
寺社

　寺社に関する史料を「寺社達・伺・請帳」「寺社取調・書上帳」「初穂等覚」「諸行事入用帳」「寺院」

「福正寺」「正光寺」「宝蔵寺」「神社」「八荒神社」「五社伊奈利社」「赤城神社」「寺社諸事」に区分し

て収録した。

　大麻生村には明和元年の「明細帳」によれば寺院として正光寺、宝蔵寺があり、鎮守として赤城、

天神、稲荷、麗宮、駒方、八荒神、稲荷（五社伊奈利社）があった・深谷宿の福正寺へ大麻生村から

寄進、留場料を納入しているので、「福正寺」を立項した・

　「寺院」には中世にあったと思われる大蔵院の天文2年（1574）の持高帳（整理番号1175）や検地

帳の写（4630）がある。

　「正光寺」には、天正19年（1591）の「正光寺地持高出入覚ノ帳」（写、4631〉があり、寺院関係

史料に戦国期から近世初頭の写文書がある。

　「初穂等覚」には、伊勢神宮からの初穂などが名主を通して村民に配布されていた関係史料を収録

した。

　「諸行事入用帳」には、百万遍念仏、大般若転読などの宗教行事の入用帳を収録した。

　「神社」には明治初年のさまざまな取調書が多い。

「戸　長」

　名主に任命されていた古沢花三郎が明治5年（1872〉2月18日に副戸長と役職名を改称され、さら

に6年5月に戸長と改称され、13年2月に辞職するまでの戸長、および辞職後14年11月まで勤務した

大麻生村筆生（戸長後見）として作成・授受した史料5，887点を「戸長」に収録した。

　3給地であった大麻生村は明治4年に全村分が入問県に所属し、古沢花三郎と須永三郎兵衛（後に

政義）の二人が名主に任命され、全村を管轄した。翌5年には副戸長と改称し、年番で勤務した。従

って上組分だけではなく大麻生村全村分に関する史料が蓄積・保存されたが、古沢・須永両家に分散

することになった。明治14年に古沢家と須永家とで分散管理していた戸長役場史料を須永家に集中管

理したために、古沢家から須永家に引き渡した史料があるために、古沢家で作成・授受した戸長役場

史料全体が本文書群に保存されているわけではない。なお、須永政義は明治13年から単独で戸長を勤

め、22年に大麻生・広瀬・小島・武体・川原明戸5か村が合併して成立した大麻生村の助役を22年か

ら27年まで勤めた （目録（その1）（その2）参照）。

布告・布達

　戸長の機能として授受・作成した政府・県からの布告・布達関係史料を「布告・布達」「布告請印

帳」「回章」「御用留」「公用日記」に区分した。

　「布告・布達」には、布告留・布達綴を収録した。ほとんどが簿冊として綴られている。布告請取、

布告受付帳や村民へ知らせたことを記録した「布告掲示留」などがある。このうち「御布告掲示留」
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（整理番号96）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「布告請印帳」は、布告・布達の趣旨を了解した全村民の請印帳である。

　「回章」には、廻状および廻達留を収録した。

　「御用留」は、明治5年、6年、8年、9年分は少なく、10年から14年までは多く保存されている。

　「公用日記」には、戸長勤務日誌である「御用日記」「公用日記」等を収録した。公私にわたる記

事がある。

村

　戸長として作成・授受した大麻生村に関する史料を「村由緒・村況」「県政」「村役人」「村政」「戸

長役場書類」「願書・上申書」「村議定書」「判取帳」「大区・小区」「村会」「治安」「衛生」「争論」

「積穀」「共有金」に区分して収録した。

　「村由緒・村況」には、明治初年に県の指示により提出した村況書上や「皇国地誌」とその下書類

が多い。このうち「村誌」（整理番号6450）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「県政」には、熊谷県、埼玉県に関する史料がある。

　「村役人」には、正副戸長・筆生・総代人・定使役の任免、執務、村役人事務区分などがある。こ

のうち「村役人事務区分」（整理番号327）「戸長撰挙二係ル諸用留」（9659）「戸長副立会人担任事務

人員制井給」（428）「定則」（9804）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「村政」には、戸長届書類など村内の様々な出来事の記録を収録した。明治6年の「日の丸旗分配

明細帳」（整理番号271）により日の丸旗の大麻生村への浸透状況が分かる。

　「戸長役場書類」には、明治7年から14年までの戸長役場書類の引き継ぎ史料がある（目録（その

1）（その2）参照）。このうち、「公書出入簿」（整理番号331）「庶御調物書上目録」（367）「戸長役

場附書類井諸品目録」’（319）「役場付書籍目録取調心得」（599－1）「大麻生村公有記録目録下調帳」

、（320）「大里郡大麻生村公有記録類目録」（263）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「願書・上申書」には、大麻生村から提出した願書・上申書を収録した。

　「村議定書」には、野荒らし防止、倹約等についての村内の村議定書を収録した。

　「判取帳」は、必要に応じて作成した村民の判取帳である。

　「大区・小区」には・明治6年から11年まで施行された大区小区に関する史料を収録した。5年3

月入間県第八大区二小区に属し、6年6月に熊谷県南第八大区二小区に属し、9年8月、埼玉県第八

大区二小区に属した。なお、明治4年に施行され、浦和県第十一区に所属した戸籍区についての史料

はない・このうち「小区会議建言井取開願」（整理番号285）「大区会議議案」（4386）を参考文献③

『戸長役場の史料』に収録した。

　「村会」には、明治12年に開設した村会に関する史料を収録した。村会議員選挙、村会議決書、村

会議日誌等がある。このうち「村会議日誌」（整理番号7043）を参考文献③『戸長役場の史料』に収

録した。

　「治安」には、村内での盗難、賭博、火災、水死人などの事件および防犯に関する史料を収録した。
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　「衛生」には、種痘、コレラ等に関する史料がある。このうち「御届書（コレラ類似症患者発生届）」

（整理番号582－1）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「争論」には、村内外の争論に関する史料を収録した。

　「積穀」には、明治8年の積穀代金取調帳などがある。

　「共有金」には、大麻生村共有金に関する史料を収録した。明治22年の町村合併後、この共有金が

大字大麻生の共有となり、部落有財産として管理された。

民費・村費

　府県費などを民費とし、村の固有事務のための経費を村費として区別していたが、明治11年以後の

郡区町村編制法期には混同して使用された。「民費取調・書上帳」「村費取調・書上帳」「村入用帳」

「民費・村費割合・取立帳」「川原番人等給料」「村費出納」「村費諸事」とに区別して収録した。

　「民費取調・書上帳」には、明治5年から11年までの民費取調、書上帳、民費表等ある。このうち

「民費書上帳」（整理番号680）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「村費取調・書上帳」には、明治6年から11年までの村費取調、書上帳等がある。

　「村入用帳」には、村入用帳、夫銭帳等がある。

　「民費・村費割合・取立帳」には、民費・村費の村民への割合、取立に関する史料を収録した。

　「川原番人等給料」には、村費から支出した山番、川原番等の給料に関する史料を収録した。

　「村費出納」には、村費支出の請取等出納に関する史料を収録した。金銭受取帳、出納簿等の帳簿

とともに、個々の小切紙による受取類が多い。

土地

　土地に関する史料を「反別・名寄帳」「諸引反別書上帳」「荒地・開墾」「芝地・原地・萩畑・秣場」

「公有地・共有地」「官有地取調・払下」「割地」「売買・質入取調外」「絵図」「小作証文」「土地諸事」

に区分して収録した。地租改正に関する史料は独立した項目とした。

　「反別・名寄帳」には、田畑屋敷帳、名寄帳、高反別書上帳等がある。

　「諸引反別書上帳」には、川欠、流作場等年貢減免対象地の反別書上帳・取調帳等がある・

　「荒地・開墾」には、荒地・開墾の反別取調書上帳、起返等に関する史料がある。

　「芝地・原地・萩畑・秣場」には、年貢・租税が低額の芝地・原地・萩畑・秣場の反別取調等に関

する史料を収録した。

　「公有地・共有地」には、公有地・共有地の原由取調書上帳、払下、売渡に関する史料を収録した。

　「官有地取調・払下」には、官有地取調書上、払下願等を収録した。

　大麻生村では荒川沿いを中心に割地慣行が行われてきたので、「割地」に関係史料を収録した。こ

のうち「割地願」（整理番号1255）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。。

　「売買・質入取調外」には、土地売買、質入および請戻等の取調、書上に関する史料を収録した。

　「小作証文」には、戸長として奥印した小作証文がある。
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地租改正

　明治5年から14年までの地租改正に関する史料を、「改正布達・廻状」「改正日記・覚」「議定書・

誓約書」「改正費用」「地券印税」「野帳・縄入帳」「改正反別書上」「地位等級調」「地価帳」「地券」

「地券名寄帳」「地券取調」「地券受取・預証」「地券書換」に区分して収録した。

　　「改正布達・廻状」には、明治5年から14年までの地租改正に関する政府および県からの布達、副

区長等からの廻状を収録した。

　　「改正日記・覚」には、明治5年「地券御改正日記」、明治9年「日記簿」等地租改正の作業記録

を収録した。このうち「改租事業出頭井費簿」（整理番号1502）を参考文献③『戸長役場の史料』に

収録した。

　「議定書・誓約書」には、地租改正総代人選定の誓約書や議定書を収録した。このうち「地租改正

二付協議廉書」（整理番号1495）「誓約書」（1497）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「改正費用」には、経費取調、村民への賦課等に関する史料がある。このうち「地券入費総計記」

（整理番号1603）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「地券印税」には、壬申地券印税の取立帳等がある。このうち「地券御印税井集議日定請印帳」

（整理番号1568）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「野帳・縄入帳」には、明治9年に実地測量した野帳である「実地坪詰野帳」「縄入帳」などがあ

る。

　「改正反別書上」には、地租改正による改正反別の書上等を収録した。このうち「一村限耕地表」

（整理番号1667）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「地位等級調」には、実地測量に基づいて地価を模範組合ごとに決定するための等級表等、地位等

級調に関する史料を収録した。明治10年、11年に作業が行われたが、年貢額を下まわらない地租を確

保するための「押付反米」に対する不満が強く、戸長古沢花三郎の意見、願書の下書・写が多い。こ

のうち「地位等級収穫地価調書」（整理番号1612）「模範村二落札等位表」（1614）「等級一件其他日記」

（1625）「大里郡大麻生村等級確定連署」（1638）「承合ノ廉々」（9681）「内々記」（10186）を参考文献

③『戸長役場の史料』に収録した。

　「地価帳」には、決定した地価に関する明治12年、13年地価帳等を収録した。このうち「地価帳総

計書」（1642）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「地券」には、明治6年に交付された壬申地券に関する史料を収録した。埼玉県では全耕地に壬申

地券交付が完成し、大麻生村では5年10月から翌6年11月まで作業を実施し、6月に2664枚の地券を

交付した。明治13年に新地券交付時に収公されたが、そのうち戸長が保管した社寺地や惣百姓持地等

の地券を返還しないで保存したのである。

　交付した地券の名寄帳を組ごとに作成した「地券名寄帳」の一番帳から五番帳のうち二番帳の下を

除いて保存されている。

　「地券取調」には、明治6年の地券証取調に関する史料を収録した。

　「地券受取・預証」には、明治6年の壬申地券の受取の請書および13年の旧地券取立、新旧地券証
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交換に関する史料等がある。このうち「新旧券証交換授与請印証」（整理番号1582）を参考文献③

『戸長役場の史料』に収録した。

　「地券書換」には、地券交付後の売買等による書換に関する史料がある。

租税

　戸長役場期の租税に関する史料を「布告・達」「租税取調・書上」「割付帳・割賦帳」「取立帳」「皆

済帳」「納付」「租税請取」「国役金」「上納・未納取調帳」「願書・請書・議定書」「鑑札税・営業税・

雑種税」「酒造」「荷車」「漁業」「銃猟」「田中伝次郎願書」「租税諸事」に区分して収録した。

　「布告・達」には、租税に関する布告や達がある。

　「租税取調・書上」には、大麻生村の納税額除税地等に関する取調・書上を収録した。

　「割付帳・割賦帳」には、地租改正以前の明治11年までの割付帳・割賦帳がある。このうち「田租

割附帳」（整理番号1782）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「取立帳」には、明治12年までの租税取立帳がある。

　「皆済帳」には、明治5年の租税皆済帳がある。

　「納付」には、租税納付書等を収録した。

　「租税請取」には、戸長がとりまとめて明治7年までの熊谷県に納入した租税の請取、および地租

改正後は郡長へ納入した請取がある。

　「国役金」には、明治8年までの国役金取立に関する史料がある。

　「上納・未納取調帳」には、租税上納および未納に関する取調帳などがある。

　「願書・請書・議定書」には、明治7年までの川欠地等の減免願、地租改正後の地方税戸数割、営

業税等に関する郡長への伺、地租延納願等がある。

　「鑑札税・営業税・雑種税」には、新たに賦課された鑑札税・営業税・雑種税に関する史料を収録

した。このうち「営業雑種漁業三業ノ者請印帳」（整理番号3487）を参考文献③『戸長役場の史料函

に収録した。

　「酒造」「荷車」「漁業」「銃猟」には、租税徴収のためのそれぞれの調査、願書・届に関する史料

を収録した。

　「田中伝次郎願書」には、五幣伊奈利社境内で草履草軸を小売りし営業税を納入した田中伝次郎の

営業願書を収録した。

戸籍

　明治4年以来の戸籍に関する史料を「戸籍調」「戸籍番号帳」「戸籍表」「送入籍」「受籍届」「欠落

届」「相続」「加籍・分籍・除籍届」「寄留届」「出生届」「死亡届」「埋葬届」「棄子届」「戸籍諸事」に

区分して収録した。

　「戸籍調」には、明治4年4月に戸籍法が公布されたことに対応して行った、さまざまな戸籍に関

する取調を収録した。
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　「戸籍番号帳」明治4年8月に名主古沢花三郎らが「戸数番号帳」を作成したが、人別帳作成を名

主機能に含め、戸籍は戸長の機能としたのでここに収録した。

　「戸籍表」には、明治5年以後作成した職分表、戸籍総計表等を収録した。

　「送入籍」「受籍屈」には、人別送り状の伝統を維持した戸長宛の個別の送入籍証を収録した。

　「欠落届」には、家出等による欠落に関する史料がある。このうち「文久以来欠落除帳書上」（整

理番号3187）「失踪御届」（4318）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「相続」「加籍・分籍・除籍届」「寄留届」「出生届」「死亡届」「埋葬届」には、それぞれに関する

史料を収録した。このうち「寄留人帳」（整理番号2920）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録し

た。

　「棄子届」には、棄子およびその養育に関する史料を収録した。・このうち「捨子養子願」（整理番

号3155）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

徴兵

　明治6年に公布された徴兵令に基づいて戸長の職務とされた徴兵に関する史料を「徴兵用務」「徴

兵調」「国民軍調」「男子取調・書上」「徴兵免役」「失踪届」に区分して収録した。［

　「徴兵用務」には、徴兵に関する達、伺等を収録した。

　「徴兵調」には、徴兵適齢者等の取調を収録した。このうち「徴兵年齢届」（整理番号4396）を参

考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「国民軍調」には、17歳から40歳までの男子が非常時に管内の守備を担当する国民軍を編成したが、

その取調、名簿等を収録した。

　「男子取調・書上」には、徴兵適齢者である男子の取調・書上を収録した。

　「徴兵免役」には、徴兵免役に関する史料を収録した。

　「失踪届」には、徴兵適齢者の失踪届に関する史料を収録した。このうち「失踪御届」（整理番号

4406）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

勧業

　勧業に関する史料を収録した。明治初年に特産物として生産が奨励された養蚕・製糸に関する史料

が多い。

　「物産調」には、明治6～8年の物産調等を収録した。

　「蚕種」「養蚕・製糸」には、大麻生村は蚕種製造組合荒川村三番組に所属して蚕種生産を行い、

戸長がとりまとめたので関係史料がある。また、戸長として県や郡に提出した「蚕種製造高」「収繭

高届」等を収録した。

　「勧業諸事」には、「諸職人直下請印帳」「止宿人名簿」「会社結立ノ義二付伺」など勧業に関する

諸事史料を収録した。
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金融

　売買・質入など金融に関する史料を収録した。

　「届・願書等」には、金札取調届や売買・貸借に関する訴訟の願書等を収録した・

　「土地売買・質入等奥印」には、戸長として奥印した売買・借金・質入証文を収録した。

　「頼母子」「相続講外」には、頼母子や相続講等に関する史料を収録した。このうち「入置申頼母

子書入証文之事」（整理番号5089）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した・

道路・橋梁

　道路・橋梁の取調や普請に関する史料を「里程等調書」「普請」「渡船・船売買」に区分して収録し

た。

　「普請」には、道路・橋梁普請の仕様、入費、人足等に関する史料があり、古沢花三郎が戸長とし

て尽力した秩父往還普請に関する史料が多い。

　「渡船・船売買」には、荒川沿いに位置するために渡船が設置されたので、その位置図等がある。

用水

　大麻生村には多くの用水が流れているのでその普請や水争いに関する史料が多い。「用水普請・漢

漂」「堰修繕」「川除普請」「用水人足札組帳」「用水人足」「用水費」「水口堀敷一件」「水車」「大麻生

堰」「奈良堰蛇篭取払一件」「三堰組合地価願一件」「成田堰一件」「字大ヶ島寛一件」「用水諸事」に

区分して収録した。

　「用水普請・湊深」には、大麻生堰を中心とする用水普請・凌深に関する史料を収録した。

　「堰修繕」には、杁樋、覧等堰修繕に関する史料を収録した。

　「川除普請」には、荒川通の川除普請に関する史料を収録した。

　「用水人足札組帳」には、江戸時代以来の慣行を維持した人足札組帳等がある。

　「用水人足」には、用水人足に関する議定や取調、触当等の史料がある。

　「用水費」には、用水費取調、取立等を収録した。

　「水口堀敷一件」には、明治9年に熟談になった水口堀敷一件関係史料を収録した。

　「水車」には、用水に架設する水車設置願書や借地証書等がある。

　「大麻生堰」には、荒川から引水する大麻生堰に関する由緒、年貢負担方法取調、渇水期の日誌、

堰普請等の史料がある。

　「奈良堰蛇篭取払一件」には、渇水のあった明治10年7月に奈良堰の蛇篭を大麻生村民が取り払っ

て引水して拘引され、大事件に発展した関係史料を収録した。このうち「渇水之義二付議定書⊥（整

理番号3723）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「三堰組合地価願一件」には、大麻生堰、奈良堰、玉井堰各用水組合が明治11年に用水路修繕費を

勘酌して地租特別軽減を出願した関係史料を収録した。古沢花三郎が尽力したので下書類が多く保存

されている。
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「成田堰一件」には、明治9年に成田堰の引入口変更をめぐって紛争となった関係史料を収録した。

「字大ヶ島寛一件」には、字大ヶ島に設置した寛の修繕や玉井堰との紛議関係史料を収録した。

学事

　明治5年に公布された学制にもとづき開始された公教育に関する史料を「学事願書・届」「学齢人

員取調」「学齢調査録」「学校費用」「生徒月謝取立」「学資金」「大麻学校」「甕尻学校」「学事諸事」

に区分して収録した。

　「学事願書・届」には、学事に関する願書、届や学校雑記、学事年報調書などを収録した。

　「学齢人員取調」には、学齢人員取調、学齢調査録等を収録した。このうち「学齢調査録」（整理

番号2557－3）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「学校費用」には、村民への学校費用割合帳、同取立帳等がある。

　「生徒月謝取立」には、生徒から徴収した月謝取立帳がある。

　「学資金」には、学校設立のための学校資本拠出方法議定書や取調書、出納簿等がある。このうち

「学資之義二付民会議事誌」（整理番号2505）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「大麻学校」には、明治13年に大麻生村・武体村両村で開設した大麻学校の設立願、教員任用、・学

校日誌等を収録した。このうち「学校設立二付決議書」（整理番号2536）「公立学校設立願」（2533）

を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「甕尻学校」には、大麻学校開設以前に大麻生村の児童は明治6年に三ケ尻村に開設した甕尻学校

に通学したので、同校への入学願、費用賦課方法等に関する史料がある。

社寺

　社寺に関する史料を、「社寺達・願書・届」「社寺取調・書上」「寺院」「大麻頒布・参宮等」「正光

寺」「宝蔵寺」「五社稲荷社・八荒神社」「社寺諸事」に区分して収録した。

　「社寺達・願書・届」には、社寺に関する達等を収録した。

　「社寺取調・書上」には、明治12年の社寺取調帳や寺院什物帳等がある。社寺境内明細取調帳や実

測図面が多い。

　「寺院」には、薬師堂など堂宇に関する史料がある。

　「大麻頒布・参宮等」には、戸長の職務として実施した伊勢神宮からの大麻等の頒布や参宮届を収

録した。このうち「伊勢参宮届」（整理番号578）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「正光寺」には、明治12年の正光寺寺院明細帳や住職願等がある。このうち「寺院明細帳」（整理

番号4595）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

　「宝蔵寺」には、同寺の什物帳や住職願等がある。

　「五社稲荷社・八荒神社」には、神祭・郷神楽願、神職願等の関係史料がある。このうち「郷神楽

興行願」（整理番号4602）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。
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興行

　村内で実施した芝居等の興行や俳優に関する史料を収録した。このうち「芝居興行願」（整理番号

558）「木戸銭帳」（550）を参考文献③『戸長役場の史料』に収録した。

「古沢家」

　文亀3年（1503）から昭和23年（1948）までの古沢家の家政関係史料を「由緒」「家計」「経営」

「古沢花三郎」に区分して収録した。5，381点と多くの史料があり、埼玉県立文書館所蔵の古沢家文書

を含めれば、家政関係史料の比重がさらに高まることが推定される。

由緒

　古沢家の由緒に関する史料を「覚書」「交際」「法事」「縁組」「風聞」「家族・教育」「占・薬・信仰」

「蔵書・教養」に区分して収録した。

　「覚書」には、10代目当主の清吉が天保期に古沢家について調べた「覚書帖」が多い。

　「交際」には、書簡が多く、善兵衛、清吉、よし、花三郎に区分して収録した。

　「法事」には、文化10年（1813）から明治31年（1898）までの葬儀の悔請帳が多い。

　「縁組」には、文化6年から明治16年までの結納目録や祝儀覚帳がある。

　「風聞」には、見聞集などがある。

　「家族・教育」には、明治24年（1891）から大正13年（1924）までの家族の主として学校教育に関

する史料を収録した。

　「占・薬・信仰」には、さまざまな吉凶占い、民間療法や神仏信仰に関する史料を収録した。

　「蔵書・教養」には、所蔵書籍・新聞・雑誌や和歌、書画に関する史料を収録した。

家計

　古沢家の家計に関する史料を「家財・持高」「地券」「当座帳」「会計」「通帳」「公租・公課」「普請」

に区分して収録した。

　「家財・持高」には、文亀3年（1503）「持分帳」（整理番号1186）、天文2年（1533）「与五右衛門

分覚」（1187）、同年「田畠持高帳」（1174）をはじめ、古沢家の持高、分限に関する史料を収録した。

　「地券」には、古沢家の所有地に関する地券を収録した。

　「当座帳」には、文政5年（1822）から明治19年（1886）までの当座帳を収録した。

　「会計」には、古沢家の会計に関する正徳4年（1714）から大正2年（1913）までの大福帳や金銀

出入覚帳、受取類などを収録した。

　「通帳」には、明治4年から38年までの諸品通帳を収録した。

　「公租・公課」には、文政10年から大正元年までの古沢家が負担した年貢・諸役・租税に関する史

料を収録した。
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「普請」には、文政5年から明治5年まで家作普請に関する史料がある。

経営

　古沢家の経営に関する史料を「質地勘定帳」「土地売買・質入証文」「小作」「奉公人」「養蚕」「質

店」「貸借覚・取調」「借用証文」「元利金取立・請取」「米・立木等売買」「頼母子・講」「藍」「茶」

に区分して収録した。

　「質地勘定帳」、には、文政11年から明治4年までの質地勘定帳がある。

　「土地売買・質入証文」には、天文2年の永代証券書（整理番号5034）をはじめ、享保2年から大

正6年までの土地売買・質入等の証文がある。

　「小作」には、宝暦6年（1756）から明治29年までの小作証文、小作帳がある。

　「奉公人」には、享和元年（1801）から明治32年までの古沢家で雇用した奉公人に関する奉公人請

状、給金帖等がある。

　「養蚕」には、明治4年（1871）から36年までの養蚕日誌等がある。

　「質店」には、安政4年（1857）から明治19年までの質屋渡世願、質通帳、質物覚帳等がある。

　「貸借覚・取調」には、質店以外で金銭の貸借に関する万延2年（1861）から明治32年までの史料

がある。

　「借用証文」には、享保11年（1726）から大正7年（1918）までの金銭の借用証文を収録した。

　「元利金取立・請取」は、借用金の返済に関する史料である。

　「米・立木等売買」には、小作米や立木等の売買を行っており、文久元年（1861）から明治35年ま

での関係史料がある。

　「頼母子・講」には、古沢家が加入した頼母子講や相続講・共益講等の主意書、規則、講会約定書、

講金受取・配分等に関する史料がある。当國して掛け金を受け取る場合に所有地を抵当に入れるので

質地証文、小作証文がある。

　「藍」「茶」には、古沢家で生産した藍や茶の販売に関する史料がある。

古沢花三郎

　明治初年から当主となり、名主、1戸長の公職を勤め、その後、土建業を開業するとともに多方面に

活躍した古沢花三郎関係史料は3，095点と多いので、独立した項目を設定した。なかでも「郡役所」

「蚕糸業組合」「土建業」が多い。

　「日記・辞令」には、古沢花三郎の明治2年（1869）から大正5年（1916）までの日記や履歴書、

辞令等を収録した。なお、埼玉県立文書館所蔵古沢家文書の古沢花三郎履歴を目録（その2）に紹介

した。

　「覚・届・建議」には、願書や建議を収録した。戸長辞職願、強盗届や古沢花三郎の活発な建議活

動を反映して衆議院議員選挙等に関する建言が多い。

　「旅行」には、参詣や湯治のための旅行に関する史料を収録した。

一30一



　「大麻生堰用水組合」には、古沢花三郎が所属した大麻生堰用水組合に関する明治21年から36年ま

での史料がある。

　「地租軽減請願」には、大麻生堰用水組合等が明治11年に出願した地租特別軽減運動を古沢花三郎

が継続したために関係史料等ある。

　「国有地下戻訴訟」には、南埼玉郡黒浜村の国有地とされた開墾沼地の下戻訴訟に関する明治5年

から36年までの史料がある。古沢花三郎が裁判所へ証人として出廷したためであろう。

　「養蚕組合」には、大麻生村に設置した養蚕組合に関する史料を収録した。

　「郡役所」には、古沢花三郎が明治14年に大里旛羅榛沢男裏郡役所、18年に北足立新座郡役所に勤

務し、20年に埼玉県属に任用されるまでの、郡役所勤務中の関係史料を収録した。町村吏員の郡役所

出頭届等の郡長宛の軽微な公文書や執務控や公文書の下書等を反古として自宅に持ち帰り保存してい

る。蚕糸業を中心とする勧業事務担当が多い。

　「埼玉県属」には、明治20年6月から12月まで埼玉県属として勤務した時期の関係史料を収録した。

執務控等がある。

　「拡業会社」には、明治21年から26年まで古沢花三郎が拡業会社に勤務した時期の関係史料を収録

した。拡業会社は明治21年に血洗島村の渋沢宗助を社長として熊谷町に設立された私設蚕業会社であ

る。定款や諸規則や養蚕教師派遣の史料等がある。次項目の精業社から桑代金請取証等があり、取引

があった。

　「精業社」には、明治25年から28年までの精業社の史料があり、その事務所に古沢花三郎が勤務し

ていたので、関係史料がある。

　「蚕糸業組合」には、古沢花三郎が明治22年から26年まで渋沢宗助を社長とする大里旛羅榛沢男会

郡蚕糸業組合書記として勤務したので、執務控や下書等の関係史料が多い。

　「富岡製糸所大麻生出張所」には、明治35年、36年に富岡製糸所出張所が大麻生村に設置され、大

麻生村産出の繭を買い入れていたので、関係史料がある。

　「製糸所」には、古沢花三郎と交流のあった藤田善作を頭取として榛沢郡寄居町に設立した製糸所

等の関係史料がある。

　「馬車鉄道」には、渋沢宗助らが敷設を出願した秩父馬車鉄道に関する明治20年から24年までの史

料がある。

　「那須東原開墾社」には、那須に七名社以来の旧知であった中村孫兵衛を総代として設置した東原

開墾社に関する明治17年から19年までの史料がある。那須往復旅費請取があるので古沢花三郎は同社

の経理を担当したようだ。

　「鉱山」には、明治21年の秩父郡中津川銅鉱試掘関係史料等があり、古沢花三郎が各地で鉱山開発

を試みたようだが、成功はしていない。

　「諸会社・組合」には、古沢花三郎が関係した諸会社・組合関係史料がある。

　「土建業」には、古沢花三郎が営業した土建業に関する史料が多いので、「土木請負業組合等」「古

沢帳場覚」『「道路改修」「河岸・川除工事」「砂利採取」「学校等建築」に区分して収録した。履歴によ
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れば明治26年に開業したとあるが、25年には道路改修を請負っている。大麻生村を縦貫し、古沢花三

郎が全面的に協力して開通した秩父県道等の道路改修に積極的に取り組んだため、仕様帳、請負契約

書、経費支出等の関係史料が多い。大正12年までの史料がある。

　「村会議員等」には、大麻生村の名望家としての活動に関する史料を「村会議員等」「学務委員」

「大麻生村予算書」「大里高等小学校組合会議員」「上武鉄道用地」「大字大麻生・共有金」「裁判所鑑

定・証人」「同族・近隣扶助」に小区分して収録した。

　「村会議員等」には、明治22年から43年まで大麻生村会議員に当選したので、当選通知、村会開催

通知、議案書等がある。「大字大麻生」には、明治22年の町村合併により江戸時代以来の大麻生村が

大字大麻生になり、大字内のさまざまな問題の解決に努めたので関係史料があり、大麻生所有の共有

金の管理に関する史料もある。「裁判所鑑定・証人」は訴訟に関して証人、鑑定人として出廷した関

係史料である。「同族・近隣扶助」には、困窮した同族や近隣の住民扶助に努めたために関係史料が

ある。

　「七名社外」には、熊谷宿に設置された自由民権結社である七名社に古沢花三郎が加盟したので、

社則や演説会等の関係史料がある。

　「選挙・議会」には、民権派として活躍したので、衆議院議員選挙や議会に関する史料がある。古

沢花三郎は衆議院議員や県会議員にはならなかった。

　「寺社総代」には、古沢家が創設した正光寺の世話人となり、氏子であった八荒神社の関係史料が

ある。

　「事件」には、訴訟事件等に関する史料を収録した。

　「雑・反故」には、古沢家文書全体の白紙や反故類がある。

　「出所不明」は、史料館内での仮整理の段階で史料館所蔵文書の他の史料群から混入した文書であ

る。

関連史料

　埼玉県立文書館に古沢家文書を所蔵している。一部をマイクロフィルムで収集した（文書記号

F9305）。

参考文献

①国文学研究資料館史料館編『史料館所蔵史料目録第56集　武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書目録

　（その1）』1992年

②同編『史料館所蔵史料目録第62集　武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書目録（その2）』1996年

③同編『史料叢書4　戸長役場の史料』名著出版、2000年

④同編『史料館収蔵史料総覧』名著出版、1996年

⑤丑木幸男「戸長役場史料論（1～4）」r史料館研究紀要』第24～26号・28号、1993～1997年

⑥同「戸長役場史料と国民国家」歴史人類学会編『国民国家とアーカイブズ』日本図書センター、
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　1999年

⑦同『戸長役場の史料管理と町村合併」（埼玉県地域史料保存活用連絡協議会『会報』第28号、2002

　年）

⑧埼玉自由民権運動研究会編『埼玉自由民権運動史料』1984年

⑨滝沢健次「『七名社』と古沢花三郎」『熊谷市郷土文化会誌』第43号、1989年
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付図

古沢家略系図（墓碑、過去帳にぷり作成した古沢正文氏調査資料を参考にした）

　
門

　
衛

　
右

代
五

初
与

文亀元年生

天正7年11月8日没　79才
漢道了意信士
武蔵横山党の分商、忍城主成田長泰の家臣で
あったが、大麻生村に土着したという

2代

金右衛門
赤松貞則の第2子
天文13年生
元和元年没　71才

盆石側門 与五右側門
天正14年生 元和7年生
寛文13年1月22日没88才 元禄6年7月4日没73才
常心と号し、宝蔵寺開基 心斐養本居士

妻 孝子
元禄3年2月19日没 天和2年1月23日没
貞昌栄寿大姉 華翁妙梅大姉

箋灘一E繍購羅祖・ 忠兵衛（古沢幸作家祖）

　　西屋敷に分家
女

5代 6代

善兵衛 金右衛門
慶安元年生 延宝8年生
享保10年6月24日没　78才 元文3年4月21日没59才
心斐流源法士 實応道謹居士

妻 妻
享保17年5月21日没 享保10年3月11日没
通意妙玄信女 笑華妙桃大姉

宗閑 女
享保6年9月5日没 正徳5年8月12日没
瑞岩西堂和尚禅師 月洞貞暁大姉
江戸城紅葉山に出仕、祖父常心の死後
宝蔵寺に入る

妻
享保20年11月22日没

7代 8代

善兵衛 伝次郎
正徳5年生 享保20年生

文化3年12月2日没92才 明和5年1明26日没34才
實源浄秀居士 正境元覚居士

ゑ津 さわ

元文元年11月1日没 文化10年7月22日没
葉林貞紅大姉 笑顔慧闇大姉

女
　類室恵恩大姉

3代

金右衛門

てう

天明6年3月16日没
法澄恵忍大姉

4代

与五右衛門

宝蔵寺に入る

文化13年8月17日没
随縁昭煩縁士

妻
文化12年12月27日没
因応貞縁信女
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9代

善兵衛
幼名勇次郎
宝暦11年生

文政10年6月12日没
講道義勉居士

67才

たか
ン円口

幼名文蔵、源宜言と号す
天保7年7月10日没78才 寛政4年生

　　宝鑑恵明大姉
恒平

文久元年6月18日没69才
南薫宗悟居士

宝蔵寺住職となる たみ
文化6年12月9日没 文政4年5月7日没31才
清庵元浄居士 蘭室恵芳大姉

しも

明治6年12月28日没
普山智見大姉

さと

安永8年生
しま

たつ

才治郎
文政10年7月25日没
智秋童子

11代 12代
よし 花三郎

文化13年生　文亀と号す 安政2年生
明治30年2月11日没82才 大正13年5月25日没70才

　　文応妙亀大姉
内山善次 のぶ

通翁道圓居士

　　後、離別
小六
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性室寿貞大姉

万延元年8月13日没33才
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（和蔵）
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　　天保3年1月13日没
　　疎道義勇居士
10代
こi主士

明治4年1月16日没33才
梶屋梅葦大姉

栗子網五郎

とみ
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ll
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　　義岳明倫居士
澄子
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　　隆徳院積翁良善居士　陸軍大佐
久

　　昭和56年5月26日没88才
　　淑徳院善室久安大姉
憲介
　　大正10年6月13日没　33才
　　哲嬰宗賢居士　青島領事官．
高子

　　昭和56年1月22日没83オ
　　緯尼妙修大姉

藪」二最（農鼎舗士
1［、
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　　寂光貞照大姉
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　　宝眼幻夢善男
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II
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大麻生村関係地図
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1．名主／1．領主／1．触・達・廻状

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

1．名主

1．領主

1．触・達・廻状

（高輪東禅寺外国人旅宿乱入者ニツキ廻状写）　啓三
　郎→清吉・役人中

文久元年6月24日 竪紙・1通 11152

覚（回状請取）　久保島村　徳＋郎→大麻生村名主　明治
　2年力

巳年10月7日 横切紙・1通 10338

覚（御用状請取）　熊谷宿問屋勘右衛門→河原明戸村役
　人中

午年2月16日 横切継紙・1通 10532

覚（御普請役菊名謙次郎様外用状、先触、休泊帳請取）
　熊谷宿間屋勘右衛門→大麻生村名主中

午年2月17日 横切継紙・1通 10533

〔〕食御渡下知之事（貧民麦代永貸渡ニツキ）　尾
　形喜兵衛・武石市左衛門・武石市之進・林仲蔵・匝瑳六郎→
　大麻生村上組名主・組頭・惣百姓　破損大

申年2月 竪継紙・1通 11247

覚（御屋敷様廻状受取）　明戸村名主寿右衛門→大麻生
　村御役人中

申年4月5日 竪切紙・1通 12366

覚（廻状受取）　明戸村名主信次郎→大麻生村役人中　鼠
　色紙

申年ll月 横切継紙・1通 11439

廻状（大殿様改名ニツキ）　尾形喜兵衛・武石市左衛門
　→大麻生村外4か村名主・組頭・惣百姓

酉年6月19日 竪紙・1通 11151

（御鷹方休泊の件井元より達ニツキ廻達）　名主竹四郎
　→広瀬村・大麻生村・小島村・武体村・河原明戸村名主中

11月20日 竪紙・1通 11144

御取締御出役様方御達書写（江戸大火ニツキ）　三郎
　兵衛→清吉・栄次郎

11月21日 横切紙・1通 11267

（官名伊賀守様叙官ニツキ村役人年頭挨拶の廻状写）
　尾形喜兵衛　竹石市左衛門→大麻生村・久保島村・明戸村・
　新井村・上敷免村名主・組頭・惣百姓　破損

11月 横切紙・1通 11272

（銭相場高直ニツキ廻状）　森田三右衛門→村々名主 14日 竪紙・1通 11250

3．書上帳・請書

請書之事（役人一同出頭ニツキ、下書） 竪切紙・1通 10481

差上申一札之事（関東筋諸商人等改ニツキ請書下書）
　後欠

竪紙・1通 11276

（上申書）　前欠
竪継紙・1通 12740

4、領主御用

覚（大楽院様宿送り代金）　使　定七

午御用入袋　古沢氏　r条々」（禁令）裏面使用、袋のみ

安政5年2月14日

（明治3年ヵ）

横切紙・1通

袋・1袋

12369

誰0708
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1．名主／1，領主／4，領主御用

（金穀上納書上、断簡） 横折紙・2枚 10556

5、取締組合村

（小組合より大組合年番へ書上屈覚） 亥年5月6日 横折紙・1通 10526

6．災害・救佃

記（永5貫163文余）　助成会所→大麻生村

廻状（出水夫食のため村高人別取調差出方につき）
　御普請役荒堀豊三郎→石原村外4か村役人中

明治4年12月24日

8月9日

小切紙1潭

横切継紙・1通

11900

10545

7．積穀・積金

記（村高・積穀書上） 明治4年7月6日 竪紙1通 11190

覚（村高・積穀書上） （11190の下書） 明治4年7月6日 竪紙・1通 11191

覚（積立玄米請取、下書）
　　　　　　説　E　　　nセモ日

→上中条村会所 裏面、余 竪紙・1通 10434

白書き込みあり、破損

2．村

1．村況

（村絵図断簡）　中仙道あり （江戸末年） 竪紙・1枚 10228

差上申御届書之事（古品旧物類取調達ニツキ）　大里
　郡大麻生村名主　古沢花三郎→会所御詰合中

明治4年7月17日 竪紙・1通 11743

（大麻生村高、反別書上、下書） 竪紙・1通 10706

2．村役人

乍恐以書付奉願上候（名主退役、俸名主見習退役願、
　控）　名主佐五右衛門・組頭曽左衛門・百姓代七郎右衛門、

弘化3年8月 竪継紙・1通 10191

外→御勘定所破損

覚（名主役料金1両預置ニツキ）　組頭佐五左衛門→名子年3月17日 横切継紙・1通　　． 12516

主清吉

覚（名主給・村給等相渡）　佐五左衛門→清吉 子年極月19日 横切継紙・1通 12517

（上郷下郷年番名主任免状）　山崎安兵衛中村甚太夫・ 寅年4月 竪紙・1通 11133

福室勝右衛門→大麻生村組頭共

覚（定使給金受取）　吉五郎→村方役人中　余白にr定
　使証文之事」（下書）あり、明治3年力

午年12月29日 竪紙・1通 10435

口上（定使給取立覚）　啓三郎→清吉　鼠色紙、糊継剥 12月10日 横切継紙・1通 11625

離

（書類）　包紙にr上」とあり、開披不能 竪紙・1通 11001

（定使給金覚） 小切紙・1通 11626
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1名主／2．村／2、村役人

（年番書状）

（村役人書類袋）

こよりで一括。ひも同封。

　　「村役人ヨリ請取候書入」とあり

横切紙・3通

袋・1袋

12116

12528

4．争論

（願書写断簡）　小島村・広瀬村・石原村名主・惣百姓→大麻
生村与五右衛門・勘兵衛

寛文12年4月5日 竪紙・1通 10210

一札之事（貸金訴訟差日達拝見ニツキ、下書）　善右
　衛門・民二郎・組合惣代八十八・与頭佐五左衛門・名主清吉
　→柴崎村甚五郎

文政7年10月23日 竪紙・1通 11172

（善右衛門・民次郎貸金滞ニツキ訴状、写）、旙羅郡柴
崎村　甚五郎→奉行所　返答書、対決の裏書（写）あり

文政7年10月 竪紙・1通 11173

熟談内済議定之□（名主組頭後役ニツキ）　小前惣代
　小六外4名・別組惣代2名・百姓代2名・組頭6名→広瀬村扱人
　市郎兵衛・三ケ尻村儀右衛門外扱衆中　地部欠損

弘化3年7月22日 竪継紙・1通 11245

覚（午一件内済、入用金田方反別割ニツキ）　大麻生
　村清吉・卯兵衛・取扱人惣兵衛

弘化4年4月 竪紙・1通 12405

覚（午暮一件内済、入用金田方反別割ニツキ）　大麻
　生村清吉・卯兵衛・扱人惣兵衛　12405とほぼ同文

弘化4年4月 竪紙・1通 12406

差上申御受書事（稲荷社地境論申渡ニツキ）　大麻生
　村与頭清太郎・名王花三郎　裏書あり

明治3年閏10月 竪紙・1通 11212

覚（大麦・染代滞書上）　大麻生村車屋周次郎・大家伊勢
　五郎・高柳村三左衛門代又市→御役所

未年4月22日 横切紙・1通 11380

（名主給、野銭等ニッキ返答書、下書）　糊継剥離、一
　部欠

竪継紙・1通 11137

乍恐以書付奉申上候（年番名主繁二郎ニツキ願書）
　小前惣代　久平治外1名　糊継剥離、一部欠

竪継紙・2通 1，1窪46

申渡覚（寺方、両名主・与頭路用31人割ニツキ）　後
　欠、包紙あり

横切継紙・1通 11244

和談為取替一札之事（名主伝次郎との訴訟出入につき、
　写）　惣百姓・扱人勇次郎・五左衛門　糊継剥離

竪継紙・1通 12529
禾

5．鹿次郎一件

（包紙）

奉差上脚請書之事（鹿次郎差紙等ニッキ、下書）

　　　　大麻生村　清吉・丹次郎・鹿次郎

竪紙・1通

竪紙・1通

11206

12438

7．治安

時疫予防法（これらよふしんほう） 助郷惣代 安政5年8月 竪紙・1通 10554

乍恐以書附御屈奉申上侯（盗難届） 飯田惣右衛門 明治4年2月9日 竪紙・1通 11238

覚（盗難品書上）　重兵衛・清吉 申年10月2日
［

竪紙・1通 12364

8．流木

11003竪美切・1通秩父郡黒谷村材木主惣代仲四郎外1名→大1安政6年長月6日（差出申一札）
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1．名主／2．村／8．流木

麻生村役人衆中　前欠

覚（丸太受取）　＋六間村　熊二郎（根岸）→大麻生村 卯年10月26日 横切紙・1通 12370

名主清吉

乍恐以書付奉申上候（荒川通満水による流木を木主へ
　引渡届）　大麻生村役人・百姓代

横切継紙・1通 11441

9．村入用

覚（村入用につき） 子年 横長半・1綴（5枚、

未編綴）

10715

（貯石代等覚） 丑年 横切紙・1通 11011

覚（江戸入用反別割ニツキ）　安政5年ヵ 午年3月 横折紙・1通 11219

覚（入受伝馬割・草番給覚）　→重兵衛 午年7月12日 竪紙・1通 12362

覚（使駄賃請取）　喜兵衛（大麻生村古沢喜兵衛）→御 午年12月15日 竪継紙・1通 12407

惣代中

覚（囚人飯料請取、下書）　名主花三郎→千代村御用会 午年12月29日 横切紙・1通 10436

所役人中　明治3年力

覚（上組分割賦金差上）　須永啓三郎→古沢清吉 未年7月27日 竪紙・1通 12368

覚（受取）　中屋徳次郎→大麻生村役人衆中・惣代衆中 未年8月 竪切紙・1通 11158

覚（金両届ニツキ）　→名主多郎治 未年9月27日 竪切紙・1通 11253

（代金・仕出帳・印形持参依頼状）　年番→古沢花三郎 4月7日 横切紙・1通 12116－1

（出頭依頼状）　年番→須永政義・伊佐山両君 竪紙・1通 12116－2

口上（書面に名前無記載ニツキ）　中左→古沢旦那 2月7日 横切紙・1通 12116－3

記（茶代受取）　川越高沢町井上勘兵衛→大麻生村　馬 ll月18日 小切紙・1通 11435

場・小沢

記（宿代受取）　川越高沢町井上勘兵衛→大麻生村　馬 11月19日 横切継紙・1通 11434

場・小沢

（村入用覚） 極月 小切紙・1通 11156

（個人別貫文書上、断簡） 横折紙・1枚 10412

（個人別貫文書上、断簡） 横折紙1枚 10438

記（入用金額覚） 横折紙・1通 10967

（脚夫賃覚） 横切継紙・1通 10977

（村入用金覚、断簡） 横折紙・1通 11012

（銭受取渡書上、断簡） 横折紙・1通 11031

（立替金覚） 横折紙・1通 11038

覚（大麻生村・久保島村出府費用等分担金） 横折紙・1通 11154

覚（村入用ニッキ） 横折紙・1通 11155

（村入用払覚）　虫損大 横切紙・1通 11159

（村入用払覚） 横切紙・1通 11160
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