
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

常吉村文書内園田村関係目録

317-1 283-1 13園田村 兵庫県川辺郡園田村明治30
年度歳入出決算表

状 3 明治30 1898 折込一括 請求番号
283巻き込み一括

317-2 283-2 13園田村 兵庫県川辺郡園田村明治30
年度歳入出決算表

状 1 明治30 1898 請求番号283巻き込
み一括

317-3 283-3 13園田村 兵庫県川辺郡園田村明治30
年度歳入出決算表

状 1 明治30 1898 請求番号283巻き込
み一括

317-4 283-4 13園田村 兵庫県川辺郡園田村明治30
年度歳入出決算表

状 1 明治30 1898 請求番号283巻き込
み一括

318-1 59-2 13園田村 藻川工事の回章につき村持ち
回り賃金請求書

園田村ノ内猪名
寺村森山音三
郎

村長西沢久兵
衛

状 1 明治31.1.31 1898 請求番号59-1～2折
込一括

318-2 272 13園田村 藻川堤防工事に係る運動費
計算帳

関係人立会堀
口周吉ほか1名

横帳 1 明治31.1 1898

318-3 267 13園田村 藻川・猪名川堤防工事につき
村会決議書

川辺郡園田村
長西澤久兵衛

状 1 明治32.4.27 1899

319 518 13園田村 官有土地借用継続願い 願い人高木浅
之助ほか3名

兵庫県知事大
森鐘一

書冊 1 明治32.7.26 1899

320-1 185 13園田村 明治29年度県税免除及延期
願い

園田村役場 状 1 明治30.9.15 1897

320-2 211 13園田村 明治29年度後半期県税免除
出願に付諸入用精算帳

運動員高木作
右衛門ほか1名

横帳 1 明治31.5 1898

320-3 212 13園田村 県税免除の件小田村園田村
両村に係る割付

横帳 1 明治30年代
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321 284-2 13園田村 竹林養護のため官有堤防使
用願い

願主園田村の
内猪名寺村地
主惣代西澤儀
兵衛ほか2名

兵庫県知事大
森鐘一

書冊 1 明治32.1 1900 請求番号284折込一
括

322 346 13園田村 入用勘定村割り書 川辺郡役所 園田村役場 状 1 （明治） 封筒あり

323-1 499 13園田村 過納金領収書 園田村長西沢
久兵衛

仮綴 1 明治30.6.30 1897

323-2 343-4 13園田村 諸税過払いにつき取調べ依頼 口田中村奥田
市兵衛

西澤久兵衛 状 1 （明治）11.30 請求番号343巻き込
み一括

324-1 259 13園田村 公金領収書 川辺郡収入役
杉原伊三郎

状 4 明治 巻き込み一括

324-2 59-1 13園田村 7月分受け取りにつき領収書 役場西沢他1名 状 1 (近代)11.2 請求番号59-1～2折
込一括

325-1 343-3 13園田村 請求書一括（人力車夫賃ほ
か）

西澤久兵衛 状 2 明治30 1897 請求番号343巻き込
み一括

325-2 33-1 13園田村 請求書綴り 仮綴 1 (明治30年代) 封筒(請求番号33-2
～5を封入)の綴り込
みあり。

325-3 74 13園田村 諸払い収出につき金銭納め依
頼状

城江五 西沢村長 状 1 (近代)旧7.14

326-1 33-4 13園田村 領収書 江戸幸 客 状 1 明治30.11.15 1897 請求番号33-3～4封
筒入り。請求番号33-
2～5封筒一括。33-2
～5の封筒は請求番
号33-1に綴り込み。
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326-2 86 13園田村 石炭散納品書 伊丹町倉橋元
俊(ヵ)

園田村役場中 状 1 明治31.9.17 1898

326-3 145 13園田村 印刷屋よりの納品書（決算書） 渡瀬活版所 園田 状 1 明治33.7.24 1900

326-4 169 13園田村 飲食店領収書綴り 神戸江戸幸ほ
か４店

西沢 状 5 明治34 1901 ５点一括

326-5 176 13園田村 紙代領収書 大阪 紙商土井
七郎

西沢 状 1 9.29

327-1 343-2 13園田村 辞職願い 時水巳之介 園田村長西澤
久兵衛

状 2 明治31.1.31 1898 封筒あり 請求番号
343巻き込み一括

327-2 332 13園田村 若王寺村区長、疾病につき至
急後任指名依頼

衣笠光蔵 園田村長西沢
久兵衛

状 1 明治31.3.7 1898 封筒あり

327-3 342 13園田村 教員採用伺い 園田村長西澤
久兵衛

川辺郡長依藤
忠夫

状 1 明治33.1.19 1900

328 180 13園田村 招集延期願い（下書） 杤尾由松 神戸聯隊区司
令官加藤鷹之
助

状 1 (近代)

329-1 147-1 13園田村 質地小作売買云々の件につき
書状（下書）

状 1 明治31.4.11 1898 請求番号147-4に入
れられていた

329-2 147-2 13園田村 質地小作売買云々の件につき
書状（下書）

状 1 (明治) 請求番号147-4に入
れられていた

329-3 147-3 13園田村 田地云々の件につき書状（下
書）

状 1 (明治) 請求番号147-4に入
れられていた
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330-1 57-2 13園田村 仁川港居留民長就職通知に
つきはがき

在韓国仁川港
富田耕司

西沢久兵衛 はがき 1 明治31.10.17 1898 請求番号57-1～2、
封筒一括

330-2 452-2-4 13園田村 訴訟につき話合 田能村事務所
にて園田村長
西澤久兵衛

岩山甚蔵ほか2
名

状 1 明治32.1.12 1899 請求番号452-2袋一
括 請求番号452紐
一括

330-3 52 13園田村 盆割金徴集につき書状 城エ 西沢村長 状 1 (明治)33.8.7 (1900)

330-4 33-3 13園田村 相談のため小田村へ来られた
き旨書状

上村 西沢君 状 1 (明治30年
代).11.25

請求番号33-3～4封
筒入り。請求番号33-
2～5封筒一括。33-2
～5の封筒は請求番
号33-1に綴り込み。

330-5 33-2 13園田村 県庁の人物と会合につき書状 上村 西沢主人 状 1 (明治30年
代)9.25

請求番号33-2～5封
筒一括。封筒は請求
番号33-1に綴り込
み。

330-6 303 13園田村 約束延引の旨詫び状 原口 西澤 状 1 19

330-7 214 13園田村 過日来書面にて協議の件に
つきその後の経過報告

村長ほか２名 上林文三郎 状 1 (近代)

330-8 213 13園田村 月謝送付の礼など書状 太田信一 西澤 状 1 (近代)27

330-9 108-1 13園田村 別紙依頼の金子差し出しの書
状

米田権太郎 戸籍掛 状 1 (近代)4.7 請求番号108-2を折
込

330-10 57-1 13園田村 欠勤願いにつき書状 杉原伊三郎 西沢村長・各偖
(ママ)君

状 1 (近代)8.13 請求番号57-1～2、
封筒一括
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331 133 13園田村 丸太等漂流物検品届綴 園田村長西沢
久兵衛

仮綴 1 明治32.6.9 1899

332 118 13園田村 治田寺持田地寄付につき申
請中のこと書状

徳永郡書記 西沢村長 状 1 (近代)

333 108-2 13園田村 借金依頼書 上けま 殿山寅
吉

村長西沢九兵
衛

状 1 (明治)33.4.7 1900 請求番号108-1の中
に封入

334 33-5 13園田村 送金通知の書状 園田村西沢久
兵衛

上村文三郎 状 1 (明治)30.9.25 (1897) 請求番号33-2～5封
筒一括。封筒は請求
番号33-1に綴り込
み。

335-1 452-1-2 13園田村 急破修繕工事組合費書上げ 書冊 1 （近代） 請求番号452-1袋一
括 請求番号452紐
一括

335-2 452-1-3 13園田村 河川修繕につき入用書上げ 仮綴 1 （近代） 請求番号452-1袋一
括 請求番号452紐
一括

336 326 13園田村 上食満村椎堂村雑木払い下
げの件につき覚

西沢ほか1名 状 1 （近代） 袋あり

337 321 13園田村 社員章ならびに要覧領収書至
急差し回しのこと願い

川辺郡委員部 西沢委員 状 1 明治33.6.10 1900

338 70 13園田村 看護人生徒再募集 日本赤十字社
兵庫支部副長
床次竹二郎

西沢久兵衛 状 2 明治33.7.23 1900
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339-1 452-1-5 13園田村 酒代ほか入用書上げ 状 1 （近代） 請求番号452-1袋一
括 請求番号452紐
一括

339-2 452-1-4 13園田村 酒代ほか入用書上げ 状 1 （近代） 請求番号452-1袋一
括 請求番号452紐
一括

340 452-2-3 13園田村 人名書上げ 状 1 （近代） 請求番号452-2袋一
括 請求番号452紐
一括

342-1 187 13園田村 袋 西澤園田村長 ■中戸之内村
区長

袋 1 （明治）12.2.11

342-2 264 13園田村 袋（「猪名川藻川堤防起工に
係る書類在中」）

西澤園田村長 袋 1 明治30.12 1897

342-3 558 13園田村 回章封筒 園田村長 猪名寺村ほか
5ヶ村

封筒 1 明治32.2.18 1899

342-4 319 13園田村 袋（「長尾山山林阪鶴鉄道株
式会社（19番）買収云々契約
証在中」）

園田村長西澤
久兵衛

袋 1 明治32.8.31 1899

342-5 450 13園田村 封筒 川辺郡役所 川辺郡園田村
役場

封筒 1 明治33.5.10 1900

342-6 147-4 13園田村 封筒 松枝 西澤久兵衛（園
田村長）

封筒 1 (明治) 請求番号147-1～3が
入っていた

342-7 557 13園田村 封筒のみ 西澤園田村長 伊丹税務署長
安井積

封筒 1 （近代）
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342-8 452-2-1 13園田村 袋〔園田村の内田能村内紛議
を生し人員取調べ調書在中〕

西澤園田村長 袋 1 （近代） 請求番号452-2袋一
括 請求番号452紐
一括

342-9 452-1-1 13園田村 袋〔猪名川派流藻川堤防工事
施工運動第弐号書精算書在
中 猪名川南占川皆支□川急
破に付□築契約之義に付組
合費〕

藻川堤防修繕
委員会高木佐
右衛門ほか1名

管理立会人西
澤久兵衛

袋 1 （近代） 請求番号452-1袋一
括 請求番号452紐
一括

342-10 313 13園田村 袋（「小中島法界寺立会工事
に対する関係書類」）

西澤久兵衛 袋 1

342-11 50 13園田村 西澤園田村長宛封筒 川辺郡役所 西澤園田村長 封筒 1 (近代)

342-12 197 13園田村 封筒 兵庫県川辺郡
役所

園田村役場 封筒 1 （近代）

342-13 80 13園田村 封筒 兵庫県川辺郡
役所

兵庫県川辺郡
園田村役場中

封筒 1 (近代)

342-14 183 13園田村 猪名川低流藻川通堤防修繕
の件に付往復書類入れ（反故
使用〈歳入出関係書付〉）

川辺郡園田村
長

袋 1 (欠年)

－7－ 尼崎市立地域研究史料館


