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1 1 1農業一般 稲作反別・実収穫高石数提出
依頼

武庫村役場 常吉村区長 状 1 大正元.11.28 1912

2 2 1農業一般 武庫村産業組合創立披露会
開催案内

武庫村信用購買
販売組合理事西
村久之介、武庫
村長松本四郎兵
衛

常吉村区長桜井
米次郎

状 1 大正2.1.29 1913

3 3 1農業一般 田畑耕作人員提出依頼 武庫村役場 常吉村区長 状 1 大正2.3.11 1913

4 4 1農業一般 横井農学博士講演録配付希
望部数報告依頼

武庫村農会 常吉村区長 状 1 大正2.9.18 1913

5 5 1農業一般 紫雲種子配付中止通知 武庫村役場 常吉村区長 状 1 大正2.9.19 1913

6 6 1農業一般 武庫村第２回小作米品評会開
催通知

武庫村農会 常吉村区長 状 1 大正3.2.7 1914

7 8 1農業一般 農林産業株式会社株式申込
証用紙

農林産業株式会
社

状 2 大正8.7 1919

8-1 9-1 1農業一般 兵庫県第49回農工債券募集
案内

兵庫県農工銀行
頭取大谷吟右衛
門

状 1 大正9.4 1920

8-2 9-2 1農業一般 兵庫県第49回農工債券募集
要項

株式会社兵庫県
農工銀行

状 1 大正9.4 1920

9-1 10-1 1農業一般 兵庫県第56回農工債券募集
案内

兵庫県農工銀行
頭取大谷吟右衛
門

状 1 大正10.2.1 1921

9-2 10-2 1農業一般 兵庫県第56回農工債券募集
要項

株式会社兵庫県
農工銀行

状 1 大正10.2 1921
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10 11 1農業一般 婦人農事講習会出席聴講証 兵庫県農会 櫻井繁子 状 1 大正12.3.24 1923

11 12 1農業一般 大正14年度武庫村農会経費
収支追加予算議案

武庫村農会長高
寺市郎右ヱ門

仮綴 1 大正15.3.16 1926

12 13 1農業一般 麦作稲作多収穫競進会・品評
会等褒賞授与式案内

武庫村農会長高
寺市郎右ヱ門

村長桜井米次郎 状 1 大正15.4.17 1926

13 14 1農業一般 麦作稲作多収穫競進会・品評
会等成績一覧表

(武庫村農会長) 状 1 (大正15.4.17) 1926

14-1 15 1農業一般 武庫村農会協議問題 (武庫村農会) 仮綴 1 大正15.4.29 1926

14-2 16 1農業一般 武庫村農会協議問題 (武庫村農会) 仮綴 1 大正15.8.20 1926

15 17 1農業一般 武庫郡農会経営鳴尾農場視
察と苺狩りの案内

武庫郡農会長矢
野武一

桜井米次郎 状 1 大正15.5.22 1926

16 18 1農業一般 農機具巡回修理班来村案内 武庫村農会 状 1 大正～昭和戦
前

17 19 1農業一般 武庫村産業組合役員会開催
通知

武庫村産業組合 理事監事桜井米
次郎

状 1 昭和2.2.2 1927

18 22 1農業一般 各種品評会賞品授与式案内 武庫村農会長高
寺市郎右ヱ門

村長・村会議員・
区長・農会評議
員・農会総代ほ
か

状 1 昭和2.2.14 1927

19 20 1農業一般 武庫村農会総代会宣言・決議 武庫村農会総代
会

状 1 昭和2.2.21 1927

20 21 1農業一般 昭和２年度武庫村農会経費収
支予算議案

武庫村農会長高
寺市郎右ヱ門

仮綴 1 昭和2.2.21 1927
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21 23 1農業一般 守部部落農会総会案内 守部部落農会長
東半兵衛

武庫村長桜井米
次郎

状 1 昭和2.3.12 1927

22 24 1農業一般 武庫村産業組合協議会開催
通知

武庫村産業組合
長

武庫村産業組合
各役員

状 1 昭和2.7.15 1927

23 25 1農業一般 貯金利率変更に関する役員会
開催通知

(武庫村産業組合)
組合長岡治龍蔵

櫻井監事 状 1 昭和2.8.23 1927

24 26 1農業一般 第７回全国園芸大会開催通知 武庫村農会 常吉村区長 状 1 (昭和初期)

25 40 1農業一般 武庫村部落農会事業奨励規
程

武庫村農会 仮綴 1 (昭和初期)

26-1 48-1 1農業一般 臨時区長部落農会長会開催
通知

武庫村長 各区長・部落農
会長

状 1 昭和15.1.2 1940

26-2 48-2 1農業一般 臨時区長部落農会長会提出
事項

(武庫村長) 各区長・部落農
会長

仮綴 1 昭和15.2.3 1940

26-3 48-3 1農業一般 昭和15年春常吉部落農村労
力調整計画書

常吉区長桜井覚
治郎

(武庫村長) 仮綴 1 (昭和15.2.3～
17)

1940

27 49 1農業一般 部落農会長定例会開催通知 武庫村農会長松
村梅次郎

各部落農会長 状 1 昭和15.1.30 1940

28 50 1農業一般 臨時部落農会長会開催通知 武庫村農会長松
村梅次郎

各部落農会長 状 1 昭和15.2.13 1940

29 51 1農業一般 部落農会長定例会開催通知 武庫村農会長松
村梅次郎

各部落農会長 状 1 昭和15.3.9 1940

30 52 1農業一般 緊急部落農会長会開催通知 武庫村農会長松
村梅次郎

各部落農会長 状 1 昭和15.3.27 1940

31-1 53-1 1農業一般 農会役職員並びに部落農会幹
部大会開催通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.4.16 1940
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31-2 53-2 1農業一般 農会役職員並びに部落農会幹
部大会開催日変更通知

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.4.18 1940

32 54 1農業一般 郡農会主催部落幹部大会及
び興農委員会延期通知

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.4.18 1940

33 55 1農業一般 出征軍人留守宅農家への緑肥
青刈大豆配給の件通知

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.4.22 1940

34 56 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.5.4 1940

35 57 1農業一般 旱害応急施設補助金引渡し通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.5.13 1940

36 58 1農業一般 部落農会長会月例会開催通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.5.30 1940

37-1 59-1 1農業一般 払込請求通知 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.6.18 1940

37-2 59-2 1農業一般 票箋・巻封請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.7.23 1940

37-3 59-3 1農業一般 米俵代受領証 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.11.13 1940

38 60 1農業一般 行方不明農会備品噴霧器調
査依頼

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.6.20 1940

39 61 1農業一般 共同購入斡旋等通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.7.4 1940

40-1 62-1 1農業一般 部落農会長会月例会開催通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.7.4 1940

40-2 62-2 1農業一般 部落農会長会月例会提出事
項

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.7.4 1940
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41 63 1農業一般 犁先回収の件照会 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.7.16 1940 回答切取済

42-1 64-1 1農業一般 農機具配給会社への農機具購
入申込みの件通知

産業組合長田近
勇蔵

部落農会長 状 1 昭和15.7.17 1940

42-2 64-2 1農業一般 共同利用農機具需要申告書
用紙（動力農具）

(産業組合) 状 1 昭和15.7 1940

42-3 64-3 1農業一般 農機具需要申告書用紙（人力
農具Ａ）

(産業組合) 状 1 昭和15.(7) 1940

42-4 64-4 1農業一般 農機具需要申告書用紙（人力
農具Ｂ）

(産業組合) 状 1 昭和15.(7) 1940

42-5 64-5 1農業一般 農機具需要申告書用紙（人力
農具(二)）

(産業組合) 状 1 昭和15.(7) 1940

42-6 64-6 1農業一般 主力集中農機具銘柄一覧表 (産業組合) 仮綴 1 (昭和15.7) 1940

43 65 1農業一般 農機具配給取次の案内 竹島商店機械部 部落農会長 状 1 昭和15.7.23 1940

44-1 66-1 1農業一般 古犁先持参の件通知 武庫村農会長 各部落農会長 状 1 昭和15.7.31 1940

44-2 66-2 1農業一般 古犁先追加回収の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.8.26 1940

45 67 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.8.3 1940

46 68 1農業一般 種馬鈴薯・米俵・浮塵子駆除
用重油共同購入斡旋通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.8.24 1940

47-1 69-1 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.8.30 1940
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47-2 69-2 1農業一般 部落農会長月例会提出協議
事項

（武庫村農会） 状 1 昭和15.9.1 1940

48 70 1農業一般 市町村農会に加入せしむべき
部落農業団体取扱要項

兵庫県農会、産
業組合中央会兵
庫支会

状 1 昭和15.8・9 1940 裏面に部落農業団体
整備についての方針
（帝国農会・産業組
合中央会）

49 71 1農業一般 米票箋・巻封等申込の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.11 1940

50-1 72-1 1農業一般 農用小型石油発動機使用法
講習会開催通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.21 1940

50-2 72-2 1農業一般 農用小型石油発動機使用法
講習会申込書用紙

（武庫村農会） 状 2 昭和15.9 1940

50-3 72-3 1農業一般 農用小型石油発動機使用法
講習会関係メモ

（武庫村農会） 状 1 (昭和15.9) 1940

51 73 1農業一般 部落月例会開催について照会 武庫村農会 部落農会長 状 1 昭和15.9.27 1940

52-1 74-1 1農業一般 農機具巡回修理事業開設通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.30 1940

52-2 74-2 1農業一般 修理農機具調査書 （武庫村農会） 状 1 (昭和15.9.30) 1940

53 75 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.2 1940

54-1 76-1 1農業一般 温床用油購入予約申込みに関
する通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.2 1940

54-2 76-2 1農業一般 温床用油購入予約申込書 （武庫村農会） 各部落農会長 状 1 昭和15.10 1940
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55 77 1農業一般 農家経済簿配布通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.29 1940

56 78 1農業一般 部落農会特別指導成績調査
報告依頼

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.29 1940

57-1 79-1 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.11.6 1940

57-2 79-2 1農業一般 部落農会長月例会提出事項 武庫村農会 状 1 昭和15.11.7 1940

58 80 1農業一般 武庫村農会会則 武庫村農会 冊子 1 昭和15.11.29 1940 『尼崎市武庫農業協
同組合史』39～56pに
全文掲載

59 81 1農業一般 味噌麹・もやし購入斡旋の件通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.12.6 1940

60 82 1農業一般 武庫郡部落農会幹部大会開
催通知

武庫村農会 各部落農会長、
各区長

状 1 昭和15.12.12 1940

61 83 1農業一般 青果物輸送用ガソリン配給配
給斡旋通知

武庫村農会長松
村梅次郎

兵庫県農会長 状 1 昭和15 1940

62 84 1農業一般 農産物輸送請書 （武庫村農会） 状 1 (昭和15) 1940

63-1 39-1 1農業一般 斡旋品取扱要項 （武庫村農会） 状 2 (昭和15～16
頃)

1940

63-2 39-2 1農業一般 斡旋品委員会設置要項 （武庫村農会） 状 1 (昭和15～16
頃)

1940

64 85 1農業一般 武庫村駐在兵庫県農林技手
出張要求書

（部落農会長） 状 1 (昭和15～16
頃)

1940
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65 86 1農業一般 部落指導員設置要項 兵庫県農会 状 1 昭和16.1.4 1941

66 87 1農業一般 農事に関する事項調査 状 1 昭和16.1 1941

67 88 1農業一般 古犁先供出の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.2.5 1941

68 89 1農業一般 昭和16年度春季農繁期農村
労力調査・労力調整計画樹立
に関する件通知

（武庫村農会） 仮綴 1 昭和16(.2) 1941

69 90 1農業一般 農機具割当の件通知 武庫村経済更生
委員会長

常吉部落農会長 状 1 昭和16.3.6 1941

70 91 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.3.27 1941

71 92 1農業一般 干うどん購買申込書 常吉部落農会長 保証責任武庫村
信購販利組合

状 1 昭和16.4.2 1941

72 29 1農業一般 播種用細砂採取の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.5.9 1941

73 33 1農業一般 昭和15年度補助金奨励金交
付の件通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.8.18 1941

74 93 1農業一般 部落農会長月例会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.11.8 1941

75 35 1農業一般 農政運動資金徴収依頼 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.11.13 1941

76 94 1農業一般 昭和17年１～６月分農機具需
要調査に関する件通知

武庫村経済更生
委員会長

各部落農会長 仮綴 1 昭和16.11.13 1941

77 38 1農業一般 工場増築費報告 (武庫村農会) 状 1 昭和16.12.21 1941
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78 95 1農業一般 昭和16年度秋期回収犁先代
金送付その他の件通知

武庫村農会 各部落農会長 仮綴 1 昭和17.2.2 1942

79 41 1農業一般 尼崎市・大庄村・立花村・武庫
村農会合併大尼崎市農会設
立総会案内

尼崎市農会設立
発起人代表土井
喜蔵

状 1 昭和17.3.19 1942 『尼崎市武庫農業協
同組合史』96pに全文
掲載

80 96 1農業一般 堆肥盤灰溜槽設置用セメント
配給通知

尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 仮綴 1 昭和17.8.24 1942

81 97 1農業一般 部落農会長協議会開催通知 尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 状 1 昭和17.10.26 1942

82 98 1農業一般 米俵斡旋に関する件通知 尼崎市農会武庫
出張所

各申込部落農会
長

状 1 昭和17.10.26 1942

83-1 99-1 2食糧増産・配給統制 米穀増産耕種改善実行督励
員会開催通知

武庫村農会 督励員 状 1 昭和15.6.5 1940

83-2 99-2 2食糧増産・配給統制 地域別耕種改善基準 （武庫村農会） 仮綴 1 (昭和15.6) 1940

84 100 2食糧増産・配給統制 政府軍用裸麦買上の件通知 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.6.20 1940

85 101 2食糧増産・配給統制 麦類配給統制に関する件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.6.24 1940

86 102 2食糧増産・配給統制 戦時食糧報国運動実施に関す
る件通知・実施方策

武庫村長高寺善
右衛門

各区長・部落農
会長・工場長

仮綴 1 昭和15.7.3 1940

87-1 103-1 2食糧増産・配給統制 米麦販売高調査の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.7.16 1940 87-2と本来一体の状

87-2 103-2 2食糧増産・配給統制 米麦販売高調査回答用紙 武庫村農会 状 1 昭和15.7.16 1940 87-1と本来一体の状

－9－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

櫻井俊次氏文書目録

88 104 2食糧増産・配給統制 米穀増産確保に関する件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.7.20 1940

89 105 2食糧増産・配給統制 戦時食糧報国運動武庫村協
議会出席依頼

武庫村長高寺善
右衛門

各名誉職・団体
役員・工場長・組
合役員・学校長・
駐在巡査・半島
人指導員

状 1 昭和15.7.20 1940

90-1 106-1 2食糧増産・配給統制 部落農会長月例会提案事項 （武庫村農会） 状 1 昭和15.8.4 1940

90-2 106-2 2食糧増産・配給統制 部落農会長月例会提出軍用
梅干・干草供出の件

（武庫村農会） 状 1 昭和15.8.4 1940

91 107 2食糧増産・配給統制 米穀管理実施要綱 仮綴 1 (昭和15.8) 1940

92 108 2食糧増産・配給統制 臨時米穀配給統制規則 仮綴 1 昭和15.8.20 1940

93 109 2食糧増産・配給統制 臨時米穀配給統制規則施行
細則

仮綴 1 昭和15.9.12 1940

94 110 2食糧増産・配給統制 臨時米穀配給統制規則施行
細則取扱要綱

状 1 (昭和15.9) 1940

95-1 111-1 2食糧増産・配給統制 軍用干草供出日時通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.25 1940

95-2 111-2 2食糧増産・配給統制 軍用干草領収証 武庫村農会 常吉部落農会 状 1 昭和15.9.27 1940

96 112 2食糧増産・配給統制 小麦販売代金清算通知 武庫村産業組合
組合長理事田近
勇蔵

部落農会長 状 1 昭和15.9.26 1940

97 113 2食糧増産・配給統制 農業生産協力集団勤労奉仕
隊請入計画に関する件通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.28 1940
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98 114 2食糧増産・配給統制 米価を基準に物価均衡をはか
るべき主張（ビラ）

兵庫県農会、兵
庫県町村長会

状 1 昭和15.9 1940

99-1 115-1 2食糧増産・配給統制 麦類作付反別・作付計画調査
に関する件通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.3 1940

99-2 115-2 2食糧増産・配給統制 麦類部落別増産割当の件通知 武庫村経済更生
委員会長、武庫
村農会長

生産部委員、部
落農会長

状 1 昭和15.10.11 1940

99-3 115-3 2食糧増産・配給統制 昭和15年秋蒔付麦類部落別
増産計画

（武庫村経済更生
委員会長、武庫
村農会長）

状 1 (昭和15.10.11) 1940

99-4 115-4 2食糧増産・配給統制 大麦・裸麦・燕麦配給機構図 （武庫村経済更生
委員会長、武庫
村農会長）

状 1 (昭和15.10.11) 1940

100 116 2食糧増産・配給統制 裸麦種子購入斡旋に関する件
通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.10 1940

101 117 2食糧増産・配給統制 10月中稲刈取見込面積等調
査依頼

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.19 1940

102 118 2食糧増産・配給統制 米穀保管用倉庫借上の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.11.1 1940

103-1 119-1 2食糧増産・配給統制 米穀管理に伴う米収穫予想調
査・自家用保有米申告に関す
る通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.11.18 1940

103-2 119-2 2食糧増産・配給統制 米穀管理に関する調査票 （武庫村農会） 状 2 (昭和15.11.18) 1940

103-3 119-3 2食糧増産・配給統制 自家用保有米申告書 （武庫村農会） 状 1 (昭和15.11.18) 1940

104 120 2食糧増産・配給統制 米穀管理に関する緊急協議会
開催通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.11.18 1940
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105-1 121-1 2食糧増産・配給統制 裸麦種子分配の件通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.11.22 1940

105-2 121-2 2食糧増産・配給統制 裸麦種子等代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.11.29 1940

106-1 122-1 2食糧増産・配給統制 米穀管理委員会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.12.2 1940

106-2 122-2 2食糧増産・配給統制 米穀管理委員会審議事項・部
落農会長月例会協議事項

（武庫村農会） 状 1 昭和15.12.3 1940

107 123 2食糧増産・配給統制 麦背丈徒長防止・昭和16年度
稲作害虫除外対策の件通知

武庫村農会 各部落農会長・
部落指導員

状 1 昭和16.1.31 1941

108-1 124-1 2食糧増産・配給統制 食糧増産指導督励協議会開
催通知

武庫村農会 各区長・部落農
会長

状 1 昭和16.2.25 1941

108-2 124-2 2食糧増産・配給統制 武庫村食糧増産協議会協議
事項

（武庫村農会） 仮綴 1 昭和16.2 1941 『尼崎市武庫農業協
同組合史』103～
114pに一部をのぞい
て掲載　

109 125 2食糧増産・配給統制 食糧増産実行共励委員嘱託に
関する件通知

兵庫県経済部長 食糧増産実行共
励委員

状 2 昭和16.3.1 1941

110 126 2食糧増産・配給統制 食糧増産挺身隊長嘱託に関す
る件通知

兵庫県経済部長 食糧増産挺身隊
長

状 1 昭和16.3.1 1941

111 127 2食糧増産・配給統制 食糧増産挺身技術修練講習
会出席に関する注意

武庫村農会 各部落農会長、
食糧増産共励委
員、部落指導員

状 1 昭和16.3.8 1941

112 128 2食糧増産・配給統制 食糧増産指導叢書第３集『篤
農家はどうして食糧を増産する
か』

兵庫県農会 冊子 1 昭和16.3 1941
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113 129 2食糧増産・配給統制 麦類配給統制諸規程 武庫村農会 状 1 昭和16.6.9～
7.9

1941

114 130 2食糧増産・配給統制 自家用保有米の供出について
食糧増産挺身隊員の奮起を望
む（ビラ）

兵庫県農会・郡市
町村農会

（食糧増産挺身
隊員）

状 1 昭和16.6 1941

115 131 2食糧増産・配給統制 食糧増産業務担当委員・部落
指導員協議会協議事項

（武庫村農会） 仮綴 1 昭和16.7 1941

116 132 2食糧増産・配給統制 必需蔬菜種子共同購入斡旋
数量・作付反別調査依頼

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.8.4 1941

117 133 2食糧増産・配給統制 共同作業・作付統制・勤労奉
仕等協議会開催通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.10.27 1941

118 37 2食糧増産・配給統制 米穀管理に関する協議会開催
通知

武庫村農会 米穀管理委員 状 1 昭和16.12.15 1941

119 134 2食糧増産・配給統制 武庫村麦類増産計画 （武庫村農会） 状 1 (昭和16) 1941

120 135 2食糧増産・配給統制 常吉部落米実収高報告書 常吉部落 状 1 昭和17.1.1 1942

121 47 2食糧増産・配給統制 昭和17年産政府買入麦類出
荷割当通知

市農会武庫出張
所

各部落農会長 仮綴 1 昭和17.7.6 1942

122 136 2食糧増産・配給統制 蔬菜類種子自家採種に関する
件通知

尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 状 1 昭和17.7.16 1942

123 137 2食糧増産・配給統制 昭和17年度甘薯作付反別調
査の件通知

尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 状 1 昭和17.7.16 1942

124 138 2食糧増産・配給統制 勤労奉仕隊一行受入に関する
件通知

尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 状 1 昭和17.11.6 1942

125-1 139-1 2食糧増産・配給統制 山芋代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.5.20 1940
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125-2 139-2 2食糧増産・配給統制 山芋代金領収書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.5.30 1940

125-3 27-1 2食糧増産・配給統制 山芋種代金領収書 保証責任武庫村
信用購買販売組
合

常吉部落 状 1 昭和16.5.14 1941

126-1 140-1 2食糧増産・配給統制 九條葱代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.9.30 1940

126-2 140-2 2食糧増産・配給統制 千住葱種代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和16.3.29 1941

126-3 140-3 2食糧増産・配給統制 千住葱種代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 (昭和16頃) 1941

127-1 141-1 2食糧増産・配給統制 馬鈴薯種薯について通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.10 1940

127-2 141-2 2食糧増産・配給統制 種馬鈴薯現品配布通知 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.11.19 1940

127-3 141-3 2食糧増産・配給統制 種馬鈴薯代内金徴収通知 武庫村農会 各（常吉）部落農
会長

状 1 昭和15.11.29 1940

127-4 141-4 2食糧増産・配給統制 種馬鈴薯代内金受領証 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.12.9 1940

127-5 141-5 2食糧増産・配給統制 馬鈴薯代金について通知 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和16.3.11 1941

127-6 141-6 2食糧増産・配給統制 種子用馬鈴薯代金請求通知 尼崎市農会武庫
出張所

常吉部落農会長 状 1 昭和17.12.19 1942

127-7 141-7 2食糧増産・配給統制 種子用馬鈴薯代金清算の件通
知

尼崎市農会武庫
出張所

常吉部落農会長 状 1 昭和17.12.19 1942

128-1 142-1 3苺 苺棲張代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.3.12 1940
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128-2 142-2 3苺 苺棲張代金請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.3.15 1940

129 143 3苺 苺品評会出品苺について通知 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.5.24 1940

130-1 144-1 3苺 苺箱用セロファン到着通知 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.5.24 1940

130-2 144-2 3苺 苺箱用セロファン請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.6.15 1940

130-3 144-3 3苺 苺箱用セロファン受領書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.6.21 1940

131-1 145-1 3苺 苺に関する協議会開催通知 兵庫県苺組合長 各苺出荷団体長 状 1 昭和15.12.5 1940

131-2 145-2 3苺 苺に関する協議会開催通知 兵庫県苺組合 常吉苺組合 状 1 昭和16.2.10 1941

132-1 146-1 3苺 緊急ジャム加工原料用苺に関
する協議会開催通知

武庫村農会 関係部落農会長 状 1 昭和16.1.31 1941

132-2 146-2 3苺 ジャム加工原料用苺出荷契約
数量報告書用紙

（武庫村農会） 状 1 昭和16.2.13 1941

132-3 146-3 3苺 ジャム加工原料用苺に関する
通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.3.19 1941

133 147 3苺 苺に関する協議会開催通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.2.18 1941

134 148 3苺 苺出荷契約申込書に関する通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.3.27 1941

135-1 149-1 3苺 苺出荷統制に関する協議会開
催通知

兵庫県苺組合 櫻井義純 状 1 昭和16.4.1 1941
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135-2 149-2 3苺 苺出荷統制に関する方針 兵庫県苺組合 仮綴 1 昭和16.(4.1) 1941

135-3 149-3 3苺 兵庫県苺組合加工用苺出荷
統制実施要綱案

兵庫県苺組合 仮綴 1 昭和16.(4.1) 1941

135-4 149-4 3苺 加工用苺出荷数量約定誓約
書

兵庫県苺組合 状 1 昭和16.(4.1) 1941

135-5 149-5 3苺 兵庫県苺組合加工用苺出荷
統制実施要綱

兵庫県苺組合 仮綴 1 昭和16.(4) 1941

136-1 28 3苺 兵庫県苺組合総会開催通知 兵庫県苺組合長
宇和金三郎

各（常吉）苺出荷
組合長

状 1 昭和16.5.6 1941

136-2 150 3苺 兵庫県苺組合通常総会提出
議案

兵庫県苺組合長
宇和金三郎

仮綴 1 昭和16.5.11 1941

137 30 3苺 ジャム加工原料苺受荷開始の
件通知

武庫村農会 各苺出荷組合長 状 1 昭和16.5.23 1941

138 151 3苺 加工用苺出荷数量報告依頼 兵庫県苺組合長
宇和金三郎

各苺出荷組合長 状 1 昭和16.6.21 1941

139 32 3苺 加工用苺出荷統制成績報告
並びに苺に関する研究会開催
通知

兵庫県苺出荷組
合長宇和金三郎

各苺出荷組合
長、各郡市町村
統制委員

状 1 昭和16.7.16 1941

140 152 3苺 苺に関する協議会開催通知 武庫郡農会 苺出荷組合長 状 1 昭和16.8.29 1941

141 153 4肥料・害虫駆除 水稲合理的施肥法実地指導
地昭和10・11年度二ヶ年平均
成績一覧表

大日本加里株式
会社農業部

状 1 昭和10・11年
度

1935

142 154 4肥料・害虫駆除 割当肥料着荷通知 武庫村産業組合 状 1 昭和15.1.8 1940
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143 155 4肥料・害虫駆除 過燐酸石灰用叺回収要項 武庫村経済更生
委員会長

各区長・部落農
会長

仮綴 2 昭和15.4.9 1940

144 156 4肥料・害虫駆除 大豆粕増配・統制肥料配給円
滑実施の陳情書

武庫郡武庫村 状 1 昭和15.5 1940

145-1 157-1 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用重油受取通知 武庫村農会長 常吉部落農会長 状 1 昭和15.8.6 1940

145-2 157-2 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用重油不足分受
取通知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.8.10 1940

145-3 157-3 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用重油不足分引
取依頼

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.8.12 1940

145-4 157-4 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用重油請求書 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.8.24 1940

145-5 157-5 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用重油代金受領
証

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.8.30 1940

146-1 158-1 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用油分配通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.2 1940

146-2 158-2 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用油・薬品申込み
及び堆肥積込票についての通
知

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.4 1940

146-3 158-3 4肥料・害虫駆除 浮塵子の注油駆除に関する注
意

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.4 1940

146-4 158-4 4肥料・害虫駆除 堆厩肥一斉積込強調週間等に
つき照会

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.9.5 1940

146-5 158-5 4肥料・害虫駆除 堆肥一斉積込強調週間実施
通知

武庫郡農会、武
庫郡町村農会

状 3 昭和15.9 1940

146-6 158-6 4肥料・害虫駆除 堆肥増産一斉週間堆肥積込
票

武庫郡農会、武
庫郡町村農会

状 2 (昭和15.9) 1940
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146-7 158-7 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用軽油代金請求
書

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.9.11 1940

146-8 158-8 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除用軽油代金受領
証

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.9.13 1940

147 159 4肥料・害虫駆除 麦肥料施用慣行調査報告依
頼

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.14 1940

148-1 160-1 4肥料・害虫駆除 武庫村経済更生委員会肥料
資材配給部会審議・協議事項

武庫村経済更生
委員会肥料資材
配給部会

仮綴 1 昭和15.10.(20
頃)

1940

148-2 160-2 4肥料・害虫駆除 ８～12月分統制肥料別部落別
月別配給計画通知

武庫村経済更生
委員会

区長、部落農会
長

状 1 昭和15.10.25 1940

148-3 160-3 4肥料・害虫駆除 ８～12月分統制肥料別部落別
月別配給計画

武庫村経済更生
委員会

仮綴 1 昭和15.10.25 1940

149 161 4肥料・害虫駆除 浮塵子駆除に関する通知 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.10.29 1940

150 162 4肥料・害虫駆除 噴霧器・除草器申込書 常吉部落農会 武庫村農会 状 1 (昭和15～16
頃)

1940

151 163 4肥料・害虫駆除 肥料空叺の肥料工場への返還
呼びかけ（ビラ）

帝国農会 状 1 (昭和15～16
頃)

1940

152 164 4肥料・害虫駆除 肥料消費調整参考事項 状 2 (昭和15～16
頃)

1940

153 165 4肥料・害虫駆除 殺菌剤・殺虫剤について 仮綴 1 (昭和15～16
頃)

1940

154 166 4肥料・害虫駆除 叺増産講習会出席依頼 武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和16.4.1 1941

155 167 4肥料・害虫駆除 肥料購買申込書 常吉部落 保証責任武庫村
信購販利組合

状 1 昭和16.4.8 1941
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156 168 4肥料・害虫駆除 水稲の施肥について通知 兵庫県食糧増産
指導本部

状 1 昭和16.4 1941

157 169 4肥料・害虫駆除 統制肥料割当現品引取票 武庫村経済更生
委員会、武庫村
農会

常吉部落肥料配
給責任者

状 1 昭和16.5.1 1941

158-1 27-2 4肥料・害虫駆除 生石灰・デリス石鹸代金領収証 保証責任武庫村
信用購買販売組
合

常吉(部落) 状 1 昭和16.6.11 1941

158-2 27-3 4肥料・害虫駆除 硫酸銅代金領収証 保証責任武庫村
信用購買販売組
合

常吉(部落) 状 1 昭和16.6.23 1941

159 34 4肥料・害虫駆除 農業薬剤需要量調査依頼 武庫村経済更生
委員会長

各部落農会長 仮綴 1 昭和16.10.25 1941

160 170 4肥料・害虫駆除 昭和17年８～12月分肥料配給
割当表

状 1 昭和17.8～12 1942

161-1 171-1 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
創立総会及び農会員大会出
席依頼

武庫村農会 各部落農会長 状 1 昭和15.3.1 1940

161-2 171-2 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
創立総会出席依頼

武庫村農会長松
村梅次郎

各理事 状 1 昭和15.3.1 1940

162-1 172-1 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
第一年次収支予算書

武庫郡自家用醤
油醸造組合

仮綴 1 昭和15.(3.1) 1940 案か、出資金5,000円

162-2 172-2 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
第一年次収支予算書

武庫郡自家用醤
油醸造組合

状 1 昭和15.(3.1) 1940 出資金7,000円、後
欠

163 173 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
出資金払込依頼

武庫郡自家用醤
油醸造組合組合
長松村梅次郎

各部落農会長 状 1 昭和15.3.6 1940
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164-1 174-1 5醤油・青果物組合そ
の他

自家用醤油醸造予約金集金
依頼

武庫郡自家用醤
油醸造組合

桜井義純 状 1 昭和15.7.18 1940

164-2 174-2 5醤油・青果物組合そ
の他

自家用醤油醸造予約金受領
証

武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 昭和15.7.29 1940

165 175 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
協議会開催通知

武庫村農会 各役員 状 1 昭和15.12.23 1940

166-1 176-1 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
役員会開催通知

武庫郡自家用醤
油醸造組合

各役員 状 1 昭和16.3～4頃 1941

166-2 176-2 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
昭和15年度財産目録・貸借対
照表・損益計算・備品表

武庫郡自家用醤
油醸造組合

仮綴 1 昭和16.4.3 1941

166-3 176-3 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡自家用醤油醸造組合
昭和15年度財産目録・貸借対
照表・損益計算・備品表

武庫郡自家用醤
油醸造組合

状 1 昭和16.4 1941

167-1 177 5醤油・青果物組合そ
の他

一寸蚕豆種子入庫依頼 一寸蚕豆組合 評議員桜井義純 状 1 昭和15.7.17 1940

167-2 31 5醤油・青果物組合そ
の他

一寸蚕豆種子・食用中豆入庫
場所・価格等決定通知

一寸蚕豆採種組
合長福田彌平

役員各位 状 1 昭和16.7.7 1941

168 36 5醤油・青果物組合そ
の他

青果物出荷伝表(伝票)必要部
数報告依頼

武庫村青果物出
荷組合

各部落農会長 状 1 昭和16.12.2 1941

169-1 42 5醤油・青果物組合そ
の他

部落青果物出荷組合組織に関
する件通知

尼崎市農会長辻
本武兵衛

仮綴 1 昭和17.5.5 1942

169-2 43 5醤油・青果物組合そ
の他

常吉部落青果物出荷組合規
約

常吉部落青果物
出荷組合

仮綴 1 昭和17.5 1942 『尼崎市武庫農業協
同組合史』115～
118pに一部をのぞい
て掲載
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170-1 44 5醤油・青果物組合そ
の他

尼崎市青果物出荷組合創立
総会開催通知

尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 状 1 昭和17.5.6 1942

170-2 45 5醤油・青果物組合そ
の他

尼崎市青果物出荷組合創立
総会延期通知

武庫農会 各部落農会長 状 1 昭和17.5.7 1942

171 46 5醤油・青果物組合そ
の他

青果物消費指定地域内への搬
出販売に関する通知

尼崎市農会武庫
出張所

各部落農会長 状 1 昭和17.5.20 1942 『尼崎市武庫農業協
同組合史』118～
119pに全文掲載

172 178 5醤油・青果物組合そ
の他

蔬菜最高販売価格表 仮綴 1 (昭和15～17) 1940

173 179 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫郡農産物加工販売組合
定款

仮綴 1 (昭和15～17) 1940

174 180 5醤油・青果物組合そ
の他

農会研究協議事項断片 状 1 (昭和15～17) 1940

175-1 181-1 5醤油・青果物組合そ
の他

村会議員・農会副会長井上長
蔵氏会葬通知

武庫村長高寺善
右衛門

村会議員・各部
落農会長外名誉
職、村各種団体
長・部落団体長・
農会役員

状 1 昭和15.2.13 1940

175-2 181-2 5醤油・青果物組合そ
の他

西昆陽部落農会長藤木進市
氏母堂会葬通知

武庫村農会長松
村梅次郎

農会総代、部落
農会長

状 1 昭和15.10.22 1940

175-3 181-3 5醤油・青果物組合そ
の他

西昆陽農会総代高寺寛次氏
母堂会葬通知

武庫村農会 農会総代、部落
農会長

状 1 昭和16.1.21 1941

176 182 5醤油・青果物組合そ
の他

武庫村生産検査員松田彌三
氏・農業技手兼農会技手桂木
信三氏退職・転任送別会実施
通知

発起人武庫村長
高寺善右衛門・農
会長松村梅次郎

区長、部落農会
長

状 1 (昭和15).6.2 1940

177 183 5醤油・青果物組合そ
の他

大日本国防婦人会出征家庭
訪問実施通知

大日本国防婦人
会武庫村分会高
寺こゆく

各班長 状 1 昭和15.8.12 1940
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178 184 5醤油・青果物組合そ
の他

国勢調査職名表及び指定技
能表

内閣統計局 状 1 (昭和15) 1940

179-1 185-1 5醤油・青果物組合そ
の他

封筒 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 (昭和15～16
頃)

1940

179-2 185-2 5醤油・青果物組合そ
の他

封筒（至急） 武庫村農会 常吉部落農会長 状 1 (昭和15～16
頃)

1940

179-3 185-3 5醤油・青果物組合そ
の他

封筒 武庫産業組合 常吉部落農会長 状 1 (昭和15～16
頃)

1940

180 7 6逐次刊行物 臨時増刊農工月報　へ号第34
号

農工月報社 冊子 1 大正5.9.10 1916

181-1 186-1 6逐次刊行物 農会通信　第399号　部落農会
特集号[18]

兵庫県農会 冊子 1 昭和15.1.20 1940

181-2 186-2 6逐次刊行物 農会通信　号外第75議会農政
運動経過報告第二報

兵庫県農会 冊子 1 昭和15.3.18 1940

181-3 186-3 6逐次刊行物 農会通信　号外第75議会農政
運動経過詳報第三報

兵庫県農会 冊子 1 昭和15.3.31 1940

181-4 186-4 6逐次刊行物 農会通信　第405号　部落農会
特集号[21]

兵庫県農会 冊子 1 昭和15.4.20 1940

181-5 186-5 6逐次刊行物 農会通信　第407号　部落農会
特集号[22]

兵庫県農会 冊子 2 昭和15.5.20 1940

181-6 186-6 6逐次刊行物 農会通信　第411号　部落農会
特集号[24]

兵庫県農会 冊子 2 昭和15.7.20 1940

181-7 186-7 6逐次刊行物 農会通信　第413号　部落農会
特集号[25]

兵庫県農会 冊子 1 昭和15.8.20 1940

181-8 186-8 6逐次刊行物 農会通信　第417号　部落農会
特集号[27]

兵庫県農会 冊子 2 昭和15.10.20 1940

－22－

尼崎市立地域研究史料館作成



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

櫻井俊次氏文書目録

181-9 186-9 6逐次刊行物 農会通信　第419号　部落農会
特集号[28]

兵庫県農会 冊子 2 昭和15.11.20 1940

181-10 186-10 6逐次刊行物 農会通信　第425号　部落農会
特集号[31]

兵庫県農会 冊子 2 昭和16.2.20 1941

182-1 187-1 6逐次刊行物 農業通信　第436号　 兵庫県農会 冊子 3 昭和16.8.5 1941 『尼崎市武庫農業協
同組合史』99pに写真
掲載

182-2 187-2 6逐次刊行物 農業通信　第441号　 兵庫県農会 冊子 2 昭和16.10.20 1941

182-3 187-3 6逐次刊行物 農業通信　第442号　 兵庫県農会 冊子 1 昭和16.11.5 1941

182-4 187-4 6逐次刊行物 農業通信　第443号　 兵庫県農会 冊子 3 昭和16.11.20 1941

182-5 187-5 6逐次刊行物 農業通信　第467号　 兵庫県農会 冊子 1 昭和17.11.20 1942

－23－

尼崎市立地域研究史料館作成
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