治21.1.25 1888

623-1 623-1 金員借用証文 下食満村兵右
衛門

下食満村與左
衛門

状 1 明治2.8 1869

623-2 623-2 金員借用証文 麻田県前田清
治他1名

宇保與左衛門 状 1 明治　未.12.25

623-3 623-3 金員借用証文 下食満村堀江
平之介他2名

上食満村吉澤
伊左衛門

状 1 明治7.5 1874 虫損

623-4 623-4 金員借用証文 下食満村宇保
与左衛門

安井氏 状 1 明治7.9.16 1874

623-5 623-5 金員借用証文 下食満村宇保
與左衛門

安井きく 状 1 明治7.10.8 1874 破損断裂
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623-6 623-6 金員借用証文 下食満村宇保
與左衛門

安井きく 状 1 明治8.4 1875 目録番号623-6・7包
紙一括

623-7 623-7 金員借用証文 下食満村宇保
與左衛門

安井きく 状 1 明治8.7 1875 目録番号623-6・7包
紙一括

623-8 623-8 金員借用証文 下食満村宇保
與左衛門

安井きく 状 1 明治18.1 1885

623-9 623-9 金員借用証文 下食満村堀江
幸次郎6名

宇保亀之介 状 1 明治23.11.3 1890 鼠損

623-10 623-10 金員借用証文 伊丹町岩井利
一郎

下食満村宇保
亀之介

状 1 明治24.5.25 1891

623-11 623-11 金員借用証文 下食満村薮田
熊吉

宇保亀之介 状 1 明治25.1.1 1892

623-12 623-12 金員借用証文 宇保栄次郎他1
名

宇保亀之助 状 1 明治26.旧
11.24

1893 上部鼠損

623-13 623-13 金員借用証文 下食満村澤田
市蔵他3名

下食満村宇保
亀之介

状 1 明治27.旧3.朔 1894 虫損

623-14 623-14 金員借用証文 下食満村堀江
三四郎

下食満村宇保
亀之介

状 1 明治27.10.5 1894

623-15 623-15 金員借用証文 下食満村堀江
芳太郎他2名

宇保亀之介 状 1 明治27.旧12 1894
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623-16 623-16 金員借用証文 法界寺村池田
岩蔵

宇保亀之介 状 1 明治28.旧7.10 1895 下部鼠損・汚損

623-17 623-17 金員借用証文 下食満村堀江
三四郎

下食満村宇保
亀之助

状 1 明治28.9.15 1895

623-18 623-18 金員借用証文 西新田村細谷
政吉他1名

宇保亀太郎 状 1 明治30.旧
12.24

1897 上部鼠損

623-19 623-19 金員借用証文 本堀江 吉澤 状 1 明治　.旧7.

624 624 猪名川・藻川の分岐点に水除
堤新築の件につき引合覚え

穂積村外十ヶ
村・利倉村外
二ヶ村

下市場村外
村々掛り戸長

状 1 明治7.10.2 1874 虫損、折り目劣化

625-1 625-1 猪名川・藻川の分岐点に水除
堤新築の件につき訴訟

大阪府下原田
村他13か村原
告村・川辺郡伊
丹町他15か村
被告村

大阪裁判所清
岡五等判事

仮綴 1 明治9.4.20 1876

625-2 625-2 水論裁許絵図写し（部分） 状 1 寛文9.9.4 1669 3枚一括

626 626 旧学校前溝掘換え人夫賃の
村割りおよび受取覚え

惣代宇保 各村惣代 状 1 明治25.旧7.13 1892

627 627 旧学校前溝掘換え人夫賃繰
替え渡し状

中食満村・下食
満村代理惣代

瓦宮村他4か村 状 5 (明治25).旧
7.13

1892

628 628 三俣井組にかかる大正11年前
半期協議割り勘定帳

横帳 1 大正11.9.11 1922
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629 629 大正11年度旱魃費割り下書き 状 1 大正11 1922

630 630 川向い堤防使用による損害償
金使用明細帳

横帳 1 大正11 1922

631 631 コンクリート堰諸事控え 横帳 1 大正11.5.17 1922

632 632 井堰・五藤・黒部・長谷田堰所
改造費割り

横帳 1 大正12.1.14 1923 「附八月旱魃小作慰
労金割」

633 633 藻川口普請入費割り 下食満村 状 1 明治

634 634 藻川普請残金ならびに公事入
費割り伊丹会議所受領証

伊丹町会議所 下食満村 状 1 明治

635 635 用水費割り覚え 横帳 1 近代　14.閏7.

636 636 石油通い 鹿島権兵衛 宇保與左衛門 小横帳 1 明治11 1878

637-1 637-1 石油・蝋燭・荒物・袋物・目鏡・
文具通い

田中定吉 下ケマ村宇保 小横帳 1 大正3 1914 鼠損

637-2 637-2 紙・蝋燭・金物通い 山本庄七 下食満村宇保
與左衛門

小横帳 1 大正3.2.1 1914

638 638 染物・洗張・湯のし通い さん信 下食満村宇保
与左衛門

小横帳 1 大正3.2.1 1914 さん信＝伊丹住吉町
染物製造業元村信
太郎
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639-1 639-1 呉服通い 滝山 下食満村宇保 小横帳 1 大正3.1.1 1914 滝山＝伊丹町滝山
呉服店（滝山音吉）

639-2 639-2 呉服通い 大清 下食満宇保與
十郎

小横帳 1 大正3.1.1 1914 大清＝大清呉服店

639-3 639-3 呉服通い 伊丹町中森要
介

宇保與十郎 小横帳 1 大正3 1914

639-4 639-4 呉服通い 今村屋仁兵衛 下食満村宇保
與左衛門

小横帳 1 大正3.2 1914 虫損、今村屋仁兵衛
＝扇田仁兵衛

640-1 640-1 万の通い 米喜支店 下ケマ宇保 横帳 1 大正3.2 1914 米喜＝帽子洋傘荒
物履物商米喜商店
平野捨吉

640-2 640-2 万の通い 伊丹徳永 下食満村宇保
与左衛門

小横帳 1 寅(大正3) (1914) 虫損

641-1 641-1 習字手本 宇保亀之介 仮綴 1 明治 汚損・虫損、「田能小
学校」の判押印

641-2 641-2 習字手本 宇保亀之祐 仮綴 1 明治 汚損・虫損

642 642 和算帳 下食満村寺本
直蔵

小横帳 1 明治12.2 1879 表紙・裏表紙虫損
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643 643 毛筆画手本 孝学友彦 書冊 1 明治27.2.18 1894 虫損、裏表紙に「伊
丹高等小学校第一
学級第四学年生宇
保與十郎所有書秋
之部」とあり

644 644 諸事控え帳 堀江周吉 小横帳 1 明治24 1891 表紙・裏表紙墨書摩
滅、結付文書1点あり

645-1 645-1 水害義捐金納付につき書状 園田村役場内
村上民蔵

宇保亀之助 状 1 (明治25).8.15 (1892) 目録番号645-1・2封
筒一括、封筒虫損大

645-2 645-2 県下水害義捐金領収証 園田役場内村
上民蔵

下食満村有志
者惣代宇保亀
之助

仮綴 1 明治25.8.16 1892 目録番号645-1・2封
筒一括、封筒虫損大

646 646 日本赤十字社據金納入の有
無照会

日本赤十字社
兵庫支部川辺
郡委員長藤井
雅太

正社員宇保亀
之介

状 1 明治28.10.15 1895 封筒あり

647 647 安産諸事控え帳 宇保登 横帳 1 大正4.8.17 1915

648 648 女物衣装目録 横帳 1 近代

649 649 せんじ薬調合覚え 状 1 近代

650 650 書状・書簡類（私信） 状ほか 1 近代 封書20・状82・仮綴
1・葉書4・封筒1一括
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651 651 諸費支出覚え 状ほか 1 近代 状246・横帳2・仮綴2
一括

652 652 各種請取・領収証綴り 仮綴 1 近代

653-1 653-1 登記申請書 園田村下食満
宇保與十郎他1
名

伊丹区才判所 仮綴 1 昭和9.11.16 1934

653-2 653-2 登記申請書 園田村下食満
宇保與十郎他1
名

伊丹才判所 仮綴 1 昭和9.11.16 1934

654 654 間取り図 状 1 近代

655-1 655-1 明治6年太陽暦 書冊 1 明治6 1873

655-2 655-2 明治6年太陽暦 書冊 1 明治6 1873

655-3 655-3 明治11年太陽略本暦 東京・大阪頒暦
商社

書冊 1 明治11 1878

655-4 655-4 明治36年略本暦 書冊 1 明治36 1903 虫損・汚損大

655-5 655-5 明治36年吉方位 清水嘉市 書冊 1 明治35.11.1 1902

655-6 655-6 明治37年方位便覧 吉村太七 書冊 1 明治36.11.2 1903 目録番号655-6・7合
綴
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655-7 655-7 明治38年万民実 三宅信太郎 書冊 1 明治37.11.6 1904 虫損、目録番号655-
6・7合綴

655-8 655-8 明治40年説明表 藤井守四郎 書冊 1 明治39.11.6 1906

656 656 『度量衡ニ関スル講話』 加東郡役所 冊子 1 明治30.5.30 1897 虫損、宮内兵庫県技
手口演

657-1 657-1 節用集 書冊 1 近世 劣化大・虫損、「宇保
八左衛門」の署名あ
り

657-2 657-2 サンダウ體力養成法 造士会発行 冊子 1 明治34.1.15 1901 表紙虫損劣化甚大

657-3 657-3 いたおみき　亥五月号 伊丹丹水会 冊子 1 近代

657-4 657-4 精神修養いろは訓歌 西田天涯 冊子 1 大正12.4.26 1923 表紙虫損

657-5 657-5 いたざけ　戌拾弐月号 丹水会 冊子 1 近代

657-6 657-6 いたざけ　戌拾月号 丹水会 冊子 1 近代

657-7 657-7 物理学解義 冊子 1 近代 前・後欠

657-8 657-8 用器画法解説　巻一 平瀬作五郎 冊子 1 明治35.3.29 1902 虫損、綴はずれ、「第
参学年宇保與十郎」
の署名あり
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657-9 657-9 国華之友 柴田勇 冊子 1 大正13.1.21 1924 虫損

658 658 雑 状ほか 1 近代 状ほか一括
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