
近代　の　役職

年代　成立年代　慶応4（1868）年～明治37（1904）年

数量　237点

歴史

　幕末期に郡中取締役を勤めた山田庄左衛門であったが、明治初年には北信商社、千曲川瀬直し工事

などの仕事に忙殺されている。明治3（1870）年12月には、中野県庁舎を焼き討ちして県官を殺害し

た中野騒動勢が旧郡中取締役・北信商社員をも標的に据えたため、本分家ともども屋敷を焼き払われ

ているが、この時庄左衛門自身は掛屋として県庁公金の避難に腐心していたようである。その後、明

治期の地方制度をめぐる政策が展開していくと、今度は区戸長職を歴任することになる。以下では区

制の変遷を追いながら、庄左衛門の活動を見ていきたい。

　明治4（1871）年4月戸籍法制定をうけて各藩県ごとに戸籍区の編成が進められたが、廃藩置県後の

府県統合によって同年ll月に統一的な長野県が成立すると、当初は旧藩県の単位を残して旧区画を継

承した区制（東江部村は第22区に）がとられていたものの、やがて矛盾を生ずることとなり、明治5

年4月には管下6郡を旧単位にとらわれず72の区に再編成する区画改正が行われた（東江部村は第43区

に、表6）。第22区戸長は山田庄左衛門（健蔵）が勤めたが、第43区戸長は明治5年正月以来西江部村

篠田市左衛門が勤め、副戸長を分家の山田文六が勤めた。この間篠田に交替した事情は不明だが、健

蔵は若くして当主になったばかりである上に、中野騒動による屋敷焼亡、商社事件と心労が続き、同

年6月に急逝したことと関係があったかと推測される。さらに同年11月には区の戸長副と村の名主・

組頭の職務分掌のあり方が問題になり、「区戸長事務章程」が制定され従来の戸長副が区長副に、名

主・組頭が戸長副に改称され、区長の職務は戸籍事務のほか戸長の監視などに拡大された。そして明

治6年2月には篠田にかわって山田庄左衛門（顕善、分家から入った新当主）が第43区区長に就任し

（副区長は引き続き山田文六）、明治7年3月からは第44区（表6）の区長をも兼務した。

　政府は地方官からの申立をうけて明治5年10月には大区小区制（大蔵省達146号）を認めていたが、

長野県では区画改正に時間を要したため、ようやく大区小区制が発足したのは明治7年7月のことであ

る。この時第19大区では山田庄左衛門が副区長に就任（区長は任命されず）したが、正副区・戸長は

いずれも官選で、給料は民費支出ではあるが官吏の等級制に応じた統一的給与体系が採用され、区長

（副区長）は区会所に詰めて事務を扱った（表7）。

表6　第43区・第44区の構成村

　　　　西江部村、東江部村、岩舟村、片塩村、安源寺村、大俣村、吉田村、
第43区
　　　　牛出村、立ヶ花村、草間村

　　　　間山村、更科村、新野村、高遠村、篠井村、新保村、北大熊村、
第44区
　　　　南大熊村、小沼村

典拠：『中野市誌・歴史編後編』、『長野県市町村合併誌・総編』
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表7　第19大区の構成 ◎＝大区会所、O＝小区会所

第1小区　　桜沢村、〇三ッ和村、新保村

第2小区　　立ヶ花村、牛出村、草間村、○安源寺村、栗林村、片塩村

第3小区　　間山村、篠井村、O新野村、更科村

第4小区　　小田中村、西条村、O岩舟村、◎江部村、吉田村

第5小区　　O中野町

典拠：『中野市誌・歴史編後編』、『長野県市町村合併誌・総編』

　以上の制度の下で地租改正、徴兵検査、町村合併などの諸事業が展開されたことは、下記の「構造

と内容」の欄からも明瞭にうかがえるところである。しかし明治11年7月に郡区町村編制法が公布さ

れると、翌年6月にいたって大区小区制は廃止され、大区はその機能を郡に引き渡すこととなった。

その際山田庄左衛門は明治12年1月から3月にかけて郡書記を勤めるがすぐに退任している。

　なお、山田庄左衛門はこれ以外にも、本書所収史料に関わるところでは、勧業集談会や下高井郡全

部組合会にも関わっていたようである。勧業集談会は長野県・下高井郡役所の強い勧業政策のもとで

展開した下高井郡立共進会（物産展）や下高井郡農事集談会を基礎に、明治22（1889）年秋から県の

指導により下高井郡勧業集談会として発足したが、連合町村組合が経費を賄い、上からの農事改良事

業を進める母胎となった組織であった。また下高井郡全部組合会についてはその実態を明らかにする

ことができないが、本書所収史料で見る限り、下高井郡高等小学校々舎新築予算に関する審議を行っ

ている。

構造と内容

　ここでは幕末から明治期以降における、東江部村一村をこえた広い範囲での山田家の政治的諸活動

を「近代の役職」として一括した。上記の活動歴からわかるように、このサブグループは主要には

「幕末維新期の陣屋・県御用」、「第22区戸長」、「第43区区長」、「第19大区副区長」というサブサブグ

ループによって構成される。また、それ以外にも点数はあまり多くないが「勧業集談会」、「下高井郡

全部組合会」、「平野村村会議員」に関わって活動した際の史料が残されているので、これもサブサブ

グループとして立項した。なお、「江部村耕地図」については本来ならばどのような役職を勤めるこ

とでこの図面が作成・保管されたのかを明らかにすべきだが、確定できなかったのでここに配置した。

江部村の全字を対象とした図面なので、地主としてではなく、何らかの役職上作成・保管したもので

あろうと考える。

（1）幕末維新期の陣屋・県御用

　この関係は今回整理した分の中には郡中取締役関係のものなどわずか3点しか見られなかったが、

現地分の史料には掛屋を勤めた際のものなども確認でき、一定の活動を行ったことは間違いないので

ここに立項した。北信商社に関する史料（1冊3通）は別置した（159頁）。

（2）第22区戸長

　第22区関連の史料はきわめて少なく、それも全てが送籍状など戸籍関係史料である。送籍状は戸長

どうしでやりとりされるため、文書の作成・受取を表記しただけでは移動者の元村・行先村がわから
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ないので、（→　）としてどの村からどの村へ戸籍が送られたかを書き添えることにした（この点

は以下も同じ）。なお、史料の上では第22区から第43区への移行が不明瞭で、明治5（1872）年3月の

第22区戸長宛証文（282－1－4、194頁）が存在すると同時に、第43区吉田村への同年正月付け送籍状

（282－1－1、195頁）も存在する。このような混乱が生じた理由については、区画改正の具体的な進め

られ方とあわせて今後検討していく必要がある。

（3）第43区区長

　この関係で残されている史料は、「地券改」（地租改正に先行する壬申地券調の際の帳簿1冊のみ）

や「印鑑届」などはごくわずかで、大半が「送籍状」である。このことはこの時期の区長の仕事の中

心が引き続き戸籍事務にあったことをうかがわせると言ってもよいだろう。「送籍状」については○

就任以前分と、○就任以後分、に便宜的に区分した。山田の就任以前は西江部村篠田市左衛門が区長

を勤めていたが、篠田宛の送籍状も山田に引き継がれたと考えられる。

（4）第19大区副区長

　明治7（1874）年7月に第19大区の副区長となった以後については、残される文書もバラエティーに

富んだものとなり、副区長（区長は存在しない）の担う事務内容が以前よりも広がったことが確認で

きる。ここでは関係文書を、「布達、届・回章留」、「地租改正」、「徴兵検査」、「町村合併」、「治安取

締」、「大区議員・区総代（民費節減）」、「大区会所経費」、「医者養成」、「郡役所へ引継」、「その他」

のシリーズに分けて編成した。そのうち「医者養成」は、明治11（1878）年以降第19大区が区費から

医学修業金を支出して区内の医者を長野県医員講習所や東京大学などに派遣した際の、約定証（勉学

後区内勤務を約束するもの）や入学願書などである。「郡役所へ引継」は、明治12（1879）年1月から

3月にかけて第19大区の会所器械・箪笥類・諸帳簿・会議日誌・焼印・布達類等を下高井郡役所へ引

き継いだ際の受取、引渡目録などである。ここに記されている諸書類・諸帳簿とあわせることで山田

庄左衛門が第19大区副区長として作成・授受した史料の全貌をうかがうことができるが、言い換えれ

ば、山田家文書中に残されているこの関係の史料はこの時引き渡されなかったものであることも確認

できる。

（5）勧業集談会

　明治22（1889）年と同24年の勧業集談会日誌が3冊残されている。

（6）下高井郡全部組合会

　明治23（1890）年の議事録1冊と同年の下高井郡高等小学校校舎新築の予算書類1綴があるのみであ

る。

（7）平野村村会議員

　明治34（1901）年から同37年の予算関係の書類13点が残されている。

（8）江部村耕地図

　これは江部村の字ごとの耕地図23鋪で、年代記載があるものはすべて明治21（1888）年5月付であ

るから、おそらくこの時点で村内一斉に作成されたものと考えられる。
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近代の役職／幕末維新期の陣屋・県御用

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

近代の役職

幕末維新期の陣屋・県御用

鉄砲有無御届書之事（鉄砲所持者なし）　高井郡高石 慶応4辰年正月 竪紙・1通 259
村名主嘉右衛門→御郡中御取締衆中

中野陣屋附郡中村々高反別免家数人数調帳　持主山田 慶応4年辰3月改 半・1冊 42
庄左衛門

長野県御用御備籾送通　東江部村山田庄左衛門→中野町
　御役人衆中

明治4辛未年11月 横美半折・1冊 226

第22区戸長

送籍状

送籍状之事（高井郡安源寺新田村→高井郡草間村）
　右村名主高見沢忠右衛門→高井郡草間村御役人衆中　包
　紙共

記（縁組の送籍状受取）　長野県御管下飯山臆附第9区副
　戸長若林桂造→長野県御管下第22区戸長山田庄左衛門殿
　包紙共

乍恐書付ヲ以奉願上候（送籍状願書、吉田村その七瀬
　村へ縁付につき）　右村名主原徳兵衛、組頭町田三左
　衛門→戸長御役所　包紙共

乍恐書付ヲ以御届奉申上候（死去届書）　右（吉田）
　村名王原徳兵衛、ほか1名→戸長御役所　包紙共

証（高井郡新井村4名の吉田村寄留に故障無き旨）
　第24区副戸長中島市兵衛→第22区戸長山・田庄左衛門殿
　包紙共

以書付奉願上候（送籍状願書、吉田村はま越村へ縁付
　につき）　右村名主原徳兵衛→戸長御役所　包紙共

以書付御届奉申上候（死去届書）　吉田村名主原徳兵衛
　→戸長御役所　包紙共

送籍之事（高井郡壁田村→高井郡栗林村）　第46区副
　戸長中嶋市兵衛→戸長山田庄左衛門殿　包紙共

明治4辛未年11月

明治4年辛未12月11日

明治5申2月晦日

明治5申2月晦日

明治5壬申年3月

明治5申年4月

明治5申年4月日

明治5壬申年4月

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

280－1

281－1

282－1－4

280－2

281－2

282－1－6

第43区区長

地券改

田畑一筆限正間改地順帳（地券上帳下調）　　高井郡
　東江部村　山田荘左衛門手許控

明治6年癸酉春 横長美・1冊 20

印鑑届

印鑑帳（区内村々人別持高書上） （第四十三区）区長明治6年11月 1冊 357
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近代の役職／第43区区長／印鑑届

役所

以書付御届申上候（西江部村氷見氏改印届）　右村 第4月22日 1通 357－1

村吏春日太左衛門→第四拾三区区長御中　357の丁間挟
込

送籍状

○就任以前分

送り状之事（越後国頸城郡森田村→高井郡吉田村） 明治5壬申年正月 竪継紙・1通 282－1－1

右兄江口勘左衛門、ほか組合・百姓代・庄屋3名→戸長副御
中　戸長副の奥書、包紙共

送籍之事（高井郡岩船村→水内郡権堂村）　第43区副 明治5壬申2月2日 竪紙・1通 282－1－2

戸長山田文六、同戸長篠田重左衛門　包紙共

（権堂村徳武長作居住地、長野村区長名など書付） 切紙・1通 282－1－2－1

282－1－2の包紙に同封

送籍之事（高井郡岩井新田→高井郡吉田村）　第48区 明治5壬申年3月5日 竪紙・1通 282－1－5

戸長江口曽栄門→第43区戸長篠田市左衛門殿、副戸長山
田文六殿　包紙共

送籍之事（高井郡岩井新田→高井郡西江部村）　第48 明治5壬申年3月13日 竪紙・1通 282－1－3
区戸長江口曽栄門→第43区戸長篠田市左衛門　包紙共

書付ヲ以御届奉申上候（死去届書）　右（吉田）村名 明治5壬申年4月晦日 竪紙・1通 281－3

主原徳兵衛→第43区戸長山田庄左衛門殿　包紙共

送籍状（高井郡羽場村→其区内31番）　第42区副安達 （明治5）壬申5月 竪紙・1通 282－1－7

軍、同佐々木漣、戸長堀久敬→第43区戸長副御中　包紙
丘
ノ
、

以書附願上候（寄留送籍願書、西江部村宇吉上野国室 明治5壬申年8月19日 竪紙・1通 280－3
田宿へ出稼につき）　右村願人長嶋増之助、ほか親類・
組頭2名→戸長副御役中　包紙共、包紙の中に280－3－1・2が
同封

送籍之事（雛形）　右区戸長御印、副戸長御印→群馬 竪紙・1通 280－3－1

県管轄上野国群馬郡第10区内7小区戸長副戸長中

（送籍状作成用の覚書） 小切紙・1通 280－3－2

証（西江部村百姓の其区内寄留故障無き旨）　右第43 明治5壬申年8月 大竪紙・1通 279－2

区戸長篠田市左衛門、副戸長山田文六→群馬県御管轄上
野国群馬郡第10区区内7小区清水忠兵衛

証（寄留送籍書受取）　群馬県管轄上野国群馬郡第10大 明治5壬申年8月 竪切紙・1通 284－1

区小7区戸長清水忠作→長野県御管轄信濃国高井郡第43区
戸長篠田市左衛門殿　包紙共

送籍之事（高井郡中野町→高井郡西江部村）　右区戸 明治5年壬申9月 竪紙・1通 282－1－8
長山岸精一郎、副戸長細野平作→第43区戸長篠田市左衛
門殿、副戸長山田文六殿　包紙共

送籍之事（高井郡北大熊村→高井郡立ケ花村）　戸長 明治5壬申年9月 竪紙・1通 282－1－9
小林九之丞、副戸長中山実之助→第43区戸長篠田市左衛
門殿、副戸長山田文六殿　包紙共

記（送籍状受取）　第48区戸長江口曽栄門→右43区戸長 明治5壬申年10月17日 竪紙・1通 284－2

篠田市左衛門殿、副戸長山田文六殿　包紙共

送籍之事（高井郡七瀬村→高井郡栗林村）　第46区副 明治5壬申10月 竪紙・1通 282－1－10

戸長中嶋市兵衛→第43区戸長篠田市左衛門殿、副戸長山
田文六殿　包紙共
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近代の役職／第43区区長／送籍状／O就任以前分

載籍之事（高井郡西江部村→松代寺町）　第29区松代 明治5壬申年10月 竪紙・1通 284－3
住士族副戸長片岡半十郎、戸長恩田新六→第43区正副戸
長衆中　包紙共

記（送籍状受取）　第46区副区長中島市兵衛→第43区副 明治5壬申11月朔日 竪紙・1通 284－5
区長山田文六殿

送籍之事（高井郡田上村→高井郡吉田村）　第48区区 明治5壬申年11月19日 竪紙・1通 282－1－11

長江口曽栄門→第43区区長篠田市左衛門殿、副区長山田
文六殿　包紙共

送籍之事（高井郡吉田村→高井郡越村）　第43区副区 明治5年壬申11月 大竪紙・1通 279－1
長山田文六→第48区区長江口曽右衛門殿

記（離縁返籍状受取）　第48区区長江口曽栄門→第43区 明治5壬申年ll月 竪切紙・1通 284－4
副区長山田文六殿　包紙共

送状之事（越後国頸城郡巻渕村→高井郡江部村）　右 明治6癸酉年1月 罫紙・1通 282－2－1
村戸長深石七郎平、小区惣代古川九郎次→長野県管下信
濃国高井郡江部村　包紙共

送籍之事（高井郡七瀬村→高井郡吉田村）　第46区副 明治6癸酉2月2日 竪紙・1通 282－2－2
区長中島市兵衛→第43区区長篠田市左衛門殿、副区長山
田文六殿　包紙共

送籍之事（水内郡上倉村→高井郡江部村）　第68区副 明治6年癸酉2月28日 竪紙・1通 282－2－4
区長浅山正蕃、区長足立誠→第43区区長篠田市左衛門殿
包紙共

送籍之事（高井郡竹原村→高井郡草間村）　右副区長 明治6年2月 竪紙・1通 282－2－3
細野平作、区長山岸精一郎→第43区正副区長御中　袋入

記（縁組の送籍状受取）　第42区副区長佐々木高治→第 明治6年2月 竪紙・1通 284－6
43区区長篠田佐賢殿、副区長山田文六殿

○就任以後分

送籍之事（水内郡飯山町→高井郡東江部村）　第68区 明治6年癸酉3月10日 竪紙・1通 282－2－5
副区長浅山正蕃、区長足立誠→第43区区長山田庄左衛門
殿、副区長山田文六殿　包紙共

送籍状之事（水内郡穴田村→高井郡安源寺村）　第67 明治6年4月8日 竪紙・1通 282－2－16

区副区長中嶋七郎治→第43区高井郡正副区長御中　包紙
壮
ノ
、

寄留証（高井郡西江部村→水内郡長野村）　第43区副 明治6年4月8日 竪切紙・1通 283
区長山田文六、区長山田庄左衛門峠第54区々長露木彦右
衛門殿　端裏書「癸酉十一月十九日　寄留状戻り」

送籍之事（高井郡田麦村→高井郡西江部村）　第46区 明治6年4月9日 竪紙・1通 282－2－10

副区長中島市兵衛→第43区区長山田庄左衛門殿、副区長
山田文六殿　包紙共

送籍之事（高井郡壁田村→高井郡吉田村）　第46区副 明治6年4月11日 竪紙・1通 282－2－11

区長中嶋市兵衛→第43区区長御中　袋入

記（送籍状受取）　第41区区長太田才右衛門→第43区正 明治6年4月12日 竪紙・1通 284－8
副区長御中　包紙共

送籍之事（高井郡大俣村→高井郡矢島村）　第43区副 明治6年4月16日 竪紙・1通 282－2－9
区長山田文六、区長山田庄左衛門→第42区区長副区長御
中　包紙共

送籍之事（高井郡七瀬村→高井郡草間村）　第46区副 明治6年4月22日 竪紙・1通 282－2－13
区長中嶋市兵衛→第43区区長御中　袋入

記（送籍状受取）　第46区副区長中島市兵衛→第43区副 明治6年4月22日 罫紙・竪切・1通 284－10

区長山田文六殿、区長山田庄左衛門殿　包紙共
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送籍之事（高井郡深沢村→同郡大俣村）　第48区区長 明治6年4月24日 竪紙・1通 282－2－8

江口曽栄門→第43区区長山田庄左衛門殿、山田文六殿
袋入

記（送籍状受取）　第46区副区長中島市兵衛→第43区区 明治6年4月29日 罫紙・竪切・1通 284・一19

長山田庄左衛門殿、副区長山田文六殿　包紙共

送籍証（水内郡上今井村→高井郡牛出村）　第67区副 明治6年癸酉4月 竪紙・1通 282－2－6

区長中鴬七郎次、区長小林柳右衛門→第43区正副区長御
中　包紙共

送籍之事（高井郡深沢村→同区内岩船村）　第48区区 明治6年第4月 竪紙・1通 282－2－7

長江口曽栄門→第43区区長山田庄左衛門殿、山田文六殿
袋入

送籍之事（高井郡佐野村→高井郡吉田村）　第47区副 明治6年第4月 竪紙・1通 282－2－12

区長市川和平、区長坂口年兵衛→第43区区長山田荘左衛
門殿、副区長山田文六殿　包紙共

復籍之事（高井郡赤岩村→高井郡大俣村）　第48区区 明治6年4月 竪紙・1通 282－2－15

長江口曽栄門擁第43区区長篠田市左衛門殿、副区長山田
文六殿　包紙共

送籍章（水内郡新町村→高井郡東江部村）　第57区副 明治6年4月 竪紙・1通 282－2－17

区長本堂源吉→高井郡第43区正副区長御中　包紙共

記（縁組の送籍状受取）　第67区々長小林柳右衛門→第 明治6年癸酉4月 竪紙・1通 284－9

43区正副区長御中　包紙共

記（送籍状受取）　第39区副区長竹内文八、区長黒岩清 （明治6）癸酉5月13日 罫紙・1通 284－11

右衛門→第43区正副区長御中　包紙共

記（縁組の送籍状請取）　第66区副区長中島佐五右衛門 明治6年5月14日 罫紙・1通 284－14

→第43区高井郡区長山田荘左衛門殿　包紙共

記（送籍状受取）　第42区副区長佐々木高治→第43区区 明治6年5月28日 罫紙・1通 284－12

長山田庄左衛門殿　包紙共

送籍之事（水内郡浅野村→高井郡立ケ花村）　第62区 明治6酉年5月30日 竪紙・1通 282－2－2唾

副区長村松治右衛門、同梅沢吉左衛門、区長藤沢幾三郎
→第43区区長山田庄左衛門殿、副区長山田文六殿　包紙
丘
ノ
、

送籍之事（高井郡松川村→高井郡岩舟村）　右副区長 明治6年5月 竪紙・1通 282－2－14

細野平作、区長山岸精一郎→第43区正副区長御中　袋入

送籍之事（高井郡西条村→高井郡吉田村）　右副区長 明治6年5月 竪紙・1通 282－2－18

細野平作、区長山岸精一郎→第43区正副区長御中　袋入

送籍章之事（高井郡湯田中邑→高井郡西江部邑）　第 明治6年5月 竪紙・1通 282－2－19

47区正副区長→第43区正副区長衆中　包紙共

記（送籍返章、高井郡岩船村→水内郡権堂村）　第54 明治6年5月 罫紙・1通 282－2－20

区区長露木彦右衛門、同矢島五郎左衛門→第43区正副区
長御中　包紙共

送籍之事（高井郡中島村→高井郡牛出村）　第39区副 明治6年5月 竪紙通通 282－2－22

区長竹内文八、黒岩清左衛門→第43区区長山田庄左衛門
殿、副区長山田文六殿　包紙共

送籍之事（高井郡間山村→高井郡栗林村）　第44区副 明治6年5月 竪紙・1通 282－2－23

区長中山実之助→第43区正副区長御中　包紙共

記（離縁の送籍状受取）　44区副区長中島実之助→第43 明治6年5月 竪切継紙・1通 284－13

区正副区長御中　包紙共

記（縁組の送籍状受取）　第67区区長小林柳右衛門→第 明治6年5月 罫紙・1通 284－15

43区区長御中　包紙共、包紙上書「送籍受取章　第六拾
六区倉井邨渡」、16と包紙入違力
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記（送籍状受取）　第44区副区長中山実之助→第43区正 明治6年5月 竪紙・1通 284－16－1
副区長御中　284－16－1～2は包紙で一括

（縁組の送籍状受取書）　第42区区長（堀久敬）→第43区 明治6酉5月 罫紙・1通 284－16－2
正副区長御中

記（送籍状受取）　第48区区長江口曽栄門→第43区区長 明治6年6月 竪切紙・1通 284－17
山田庄左衛門殿、山田文六殿　包紙共

記（縁組の送籍状受取）　第42区副区長安達雍元→43区
　正副区長御中　包紙共

4月17日 罫紙・1通 284－18

第19大区副区長

布達、届・回章留

地所質入書入御規則　長野県庁（長野県御用版書林信州 明治6年1月 板・1冊 365
長野東横町松木喜右衛門）　明治7年増補分を裏表紙に貼
付、朱書「甲戌八月十八日拝見」

県庁出勤中雑誌　山田 明治7年10月ヨリ（明 1冊 374
治8年1月まで）

諸伺御指令之控　山田 明治7年ll月ヨリ（～8 仮綴・1冊 371
年4月）

明治八年区長詰所報告　第拾九大区会所 （明治8） 1冊 378

（博覧会用名産品書上の通達）　長野県庁→県庁詰区
　長副中　378に挟込

明治8年1月 青罫紙切紙・1通 378－1

372－1

373－1

373－2

370

370－1

372－2

372－2

372－3

372－3

373－3

373－4

373－4－1

379－1

373－5

草稿（副区長作成の届・廻章など留帳）　第拾九大区明治8年第8月（～9年1冊
　表紙朱書「乙第三番」　　　　　　　　　　　　　　　　　10月）

明治八年長野県布達乾　　　　　　　　　　　　　　　（明治8）　　　　　　刊・1冊

明治八年長野県布達坤　　　　　　　　　　　　　　　（明治8）　　　　　　刊・1冊

回章草稿（要旨記録）　北第拾九大区　表紙朱書r乙第4明治9年9月ヨリ（～121冊
　番」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年1月）

　（会所へ出頭廻状写および小林宛書状控）　丁間挟　　　　　　　　　切紙1通
　　込

草稿（同上）　北第拾九大区　表紙朱書r甲第壱番」　　明治9年9月ヨリ（～101冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年10月）

　御布告部数取調　朱書r＋年八月廿一日詰所へ書出候明治10年8月21日　　朱罫紙・1通
　　控」　丁間挟込

草稿（同上）　北第拾九大区　表紙朱書「甲弐番」　　　明治10年10月ヨリ（～1冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll年12月）

　（戸籍帳作成に必要な罫紙の枚数勘定書）　丁間挟（明治）8年1月1日改　切継紙・1通
　　込

明治十年長野県布達乾　　　　　　　　　　　　　　　（明治10）　　　　　刊・1冊

明治十年長野県布達坤　　　　　　　　　　　　　　　（明治10）　　　　　刊・1冊

　明治何年信濃国何郡何村普通物産表（雛形）　丁間　　　　　　　　　堅紙1通
　　挟込

（長野県通達留綴、主に県庁詰副区長よりの通知）　　（明治10年分）　　　　1綴
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明治十一年長野県布達乾 （明治H） 刊・1冊

373－6

明治十一年長野県布達坤 （明治11） 刊・1冊

379－2

（長野県通達留、主に県庁詰副区長よりの通知） 明治11年分 紙帯一括・1綴、6
通

369
回章受取記簿（各小区扱所の廻章受取）　北第拾九大 （明治11年12月～12年1 横美半折・1冊

区会所 月）

地租改正

地租御改正二付各邨議定書　第＋九大区 明治8年8月 美・1冊 338

璽麓諜喜纒鰻雛聾集鑑雫詣書欝 明治9歳第5月 美・1冊 339

モ　第拾九大区

（第拾九大区田畑利子書上） 明治9年6月 1冊 364－1

地租改正各村明細表　北第拾九大区副区長山田荘左衛門 明治9年7月21日 美・1冊 344
→長野県地租改正掛御中

地租改正新旧貢額精算牒　第拾九大区 明治9年8月 美・1冊 340

江部村字久保下畑山田、為八、林右衛門持地分間図面 明治10酉年3月 275×385・1鋪 441－1

441は史料館封筒一括

（耕地分間図面）　うち1鋪は半切 275×385・8鋪 441－2

区内各村旧貢米取調牒　第拾九大区会所 明治7年10月 美・1冊 347

「官有地借地料調」 帯封一括・10通 341

（岩舟村分草野反別届）　右村調人小林千代松、代議 明治10年12月 赤罫紙・2通 341－1

人武田富右衛門、用掛武田林蔵、戸長山田文六　2通は
同内容、以下も同

（江部村分草野反別届）　右村調人篠田浜之助、代議 明治10年12月18日 赤罫紙・2通 341－2

人高木源左衛門、用掛春日太左衛門、戸長山田文六

（佐野村分薪炭山反別届）　右村調人宮崎九郎兵衛、 明治10年12月 赤罫紙・2通 341－3

代議人小嶋小次郎、用掛中山文左衛門、副戸長小嶋瀧
治郎、同春日与市

（栗林村分草野反別届）　右村調人涌田茂右衛門、代 明治10年12月19日 赤罫紙・2通 341－4

議人石川松太郎、用掛有賀休作、戸長高見沢忠右衛門

（片塩村分草野反別届）　右村調人田中新左衛門、代 明治10年12月19日 赤罫紙・2通 341－5

議人岩月伊蔵、用掛永峯清蔵、戸長高見沢忠右衛門

（大区内各村山野収利見込帳） 明治11年6月21日 美・1冊 342

（大区内各村山林原野反別地価取調帳、控）　右区副 明治11年11月5日 美・1冊 343
区長山田荘左衛門→長野県地租改正掛御中

（所有地反別地価等調書類一括）　他に白紙5枚 包紙入・1冊・3綴・6

枚
337

（村別地価等書上及び新税上納請書）　何小区何村百姓 帳崩・3枚 364－2
惣代代議人、用掛、戸長→長官当

（長野県郡別村々田畑階級表）　活字版 1綴（6枚）、2枚 375
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査検丘
ハ徴

「徴兵検査書類入　年々可見合事」（第十九大区之控） 明治9年2月23日 袋入・ 328

（徴兵検査書類雛形綴） 仮綴・2通 328－1

（徴兵検査書類綴、大区内11名分） 明治9年2月 仮綴・11通 328－2

徴兵御届書（本人入牢中の届）　右村用掛青木勝右衛 明治9年2月 朱罫紙・1通 328－3
門、戸長市川和平→長野県権令楢崎寛直殿

以書付ヲ奉願上侯（本人伊勢参宮中につき検査猶予 明治8年10月14日 朱罫紙・1通 328－4
願）　右村願人石川栄蔵、用掛市村忠兵衛、戸長高見
沢忠右衛門→長野県権令楢崎寛直殿

御届書（本人商用・伊勢参宮につき不在届）　右茂 明治9年2月7日 朱罫紙・1通 328－5
作兄安藤角蔵、親類惣代桜井土佐市、組合惣代鈴木新
七、用掛奈良武七、戸長近山勝右衛門→長野県権令楢
崎寛直殿

（14名検査出頭命令書）　長野県→第拾九大区副区長
　中

明治9年2月4日 1冊 328－6

奥村忠覚殿検査候控（故障・短寸・廃疾別人名書上） 明治8年10月14日 1冊 328－7

（7名分養子縁組書上） 罫紙・1通 328－8

町村合併

第廿壱大区三小区一村合併色分ケ見取図　右副区長笹 明治8年6月 385×278・1鋪 287－1

岡弥惣治、同村越茂介　287－1・2は包紙入、包紙上書「北
第廿壱大区三小区七村全図入　副戸長村越茂介」

（第21大区3小区一村合併地番図）　第21大区3小区副戸 明治9年3月 278x383・1鋪 287－2
長村越茂介

締取安治

る

→副区長山田荘左衛門殿

右柴本安治郎、

戸長の奥書

（書状、

入

（若者嘆願につき聞き済まし願書）
　区長副御中　1、

（若者名前書付）

き旨申達）

→第19大区副区長山田庄左衛門殿

β若者共粗暴一件書類」）　285は 明治8年2月 袋・1袋 285
285－1以下はこの袋入だったと思われ

翫大熊村旧若者仲問弊習一件詫書） 薄青色罫紙・1通 285－1
衛門殿

菊大熊村旧若者仲間弊習一件詫書 明治8年2月 美・2冊 285－2
か若者2名、代議人柴本泰蔵、同酒井
庄兵衛→副区長山田荘左衛門殿　副

者一件への対処方につき相談） （明治）8年第2月3日 仮綴・1通（3枚） 285－3
→第19大区長山田庄左衛門殿　封筒

き済まし願書）　山田一→県庁詰 第2月24日 小赤罫紙・1通 285－3－1
ま285－3の封筒入

小切紙・1通 285－3－2

合になったので区長が教講すべ 2月18日 小青罫紙・1通 285－4
詰副区長（若林、尾崎、高井、柿崎）
翁田庄左衛門殿　封筒入
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上申書（若者一件につき召出吟昧または出役願） 明治8年2月16日 青罫紙・1通 285－4－1

佐山忠輝→御本県御同僚御中　285－4の封筒入、ねだり
額などをまとめた別紙を結付 1 1

（書状、県庁での仰渡につき通知）
　定之助→（副区長）山田荘左衛門様

　（副戸長）小林2月26日
封筒入

仮綴・1通（2枚）　285－5

大区議員・区総代（民費節減）

「民費節省下調書類」　北第十九大区会処控 （明治10） 袋入・ 345

（県令の民費節減指示・予算書雛形綴） 明治10年8月 仮綴・1綴 345－1

（民費節減のための諸費目概算・伺書等綴） （明治10） 1綴 345－2

（民費予算書雛形） 仮綴・1綴 345－3

民費節減方法同課賦方法議按、附里道修繕着手ノ義二
　就臨時間下、区画改正及吏員配置給料節減ノ下問

明治11年3月県会 刊・1冊 380

北第十九大区議員山田荘左衛門

長野県職員録 明治11年6月1日改 1冊 384

各区総代人番号表　北第＋九大区総代人山田荘左衛門 1通 383

大区会所経費

諸事控帳（買物覚）　第19大区会所小使控 （明治）7年第8月（～ 横美半・1冊 311
明治11年）

（第十九大区会所経費書類一括） 袋入・ 363

記（成議案・日誌印刷製本料受取）　活版所小林伝内 明治11年5月8日 1通 363－1

（長野県活版所会計証）→北第十九大区区会議長御中

（小区取扱所費用関係書類綴） 綴・ 363－2

記（内山紙代書上）　指物屋弥兵衛→上 2月23日 切紙・1通 363－2－1

記（西ノ内・中奉書代書上）　飯沼弥兵衛→五小区取 2月27日 切紙・1通 363－2－2

扱所会議場分

記（障子張替費用書上）　経師屋（石出林助）→上 第2月24日 切紙・1通 363－2－3

覚（人数分費用書上、宿泊費力）　柳長→上 2月27日 切紙・1通 363－2－4

記（人足代書上）　青木善兵衛→上 切紙・1通 363－2－5

記（代金書上）　松木や梅吉→上 第2月27日 切紙・1通 363－2－6

覚（みくじ箱代書上）　□や庄助→上 2月27日 切紙・1通 363－2－7

記（草履代書上）　なら屋鉄五郎→区会議会所御中 2月27日 切紙・1通 363－2－8

記（土瓶代書上）　押鐘伊介→取扱所御中 2月27日 切紙・1通 363－2－9

覚（草履代書上）　平のや卯兵衛→上 切紙・1通 363－2－10

記（上生酒代書上）　井賀屋酒店→会議場中様 2月27日 切紙・1通 363－2－11

記（筆紙賄代など書上）　近山勝之輔→拾九大区御中 第2月27日 横長半・1冊 363－2－42

記（茶代書上）　松田屋店→取扱所御中 第2月28日 切紙・1通 363－2－13

（火鉢毛布など代金書上） 折紙・1通 363－2－14
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記（紙代書上）　指物屋弥兵衛→上

記（奉書代書上）　菱屋儀兵衛→区会議場御中

会議経費明細簿（立替金受取）
　八郎→北第拾九大区副区長山田荘左衛門殿

（区会旅費・止宿料差額受取書）
　北十九大区会所御中　袋入

覚（県道修繕のため区戸長巡回の際の飲食代金受取
　遠山儀右衛門代印柳長→拾九大区会所御中

記（県道修繕中回勤の歳の宿泊飲食代金受取）
　山儀之輔、儀右衛門代印→上

第2月27日 切紙・1通 363－2－15

卸中 2月28日 切紙・1通 363－2－16

戸長岩本五 明治11年3月7日 1冊 363－3

加藤成雲→ 7月11日 1通 363－4

食代金受取 （明治10）6月28日 1通 363－5

受取）　遠 明治10年7月4日 1通 363－6

医者養成

（袋、表書「区医小林景一郎東京大学工入校五ヶ年間
　区費ヲ以出金可致約定書　外区医勇昌書類入」）

352－1

北第拾九大区会所　352－1～7は史料館封筒に一括されてい
たが、元はこの袋入であったと思われる

約定証（区費を受け医学勉励、帰郷後3年間区内医務
　従事、履歴書共、写）　本人小林景一郎、同県下北第

明治11年7月20日 1冊 352－2

拾九大区四小区高井郡吉田村八拾九番地保証人小林新之
丞、本人父小林東景→北第拾九大区区戸長御中

記（医学修業金15円受取）　吉田村第九拾壱番地小林東 明治11年8月18日 竪紙・1通 352－3
景→北第拾九大区会所御中

記（医学修業金15円受取）　北第拾九大区四小区吉田村 明治12年1月10日 竪紙・1通 352－4
第九拾壱番地小林東景→北第拾九大区会所御中

受取証（深尾勇昌医員講習所入学費18円受取）　右区 明治11年8月24日 赤罫紙・1通 352－5－1
戸長市川和平→副区長山田荘左衛門殿　352－5－1～5は仮綴

（深尾勇昌医学歴）　右深尾勇昌 明治11年8月 1通 352－5－2

（深尾を区講習医として入学許可願）　右区副区長山田 明治11年8月 赤罫紙・1通 352－5－3
荘左衛門→長野県令楢崎寛直殿

（医員講習所入学願）　北第十九大区七小区高井郡平穏村 明治11年8月 赤罫紙・1通 352－5－4
乙第二百八十二番地深尾勇昌、右区戸長市川和平→長野
県令楢崎寛直殿

（深尾履歴につき保証書）　右保証人同村第二百九十四 明治11年8月 赤罫紙・1通 352－5－5
番地馬場悦之進、右区戸長市川和平→長野県令楢崎寛直
殿

記（深尾氏区医講習費残額金18円受取）　右区副戸長 明治12年1月20日 赤罫紙・1通 352－6
吉田忠右衛門→北第十九大区副区長山田荘左衛門殿

記（区医講習長野出張費残金受取）　高井郡中野町田
　中柳所→副区長山田庄左衛門殿

明治12年1月18日 赤罫紙・1通 352－7

郡役所へ引継

「会所事務器械其外引渡二付書類」 袋入・ 353

二月一日引渡ノ控 赤罫紙・1通 353－1

二月一日引渡ノ控 赤罫紙・1通 353－2
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一月廿七日引渡控 赤罫紙1通（2枚） 353－3

記（小林九之丞へ引渡書類書上） 赤罫紙弓通 353－4

十二年二月七日引渡 （明治12） 赤罫紙・1通 353－5

記（会所諸帳簿・会議日誌・焼印受取）　下高井郡郡 明治12年1月22日 赤罫紙・1通 353－6

役所→旧拾九大区会所

記（箪笥・五徳・名札掛等受取）　下高井郡郡役所→北
　第拾九大区会所御中

記（旧拾九大区書類・箪笥受取）　下高井郡々役所→
　旧拾九大区会所中

記（諸願控・県仰達綴・郵便規則など受取）　下高井
　郡役所（小林）→旧北第拾九大区会所中

記（会所書類・長持・謄棒受取）　郡役所（小林）→北
　第拾九大区会所御中

記（会所器械受取）　小林九之丞→第＋九大区会所御
　中

記（換印届綴ほか受取）　下高井郡々役所→旧拾九大
　区会所中

記（諸器械受取）　下高井郡々長大井泰→北第拾九大
　区会処御中

一月廿二日引渡控

記（諸布達類等受取）　下高井郡々役所詰片桐久右衛
　門→山田荘左衛門殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

（明治）12年1月17日　赤罫紙・1通

明治12年1月27日　　　赤罫紙・1通

（明治）12年2月1日　　赤罫紙・1通

（明治）12年2月1日　　赤罫紙・1通

（明治）12年卯1月14日1通

明治12年2月7日　　　　赤罫紙・1通

明治12年第1月15日　　1通

　　　　　　　　赤罫紙・1通

明治12年3月13日　　　1冊

353－7

353－8

353－9

353－10

353－11

353－12

353－13

353－14

353－15

北第拾九大区戸数人口表（小区・村別） 明治10年9月

　　　　　　　　　1

1冊 b51

1
月給渡請取書（各区正副戸長分）
　山田荘左衛門

　勧業集談会

北第拾九大区副区長明治11年9月 1冊 356

第四回下高井郡勧業集談会日誌　長野県下高井郡役所 明治22年5月 刊・1冊 381－1

正誤表共

第五回下高井郡勧業集談会日誌・並附録農話会筆記 明治22年12月 刊・1冊 381－2

長野県下高井郡役所　正誤表共

（農事新報広告チラシ）　農事新報発行所有隣堂 1通 381－2－1

第七回下高井郡勧業集談会日誌　長野県下高井郡役所 明治24年9月28日 刊・1冊 381－3
正誤表共

下高井郡全部組合会

下高井郡全部組合会議事録　萄蕩版 明治23年1月28日 1冊 382

（下高井郡高等小学校々舎新築関係の追加予算書類） 明治23年5月2日提出 仮綴・1冊 354
下高井郡長箕輪鼎　萄蕩版 ヒ

i
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平野村村会議員

（村会開催通達）　村長欠員議長平野村助役綱島林吉→山 明治34年4月7日 1通 324－2
田荘左衛門殿

（明治三十四年度平野村予算表綴） （明治34） 1綴 324－6

（諸税に関する平野村商店・職工・飲食店・理髪業等級表
綴）

（明治34） 仮綴・1通 324－7

（明治三十五年度平野村予算表綴） （明治35） 1綴 324－8

（諸税に関する平野村商店・職工・飲食店等級表綴） （明治35） 仮綴・1通 324－9

長野県下高井郡平野村明治三十六年度歳入出予算表 明治36年3月 1冊 324－1

（諸税に関する平野村商店・職工・飲食店・理髪業等級表 （明治36） 仮綴・1通 324－12
綴）

（明治三十七年度平野村予算表綴） （明治37） 仮綴・1通 324－10

（諸税に関する平野村商店・職工・飲食店・理髪業等級表 （明治37） 仮綴・1通 324－13
綴）

明治三十六年度県税並二村税戸数割賦課等級表　下高 610×274・1通 324－3
井郡平野村

（県税並二村税戸数割賦課等級表） 882×275・1通 324－4

明治三十四年度戸別等級割（県税・村税） 900×269・1通 324－5

村税地租割制限外賦課決議 赤罫紙・1通 324－11

江部村耕地図

（江部村耕地図一括） 明治21年5月 23鋪 456

江部村ノ内十七番字西間・十八番字芦畔全図　製図者 明治21年5月調整 1鋪 456－5
中村熊太郎

江部村ノ内五番字家出シ全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－8

江部村ノ内十一番字法性寺全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－10

江部村ノ内三番字宮東全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－11

江部村ノ内十四番字向権現木全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－12

江部村ノ内十番字西土浮全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－13

江部村ノ内二番字長井田全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－14

江部村ノ内七番字畷下全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－15

江部村ノ内十六番字主畷全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－16

江部村ノ内壱番字北原全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－17

江部村ノ内十五番字権現木全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－18

江部村ノ内八番字砂山全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－19

江部村ノ内六番字畷上全図　製図者中村熊太郎　ほか断 明治21年5月調整 1鋪 456－20
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片1枚

江部村ノ内四番字南全図　製図者中村熊太郎　ほか断片・ 明治21年5月調整 1鋪 456－21

白紙3枚

江部村ノ内九番字下土浮全図　製図者中村熊太郎　ほか 明治21年5月調整 1鋪 456－22

断片・白紙3枚

（江部村全図）　製図者乾宣義ほか断片2枚 明治21年5月調整 1鋪 456－23

江部村ノ内十二番字殿橋全図　ほか断片・白紙など5枚 明治21年 1鋪 456－4

（三ッ和村境耕地図）　製図者中村熊太郎 1鋪 456－1

（新保村境耕地図） 1鋪 456－2

江部村ノ内十三番字入明全図　ほか白紙1枚 1鋪 456－3

（殿橋・都住村境耕地図） 1鋪 456－6

（耕地図） 1鋪 456－7

（耕地図）　ほか白紙2枚 1鋪 456－9
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