
1．名主／2．村／9．村入用

（村入用書上） 横長半・1冊 11222

（費用反別割覚） 横折紙・1綴 11231

覚（石代内納諸入用取調） 年番富右衛門→およし 横折紙・1通 11701

覚（堰・伝馬割合籾） 小切紙・1綴 11713

公用覚（御改革入用他覚） 横折紙・1通 12371

10．山林番・見張人足等入用

覚（山林番給割納付ニッキ） 荒井清太郎→古沢花三郎 巳年7月4日 （明治2年 竪切紙・1通 11436
カ）

記（川原番人収穫願ニツキ） 横切紙・1通 10448

12．酒造

入置申一札之事（酒造株・道具共預けにつき） 高田 文政10年8月 横切継紙・1通 12530
村 親類八左衛門

（酒造・濁酒造・醤油造三造免許鑑札引渡しにつき請書、
前欠）　武州大里郡熊谷宿大惣代　忍藩支配所同州埼玉

明治2年12月 竪紙・1綴（未編綴） 12538

郡池上村名主又助→通商司御役所

3．土地

1．検地帳

（元和九年屋敷地名請人写）　寛永二年、慶安元年改追
　記

元和9年 横折紙・1通 11000

2，名寄帳・反別帳

（入間県御役所ヨリ当帳披見ノ貼札）　名主古沢花三郎 明治5年8月17日 竪切紙・1通 10237

記（耕地書上）　新井清太郎　丁間史料（流池覚）あり 申年11月 横長半・1冊 肇0588

覚（耕地書上） 小切紙・ 10590

（反別・名前覚、断簡） 横折紙・1通 11543

4．質地取調

質地覚之事（中田6畝歩）
　→（新八）

口入 西川原庄左衛門外1名 安永3年極月12日 竪紙・1通 11958

5．割地

差上申御請証文之事（元洗堰敷地割地願済ニツキ、写） 安政5年3月 竪紙・1通 11716
御知行所武州大里郡大麻生村　名主清吉・三郎兵衛、百姓
代丈之助外12名→御勘定所

一札之事（川原割地秣番ニツキ、下書）　大麻生村役 明治3年2月 竪紙・1通 12546
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1名主／3．土地／5．割地

人惣代花三郎・拾六間村小頭市兵衛外

（大麻生村慶応割流作場所在図）　大里郡第拾壱区　大 明治4年9月 竪紙・1通 11469
麻生村名主古沢花三郎　百姓代齋藤磯次郎

6．川欠・荒地

天明三卯川欠小前帳（断簡） 天明3年 横折紙・1通 10703

当録（川欠地覚） 横半半・1冊 11746

覚（大麻生村反別、永引反別書上） 竪紙・1通 12046

4．年貢・諸役

1、書上

覚（上郷負担銭ニッキ） 安政2年 横折紙・1通 11230

覚（台ヶ島荒地半納取立ニツキ） 安政5年3月 横折紙・1通 11221

当午年台ヶ島荒地引半納願入用 （安政5年ヵ） 横折紙・1通 11220

覚（年貢額）　後欠 文久2年 横切継紙・1通 10976

（年貢・諸役差引覚） （明治初年ヵ）12月27
日

横折紙・1通 11069

覚（米永書上）　鼠色紙、糊継剥離 丑年6月 横切継紙・1通 12518

覚（大久保様分米受取）　葛和田村　吉五郎→大麻生村 巳年11月3日 小切紙・1通 10537
名主　清吉

未田方御年貢覚 未年 横切紙・1通 10401

覚（田畑別石高書き上げ） 横折紙・1通 10406

（年貢上納人覚） 横折紙・1通　’ 10587

（本途・野銭等覚）　余白に村高記載あり 横折紙・1通 11053

（年貢諸役書上、前欠） 横切継紙・1通 11165

覚（八畝割冥加永壱軒分） 横折紙・1通 11232

（三組分両永差引勘定） 横折紙・・1通 11233

（田畑屋敷反別、石高、石盛書上）　腐化あり 竪紙・1綴（未編綴） 11974

2．相場書

辰年市場相場 明治元年 竪紙・1通 11275

3．下知・達

下知之事（田方違作、引方ニツキ、写）　森田保右衛 巳年（明治2年ヵ）9月 竪紙・1通 哩q397
門・武石三郎→大麻生村名主・惣百姓　付箋あり

大積（納辻ニツキ）　地方御役所　糊継剥離、一部欠、 申年正月17日 竪継紙・L通 111136
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1．名主／4．年貢・諸役／3、下知・達

　虫損

亥ノ御用捨切紙 大麻生村 包紙のみ 竪紙・1通 12512

4．願書

（年貢割付合点不参ニツキ書状）　広瀬村・小嶋村・石原 極月29日 竪紙・1通 11134
村→大麻生村　勘兵衛・与五右衛門

覚（年貢割付ニツキ書付下付要求）　広瀬村・小嶋村・ 竪紙・1通 11響35
石原村→大麻生村　勘兵衛・与五右衛門

（年貢減免願につき覚、下書）　上部破損、後欠 竪紙・1通 12520

5．先納金

□先納金元利共割下ケ帳　大麻生村下組　表紙のみ 27日 横長半・1綴 10752

9．元永帳

畑方御年貢元永帳 表紙のみ 横長半・1冊 11228

12．年貢割付状

午新古堀鋪御年貢可納割付之事（写）
　須永吉郎兵衛→石原村役人中

（年貢割付状入包紙）
　王・組頭

（年貢割付状断簡）　前後欠、劣化

（写）　大麻生村名主 明治3年12月 竪継紙・1通 11724
継剥離

兵衛役所→大麻生村名 竪美切・1枚 12544

ヒ 断簡・1通 12552

17．麦・大豆取立帳

（年貢・大豆代等覚） 喜兵衛→金左衛門・清吉 天部破損 亥年12月29日 横切紙・1通 12526

19．御膳米取立帳

当未ノ田方御年貢御膳御濡米取立

当未御膳米取立

未年

未年

横折紙・2通

横長半・1綴

11702

11703

21．年貢上納覚

（上納御蔵大豆送り状）　御知行所武州大里郡大麻生村→ 安政5年 竪紙・1通 12034
大久保駿河守御勘定所　地部破損

覚（当未御膳御濡米上納ニツキ）　大里郡大麻生村名主 未年3月20日 竪切紙・1通 11443
清吉外3名

覚（納入金につき） 横折紙・1通 10542

差上申送状［　］（御蔵大豆上納）　御知行所武州大 竪紙・1通 12035
里郡大麻生村→大久保駿河守様御勘定所　地部破損
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1．名主／4．年貢・諸役／22．年貢請取覚

22．年貢請取覚

覚（盆前入用） （安政6年ヵ） 横長半・1綴 11246

覚（年貢金等受取） 清太郎→花三郎 巳年12月25日 （明治3 小切紙・1通 11901
年力）

口上（盆前割銭ニツキ） 吉兵衛→花三郎 鼠色紙、糊 横切継紙・1通 11426
継剥離

24．年貢勘定目録

（年貢勘定目録） 前後欠、糊継剥離 1竪継細通 12010

　　291御用金・調達金

一札之事（御用金借用ニツキ）　茂木郷左衛門→大麻生
　村　十兵衛破損

覚（身元御用金取立高不足分ニツキ取調）　→清吉
　鼠色紙、破損

覚（調達金之儀ニツキ）　兼吉

　　30．国役金

口年8月7日 竪継紙・1通 11265

0月22日 横切紙・1通 12367

竪紙・1通 11211

包紙（浦和県会計方

（国役銀覚）

国役金受取） 本文なし （明治初年） 竪紙・1通

竪切紙・1通

10405

12435

32．諸役

覚（御改革入用請取）　久保島村森田関輔　代善兵衛→ 巳年12月15日 小切紙・1通 唾0531

大麻生村名主中

覚（五ケ村割請取）　久保島村名主徳治→大麻生村 巳年12月27日 横切継紙・1通 11430
（古沢）花三郎

覚（五ケ村割合勘定請取）　久保島村森田関輔→大麻 巳年12月28日 横切紙・1通 10530
生村名主中

覚（入用金請取）　久保島村名主政助→大麻生村名主清 巳年12月28日 横切紙・1通 10540
士
口

覚（金請取）　久保島村　関助→大麻生村清吉 午年1月14日 横切紙・1通 10539

（買納石代金・廻米運送賃上納達、写）　→上中条組合 未年3月10日 竪紙・1通 12175
武州大里郡大麻生村　組頭　高田佐五左衛門

覚（私組分取立金差上）　栄二郎→清吉 未年11月20日 横切紙・1通 12373

覚（御伝馬入用他差上）　富右衛門→清吉 未年11月21日 竪切紙・1通 12374

覚（田畑入費・伝馬割金覚）　r（カド）キ→清吉鼠色7月13日 横切継紙・1通 12510
紙、糊継剥離

覚（組々受金帖） 11月15日 横折紙・1通 12404

覚（諸役上納ニツキ）　灰色紙 横切紙・1通 10965
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覚（夫役金ニッキ）

（寅桐畑年貢覚）

横切紙・1通

横切紙・1通

10966

11014

1．名主／4。年貢・諸役／32諸役

34．年貢諸事

（年貢関係断簡）
横折紙・1通 11021

5．伝馬

1．伝馬触覚

（廻状、宿方問屋場出向依頼ニツキ）　熊谷宿年寄周蔵、
　間屋善壼助・勘右衛門→柿沼村・大麻生村外9か村村々御名
　主中　則欠

酉年10月18日 横切紙・1通 11618

口上（通行人数ニツキ）　三郎兵衛→清吉 9月6日 横切紙・1通 10995

（本庄宿旅宿までの差紙）　山口蔵次郎・後藤忠一郎→熊
　谷宿助郷武州旙羅郡久保島村始吹上村迄右村々名主組頭
　写

12月15日 竪紙・1通 11624

6．伝馬人足賃覚

覚（伝馬人足書上） 寅年 横折紙・1通 11132

覚（駅人馬雇賃受取）　年番→大麻生村 巳年12月17日 小切紙・1通 11899

午御伝馬四五弐ケ月勤埋賃井宿雇給金共　表紙のみ 午年 横切紙・1通 11032

（午暮御伝馬渡金取直等ニツキ覚） （12月25日） 竪切紙・1通 12408

7．願書・議定書

議定一札之事（伝馬会所宇八助成ニツキ）　三郎兵衛
　→清吉・栄次郎

安政5年10月4日 竪紙・1通 11148

（助郷歎願ニツキ廻状）　助郷年番→広瀬村・大麻生村 未年8月21日 竪紙・1通 11251

乍恐以書付奉願上候（伝馬役免除ニツキ）　惣代与頭
　定右衛門・名主勇次郎→□礼助　天部欠損

〔〕3年9月朔日 竪継紙・1通 11243

（御伝馬増し稼願ニツキ書状）　下書
横切紙・1通 11623

6．戸口

1．宗門人別帳

（宗旨人別帳提出ノ件ニッキ書状） 古沢→御年番 3月10日 横切継紙・1通
111895
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1．名主／6．戸口／2．五人組帳

2．五人組帳

五人組帳写□案紙共入 古沢善兵衛 袋のみ 文政2年3月 袋・1袋 10679

5．人別送状・送籍

（人別関係包紙一括）

（包紙）　境村

竪紙・19通

竪紙・1通

10783

12437

家潰8

（潰家覚） 竪切紙・1通 12769

7．金融

2．借金証文・質地証文等奥印

（質地畑反別・代金等覚） （天保4年ヵ） 竪紙・1通 11093

質地覚（控）　地主利太郎外3名・名主清吉奥印破損 安政6年9月 竪紙・1通 11271

入置申質地証文之事（写）　与合巳之助外鼠色紙 （江戸末年） 小切紙・1通 10227

（質地証文、写）　地主熊太郎、名主花三郎外3名→小島 明治2年12月 竪紙・1通 11205

村　金左衛門　無年期請け戻し規定あり

質地証文（字前田田地他質入・拍）　地主秀次郎外3名明治3年閏10月20日 横切紙・1通 12547

→佐吉

質地証文之事　郡蔵外2人、名主花三郎→伊勢蔵 明治3年12月 竪紙・1通 10437

質地証文之事（字大蔵屋敷新下畑質入、手ゆ　大麻生
　村　地主斎藤道生外3名→久保島村　新五右衛門　無年季

明治3年12月 竪継紙・1遵 12545

請戻証文

（鹿二郎質入地ニッキ覚） （明治4年）2月8日 竪紙・1通 12537

質地証文之事（字柳原田地質入、写）＿質地主鹿次郎・
　名主花三郎外3名→同村佐市　無年季請戻証文

明治4年2月 竪紙・1通 12535

質地証文之事（割地質入、写）、質地主鹿二郎・名主花
　三郎外3名→同村谷五郎　無年季請戻証文

明治4年2月 竪紙・1通 12536

入置申質地証文之事　新井直次郎外親類、組合、組頭3名、 明治4年3月 竪紙・1通 10675

奥書名主古沢花三郎→新井清太郎　黒印

貸地証文之事（割地1か所、写）　大里郡大麻生村　地
　所貸主金子清八外2名、名主須永吉郎兵衛→原島村　塚田
　伝治郎　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所」入り青罫

明治4年7月 竪紙・1通 11830

紙

覚（質入ニツキ）　林蔵外3名→源左衛門 横切紙・1通 11147
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1名主／8．用水・普請／1．用水訴訟・議定書・証文

8．用水・普請

1．用水訴訟・議定書・証文

相渡申一札之事（大麻生堰以樋番人川原明戸村治右衛
　門に引渡ニツキ）　五ヶ村組合用水地元大麻生村　善
　兵衛→十六間村小平

寛政2年7月 竪紙・1通 11705

（用水〆切ニツキ空俵拠出依頼ノ廻状）　石原村名主
　六郎兵衛→広瀬村・小島村・久保島村・大麻生村名主中

巳年3月8日 横切継紙・1通 11704

覚（勘定吟味役・普請役人名書上） 4月20日 小切紙・1通 11164

差出申一札之事、（荒川筋洪水後無断で字台ケ島奈良堰
　覧設置ニツキ詫状）　河原明戸村　名主儀右衛門、外6
　名

竪紙・！通 11706

4．田方植付証文

田方植附証文　表紙のみ

差上申田方植付証文之事 →用水掛役人中 地部破損

文久元年

t明治2年6月16日

竪紙・1冊

竪紙・1通

11005

11174

5．堰普請・用水人足

覚（大麻生堰修繕費組合高割請取）　市川儀右衛門→
　大麻生村喜兵衛黒印

子年3月 竪切紙1通 10383

覚（大麻生堰修繕費組合高割請取）　市川儀右衛門→
　大麻生村金左衛門　黒印

子年3月 竪切紙・！通 歪0384

覚（大麻生堰修繕費組合高割請取）　市川儀右衛門→
　大麻生村善兵衛黒印

子年3月 竪切紙・1通 10385

覚（大麻生堰修繕大麻生村総出金高） 子年4月 竪切紙・1通 10386

（用水人足・土俵書上） 寅年 横長半・1綴（未編11131
綴）

6．箆普請

字台ヶ嶋覧掛替御普請出来形帳　武州大里郡河原明戸
　村・大麻生村　表紙のみ

享和元年4月 竪紙・1冊 12540

覚（字台ヶ島寛御普請請負代金受取）　大麻生村請負
　人友三郎・大工新五郎→同村名主清吉

万延元年閏3月13日 竪紙・1通 12710

請負申証文之事（覧、下書）　河原明戸村中島茂次郎、
　証人飯田与平→大麻生村、川原明戸村御役人中

明治5年4月3日 竪紙・1通 10337

7．用水入用

（堀割賃銭覚）
横折紙・1通 10226

覚（用水人足弁当代下割合） 安政6年4月27日 横折紙・1通 11714

覚（用水普請人足弁当代割合） 安政6年4月27日 横切紙・1通 11715
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1．名主／8。用水・普請／7．用水入用

（河原明戸村元〆米入用ニツキ書状）　須永吉郎兵衛→ （明治初年）卯月11日 竪紙・1通 10407

古沢花三郎

覚（用水人足賃ニッキ） 少切紙・1通 11157

11．堀敷代金・年貢

申新古堀敷御年貢懸り可納割付之事下 大麻生村 名 文政7年極月 竪紙・1通 11223

主清吉→石原村名主

堀地代金請取申手形之事（写） →与五右衛門・勘兵衛 竪紙・1通 12514

惣百姓　後欠

12．玉井堰

文政六年玉井堰之書付　包紙のみ

午春用水仕立覚　荒川通玉井・大麻生両堰

文政6年 袋・1袋

竪紙・1通

10943

11171

15，奈良堰

（奈良堰元杁ニツキ願書） 大麻生村組頭与三郎 後欠 竪継紙・1通 10993

16．川除普請

乍恐以書付奉願上候（川欠見分普請願）　惣代与頭定
　右衛門・名主勇次郎→口原禮助　天部・奥部破損

卯年9月朔日 竪紙・1通 11210

御見分之義二付大急廻状　奈良堰用元惣代→大麻生村外6
　か村役人中　包紙あり、糊継部破損

巳年6月晦日 竪継紙・1通 11209

（普請組合請書、断簡） 竪切紙・1通 11073

（荒川変瀬ニツキ願書、断簡）　前後欠 竪継紙・1通 11074

（堤戸井金覚、断簡）　前後欠 竪継紙・1通 11075

9。寺社

1．寺社達・伺・請帳

（金地院達書・正興寺の件ニツキ書状・写）
　衛・武石市左衛門

尾形喜兵 7月23日 竪紙・1通（2枚） 12069

2．寺社取調・書上帳

社寺明細帳井役人書上　熊谷組合武蔵国大里郡大麻生村 明治2年12月 袋・1袋 10523

古沢花三郎袋のみ

社寺境検香帳（宝蔵寺境内ニツキ、反故）　古澤　綴 明治4年8月17日 横半半・1冊 12699

目破損

一48一



1．名主／9，寺社／3，初穂等覚

3．初穂等覚

覚（托鉢料受納）　鈴法寺用役　桑原市郎兵衛→大麻生
　村役人中

巳年8月16日’ 竪切紙・1通 10536

覚（村中寄附料受納）　三日市太夫次郎内　徳田九兵衛
　→大麻生村上組　古沢清吉

午年2月14日 横切継紙・1通 10535

包紙（伊勢講仕法帳）　本文なし 竪紙・1枚 10410

（伊勢、高野山勧化等ニツキ書状）　前後欠 横切継紙・1通 11022

5、寺院

差出申詫一札之事（心得違ニツキ）　吉祥寺智盈詫人
　養平寺福島常磐→御村方中

明治2年11月 竪紙・1通 11266

7．正光寺

以書附歎願申上候（正光寺火災により過去帳焼失のた
　め戒名相直につき、下書）　大麻生村当人・親類・組

天保13年8月 竪紙・1通 10521

合・扱人→掛御役所

（正光寺除地、木竹書上）　正光寺、年番名主古沢花三
　郎→浦和県御役所

明治4年正月 竪紙・2通 10518

8．宝蔵寺

（宝蔵寺除地書上）　百姓代斉藤磯次郎、組頭馬場重兵衛、
　名主古沢花三郎→浦和県御役所

（宝蔵寺除地書上）　大麻生村宝蔵寺檀中惣代新井和五郎、
　年番名主古沢花三郎　破損大

明治3年11月

2月

竪紙・1通

竪紙・1通

10517

10674

10．八荒神社

（字中郷八荒神社境内絵図）
　里郡大麻生村

図）　埼玉郡上中条村組合　大
ヒ住・名主吉郎兵衛　黒印

明治3年閏10月 竪紙・1通 12111

11、五社伊奈利社

差上申御講書之事（五社稲荷社境堺ニツキ）　組頭清
　太郎・名主花三郎→浦和県御出役高瀬権少属　西角井正

明治3年 竪紙・1通 10522

一

（斎藤大住へ五社稲荷神主免許状下付達、写）　御地
　頭所御役所→大麻生村役人・惣百姓

巳年3月 竪紙・1通 12400

13．寺社諸事

差出申一札之事（富士浅間社再建普請金受取、写）
　伊右衛門外7名　　「大麻生村」入り青罫紙、後欠

文久3年4月 竪紙・1通 12542
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2、戸長／1．布告・布達／1．布告・布達

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

2．戸長

1．布告・布達

1、布告・布達

（浦和県庁達、写）　浦和県庁 明治4年3月 竪紙・1冊 12689

（管内学区取締任命ノ布告、写）　入間県令河瀬秀治→ 明治6年6月13日 竪紙・1綴（未編綴） 12573
各区副区長・正副戸長中

（川越・大宮・前橋支庁廃止等ノ布告、写）　熊谷県令河 明治6年6月30日 竪紙・1綴（未編綴） 12574，

瀬秀治→南各区副区長

（熊谷県庁ヨリ布告写）　（熊谷県令河瀬秀治） 明治6年6月 竪紙・1綴（未編綴） 12622

（赤坂溜池女工場ノ件・学校庶務掛ノ件外布告・布達写） 明治6年7月22日 竪紙・1綴（未編綴） 12562
熊谷県権参事　堀小四郎

御布令御請（外国人遊歩等ニツキ、写）　南八大区二 明治6年7月24日 竪紙・1通 12654
小区副区長　権田健長　後欠

御受書（堤防其外書上方布令ニツキ、、写）　・南八大区
　二小区副区長権田健長、13か村戸長連判→河瀬熊谷県令

明治6年8月21日 竪紙・1通 12570

後欠

（用水路・溜池取調ニツキ達、写）　熊谷県土木掛→南第 明治6年8月21日 竪紙・1通 12656

八大区二小区　副区長

（布告写、地租改正・地券取調ニツキ外）　熊谷県令河 明治6年9月5日 竪紙・1綴（未編綴） 12571

瀬秀治→各区正副戸長

（太陽暦改暦ニツキ祝日・国旗の布告請書）　立会人斎 明治6年12月27日 竪紙・1冊 12627

藤儀次郎外6名　黒印6

（太政官布告、写） 明治6年3月～6月 竪紙・1冊（未編綴） 12589

　　1
（人相書、秩父郡大宮無宿福本勇吉外） 明治6年 竪紙・1綴（未編綴） 12641

（金穀貸借並動産不動産質入書入規則、戸長職役場制
　規等ノ違背ヲ教諭改正ノ達）　熊谷県権令揖取素彦→

明治9年2月17日 竪紙・1冊 12588

各区正副戸長中

（電信線架設ニツキ保護説諭ノ達）　埼玉県少書記官吉 明治10年8月31日 竪紙・1通． 10319
田清英　→第八大区各小区副区長

埼玉県管内虎列刺病患者第六回表　活版、劣化大 明治12年9月 竪紙・1枚 10676

埼玉県管内虎列刺病患者第七回表　活版 明治12年9月 竪紙・1枚 10677

（大麻生村戸長役場宛書類）　埼玉県庶務課→旙羅郡大 （明治12年12月4日消 封筒・1通 11695
麻生村戸長役場　封筒のみ、浦和局消印有り 印）

達第拾弐号（皇居造営ニツキ樹木取調指示）　埼玉県
　大里・幡羅・榛沢・男裏郡長児玉親広→戸長役場　活版印

明治14年5月26日 竪切紙・1通 11938

刷、和紙

達第三拾号（艶牛馬取調ニツキ、写〉　大里・旙羅・榛 明治14年9月20目 竪紙・1通 11588
沢・男会郡長児玉親広→戸長役場

（第六拾三号布告、褒賞条例）　r埼玉県大里・旙羅・榛 明治14年12月7日 竪紙・1綴（未編綴） 11984
沢・男食郡役所」入り赤罫紙
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2．戸長／1．布告・布達／1．布告・布達

（官用挑燈一定ニツキ布令）　支庁　御用留断簡か 壬申（明治5年）7月 竪紙・1通 10667

記（布告受取）　小島村戸長→大麻生村役員中　黒印 7月2日 横切紙・1通 10605

記（布令・受書受取）　ヒロセ村戸長→大麻生村役人中 8月14日 横切紙・1通 10625
黒印

記（布令等受取）　広セ村役元→大麻生村役人中　黒印 9月4日 横切継紙・1通 10604

記（布令受取）　ヒロセ年番→大麻生村正副戸長中 10月14日 横切継紙・1通 10623

年金渡方手続概則追加　第＋一款のみ 竪紙・！通 10252

記（本県壱号布達紛雑ニツキ）　灰色紙 小切紙・1通 10757

（郡長里正以下二告示序文） 竪折紙・1通 11183

（戸長古沢花三郎宛書類）　埼玉県→大里郡大麻生村戸 封筒・1通 11696
長古沢花三郎　封筒のみ

私有地交換取扱概則表 竪継紙・1通 12157

2．布告請印帳

（毎月2回集会の上布告を拝承する旨請書、拍）　三沢 明治6年消14日 竪紙・1綴（未編綴） 12561
久吉外62名　前欠

御受印書（旅籠代等諸布令ニツキ、写）　南八大区二 明治6年9月9日 竪紙・1通 12657
小区副区長　権田健長外13か村→河瀬熊谷県令　後欠

御受書（秋成年貢上納、裁判所腰掛廃止等ニツキ、写） 9月3日 竪紙・1通 12644
南八大区二小区副区長　権田健長

（裸体公行男女混浴禁止等励行の挨拶、前欠） 竪紙・1通 10669

請印帳（秩父郡中津川村官林より御用材荒川筋狩下ニ
　ッキ、後欠）

竪紙・1通 11590

（集会布告請書）　前欠 竪紙・1通 11768

奉差上御受書之事（諸布告ニッキ、後欠） 竪切紙・1通 11770

（布告・布達に対する請状、大麻生村惣連印）　松本為 竪紙・1冊 12557
吉・古沢花三郎外121名（黒印）　前欠

3．回章

（布告廻状、写）　南八大区二小区副区長　権田健長→ 明治6年6月20日 竪紙・1通 12640
村々戸長　前欠

（学校費等ニツキ回章、写）　副区長権田健長 明治6年7月19日 竪紙・1通 12653

（徒罰中逃亡者人相書熊谷県達回章、写）　権田健長 明治6年9月9日 竪紙1冊（未編綴） 12420
前欠

（廻状断簡）　副区長権田健長→14か村御役員中 明治6年9月23日 竪紙・1通 12419

（副区長権田健長差出の廻章控）　副区長権田健長 明治6年8月～9月 竪紙・1綴（未編綴） 12569

（願済の件ニツキ詰合依頼の廻状）　当番戸長須永政 明治11年10月3日 竪紙・1通 12282
義・戸長古沢花三郎→副戸長伊佐山兼次郎外9名　　「大麻
生記」入り青罫紙、黒印4、朱印2

（郡役所より投票用紙下げ渡しニツキ廻状）　　（大麻 明治13年4月25日 竪紙・1通 12279
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2．戸長／1．布告・布達／3．回章

生村）戸長役場→飯田惣右衛門外11名　　「大麻生記」入
り青罫紙、黒印3、前欠

記（廻章受取）　武体村戸長役場→大麻生村戸長役場 （明治）14年6月19日 小切紙・1通 12284

記（用水不足の件、大麻学校正光寺へ引移しの件ニツ・ 明治14年7月13日 竪紙・1冊 12721
キ廻状）　戸長代理古沢花三郎→須永政義外15名

（廻状綴）　農区委員田中基然・大麻生堰惣代→石原村・広 明治14年7月31日 竪紙・1綴 1↑525
瀬村・小島村・大麻生村・久保島村外各戸長役場

記（回章受取）　小島村戸長飯田貞泰→大麻生村御役員中 酉年8月15日 竪切紙・1通 10593
黒印

記（回状受取）　武体村戸長　中島為吉（カ）→大麻生村 酉年8月15日 横切紙・1通 10609
役員中　黒印

記（廻状受取）　小島村戸長貞吉一大麻生村役員中 酉年9月5日 横切紙・1通 10621

記（大急回状受取）　七（カ）岡村戸長→大麻生村役人
　中

酉年9月19日 小切紙・1通 11775

記（廻状受取）　ヒロセ村戸長　　黒印 酉年9月20日 横切紙・1通 10620

記（回章受取）　小島村役元→大麻生村役員中　黒印 酉年10月3日 横切継紙・1通 10607

記（回状受取）　ヒロセ村戸長→大麻生村役人中　黒印 酉年10月13日 横切紙・1通 10606

（煮売屋・遊芸渡世税等ニツキ県庁廻状、写）　熊谷県 1月13日 竪紙・1綴（未編綴） 12638
→大里郡熊谷宿・大麻生村外5ヶ村　前欠

大急回章（旧忍藩札行田にて引替の件）　古沢花三郎 6月1日 竪紙・1冊 12642
→小川幸年外6名　黒印

（商人帳簿請印ノ件ニツキ廻章、写）　副区長 6月29日 竪紙・1通 12564

（布告請印書ニツキ回章、写）　南八大区二小区　副区 7月5日 竪紙・1通 12567
長権田健長→河瀬熊谷県令

記（回状受取）　武体村戸長　黒印 8月23日 竪切紙1通 10608

記（廻状請取）　川原明戸村飯田広饒→大麻生村戸長 9月6日 竪切紙・1通 10610
古沢花三郎　黒印

記（回章受取）　川原明戸村戸長飯田広饒→大麻生村戸長 9月15日 竪切紙・1通 10622
中　黒印

記（回状受取）　広瀬村戸長→大麻生村役人中 9月30日 横切紙・1通 10624

記（回章受取）　川原明戸村　飯田広饒→大麻生村戸長中 10月12日 竪切紙・1通 10594
黒印

記（回章受取）　川原明戸飯田広饒→大麻生村戸長古 10月30日 横切紙・1通 10619
沢花三郎　黒印

（廻状継立覚）　→（横見郡御所村外村々正副戸長中） 竪切紙・1通 12617
前欠

2．村

1．村由緒・村況

（村誌下調のため広瀬村事務所に集会依頼状）
　大区二小区大里郡原島村外5か村役人代兼
　古沢花三郎→埼玉県編輯御掛

爬）　第八
麻生村戸長

明治10年10月23日 竪紙・1通 12524
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2．戸長／2．村／1．村由緒・村況

（村誌編輯ニツキ村々より大麻生村までの里程取調綴） 明治10年 （1通1綴〉 12521－0

（小島村より大麻生村までの里程取調書）　小島村戸長 明治10年11月6日 竪切紙・1通 12521－1
役場→大麻生村正副戸長　青罫紙

（村誌編輯につき、村々より大麻生村までの里程取調
　関係書類綴）　　（大麻生村事務扱所）

（明治）10年10月 竪紙・1綴 12521－2

（村方分郷届ニツキ達）　熊谷県租税課→大里郡大麻生村 8月24日 竪紙・1通 12626

（大麻生村誌断簡）　　r大麻生記」入り青罫紙 竪紙・1通 10490

里程調（大麻生村より郡役所、四隣までの距離、下書 竪紙・1通 12497
大里郡大麻生村

広瀬郷八ヶ村之訳（広瀬郷の中世以来の由緒等覚） 竪紙・1綴（未編綴） 歪2523

3．村役人

証（御用方立替金借用）　年番須永吉郎兵衛代兼　古沢 明治5年7月11日 竪紙・1通 12328
花三郎→高田佐五左衛門　黒印

正副戸長立会入出頭簿　南八大区二小区大里郡大麻生村 明治8年2月1日 竪紙・1通 12246
戸長年番　古沢花三郎　表紙のみ

（戸長・副戸長・立会人人数・給料・選出方法書上）　戸 明治8年7月17日 竪紙・1通 10294
長古沢花三郎

（借財金策ニッキ事務所退出願）　須永政義→地租改正 （明治）9年10月31日 横切紙・1通 11936
事務総裁　古沢

御請書（総代人選定方布達請書）　第八大区二小区大里 明治10年12月25日 竪紙・1通 12635
郡大麻生村　立会人松本又次郎外5名　黒印

御請書（総代人選定方布達請書）　第八大区二小区大里 明治10年12月25日 竪紙・1通 12636
郡大麻生村　議員飯田惣右衛門外3名　黒印

町村吏員配置法御布達二依リ戸長選挙開会届　大里郡 明治12年6月5日 竪紙・1通 11760
大麻生村総代人　飯田惣右衛門・旧戸長古沢花三郎外3名
→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡長鈴木敏行　黒印

（戸長選挙投票開札立会依頼の回状）　旧当番　古沢花 明治12年第6月6日 竪紙・1通 10673
三郎（朱印）→須永政義外10名（請印朱印3、黒印2）

（筆生採用願）　戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・ 明治12年7月15日 竪紙・1冊 10345
男袋郡長鈴木敏行　黒印、郡長指令あり（同日付け）

御屈書（戸長事務引継完了）　大里郡大麻生村　旧戸長 明治12年8月9日 竪紙・1通 11821
古沢花三郎・同須永政義→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡
長鈴木敏行　黒印

御屈書（戸長事務引継完了）　大里郡大麻生村　戸長 明治12年8月9日 竪紙・1通 11824
古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴木敏行
黒印

辞職願（戸長辞職願）　大里郡大麻生村　戸長古沢花三 明治13年1月10日 竪紙・1通 斜751郎、筆生高田佐五左衛門→埼玉県令白根多助

診断書（古沢花三郎病状）　医師増尾脩齋→埼玉県令白 明治13年1月 竪紙・1通 11745
根多助　朱印

辞職願（戸長辞職願）　大里郡大麻生村　戸長古沢花三 明治13年1月 竪紙・1通 11749
郎→埼玉県令白根多助

辞職願（戸長辞職願、下書）　大里郡大麻生村　戸長古
　沢花三郎→埼玉県令白根多助

明治13年1月 竪紙・1通 11750
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2．戸長／2．村／3．村役人

定使請負証文之事　大里郡大麻生村　当人　鈴木嘉蔵 明治13年2月8日 竪紙・1通 11744
外3名→村方戸長役場

（大麻生村戸長任免申付書、写）　埼玉県→須永政義・古 明治13年2月24日 竪紙・1通 11697
沢花三郎　同日付け古沢花三郎請書（写）あり

（辞令に対する請書提出命令）　埼玉県→古沢花三郎 明治13年2月24日 竪紙・1通 11699
「埼玉県」入り青罫紙

御請書（戸長差免）　大里郡大麻生村戸長古沢花三郎→ 明治13年2月24日 竪紙・1通 11698
埼玉県令白根多助　黒印

（田中基然を農区委員に選挙届）　第一農区　大里郡大 明治14年9月1日 竪紙・1通 12684－1

麻生村　戸長代理筆生古沢花三郎→埼玉県大里外三郡長
児玉親広

（田中基然農区委員選挙届、下書）　大麻生村 竪紙・1通 11519

（他出につき欠勤連絡の書簡）　高田佐五左衛門（勇吉） 第1月5日 横切紙・1通 11925
→戸長古沢花三郎

口上（家事活計の儀につき不参連絡、地位等級調査等 2月14日 竪紙・1通 11934
取り計らい願）　須永政義→古沢花三郎

（戸長役場勤務覚） 9月6日 横切紙・1通 10777

（村役覚）　村務卿、庶務卿等 小切紙・1通 10445

（正副投票用紙） 小切紙・1通 11068

（明治2～7年本役日数覚）　赤罫紙 横切紙・1通 11082

（各村惣代人・戸長名書上、断簡） 竪紙・1通 11126

（須永政義名前等書上） 竪紙・2通 12020

（戸長・副戸長等役人進退改印短冊雛型） 竪紙・1通 12568

4．村政

（書類後書）　副戸長須永吉郎兵衛　前欠 明治5年10月 竪紙・3通 11054

記（人員増減取調、秋成年貢上納ニツキ達）　戸長古 明治6年9月8日 竪紙・1冊 12572
沢花三郎→立会人小川幸年外5名

記（船水車届書受取）　副区長権田健長→大麻生村戸長 明治6年11月17日 横切紙・1通 唾2360
古沢花三郎　黒印

御請書（秩父郡河原沢村黒田才吉繰替旅費受取）　戸 明治9年6月12日 竪紙・1通 10317
長古沢花三郎

記（拾得の印形公示）　大麻生邨役元 明治9年12月20日 竪紙・1通 12290

（差紙宛名不明ニツキ伺、下書）　戸長古沢花三郎 明治10年10月23日 竪紙・1通 11454

（日時・人名書上）　馬場福松外3名 明治10年 竪切紙・1通． 12451

（渇水費賦課方法等ニツキ協議出頭依頼）　当番戸長須 明治11年2月9日 竪紙・1通 10245
永政義→古沢花三郎外19名　請印（朱印8、黒印8）

（村集会通知）　事務所→松本荒次郎外18名　請印6名黒印 明治11年3月8日 竪紙・1冊 10302

差上申御受書之事（処刑済人引取ニツキ）　飯田勇吉・ 明治11年4月20日 竪紙・1通 10248
馬場弥十郎外2名→村方御役元　処刑人本人1名爪印、他
は黒印
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2，戸長／2．村／4。村政

（勲章下賜ノ達、写）　埼玉県庶務課→大里郡大麻生村 明治12年4月12日 竪紙・1通 12575
新井林八　請書あり（栂印）、青罫紙

公文綴込（堰水配・戸長改選等ニツキ古沢宛書状綴） 明治12年7月 竪紙、一部横切 12616
→（古沢花三郎） 紙・1綴

（戸長役場位置番号屈出の通達、写〉　埼玉県大里・旙 明治12年12月8日 竪紙・1通 12586　∫
羅・榛沢・男蓑郡役所→大里郡各村々戸長中

（仰越の趣承諾の書状）　広瀬村秋山兵左衛門→大麻生村 （明治）12年12月10日 竪切紙・1通 12662
古沢花三郎　青罫紙、朱印

記（川原割地畑持主名前杭ニツキ組内通知依頼外） 明治14年5月17日 竪紙・1冊 11721
戸長役場→須永政義外16名　用紙劣化

（書簡、龍動府博覧会出品、正光寺普請二付）　須永 1月24日 横切継紙・1通 10262
（政義）→古沢尊君

（奉答差支ニツキ指揮依頼の書状）　　（須永）まさよし 3月2日 竪折紙・1通 11932
→古沢事務総括

（書類捺印ニツキ連絡）　埼玉県大里旙羅榛沢・男裳郡 3月9日 横切紙・1通 10883
役所庶務掛→戸長代理古沢花三郎

（取調物差上ニツキ書簡）　飯田→古沢　r大里郡大麻 3月26日 竪切紙・1通 11609
生村役場用紙」入り青罫紙

（熊谷支庁出張から帰宅につき用談願の書状）　須永 5月18日 横切紙・1通 10485
→古沢

（書状封筒）　大麻生村戸長古沢花三郎→川原明戸村戸長 6月25日 封筒・！通 12430
飯田広饒

（来信の趣手配済みの旨書状）　戸長古沢花三郎→黒岩・ 6月28日 小切紙・1通 10372
阿久津

急キ（屋敷番号札・人別出入・農休・博突ニツキ村内廻 7月6日 竪紙・1冊 12643
状）　当番戸長古沢花三郎→須永政義外11名　黒印

（承知の旨の返信）　秋山→須永黒印 9月12日 横切紙・1通 10627

（出頭依頼の廻状）　古沢花三郎→新井嘉平外10名　紫罫 9月22日 横切紙4通 12734
紙

（出張依頼の廻状）　古沢花三郎外2名→松本弁太郎外7名 9月22日 横切紙・1通 12735
紫罫紙

書状（広瀬村出頭依頼）　古沢→伊佐山　紫罫紙 10月7日 横切紙・1通 10776

（熊谷県御用人足手配ニツキ書状）　中村金輔→御年番 11月22日 竪切紙・1通 12087
古沢花三郎

（書類作成反故） 竪紙・3通 10373

（書類袋）　　（反別収穫名寄帳使用） 袋1袋 10374

（絵図面書上帳受取、下書） 竪切紙・1通 10433

（今般之事件ニッキ相談依頼状、下書） 竪紙・1通 10452

（村内道路修繕請書、下書）　灰色紙 小切紙・1通 10453

（吟味ニツキ権田公伝報ノ書状、下書） 竪紙・1通 10457

（地方書改正法、断簡） 竪切紙・1通 10466

（奥書断簡）　大麻生村准副戸長古沢花三郎 竪紙・1通 10589

記（印形持参依頼の回状）　古沢花三郎→飯田惣右衛門 横折紙・1通 10760

一55一



2．戸長／2．村／4．村政

外12名

（下組人名書上）

庶用　劣化（諸書類貼付）、開披不能

書状（来臨延期依頼）　古沢→須永

（封筒一括）　→大麻生村正副戸長

（甲乙丙組人名書上）

（下敷き用罫紙）

（壱番・弐番所属村、役員書上）

記（大字別人名書上）

（差紙返上届）　南第八大区二小区大里郡大麻生村
　古沢花三郎

（人名書上）　茶色紙

（戸長役場宛封筒類一括）

（桑園巡視出頭願）　　（須永）政義　　（口上）→正副戸長
　青墨書

（用水路談判、地所書入留5冊提出等報告の書状）
　崎（カ）→古沢大将・伊佐山小将

記（畑税取立、道橋改人出勤覚）

（大麻生村川原石ノ件等ニツキ上申、下書）　熊谷県
　管下武蔵国大里郡大麻生村役人惣代　戸長古沢花三郎
　青罫紙

（大麻生村惣連印）　南八大区二小区大麻生村　三沢文吉
　外111名（黒印）

（包紙）　大麻生村戸長役場

（高田佐次平分取調書）　　r三ヶ尻村　新藤伝吉」等記載
　あり

横切紙・1通 10766

竪紙・1括（12枚） 10768

竪紙1通 10769

封筒・1括（13通） 10856

横切紙・1通 10952

竪切紙・2枚 10963

横切紙・1通 10985

横折紙・1通 10986

戸長 竪切紙・1通 10991

小切紙・1通 11071

封筒・一括（12枚） 11119

戸長 竪折紙・1通 11182

大 横切紙・1通 11935

横折紙・1通 12256

谷県 竪紙・1通 12421
三郎

文吉 竪紙・1冊 12558

断簡・1通 12732

己載 小切紙・1通 12744

5，戸長役場書類

以書付奉申上侯（古典籍古文書等取調、無御座候） 明治7年1月29日 竪紙・1通 11769
大里郡大麻生村戸長須永政義→河瀬熊谷県令　青罫紙、
黒印

（幕府以来財務関係書類所蔵者取調屈）　大里郡大麻生 明治12年9月20日 竪紙・1通 11961
村戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男袋郡長鈴木
敏行　フケ有り

（用留帳等差上ニツキ書状）　須永→古沢灰色紙 9日 横切紙・1通 10339

（戸長役場書類処理覚） 小切紙・1通 10775

6．願書・上申書

瀬峯羅油暴潔村方國太郎方へ貸金一件大麻生村

以書付奉申上候（田畑石高廃止、小区費割合方改則の

明治5年

明治6年7月16日

袋・1袋

竪紙・1綴（未編綴）

11258

12660
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2．戸長／2．村／6．願書・上申書

決議等届、拍）　南八大区二小区三ケ尻村外13か村
後欠

（本年1月ノ上申却下ニツキ本書不用の旨添書）　本書 明治8年6月3日 竪折紙・1通 11270
欠

（大麻生村新井もよ居宅風損被害届）　第八大区二小区 明治10年10月14日 竪紙・1通 11782
大里郡大麻生村　立会人斉藤磯次郎・戸長古沢花三郎外1
名→埼玉県令白根多助

（大嵐による官林損木状況届）　第八大区二小区大里郡 明治10年10月15日 竪紙・1通 11783
大麻生村　副戸長伊佐山悦次郎・戸長古沢花三郎外1名→
埼玉県令白根多助

（大麻生村新井もよ居宅嵐にて破損被害届）　大麻生 明治10年10月18日 竪紙・1通 11781
村本人体　新井鹿次郎外3名→埼玉県十等警部内田実三
代理壱等巡査生駒正寿

始末書（所有の秤修理ニツキ）　第八大区二小区　大里 明治10年10月18日 竪紙・1通 12533
郡大麻生村平民　斎藤幸助・副戸長差添高田佐五左衛門→
熊谷支庁詰檜山八等警部

差贈物願（在橿人山崎市太郎差入ニツキ）　大里郡大 明治10年12月3日 竪紙・1通 11455
麻生村　新井秀次郎→埼玉縣令白根多助　奥書　戸長古
沢花三郎

（教導団志願生徒無之届）　戸長古沢花三郎→埼玉縣令 明治10年12月19日 竪紙・1通 等1450
白根多助　黒印

水害御届（荒川洪水被害）　第八大区二小区大里郡大麻 明治11年9月16日 竪紙・1冊 12615
生村　総代人増田勇之助外2名→埼玉県令白根多助　黒印

（願書断簡）　願人古沢定六、副戸長馬場重平、戸長須永 明治11年10月3日 竪紙・1通 12280
政義→埼玉県警察熊谷分署　前欠

（第二後備軍歩兵勲章下賜関係史料）　→埼玉県大里・ 明治12年4月14日 竪紙・2通 11728－0
旙羅・榛沢・男裏郡長鈴木敏行

（新井林八国法違反等有無ニツキ回答）　大里郡大麻生 明治12年4月14日 竪紙・1通 11728－1
村直次郎弟　新井林八→戸長古沢花三郎　青罫紙

（第二後備軍歩兵新井林八へ勲章下賜ニツキ上申書） 明治12年4月14日 竪紙・1通 11728－2
大麻生村戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡
長鈴木敏行　青罫紙

（新井林八国法違犯等有無ニツキ回答）　大麻生村直次 明治12年4月14日 竪紙・1通 12033
郎弟　新井林八（栂印）→戸長古沢花三郎

（前書の内容保証奥書）　旧戸長古沢花三郎→熊谷区裁判 明治12年6月28日 竪切紙・1通 12030
所長関村判事補　前欠、黒印

記（古沢島吉過去二失踪届出ナク、在宅ニツキ）　大 明治12年7月16日 竪紙・1通 12023
里郡大麻生村戸長役場→旙羅郡三ヶ尻村　渋沢忠五郎

財産取調書　馬場重太郎・親類馬場弥十郎・戸長古沢花三郎 明治12年10月7日 竪紙・1冊 1て178
→熊谷裁判所長増田判事

（印鑑届、馬場友三郎分）　大里郡大麻生村戸長古沢花 明治12年10月20日 竪紙・1通 11966
三郎→熊谷警察署詰斉藤九等警部　黒印

保証願（貸金催促訴訟ニツキ）　武蔵国大里郡大麻生村 明治12年11月13日 竪紙・1通 12131
平民　栗原義方→正副戸長中　熊谷区裁判所長関村判事
補宛、戸長古沢花三郎の保証あり、黒印、天部破損

（貸金催促勧解願部理代人保証届）　武蔵国大里郡大麻 明治12年11月 竪紙・1通 1葉786
生村　戸長古沢花三郎→熊谷区裁判所長関村判事補　黒
印

（埼玉県令白根多助宛願書写）　→埼玉県令白根多助 （明治12年ヵ） 竪紙・1通 12403
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2．戸長／2．村／6．願書・上申書

前欠、明治12年2月21日付埼玉県令白根多助指令（朱筆）
あり

（上申書綴、新井林八受勲の件ほか）　　（大里郡大麻生 明治12年4月～5月 竪紙・1綴 12576
村戸長古沢花三郎）

以書付奉歎願候（新井林八ノ件、下書） 竪紙・1通［ 10341

（大麻生村寄留人ゆき訴願ニツキ上申書、下書） 竪紙・1通 10482

新井林八嘆願書　袋のみ 袋・1袋 11252

（金銭・名前書上） 竪紙・1通 11772

（上申書断簡）　准副戸長中村金助・副戸長古沢花三郎・須 竪紙・1通 11882
永政義外1名→河瀬入問県令外2名　前欠

（願書断簡）　副戸長高田佐五左衛門・戸長古沢花三郎外4 竪紙・1通 曜2417
名

（郡長宛願書雛型、前欠）　戸長外→郡長　青罫紙 竪紙・1通 12433

7．村議定書

（田植え終了、農休みニツキ伺状） 小切紙・1通 10370

（農休触、下書） 横切紙・1通 摩0459

記（御けん見に付かまどめ、田方たてふだ、日の丸は 横折紙・1通 11264
た等ニッキ廻状）

（布達物等に関する議定ニツキ覚） 竪紙・1通 12565

議定証文之事（参会布令刻限遵守等）　大麻生村立会 竪紙・1綴（未編綴） 12647
人松本為吉外6名

9．大区・小区

小区内会議所願（二小区会議所位置ニツキ）　第八大 明治6年6月14日 竪紙・1通 12650
区二小区副区長　権田健長→河瀬入間県令

（公村両費割合方につき小区議定覚）　南八大区二小区 明治6年6月 竪紙・1通 12566
大里郡大麻生村　戸長須永政義外1名

（大麻生村議員定数等届）　第八大区二小区第二番組合 明治10年9月14日， 竪紙・1通 12634
村町会　大里郡大麻生村　戸長古沢花三郎　議員4名、青
罫紙、黒印

記（区費受取）　旧副区長権田健長→大麻生村戸長　黒印 明治12年5月30日 横切紙・1通 10602

記（広瀬村外5か村氏名書上覚） 横切紙・1通 11551

10．治安

（古沢定六外1名連立依頼状、写）　副区長権田健長→大 明治8年8月13日 竪紙・1通 10325
麻生村戸長　代理出頭願（下書）あり

（古沢定六外1名連立依頼ニツキ代理出頭願）　年番古 明治8年8月13日 竪紙・1冊 10326
沢花三郎→伊佐山兼次郎・同文八・高田佐五左衛門・馬場重
平・新井清太郎　須永政義欠席ノ書状あり

（古沢喜兵衛所有地名寄帳書抜）一戸長古沢花三郎→熊 明治8年11月22日 竪紙・1綴 11269
谷裁判所長松田宣風　青罫紙
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2．戸長／2．村バO．治安

所持品御下願　医業古沢養元→浦和裁判所熊谷仮支庁関六 明治9年10月31日 竪紙・1冊 11286
等判事　　栂印

以書付御届申上候（盗難被害届）　第八大区二小区大里 明治10年5月12日 竪紙・1通 12006
郡大麻生村　西山茂八・戸長古沢花三郎　黒印

御請書（深谷駅高橋多四郎方飲食代至急償却ニツキ） （明治）11年1月28日 竪紙・1通 12452
第八大区二小区大里郡大麻生村　農山崎市太郎・戸長古沢
花三郎→熊谷支庁詰柏崎十等警部

（所有鍬紛失始末届）　新井鹿次郎→埼玉県警察熊谷署詰 明治12年3月10日 竪紙・1通 12028
鈴木八等警部　前欠

（大麻生村新井丈太郎身代限・財産入札払達）　埼玉県 明治12年4月1日 竪紙・1通 11757
大里・旙羅・榛沢・男会郡役所→大麻生村戸長中　「埼玉県
大里・播羅・榛沢・男裳郡役所」入り青罫紙

御請書（身代限家財入札掲示）　本人新井丈太郎外3名明治12年4月2日 竪紙・1通 12029
→村方戸長御中　黒印3、朱印1

（新井丈太郎身代限り上申、断簡）　戸長古沢花三郎 明治12年6月5日 竪切紙・1通 10694

（熊谷駅持田住吉より大麻生村新井丈太郎に係る貸金 明治12年6月5日 竪紙・1通 11742
催促一件届）　大麻生村戸長古沢花三郎→熊谷裁判所長
関判事

預証（新井丈太郎身代限関係書類）　熊谷宿寄留平民 明治12年6月5日 竪切紙・1通 11758
原告人持田住吉　朱印

（新井丈太郎所有財産売却日延願、下書）　大里郡大麻 明治12年6月5日 竪紙・1通 11759
生村戸長古沢花三郎→熊谷裁判所長関判事

（古沢定六・同弥三郎貸金ニツキ書状）　熊谷駅寄留 明治12年6月20日 竪紙・1通 10631
坂本靖七→古沢花三郎　朱印

（身代限訴訟ニツキ財産調断リ状、下書）　大里郡大麻 明治12年7月16日 竪紙・1通 12013
生村第七十一番地平民　井上仁三郎→三ヶ尻村　渋沢忠
五郎

（渋沢忠五郎申立身代限訴訟ニツキ財産調断リ状、下 明治12年7月16日 竪紙・1通 12014
書）　大里郡大麻生村第七拾壱番地平民　井上仁三郎

（渋沢忠五郎申立身代限訴訟ニツキ財産調断リ上申願） 明治12年7月16日 竪紙・1通 12024
大里郡大麻生村第七拾壱番地平民　井上仁三郎外1名→戸
長古沢花三郎　黒印

（身代限訴訟ニツキ井上仁三郎財産調不服上申通知、 明治12年7月16日 竪紙・1通 12025
下書）　大里郡大麻生村戸長役場→原告人渋沢忠五郎

（被告古沢定六長男古沢弥三郎家戸籍写）　武蔵国大里 明治12年7月17日 竪紙・1通 12016
郡大麻生村　戸長古沢花三郎

（渋沢忠五郎申立身代限訴訟ニツキ財産調断リ願、下 明治12年7月17日 竪紙・1通 12021
書）　大里郡大麻生村平民　井上仁三郎外1名

遺失物御届（風呂敷包荷物、下書）　埼玉県管下大里 明治12年8月10日 竪紙・1通 11787
郡大麻生村第三十二番在住　須永庄之助妻須永たつ外2名
→埼玉県警察熊谷分署

（熊谷裁判所出頭命令請書、写）　鈴木浜次郎外2名 明治12年8月16日 竪紙・1通 11736

御請書（熊谷裁判所差紙）　馬場重太郎・飯田辰五郎・栗 明治12年8月20日 竪折紙・1通 11284
原源吉→戸長役場　黒印2

（古沢定六抵当地所売却承諾ニツキ奥印願）　吉田龍 明治12年9月29日 竪折紙・1通 11285
蔵代人　今村市郎→大里郡大麻生村戸長御中　一銭印紙
貼付、朱印
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2。戸長／2．村／10。治安

（身代限により財産取調予定の馬場重太郎風ト出始末 明治12年10月 竪紙・1通 12499
書、写）

被捨置品御届（下書、立縞唐桟綿入他）　大里郡大麻 明治12年12月22日 竪紙・1通 11970
生村第弐番地平民農　松本為吉・右村戸長古沢花三郎→埼
玉県令白根多助　フケあり

（渋沢忠五郎申立身代限訴訟熟談届、下書）　大里郡 （明治12年） 竪紙・1通 12015
大麻生村平民　被告人古沢弥三郎・同井上仁三郎

（渋沢忠五郎申立身代限訴訟ニツキ願書、下書）　大 （明治12年） 竪紙・1通 12018
里郡大麻生村平民被告人　古沢弥三郎・同井上仁三郎

入置申一札之事（渋沢忠五郎申立身代限訴訟ニツキ尽 （明治12年） 竪紙・1通 12019
力願、下書）　　（大里郡大麻生村平民　被告人古沢弥三
郎）

（古沢定六身代限一件） 明治13年 竪紙・1冊1通 12007

御請書（古沢定六身代限一件被告財産下渡ニツキ） 明治13年1月17日 竪紙・1冊 12007－1
武蔵国大里郡大麻生村平民　被告人古沢定六外2名→熊谷
裁判所長増田利平　黒印1、朱印2

（古沢定六身代限掲示達）　大里・旙羅・榛沢・男裏郡役所 明治13年11月17日 竪紙・1通 12007－2
→大麻生村戸長役場　　「埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役
所」入り青罫紙、12007－1に挟み込み。

御請書（藤野吉太郎懲役満刑ニツキ親類組合出頭ノ達） （明治）14年3月24日 竪紙・1通 12584
比企郡小川組役場→大里郡大麻生村戸長役場

（伊佐山佐市家産売却の上代金上納督促状）　熊谷裁 明治14年7月11日 竪紙・1通 12409
判所一や大里郡大麻生村戸長役場　　「熊谷裁判所」入り赤
罫紙

御請書（申渡之趣拝見承知）　西山勘蔵外4名→熊谷裁明治14年7月17日 竪紙・1通 12468
判所長代理　判事大竹孝暢　黒印3、朱印1

（馬場兼五郎所有物品取調返答、控）　武蔵国大里郡大 明治14年7月25日 竪紙・1通 12465
麻生村　戸長代理筆生古沢花三郎→熊谷裁判所長代理
判事大竹孝暢黒印

（貸金催促事件ニッキ裁判所出頭命令、写）　熊谷区 明治14年9月19日 竪紙・1通（2枚） 11520
裁判所→（大麻生村平民新井国太郎外1名）　大里外三郡
役所→石原村外11か村廻達

（捕丁喰札取調等依頼） 2月8日 横切紙・1通 10970

（伊佐山佐市着古下渡願書差出ニツキ書状）　大山彦 6月2日 竪紙・1通 12115
佐→戸長古沢花三郎　　「埼玉県警察署」入り赤罫紙、封
筒入り

（古沢定六等地所協議の件遅刻連絡の書状）　須永政 12月13日 小切紙・1通 10380
義→村長古沢

（強盗盗難届け、下書） 竪紙・1綴 10377

（強盗被害覚） 竪切紙・1通 10696

（印章偽造一件判決、写） 横折紙・1通 10924

（立ち寄り者書上） 横切紙・1通 11002

伊佐山佐市所有（家財書上） 横折紙・1通 11185

（衣類盗難被害届、下書）　　（新井） 横切紙・1通 12160
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