
2．戸長／2．村／11．村会

11，村会

記（村会議員選挙会開催通知） 戸長役場→下組毎戸
「

明治12年10月19日 横折紙二1通

　　　　　　　1
（村会議員選挙会開催通知回章）　戸』長役場→須永政義 明治12年10月19日
　等10名　黒印3名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（町村会開会日ニツキ上申、下書）　大里郡大麻生村戸』i明治12年12月13日
　長代理　筆生馬場重平　　　　　　　　　　　　　　　　1

（大麻生村会延期上申書）　大麻生村戸長古沢花三郎　　明治12年12月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議案（地租残納金徴収方ニツキ）　　　　　　　　　i（明治13年ヵ）

御受書（村会議員当選ニツキ、下書）　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（村会議員選挙ニツキ協議書、下書）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大麻生村町村会議員当選状、写）　→飯田惣右衛門

（大麻生村町村会議員当選状、写）　→増田勇之助　布1
　告写余白利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大麻生村村会議員組別人数）　　　　　　　　　　　1
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12．衛生

（種痘ニツキ集会通知回章）

殺虫予防法之義二付伺
　…丑π→』慮ル壬十　　監ロー巨十’口六

　　　副区長権田健長

（蛆虫予防法達ニッキ）
　　自　　　　六

　　
　　l明治10年6月23日．
　　…
　　ヒ
大里1明治12年5月5日

竪紙・1通

　　　　　　　竪紙・1冊　　　　1
　　　　　　　…

10304

惟2559
郡大麻生村　旧戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・
男裏郡長鈴木敏行

13，争論

御吟味御願（旙羅郡柿沼村長次郎貸金返済出入ニツキ、
　下書）　武蔵国大里郡大麻生村第百七番屋敷居住農　商

明治10年9月15日 竪紙・1綴（未編綴） 12504

栗原源吉→埼玉県警察御役所

城膏7モ砧折壱ハ辛　　〆山　　　月」　　　→L・鷹　　　　　一一為取換誓約書∫高田佐五左衛門・高田善二郎両人屋敷
　境目ノ通路幅等ニツキ、下書）　大里郡大麻生村　当
　人高田佐五左衛門外3名

馬場重三郎殿ヨリ新井鹿次郎殿へ係ル桑畑家小作一件
　熟談書類　封筒のみ

1明治14年9月5日

Ii

竪紙・1冊

封筒・1通

12411

11017

14．積穀

（積石貸付利足金書上）

覚（積石代金督促ニツキ）
　生村御役人中

→古沢花三郎ヵ

　　広セ村 秋山理兵衛→大麻

（明治5年ヵ）

壬申（明治5年）6月5
日

竪紙・1通

横切継紙・1通

1川93

稲92

1
積石　大麻（積石書上）

（積穀村方預ノ儀ニツキ覚）

午年12月24日 横折紙・1通

竪紙・1通

i11194

il12619
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2．戸長／3．民費・村費／2」村費取調・書上帳

3．民費・村費

2．村費取調・書上帳

記（衛生委員年給ニツキ）　戸長代理筆生古沢花三郎→
　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長児玉親広

明治14年5月19日 竪紙・1通 10218

3、村入用帳

（新田組・中上組村入用） 横切紙・1通 10960

4．民費・村費割合・取立帳

旧戸長戸籍専務捕丁月給割（大区割持参依頼回章、写） 明治6年11月24日 竪紙・1綴（未編綴） 12652

（村費取立覚綴）　明治十四年度村費内取立、明治＋一年 （明治14年ヵ）4月 横切紙・1綴 10379
分山林原野地租、同十二年分取立、秩父往還修繕協議費
わり合取立、明治十三年度田租ノ内第六期皆済取立

（村費割覚） 明治14年7月 横折紙・1通 11095

備荒儲蓄金明治十三年下半年分同十四年度上半年分割 （明治14年ヵ）8月6日 横折紙・1通 11217
ム
ロ

（反別掛金書上、断簡） 横折紙・1通 10424

未納記 横折紙・1通 10729

（村外人名、金額書上） 横折紙・1通 10973

記（村費割合） 横折紙・1通 11096

村費本田畑割不足取調 横折紙・1通 11145

（天長節税入用割）　　（古沢花三郎） 横折紙・1通 11773

（大麻生村割合金覚）　　（権田） 横折紙・1通 12651

5．川原番人等給料

差上申御請証文之事（川原桑畠山林取締番人ニツキ、 明治7年4月13日 竪紙・1通 10371
案文）　→大麻生村御役元

明治十四年四月至九月山番給割合取立 明治14年 横切紙・1通 11218

山番証文（包紙）　東方村金井弥一郎 竪紙・1通 12439

6．村費出納

記（立替金覚） （明治5年ヵ） 小切紙・1通 10964

（金銭請取）　戸長 明治8年5月25日 小切紙・1通 10465

（村費出納覚） 明治8年8月1日～ 横長半・1冊 10751

記（検見入用割受取）　広瀬村秋山理兵衛→大麻生村役 明治9年9月12日 竪紙・1通 10680
員　同日付馬場重兵衛質屋税受取あり、黒印
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2．戸長／3．民費・村費／6．村費出納

記（個人別金銭書上）　裏面にr金四拾円也　＋年第三明治10年3月25日 横折紙・1通 10748
月廿五日付」とあり

記（証券印紙払下につき代金下付願）　斎藤幸助→古 明治10年9月 横切紙・1通 12462
沢尊君

（村費支出覚、断簡） 明治10年 竪紙・1通 10724

記（酒食代請取）　小山屋庄二代茂八（武州大麻生村小 （明治）12年9月1日 横切紙・1通 12302
山屋）→古沢花三郎　鼠色紙

記（酒・さかな代請取）　小山屋勘蔵→御役場御中　黒印 明治14年4月26日 横切継紙・1通 10215

記（鋤簾・石鎌先掛等代金請求）　かじや忠二郎→大麻 卯年3月15日 横切紙・1通 10599
生村事務所

記（鋤簾・石鎌先掛等代金受取）　かじや忠二郎→花三 卯年7月 竪切紙・1通 10598
郎　灰色紙、旧7月

（村費立替金覚、断簡） 午年9月 横折紙・1通 10972

記（米等代金渡ニツキ）　山七→斧五郎 2月27日 横切継紙・1通 10398

（人足数債銭覚） 3月 横折紙・1通 10980

記（村費割受取）　戸長→松本為吉 5月20日 小切紙・1通 10441

覚（消耗品購入費受取）　榎本陽之輔→古沢　朱印 5月27日 横切紙・1通 10541

記（宿料、飲食代等書上） 9月12日 横哲紙1通 10712

（受取）　板蔵屋金蔵→須永　劣化甚大、開披不能 10月18日 横切紙・1通 10735

記（長莚代金受取）　長野六兵衛（武州熊谷）→須永 12月10日 小切紙・1通 12394

（村費受取） 竪紙・1通 10212

（金円納入確認依頼の書状） 横切紙・1通 10443

預り覚（金円） 小切紙・1通 10446

（大麻生村、武体村分金円預リ覚） 小切紙・1通 10716

金銭払方受取証入　袋のみ、汚れ、フケ 袋・1袋 10736

記（個人別銭米書上） 横折紙・1通 10737

記（個人別金銭書上） 横折紙・1通 10749

（筆墨・器械代金書上） 横折紙・1通 10750

上組分受取覚（6名分金円） 横切紙・1通 10961

記（旅費等ニツキ） 竪紙・1通 11030

（村費靹額書上） 横折紙1通 11061

記（金銭勘定） 横折紙・1通 12145

4．土地

1．反別・名寄帳

（字島堀畑地反別覚） 横折紙・1通 11607
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2，戸長／4。土地／1．反別・名寄帳

（大麻生村反別調、下書） 竪紙・1冊 10346

（地券名寄帳等記載方法覚、下書） 竪紙・1通 10455

（田畑反別貢租調、下書） 竪紙・1冊 10503

（原野林反別調、下書） 竪紙・1冊 10504

（林・秣場反別代金、小作金調、下書）　青墨使用 竪紙・1冊 10505

（田反別収穫高調、下書） 竪紙・1冊 10506

（反別調断簡） 竪紙弓括（3通） 10507

記（田畑反別・地価書上） 横折紙・1通 10691

（反別帳断簡） 竪紙・1通 10702

（林反別書上、断簡） 竪紙・1通 10955

（古沢喜兵衛ほか持畑覚）　反別帳断簡力 竪紙・1通 11548

記（古沢喜兵衛持地文政十三年名寄帳書抜、下書） 竪紙・1冊 11972

（萩畑地代小作金等書上、断簡）　持主須永政義外2名分 竪紙・1通 12458

2，諸引反別書上帳

記（西川原屋敷地川欠地反別書上） 竪紙・1通 12045

3．荒地・開墾

（荒地検査につき達、写）　埼玉県九等属加藤改作外2名 明治14年2月15日 竪紙・1通 12457
→大里郡大麻生村戸長役場

乍恐以書付願上候（大縄場検査願、下書、後欠） 竪紙・1通 10704幽

4．芝地・原地・萩畑・秣場

以書付願上侯（林・秣場反別引直願、下書）　南八大 明治6年10月10日 竪紙・1綴（未編綴） 11975
区二小区大里郡大麻生村　戸長古沢花三郎→河瀬熊谷県
令　黒印

（芝地小前帳ノ件ニツキ光来依頼の書状）　古沢花三郎 9月16日 横切継紙・1通 10463
→須永政義　封あり

高外弐番帳（林、秣場等反別書抜） 横折紙・1通 唾0723

（川欠立戻野・屋敷・萩畑等反別・地代・小作金覚、断簡） 竪紙・1通 10725

（野銭地・林・秣場等反別・地価・小作金書上） 横長半・1綴 10753

（芝地改正反別覚）　青罫紙 竪紙・1通 10984

高外寄附　灰色紙、青墨、後欠 横切紙・1通 11042

（芝地・林反別地価書上、断簡）　内1枚は罫線入下敷用 竪紙・3通 11524

（原地ノ件ニツキ書状）　年番→花三郎 横切紙・1通 11622U
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2．戸長／4．土地／5．公有地・共有地

5．公有地・共有地

以書付奉申上候（官林・公有地無御座候、下書）　南 明治7年2月10日 竪紙・1通 11834
八大区二小区大里郡大麻生村　立会人金子将興・副戸長馬
場重平、戸長古沢花三郎外1名　下書

（共有地入札綴）　古沢花三郎外→戸長役場 明治14年4月27日 横長半・1綴 10190

（大麻生村公有地・惣百姓持地書上） 竪紙・1綴 12539

以書付御伺申上候（官林・公有地取調ニツキ、下書） 竪紙・1通 ≦2621
大里郡大麻生村

6．官有地取調・払下

（畑・芝地等払下願ニッキ、該当個所書上）　古沢花三 明治12年7月22日 横折紙・1通（3枚） 12450
郎→戸長役場　前欠力、黒印、12450～12756は紙紐で一
括。紐を12450の封筒に同封。

（入札払地代金毎戸割賦ニツキ評議依頼状）　会頭帥 （明治）14年5月18日 竪紙・1通 11731
村吏方・議員方御中

記（大堤下芝地買受希望ニツキ地代金見積依頼）　古 明治14年5月18日 竪紙・1通 11732
沢花三郎→須永・外村吏方・惣代人　朱印

（払下願書、下書、前欠） 竪紙・1通 10462

（地所払下願、下書） 竪切紙・1通 10472

7．割地

（割地地所持主上申書、下書）　第八大区二小区大里郡 明治10年5月25日 竪紙・1通 11836
大麻生村　副戸長伊佐山悦次郎

（河原地着手ニツキ出頭依頼）　事務所詰合→松本源三 明治11年3月26日 竪紙・1通 10247
郎外4名

貸地証文之事（大里郡押切村地内割地、下書）　後欠 （明治14年） 竪紙・1通 11604

（八畝割地坪詰メ等ニツキ書状、下書）　青罫紙 横切紙・1通 11077

（慶応割、明治割流作地所在図） 竪紙・1通 壕1472

8．売買・質入取調外

記（質地年季中持高差添願）　質渡主増田繁次郎・質取 明治6年1月11日 竪紙・1通 11774
主高田佐五左衛門　黒印

御頼書之事（屋鋪と畑地の替地願、下書）　当人小川 明治6年1月 竪紙・1通 12117
幾太郎・小川幸年外1名

（質入書入証文書体下渡ニツキ出頭依頼ノ回章、写） 明治6年9月7日 竪紙・1通 12646
南八大区二小区副区長　権田健長

委任状之事（買受地券証確認ニツキ）　大里郡大麻生 明治14年 竪紙・1通 11515
村　伊佐山国十郎　　「証券界紙」使用、黒印

一65一



2．戸長／4土地／9．絵図

9．絵図

（荒川端流作地絵図）　彩色 明治9年12月 竪切紙・1葉 11889

（荒川端字大川原民有地絵図） （明治9年ヵ） 1竪切紙・エ葉 11890

（耕地絵図）　喜平五畝割開発分 竪切紙・1葉 10488

（耕地絵図） 竪紙・1葉 10562

（村耕地略図） 竪紙・1葉 11048

（村内耕地略図） 竪紙・1葉 11090

（番号、人名入り耕地略図） 竪紙・1葉 11091

（南泥土腐耕地略絵図） 竪紙・1葉 11094

（耕地絵図） 竪継紙・1葉 1で204

荒地々図　第八大区二小区大里郡大麻生村　袋のみ 袋・1袋 11529

（大麻生村押切村境界付近土地略図）　一部鉛筆書き 竪継紙・1鋪 12004

（大麻生村耕地図、下書）　鉛筆書き 竪紙・1綴（未編綴12112
5枚）

（大麻生村大字大麻生字中郷宅地図） 竪紙・1葉 12113

（村内屋敷地略図） 竪切紙・2葉 127701

11．土地諸事

（墓地所有者名書上）　r大麻生記」入り青罫紙 竪紙・1冊 10516

（反別・小作金・石高書上、断簡） 竪紙・3通 10947
｝

（屋敷番地書上、断簡） 横折紙・1通 10956

（土地関係断簡） 小切紙・3通 10957・

（訂正反別書上、断簡） 竪切紙・1通 10987

記（畑所有者書上、断簡） 横切紙・1通 11027

（地種別田畑反別書上、断簡） 横折紙・1通 11034

（高外林書上、断簡） 横切紙・1通 11035

（屋敷反別覚） 横折紙・1通 11046

（反別覚、断簡）　余白に手習いあり 竪紙・1通 11052

覚（畑反別ニツキ）　⊥部切り取り 横折紙・1通 11056

（土地関係断簡） 竪紙・5通 11057

伺（地券改ニツキ質入地請戻、下書）　余白に書き込 竪紙・1通 11092
みあり

（反別合計、断簡） 横折紙・1通 11108

（字松寿庵、田反別地価覚） 横切紙・1通 11627

（字松寿庵、田反別地価覚） 小切紙・1通 11629
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2．戸長／5．地租改正／1．改正布達・廻状

5．地租改正

1．改正布達・廻状

記（等級ノ件ニツキ出頭依頼回章）　年番→新井源太 5月5日 竪紙・1冊 12126
郎外16名

（地租改正ニッキ伺・指令廻達写） 明治8年～9年 竪紙・1綴（未編綴） 12717

2．改正日記・覚

耕地雑誌　改正事務掛　表紙のみ 明治10年2月 横半半・1冊 11480

出勤調　古沢花三郎 10月17日 竪紙・1綴 11321

（間樟等役割分担人数覚） 小切紙・1通 10700

（地租改正二関スル狂歌、下書） 竪紙・1通 12130

3．議定書・誓約書

（地租改正後免貢迄従来ノ年貢納入ニツキ議定） 横折紙・1通 10744

改正事務所手順（地租改正諸役、下書） 竪紙・1通 12037

地租改正二付村内一般之議定（下書） 竪紙・1通 12038

申合確証之事（地租改正ニツキ、下書） 竪紙・1通 12039

委任状之事（地租改正土地実測調査ニツキ、雛形） 竪紙・1通 12040

（地租改正議定書、下書）　前欠 竪紙・1通 12041

4．改正費用

記（地租改正費調書）　戸長代理筆生古沢花三郎→埼玉 明治14年5月19日 竪紙・1通 10216
県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長児玉親広　黒印

（地租改正費調書提出遅延採用願、下書）　戸長代理筆 明治14年5月19日 竪紙・1通 10217
生古沢花三郎

5．地券印税

証印税（請取書）　地券掛（熊谷県地理掛）→大里郡大 明治8年10月14日 小切紙・1通 11764
麻生村　副戸長新井清太郎

証（地券証印税受取）　大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長児玉親 明治13年5月17日 小切紙・1通 11528
広→馬場弥蔵外1名

証（山林原野新券証紙代上納）　大里郡大麻生村　納人
　新井清太郎

明治14年4月21日 竪紙・1通 葉2313

6、野帳・縄入帳

地券名寄帳 表紙のみ 明治7年1月 竪紙・1枚 10732
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2．戸長／5．地租改正／6．野帳・縄入帳

（耕地三斜図）　一部鉛筆書き 竪紙・2枚（内1枚 10574
白紙）

（三斜図断簡） 小切紙・2枚 10682

字松寿庵斜入野帳、同絵図　袋のみ 袋・1袋 10731

（丈量順路覚、下書）・余白に書き込みあり 竪紙・1通 11088

7．改正反別書上

一村限耕地表 第八大区二小区 古沢花三郎・中村金助 竪紙・1通 10664
劣化、汚れ

丈量検査表（下書） 竪紙・1通 11037

8』地位等級調

（地位等級ニッキ出頭依頼回章、写）　副区長権田健長 明治9年12月6日 竪紙・1通 10333
　→三ケ尻村外5か村戸長

当座書入（文書袋）

｝　　　　』

袋・1袋（3通） 12509－0

地位等籾下調帳認済表（大麻生村字別書上）　r大麻 竪紙・1通 12509－1

生記」入り青罫紙

（県へ提出した公選願書差戻ニツキ覚）　古澤　r大麻 2月23日 竪紙・1通 12509－2、』

生記」入り青罫紙

明治九年分村費反掛（地租改正費等）　後欠 （明治9年） 竪紙・1通 12509－3

以書付御届ヶ奉申上候（模範組合村地位等級引直届、 明治10年9月21日 竪紙・1通 11978
写）r第八大区壱・弐小区模範小島村組合　1駅17か村
青罫紙

（田畑小作自作取調ニツキ相談依頼ノ廻状）　事務所 （明治）10年12月16日 竪紙・1冊 11835
（古沢）→飯田惣右衛門外16名　朱印

内々記　高木家文書349に混入、1999年7月29日、古沢家文 明治10年1月11日 竪紙・1冊 10186
書に編入

（小作自作取調書奥書）　事務所→伊佐山保太郎外24名 明治11年1月10日 横折紙・1通 重0492

（田畑地位等級表）　　r大麻生記」入り青罫紙 竪紙・1綴（未編綴） 10251

文政十三庚寅年三月改田畑名寄帳写（断簡）　青罫紙 竪紙・1通 10423

（字下郷東、壱本木等級別田畑反別表）　r大麻生記」 竪紙・1通　1 10489
入り青罫紙

（地位等級引直方法ニツキ相談願、下書） 竪紙・1通 10550

記（収穫高調、下書） 竪切細1通 10698

（地位等級決定方法規約下書、断簡） 竪紙・1通 10738

（反別・代金・小作金調） 横折紙・1通 11043

（地種別反別・小作金・貢租調、断簡） 竪紙・1通 11044

記（林・秣場反別、代金、小作金書上）　青墨書 横折紙・1通 11047

地位等級収穫地価調書（下書）　後欠 竪紙・1通 11179
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2、戸長／5．地租改正／8．地位等級調

（地価等級選定ニッキ伺、下書） 竪紙・1通 11467

（田畑・原野作徳・小作金取調） 竪紙・1綴 11825

（田方公税・村費・作徳差引） 竪紙・1綴 11874

以書付奉願上候（南八大区二小区大里郡大麻生村芝地 竪紙・1通 11875
税ニッキ）　後欠

（田方小作高書上）　前後欠 竪紙・1通 摩1876

記（林、萩畑反別書上）　黒罫紙 竪紙・1通 11877

（荒地反別作徳書上） 竪紙・1綴（未編綴） 11878

（大縄場反別・小作永書上）　前後欠 竪紙・1通 11879

（大麻生村川欠地反別書上）　前後欠 竪紙・1通 11880

（田反別・地代金・小作米書上）　前後欠 竪切紙・1通 11881

引物之記（田畑引分） 竪紙・1通 11883

（田畑屋敷地価作徳金等書上） 竪紙・1綴（2枚） 11884

（土地取箇・作徳・地価書上）　前欠 竪紙・1通 11885

（田方反別・取米・村費書上）　前欠 竪紙・1通 11886

（地位等級取調終了届、前欠）　地主惣代古沢善左衛門・ 竪紙・2通 11976
戸長古沢花三郎外11名　青罫紙、黒印

（第八大区二小区大里郡大麻生村畑地等級調、控） 竪紙・1冊 12084
「大麻生記」入り青罫紙

（土地等級覚）　空欄にr虎列拉予防注意書下書」あり 横切紙・1通 12162

（耕地収穫、小作料等覚） 横長半・1冊 12503

（大麻生村字別反別地価等級別取調書上）　こよりひも 竪紙・1綴（未編綴） 12551
あり

9．地価帳

記（廣瀬村地内譲渡林地地価帳書替願）　廣瀬村戸長 明治11年12月6日 竪紙・1通 12728
秋山理兵衛→大麻生村正副戸長中　青罫紙

地引帳引直方儀伺（写）　戸長須永政義→埼玉県令白根 明治11年12月25日 竪紙・1綴（未編綴〉 10318
多助　12月28日付指令あり

（地価帳引直願発足に同伴照会状）　大麻生村戸長役場 明治13年1月18日 竪紙・1通 11748
→武体村中島・川原明戸村飯田

（大麻生村山林原野地価取調帳、断簡）　武蔵国大里郡 明治13年8月 竪紙・1綴（未編綴） 12259
大麻生村　地主惣代松本源三郎外6名→埼玉県令白根多助
黒印

（地価帳引直シ出県ニツキ書状）　飯田利平→大麻生村 竪紙・1通 10400
戸長　裏面収穫覚記入

地引帳及絵図引直願（断簡）　第八大区二小区大里郡大 竪紙・1通 10527
麻生村　青罫紙

（蟹　　八大区二小区大里郡大麻生村改正地価取調書、
　　　　途中まで記載

竪紙・1通 11779

一69一



2．戸長／5地租改正／1α地券

10．地券

（地券断片）

郷蔵敷地券御願（下書）　古沢林蔵

（明治6年ヵ） 断簡・1枚

竪紙・2通

11546

11058

11．地券名寄帳

地券名寄帳（表紙） 熊谷県南八大区二小区 大里郡大 明治7年1月 竪折紙・1通 11547－1
麻生村下郷東西両組 子番1～3までのく くり紐あり

（反別絵図雛形ほか） 狂歌落書きあり 竪切紙・1通 11547－2

荒地季明之分取調書 大里郡大麻生村 明治11年～13年 竪紙・1通 11547－3
分、魚図落書きあり

12．地券取調

地券期証文改替入　袋のみ

記（旧地券調）

明治5年11月 袋・1袋

横折紙・1通

11227

11184

13．地券受取・預証

証（山林原野地券証請取）　地主惣代増田勇之助、戸長 明治14年2月8日 竪紙・1通 10292
代理馬場重平→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長児玉親広
地券証997枚請取

14．地券書換

以書付奉願上候（屋敷地名に券状書替願）　南八大区 明治7年2月2日 竪紙・1冊 11837
二小区大里郡大麻生村　預人伊佐山文八外2名→河瀬熊谷
県令

地券証借用願（戸主変換ニツキ書替ノ為）　大麻生村 明治11年8月21日 竪紙・1通 10632
松本国五郎長男松本七五郎、請人松本源三郎→広瀬村質
地取主秋山伊三郎　黒印

地券証書換願（大麻生村中川原畑地）　武蔵国大里郡 明治12年1月 竪紙・1通 12027
大麻生村売渡人神谷勘次郎、戸長須永政義外2名→埼玉県
令白根多助　黒印

地券証御書換願（大麻生村畑地、拍）　売渡人古沢定 明治12年7月17日 竪紙・1通 11727
吉・貞請人斉藤真澄・戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・

榛沢・男裏郡長鈴木敏行　黒印3

地券証書換願（大麻生村畑地）　売渡人古沢定六・買請 明治12年7月17日 竪紙・1通 11735
人飯田武平・戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男
裳郡長鈴木敏行　黒印3

地券書換願（大麻生村字向川原畑地）　売渡人田中音 明治12年9月26日 竪紙・1通 11967
吉・旧戸長古沢花三郎外1名→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳
郡長鈴木敏行　黒印
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2．戸長／6．租税／1．布告・達

6．租税

1．布告・達

（田方仮免状下渡達、写）　熊谷県租税課→第八大区二 明治6年12月 竪紙・1通 1唯776
小区正副戸長　　「大麻生記」入り青罫紙

（旧浦和県営繕費賦課金納入の回章、写）　熊谷県出納 （明治）7年1月4日 竪紙・1綴 11777
課→第八大区二小区　大里郡原嶋村外5か村村々正副戸長

（旧浦和県営繕費民課上納の回章、写）　公納課→村々 （明治）7年1月4日 竪紙・1通 12625
正副戸長

（畑方貢金上納ニツキ達、写）　熊谷県租税課後欠 明治7年1月14日 竪紙・1通 12618

（質屋営業鑑札受領依頼の回章、写）　副区長代理戸長 明治10年5月28日 竪紙・1通 11780
権田昌→川原明戸・大麻生外9か村戸長

（収税切符納期限の達）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡 明治12年12月8日 横切紙・1通 12582
役所→大麻生村

御受書（浅草御蔵囲米取扱諸入費納付ニツキ）　南八 7月5日 竪紙・1通 12639
大区二小区広瀬村外村々→河瀬熊谷県令

2、租税取調・書上

（坪刈許可ニツキ内見帳持参依頼ノ廻達）　副区長権田 明治6年10月19日 竪紙・1通 11129
健長

大麻生村地価割税上納記（金88円余）　大里郡大麻生 明治12年8月9日 竪紙・1通 11823
村　戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴
木敏行

（大里郡石原村等山林原野地租取立人・金額覚） 明治14年 横切紙1通 12261

（下組、上組、他村分金額覚） 横切紙・1通 11033

起返芝銭（覚） 横折紙・1通 11065

（県費・獄舎費等諸費項目書上）　r大麻生記」入り青罫 竪紙・1通 12447
紙

4．取立帳

明治六年田方御年貢穀代金凡半納取立 （明治6年ヵ）1月 横折紙・1通 11224

封筒（明治六年盆前払方書出入） 明治6年 封筒・1通 10419

封筒（明治七年田税取立帳入、明治八年二月より村費 明治8年 封筒・1通 10415
取立帳入）　本文なし

明治十二年度立替金取調徴収簿　古沢花三郎　表紙のみ 明治12年2月 横長半・1冊 10949

明治十四年度畑税第二期皆済取立 （明治14年） 竪紙・1通 12263

明治十二年分畑宅地税之内第二期五分之取立（取立金 10月23日 横切紙・1通 12166
覚）　平川平造預り
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2．戸長／6．租税／6．納付

6，納付

（秋成金上納廻章、写）　南八大区二小区　三ヶ尻村副区 （明治6年）9月3日 竪紙・1通 11778
長権田健長

納記（明治十年租税金ノ内一季納21円）　第八大区二 明治10年8月25日 竪紙・1通 11784
小区大里郡大麻生村戸長　納人古沢花三郎　青罫紙、黒
印

（地租上納届）　戸長古沢花三郎黒印 明治10年10月23日 竪紙・1通 114531

記（地租第四期分上納）　第八大区弐小区武蔵国大里郡 明治11年1月23日 竪紙・1通 12324
大麻生村副戸長　納人新井清太郎→埼玉県令白根多助

（租税納付書）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長鈴木敏行 小切紙・2通 12579－0
→大里郡大麻生村　封筒あり

（明治十二年分地税納付書）　大里郡大麻生村戸長古 明治12年11月23日 小切紙・1通 12579－1
沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所

記（戸数割税納付受取）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡 明治12年12月8日 小切紙・1通 12579－2
長鈴木敏行→古沢花三郎

証（地方税戸数割税上納）　大里郡大麻生村戸長　納人 明治12年12月8日 竪紙・1通 12581
古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡長鈴木敏行
黒印

証（地租割税上納）　大里郡大麻生村　戸長代理筆生古 明治14年7月20日 竪紙・1通 12310
沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長児玉親広　黒
印

記（河原地分上納額請取） 2月3日 横折紙・1通 10959

7．租税請取

（証印税請取）

（諸税金請取覚）

平外1名

色紙、黒印

黒印

青取）　地券掛→伊佐山文八 明治8年12月25日 竪切紙・1通 10303

青取覚）　鼠色紙 明治10年 横切紙・1通 10585

嚢受売営業税受取）　埼玉県熊谷支庁→伊佐山喜 明治11年1月15日 小切紙・1通 10584
5　黄緑紙

1・村費受取）　古沢花三郎→高田佐五左衛門　鼠 明治12年1月 小切紙・1通 10596
黒印

キ村費受取）　古沢花三郎→飯田清吉　鼠色紙、 明治12年1月 小切紙・1通 10597

10．願書・請書・議定書

（地租上納延引ニツキ歎願）　古沢花三郎→埼玉縣令白 明治10年10月23日 竪紙・1通 11452
根多助　黒印

地価割税山野賦課ノ義伺　旧戸長古沢花三郎→郡長鈴木 明治12年5月5日 竪紙・1冊 11216
敏行　指令あり（口達・朱書）

御請書（畑方荒地減租金下渡金受取）　大里郡大麻生 明治12年 竪紙・1通 11822
村　総代人松本弁太郎・筆生新井清太郎・戸長古沢花三郎
黒印

（賦金等ニッキ地主付与承諾証書）　前後欠 小切紙・1通 12043
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2．戸長／6，租税／11．鑑札税・営業税・雑種税

11．鑑札税・営業税・雑種税

（新規鑑札下渡願）　三沢久吉・戸長古沢花三郎外5名　前 明治6年5月26日 竪紙・1通 11754
欠、黒印

（煮売屋・遊芸渡世営業税不納赦免願、同上納書綴） 明治7年10月15日 竪紙・1綴 12645
大麻生村戸長古沢花三郎　黒印

（営業鑑札受取のため出頭依頼）　事務扱所→中村金助・ （明治）10年3月30日 竪紙・1通 11791
古沢花三郎外7名

酒類小売営業願　第八大区二小区大里郡大麻生村　願人伊明治11年1月7日
　佐山善兵衛・戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助　黒印

酒類小売営業願　第八大区二小区大里郡大麻生村　願人馬明治11年1月7日
　場友三郎・戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助　黒印

水車営業免許願　伊佐山萬吉　先般鑑札頂戴人中村金助明治11年1月
　戸長古沢花三郎、副区長権田健長（奥書）→埼玉県令白
　根多助　全員黒印

（水車稼人等出頭依頼、写）　副区長権田健長→戸長古明治11年2月21日
　沢花三郎　須永政義・新井鹿次郎等請印

（営業雑種税二関スル調査達）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・明治12年10月1日
　男会郡長児玉親広→戸長役場、各商業者組合行司・世話役
　「大麻生記」入り青罫紙

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1冊

竪紙・1冊

竪紙・1通

営業会社税表　戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助　青罫明治12年10月27日　　竪紙・2通
　紙、黒印

行商鑑札御願（大麻生村小売木屋　斉藤嘉藤治他4名）明治12年11月14日　　竪紙1通
　大麻生村戸長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会郡
　長鈴木敏行　黒印

記（松本又三郎営業税1円25銭上納）　大里郡大麻生村（明治）12年11月14日　竪紙・1通
　伊佐山悦二郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長鈴木敏行

穀物小売商営業願　大里郡大麻生村　願人松本又三郎・戸明治12年11月14日　　竪紙・1通
　長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴木敏行
　／郡役所許可（朱書）、黒印

煮染小売商営業願　大里郡大麻生村　願人瀧沢八百吉・戸明治12年11月14日　　竪紙・1通
　長古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡長鈴木敏行
　／郡役所許可（朱書）、黒印

蚕種小売商休業願　大里郡大麻生村古沢善左衛門・戸長代明治14年6月30日
　理古沢花三郎外1名→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長児
　玉親広　黒印

証（雑種税金6円余受取）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳明治14年7月6日
　郡長児玉親広・郡長代理　大里・旙羅・榛沢・男裳郡書記長
　谷部政連→飯田勇吉

（車税納入書）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所→大里明治14年7月9日
　郡大麻生村戸長代理筆生　納人古沢花三郎

（売薬営業税納入書）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役明治14年7月9日
　所→大里郡大麻生村戸長代理筆生　納人古沢花三郎

（煙草小売営業税納入書）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男会明治14年7月9日
　郡役所→大里郡大麻生村戸長代理筆生　納人古沢花三郎

12632

12633

10681

10244

11128

11127

11739

11788

12008

12009

竪紙・2通（同文）　12711

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

証（証券印紙税金13円余受取）　埼玉県大里・旙羅・榛明治14年11月14日　小切紙・1通
　沢・男裏郡長児玉親広→斎藤幸助

（印紙税取斗依頼の書状）　　（須永）政義→古沢花三郎　12月20日 横切紙・1通

11945

11940

11941

11942

11946

10483
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2、戸長／6，租税／1L鑑札税・営業税・雑種税

伊佐山喜兵衛方同居寄留芝居渡世御鑑札願　本文なし 袋・1袋 10329

（営業税ニツキ質問、下書）　　r大麻生記」入り青罫紙、 竪紙・1綴（未編綴） 10761
青色紙貼付

俳優休業願（下書）　金子留吉・金子鉄五郎 竪紙・1通 10762

（漁業鑑札下付願、断簡） 竪切紙・1通 11026

穀物小売商売営業願（下書）　　（大里郡大麻生村平民松 竪紙・1通 11738
本又三郎）

12．酒造

（清酒醸造免許願、控）　第八大区二小区大里郡大麻生村 明治10年1月31日 竪紙・1通 で2012
酒造人西山茂八・戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助　／
郡長許可（朱書）

明治九年十月より同十年三月迄酒類相場書　第八大区 明治10年4月30日 竪紙・1冊 12507
二小区大里郡大麻生村　酒造人西山茂八・戸長古沢花三郎
→埼玉県令白根多助

（酒造許可証写）　埼玉県→西山茂八・古沢花三郎　白紙1 明治12年11月26日 竪紙・1通 10692
枚あり

記（酒類醸造免許・小売税上納）　大里郡大麻生村戸長 明治12年11月27日 竪紙・1通 12613
納人古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男褒郡長鈴木敏
行　黒印

（焼酎造石税納入書）　埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役 明治14年7月9日 小切紙・1通 11939
所→大里郡大麻生村戸長代理筆生　納人古沢花三郎

13．荷車

（大麻生村荷積車所持状況屈）　大里郡大麻生村　戸長 明治8年4月22日 竪紙・1通 11755
古沢花三郎→熊谷県権令揖取素彦　黒印

荷車御検印願（写）　第八大区二小区大里郡大麻生村 明治11年1月25日 竪紙・1通 12048
農藤野徳次郎・戸長古沢花三郎→埼玉県令白根多助

（荷車税金預証） 小切紙・1通 11800

地車焼印願（所持人正光寺他、下書）　鼠色紙 横切紙・1通 12089

15．銃猟

（種ヶ島鉄砲改願）　南八大区二小区大里郡大麻生村第百 明治6年12月3日 竪紙・1通 12091
六番屋鋪居住　栗原義方・戸長古沢花三郎

記（種子島筒預り）　副区長→戸長古沢花三郎　黒印 明治6年12月3日 横切紙・1通 12092

証（銃猟免許鑑札受取）　大里・幡羅・榛沢・男裏郡役所→ 明治14年7月20日 小切紙・1通 11937
大里郡大麻生村　高田喜平治

16．田中伝次郎願書

五幣社内田中伝次郎借地願　袋のみ 明治10年9月 袋・1袋 12122

差上申御請書之事（田中藤吉五幣伊奈利神社境内拝借 明治10年10月28日 竪紙・1通 11456
料上納ニツキ、写）　大里郡大麻生村　田中藤吉・戸長
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2．戸長／6．租税／16．田中伝次郎願書

古沢花三郎→埼玉縣令白根多助

17．租税諸事

（斉藤道生外河原税額書上）

田畑年貢関係　表紙のみ

竪切紙・1通

竪紙・1冊

10971

11050

7．戸籍

1．戸籍調

（大麻生村鈴木清太郎戸籍取調）　大麻生村副戸長古沢 明治6年3月8日 竪紙・1冊 12472
花三郎

記（死去・出生者覚） 明治6年7月 竪切紙・1通 10917

証書（神谷房吉戸籍確認）　南八大区二小区大里郡大麻 明治6年9月24日 竪紙・1通 12375
生村　戸長古沢花三郎　黒印

（村民人数増減屈）　南八大区二小区大里郡大麻生村　戸 明治6年12月16日 竪紙・1通 11771
長古沢花三郎

（三澤和四五郎家外家族誕生日、年齢書上） 明治6年 竪紙・1綴 10922

（安政二・三年出生者書上、断簡） 明治6年 竪紙・1通 11018一

（戸籍調）　副戸長伊佐山兼次郎、戸長須永政義 明治8年1月 竪紙・1通 10475

（入籍者等届）　古沢善右衛門・新井嘉平・戸長代理筆生新 明治10年10月23日 竪紙・1綴 10996
井清太郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長児玉親広　前
欠

記（出生人・死亡人・出入人取調依頼）　事務所（古沢） （明治）10年12月11日 竪紙・1冊 12455
→須永政義外5名

証（三沢貞助戸籍取調）　埼玉県下第八大区二小区　武 明治10年12月20日 竪紙・1通 11790
蔵国大里郡大麻生村　戸長古沢花三郎　　「大麻生記」入
り青罫紙、黒印

覚（家族誕生日、年齢届）　金子音吉 1月19日 横折紙・1通 10953

（大麻生村村民書き上げ） 竪紙・1綴 10342

（隠居・改戸主等覚、断簡） 小切紙・1通 10473

（同居家族書上） 横折紙・1通 10705

記（松本源三郎家族調） 竪切紙・1通 10918

（三ヶ尻村小泉調十郎居住地番等書上）　第四＋五区第 竪切紙・1通 10919
四小区三ケ尻村

満年調落留 横長半・1綴（未編10920
綴）

書出シ無之分記（戸籍関係） 横折紙・1通 10921

出生申出大帳江写済入袋　戸籍掛 袋・1袋 10923

記（寄留、反別等書上）　鼠色紙 横切紙・1通 10938

（寄留・死亡者書上） 横折紙・1通 10979
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2．戸長／7．戸籍／1、戸籍調

記（浦太良家族出生時書上）　青墨書 小切紙・1通 11016

（長男調、断簡） 横折紙・1通　　　11041

記（戸数・人員覚、下書） 竪紙・1通 11087

記（家族出生日書上）　増田源六 小切紙・1通 12003

4．送入籍

入籍之事　旙羅郡三ケ尻村副戸長小泉道太郎、戸長権田仙 明治5年9月2日 竪紙・1通 11004
五郎→大麻生村正副戸長　包紙あり

送籍之事（馬場仁十郎）　大麻生村副戸長古沢花三郎・戸 明治6年4月 竪紙・1通 12026
長権田健長→第六大区九小区男裏郡牟礼村　戸長副戸長
御中

送籍証（大麻生村山崎民十郎）　大麻生村戸長代理筆生 明治14年5月25日 竪紙・1通 11592
古沢花三郎→埼玉県旙羅郡久保島村戸長役場　　「大麻生
記」入り青罫紙

帰住御届（大麻生村山崎市太郎）　本家山崎愛之助・組 明治14年9月1日 竪紙・ユ通 11555
合惣代黒田忠太郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長児玉
親広

帰住御届（大麻生村山崎市太郎）　途中まで記載、 （明治14年ヵ） 竪紙・1通 11554
11555の下書

帰国御届（宮城県より帰宅）　大里郡大麻生邨八拾四番 明治14年11月8日 竪紙・1通 11798
地　藤野慶治→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男食郡長児玉親広

帰国御屈（宮城県より帰国）　大里郡大麻生邨八拾四番 明治14年11月8日 竪紙・1通 11993
地　藤野慶治　黒印

（送籍用包紙一括） 竪紙・1括（5通） 10784

（送籍関係封筒一括） 封筒・1括，（9通〉『 10785

（送籍状）　劣化、開披不能 竪紙・1通 10786

（送入籍書包紙） 竪紙・1括（7通） 11123

送籍書（包紙のみ）　第八大区二小区武体村 竪紙（包紙）・1通11279

入籍之事（下書）　余白手習いあり 竪紙・1通 12768

6．欠落届

（神谷勘次郎行方不知ニツキ届）　第八大区二小区大里 明治5年11月 竪紙・1冊 12541
郡大麻生村勘次郎父　神谷長次郎外5名→入間県沢権令・
宮城参事

（石田きく永尋届）　戸長須永政義黒印 明治9年9月2日 竪紙・1通 11466

失踪御届（井上浦太郎長男井上文蔵風ト家出）、　大里 明治12年9月11日 竪紙・1通 11733
郡大麻生村第七拾番地居住　平民井上浦太郎・戸長古沢花
三郎外1名→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長鈴木敏行

黒印3

失踪人帰住御届　大里郡大麻生村第七拾番屋敷居住　井上 明治12年10月1日 竪紙・1通 11969
浦太郎長男　井上文造・右村戸長古沢花三郎外1名→埼玉
県大里・旙羅・榛沢・男裳郡長鈴木敏行　黒印、フケあり

帰住届（家出中ノ山崎市太郎帰住ニツキ）　大里郡大 明治14年9月1日 竪紙・1通 12684－2
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2．戸長／7．戸籍／6．欠落届

麻生村　山崎市太郎本家山崎慶之助・組合惣代黒田忠太郎
・戸長代理筆生古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裳
郡長児玉親広

（たつ立退一件につき上申、下書） 竪紙・1通 10709

7．相続

飯田玉輪相続人願（写）　附籍主須永政義、相続人飯田 明治11年12月18日 竪紙・1冊 10320
太吉、戸長古沢花三郎外9名→第八大区二小区区務所　12
月22日付指令あり

絶家再興願（大麻生村平民飯田喜太夫による喜八家再
　興願、下書）

竪紙・1通 11734

8．加籍・分籍・除籍届

上（以書附奉願上候、従姉妹加籍願ニツキ）　大麻生 明治8年5月 竪紙・1冊 11379
村　松本源三郎

記（参集依頼状）　戸長古沢花三郎→金子将興・松本源三 （明治8年ヵ）8月6日 竪紙・1通 10323
郎外2名　受取印黒印4

（金子将興ら連立依頼状）　副区長権田健長→戸長古沢 明治8年8月6日 竪紙・1通 10324
花三郎・須永政義　古沢花三郎から伊佐山兼次郎外1名宛
出頭願あり

以書附申上候（加籍ノ件不承服ヲ副区長権田健長へ申
　立ニツキ）　金子将興→村方御役人中

明治8年9月7日 竪紙・1通 10322

差上申御請書之事（金子将興加籍ニツキ）　金子将興、 明治8年9月10日 横切継紙・1通 10321
差添伊佐山文八→熊谷県警察掛御出張　糊継剥離

差出申御受書之事（加籍承服ニツキ）　金子将興、副 明治8年9月10日 竪紙・1通 10327
戸長伊佐山文八→熊谷県警察掛御出張所

（金子将興加籍承服ニツキ伺書返戻通知、写）　熊谷 明治8年9月12日 竪紙・1通 10328
出張警察掛→権田健長

分籍願（金子笹三郎父元次郎他3名、下書）　大里郡 明治13年2月 竪紙1通（2枚） 12151
大麻生村第四拾壱番地平民　金子笹三郎→埼玉県大里・旙
羅・榛沢・男食郡長鈴木敏行

（加籍ニッキ書状下書） 竪紙・1通 10740

戸籍加除録　表紙のみ 竪紙・2通 10772

以書付奉願上侯（従弟、息子附籍願）　南八大区二小 竪紙・1冊 12712
区大里郡大麻生村第三十五番屋敷居住　江原松太郎　青
罫紙

9．寄留届

差出申証書之事（横浜出稼ニツキ寄留証願）　金子元 明治8年4月21日 竪紙・1通 10548
次郎、相分与合惣代金子将興→正副戸長　黒印

（大麻生村金子笹三郎　寄留証送付ニツキ依頼状） （明治）8年5月5日 竪紙・1通 11756
熊谷県南八大区二小区武州大里郡大麻生村　戸長古沢花
三郎→神奈川県管内第一大区三小区御扱所　黒印

寄留証書之義二付伺　大里郡大麻生村戸長古沢花三郎→ 明治12年12月2日 竪紙・3通 11817
埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡長鈴木敏行　黒印、同文1
通、下書1通

一77一



2．戸長／7．戸籍／9．寄留届

（寄留人書上、断簡） 竪紙・1通 11019

10，出生届

出産御届

出生御届

（伊佐山常吉）

黒田忠太郎→戸長役場 黒印

明治12年

明治14年4月28日

竪紙・1通

竪紙・1通

10301

10220

11．死亡届

死亡屈（下書）　　r大麻生記」入り青罫紙、余白に用水費明治13年9月 竪紙・1通 10496
覚あり

（死亡届）　大麻生村医師増尾脩斉→埼玉県令白根多助 明治14年4月25日 竪紙・1通 魂0219

朱印

13．棄子届

記（旧浦和県棄児養育米受取） 大里郡大麻生村 新井 明治6年11月24日 竪紙・1通 12628
房五郎　黒印

（新井安太郎養育・嗣子届） 戸長須永政義 明治9年11月20日 竪紙11通 11451

奉差上御請証文之事（捨子ニツキ） 新井和五郎 後 竪紙・1通 11060
欠

14．戸籍諸事

記（鈴木浜次郎住所等書上）　大麻生村戸長 明治8年7月7日 小切紙・1通 10470

（戸籍脱洩ニツキ願書、下書、前欠）　青罫紙 竪紙・1通 10425

（戸主出奔後ノ母妻ノ権限ニツキ質問、下書） 小切紙・1通 10701

（書類入袋一括） 袋・12袋 10940

（年齢取調覚書） 竪紙・1括（12通） 10954

（官軍人名書上）　3名 小切紙・1通 11499

戸籍写（大麻生村飯田清吉家） 竪紙・1通 11586

（奥野伊八次男政蔵名前誕生日書上） 小切紙・1通 11799

（大麻生村新井房五郎生家兄弟取調、下書）　→群馬 竪紙・1通 12031
県上野国勢田郡上田沢村　星野伝平

（聾養子願・婚姻願、雛型）　戸長・親類・貰受人・同親類 横切継紙・1通 12583
→県令

8．徴兵

1．徴兵用務

（徴兵使巡回ニツキ廻状、写）　副区長→14か村各戸長
　中

明治7年2月11日 竪紙・1通 12624
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2，戸長／8．徴兵／1．徴兵用務

帰郷御届　第一軍管第一師後備軍兵卒　埼玉県第八大区二 明治10年12月27日 竪紙・1通 11789
小区大麻生村　馬場春吉・戸長古沢花三郎→埼玉県駐在陸
軍曹長服部常頴　　「大麻生記」入り青罫紙

（西南の役従事慰労金下賜ニツキ喚出状、写）　埼玉 明治12年12月12日 竪紙・1通 11700－1
県庶務課→馬場春吉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ママ）（馬場春吉宛喚出状伝達通知）　埼玉県庶務課→旙羅郡 明治12年12月12日 竪紙・1通 11700－2
大麻生村戸長役場　　「埼玉県」入り青罫紙

徴兵適齢之者他出二付御検査延願　大里郡大麻生村平民 明治13年12月1日 竪紙・1通 12585
中村金助・戸長須永政義→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男裏郡
長児玉親広　朱印1、黒印1

記（徴兵令につき伺、下書） 竪紙・1通 11521

使（府）（県）常備（補充）歩（騎）（砲）（工）（軽重）
　兵（落）籔簿／何使某検査所検査報告　r何使府県」

竪紙・2通 11887

入り罫紙、活版印刷

（徴兵人ノ儀ニツキ教示依頼ノ書状、下書）　緑色紙 横切紙・1通 12268

3．国民軍調

国民軍異動調（瀧沢八百蔵・中村多三郎分）　大麻生 明治12年7月28日 竪紙・1通 11740
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　地部破損

国民軍増減之義上申（下書）　大里郡大麻生村戸長古沢
　花三郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡長鈴木敏行

明治12年12月9日 竪紙・1綴（未編綴） 12659

4．男子取調・書上

（当年二十四歳御届）　大里郡大麻生村第六番屋敷居住 明治6年5月 竪紙・1通 12054
農桜沢多市郎→戸長古沢花三郎

十七歳男子書上帳　第八大区小三区大麻生村　表紙のみ 明治8年6月 竪紙・1通 10449

（徴兵適齢者取調延引詫書、下書）　大里郡大麻生村 明治12年10月25日 竪紙・1通 12163
戸長古沢花三郎　裏面・空欄に諸覚書あり

国民軍増減ノ義上申（雛型）　何村戸長何ノ誰→郡役所 明治12年12月 竪紙・1通 12661

明治十四年徴兵適当者異動御届（大麻生村田中福太郎、
　二ヶ尻村へ復籍につき）　大里郡大麻生村戸長須永政

明治13年11月1日 竪紙・1通 12461

義→埼玉県大里外三郡長児玉親広

（中村幸助十七歳届）　大里郡大麻生村参拾壱番地平民農
　中村金平→大里郡大麻生村　戸長須永政義

明治14年9月10日 竪紙・1通 11566

（村方満十七歳の者調査命令）　二小区副区長→大麻生
　邨戸長古沢花三郎　桃色紙

12月23日 横切継紙・1通 11928

卯年出生徴兵　鼠色紙 小切紙・1通 10468

5．徴兵免役

10420竪紙・1通（明治）15年9月18日戸長須永政義　黒印（徴兵令免役者無之旨ノ上申書
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2．戸長／9．勧業／1．物産調

9．勧業

1．物産調

（大麻生村物産調べ、前後欠） 「大麻生記」入り青罫 竪紙・1通 10209
紙

（米麦等収穫、人夫書き上げ） 青罫紙 竪紙・1綴（未編綴） 10241

記（反収覚）　鼠色紙 小切紙・2通 10477

2．蚕種

（蚕種製造入費受取）　河原明戸村飯田利平→大麻生村飯 明治8年9月12日 竪紙・1通 10187
田惣右衛門・新井清太郎・小川喜平・後藤磯次郎・新井房次
郎・中島佐市

明治八年九月十三日蚕種密売御制禁御受印　大麻生村 明治8年9月13日 竪紙・1通 10188
製造人一同

（金銭受取）　伊佐山喜兵衛→種屋連中　前欠 酉年8月27日 横切継紙・1通 10981

（蚕種製造規則申渡ニツキ廻状）　須永政義・古沢花三郎 4月27日 横切継紙・1通 12611
→世話役高田要八外16名

大急廻章（蚕種製造新規願人の件）　年番→小川幸年 7月13日 竪紙・1冊 12563

外6名

（蚕種人巡廻帳調印願ノ廻状）　副役須永留守中代花三 10月16日 竪紙・1通 12107
郎→馬場兼五郎外6名　黒印

集会ノ条件（下書、蚕種製造組合頭取給料支出等の 竪紙・1通 10293
件）

議定証之事（蚕種製造困難ニツキ、下書） 竪紙・1通 10295

決議証書之事（蚕種製造組合経費不分明ニツキ、下書） 竪紙・1通 10297

議定書之事（蚕種製造組合経費不分明二付、下書） 竪紙・1通 10298

（原紙代価納入依頼の書状、下書） 小切紙・2通 10426

（蚕種原紙代金上納延期願、下書） 竪紙・1通 喋0551

（石原村・大麻生村輸出蚕種代金覚） 竪紙・1通 10950

（枚数配分覚） 小切紙・1通 雁2159

3．養蚕・製糸

明治八年ヨリ以後蚕種製造関係之書籍　古沢 自明治8年 袋・1袋（1冊、17 10196－0
通）

養蚕御規則其他雑誌　古沢花三郎綴紐欠損 明治8年3月 竪紙・1冊 10196－1

（古沢善右衛門養蚕経営調、下書） 横切紙・1通 10196－2

（明治七年分蚕種枚数調、下書） （明治8年力） 横折紙・1通 10196－3

（鹿二郎分蚕種枚数調） 横切紙・1通 10196－4
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