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千家尊幅　青罫紙

検査願之儀二付御届（十二号国道用築晶、拍）　＋二 明治27年2月4日 竪紙・1通 11660
号国道第一号工事請負人古沢花三郎→十二号国道工事監
督重任官　埼玉県技手重田芳雄・全島田善右衛門　青罫紙

証（金35円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　赤罫紙 明治27年4月19日 竪紙・1通 11676

道麟糧薄鮮毒讃無簾購錨講難 明治27年4月21日 竪紙・1冊 11840

持田嘉三郎外25名惣代持田静一郎外3名→埼玉県大里・幡
羅・榛沢・男会郡長中村孫兵衛　青罫紙

記（秩父道工事金受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　青 明治27年4月29日 竪紙・1通 12316
罫紙、朱印

（書簡綴、鉢形村橋梁工事等ニツキ）　古沢花三郎→藤 （明治）27年5月11日 竪紙・1綴（2通） 11893
田善作外

証（荒川通大麻生村地内工費のうち15円受取）　大字 明治27年5月27日 竪紙・1通 12550
大麻生　古沢弥三郎→古沢花三郎　青罫紙、朱印

小山川堤脚杭上納書類（田沼勇十郎委託）　青罫紙あ
　り

（明治27年）5月 竪紙・1綴 1葉856

（道路工事関係書状・物品受取証等綴）　（古沢花三郎） 明治27年5月 竪紙・1綴 12306
青罫紙

（村議会における歳出土木費議案議事録）　（古沢花三 （明治27年） 竪切紙・1通 12178
郎）　ノート用紙に鉛筆書き

契約証書（熊谷・寄居問橋梁用玉石請負）　男裏郡本畠 明治28年6月14日 竪紙・1冊 11293
村　島村団次郎→古沢花三郎

記（道路用土管請負金受取）　熊谷町一山田喜七→古沢 明治28年7月21日 小切紙・1通 葉0512
花三郎　鼠色紙、朱印

仮記（土管請負ニツキ）　熊谷町　山田喜七→古沢花三 明治28年7月21日 竪切紙・1通 10513
郎　赤罫紙、朱印

請求書（道路敷地内井戸掘損料）　古沢花三郎→埼玉県 明治28年8月31日 竪紙・1通 10509
大里外三郡長中村孫兵衛

請求書（県道改良工事人夫賃）　古沢花三郎→埼玉県大 明治28年8月31日 竪紙・1通 10510
里外三郡長中村孫兵衛

記（金35円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　朱印 明治28年9月15日 竪紙・1通 12388

見積書（大麻生村地内路面増築）　古沢花三郎→大里外 明治28年9月19日 竪紙・1通 11296
三郡長中村孫兵衛

記（金10円受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　朱印 明治28年9月30日 竪紙・1通 11907

委任状（砂利敷工事一切ノ件、下書）　青罫紙 明治28年10月2日 竪紙・1通 11240

記（金20円領収）　中島弥五郎→古沢花三郎　朱印 明治28年10月18日 竪紙・1通 11906

請願書（熊谷寄居間道路改良工事、森雨と日清戦争の 明治28年11月27日 竪紙・1冊 12700－1
ため遅延ニツキ補助願、拍）　榛沢郡寄居町　湯本新
蔵・大里郡大麻生村　古沢花三郎外6名　青罫紙

記（道路工事費用請願増金額等書上）　青罫紙 （明治28年） 竪紙・1冊 12700－2

上申書（熊谷寄居間道路工事竣功期限、請負保証金上 明治28年11月30日 竪紙・1通 12701
納ニツキ、拍）　大里郡大麻生邨　古沢花三郎外3名
青罫紙

上申書（熊谷寄居町間道路工事竣功期限、請負保証金 明治28年11月30日 竪紙・1通 12705
上納ニツキ）　大里郡大麻生村　古沢花三郎外3名　青

141



3．古沢家／4．古沢花三郎／19．土建業／3．道路改修

罫紙、朱印1（古沢）、黒印1

御請書（熊谷寄居間道路工事竣功期限ニツキ、拍） 明治28年12月10日 竪紙・1通 12702
工事請負人惣代松本平蔵・古沢花三郎→埼玉県大里・旙羅・
榛沢・男裳郡長中村孫兵衛　青罫紙

見積書（寄居町内杉丸太）　古沢花三郎→大里外三郡長 明治29年3月12日 竪紙・1通 11295
中村孫兵衛　青罫紙

（川原明戸橋裏詰砂利ニツキ照会御書状）　古沢弥三郎 （明治29年ヵ）3月29日 横切紙・1通 11996
→たじまや方にて　古沢花三郎

（土橋見積書）　玉井村　腰塚力蔵→古沢花三郎　前欠、 明治29年4月20日 竪紙・1通 11294
朱印、青罫紙

御請書（熊谷・寄居間道路改良工事無断休業ニツキ、 明治29年7月9日 竪紙・1通 12101
写）　熊谷・寄居間道路請負人惣代古沢花三郎代理小内
正策→監督戸倉伝八郎

記（熊谷・寄居間道路改修工事遅滞詫書、写）・熊谷 明治29年7月9日 竪紙・1通 12104
寄居間道路請負人惣代古沢花三郎　代理小内正策→監督
戸倉伝八郎

大宮野上道皆野村国神村入会地納橋梁工事用材料明細 （明治33年）2月11日 竪紙・1冊 12599
示方書　緑罫紙、帯封付き

記（熊谷・大宮道修路工事用砂利代金受取）　字大麻 明治34年10月5日 竪紙・1冊 11718
生　古沢弥三郎　朱印、青罫紙

秩父郡国神村道路工事書類　古沢青罫紙 （明治）34年 竪紙・1冊 12704

土地分筆地目変換届　大里郡寄居町大字末野岩田勝太 明治44年10月12日 竪紙・1通 11346
郎→熊谷税務署長税務官藤堂金太郎　青罫紙　図面あり

地目変換届（書式）　大里郡寄居町大字寄居→税務署長 明治44年12月11日 竪紙・1通 11347
青罫紙

官有不用道路敷地売渡願　大麻生村大字大麻生　増田ぎ 大正元年10月 竪紙・3通 11345
ん→埼玉縣知事島田剛太郎　図面4種あり

（田畑道路図面）　一部鉛筆書き （大正元年ヵ） 竪紙・1葉 11330

（増田ぎん所有地等覚）　増田ぎん （大正元年ヵ） 竪紙・1通 1134｛

埼玉縣大里郡寄居町大正元年度歳入歳出追加豫算表 大正元年 竪紙・1通P 11356
「寄居町役場」入り青罫紙

大里郡寄居町会議録（写）　寄居町長湯本新蔵　r寄居大正2年1月25日 竪紙・2冊（同文） 11324
町役場」入り青罫紙

（書類訂正指示表）　大里郡役所第一課→寄居町役場 大正2年2月6日 小切紙・1通 11359

土地分筆届　大里郡寄居町　岩田新太郎→熊谷税務署長 大正2年2月22日 竪紙・1冊 11361
税務官藤堂金太郎　図面あり、青罫紙

議決書（寄居町大字寄居字芽苅耕作道附替改築ノ件、 大正2年4月14日 竪紙・1通 11374
写）　寄居町長湯本新蔵外12名　r寄居町役場」入り青
罫紙

大里郡寄居町會議録抄本（里道廃止並二其敷地処分二 大正2年5月23日 竪紙・1通 11363
関スル件）　　r埼玉縣大里郡大麻生村役場」入り青罫紙

道路変更願之儀申請（下書）　大麻生村長田中亀太郎・ 大正2年 竪紙・1通 11338
新井健吉→埼玉縣知事添田敬一郎　　「寄居町役場」入り
青罫紙　　図面あり

不用道路敷地評価書　大里郡寄居町大字寄居　新堀喜代 大正2年 竪紙・1通 11364
八外2名　「埼玉縣大里郡大麻生村役場」入り青罫紙
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3．古沢家／4．古沢花三郎／19．土建業／3．道路改修

不用道路敷無代下付願（下書）　大里郡寄居町長　湯本 大正2年 竪紙・1通 113651
新蔵→埼玉縣知事　添田敬一郎　青罫紙

議案（里道廃止並二其敷地処分二関スル件、写）　寄 大正2年 竪紙・1通 11366
居町長湯本新蔵　青罫紙

官有土地譲与願　　r寄居町役場」入り青罫紙 （大正2年ヵ） 竪紙・1通 11371

大羅馨嬰蕪瀧黙綴欝懸算（灘塒嚢 大正2年 竪紙・1通 11375

場」入り青罫紙

（寄居町地内図面） （大正2年ヵ） 竪紙・3鋪 11378

里道構築之義稟請　起工者大里郡寄居町長湯本新蔵外7名 大正 竪紙・1冊 11329
→埼玉縣知事島田剛太郎　青罫紙

（川原道測量覚） 3月24日 横折紙・1通 11085

（大麻生村工事着手覚）　r埼玉県」入り青罫紙、裏面使 11月20日 竪紙・1通 11102
用、一部朱字

（道路工事用砂利入札告示、写）　r埼玉県大里郡大麻 11月 竪紙・1通 12106
生村聯合戸長役場」入り青罫紙

（道路設計略図）　鉛筆書き 12月3日 竪紙・1綴 11349

第三号区花園村自黒田至小前田間通路縦断面　r埼玉 竪紙・1冊 10388
県大里・旙羅・榛沢・男裳郡役所」入り青罫紙

（道路絵図）　鉛筆書きで「旧道関係」とあり 竪紙・1葉 10568

（大麻生村道路工事覚、断簡） 小切紙・1括（5通） 10743

（砂利・人足等覚）　鉛筆書き 竪紙・1通 11109

記（盛土・砂利等ニツキ）　青罫紙 竪紙・1通 11110

請願書（熊谷寄居間道路改良工事増額ニツキ、下書） 竪紙・1綴（未編綴） 11298
青罫紙

設計書（大里郡寄居町内道路拡張）　それぞれ朱筆で 竪紙・4綴（未編綴） 11322
訂正・加筆あり、青罫紙

設計書（大里郡寄居町内道路拡張）　付箋あり、r寄居 竪紙・3冊 11323
町役場」入り青罫紙

（道路略図） 竪紙・1括（2葉） 11351

寄居地内実測地図　一部鉛筆書き 竪紙・1綴 11352

土地分筆届誤謬訂正願（下書）　青罫紙 竪紙・1通 11355

不用道路敷評価書（表題のみ）　r寄居町役場」入り青 竪紙・1通 11367
罫紙

（寄居町地内道路溝渠図面）　うち1通は部分拡大図（竪 竪紙・1括（2通） 11368
切紙）

大里郡寄居町大字寄居地内字天沼字中町界在里道変更 竪紙・1通 11369
ノ図

（湯本新蔵外31名相続人調覚） 横長半・1冊 11370

（寄居町字茅刈実測図・所有地明細表） 竪紙・1綴 11372

設計書（寄居町大字寄居字芽苅道路新設）　r寄居町 竪紙・1括（2通） 11373
役場」入り青罫紙　図面あり
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（字芽苅土地分筆覚）　r寄居町役場」入り青罫紙 竪紙・1通 11376

（レール敷価格等覚）　青罫紙 竪切紙・1通 11399

砂利下調（深谷地内道路建設ニツキ）　青罫紙 竪紙・1通 11415

（二十七～三十号・三十七号経費覚）　鉛筆書き 竪紙・1括（4通） 11416

（榛沢郡武川村道路建設仕様書）　青罫紙 竪紙・1綴（未編綴） 11417

（秩父往来普請入札ニツキ建議、下書）　冒頭部分のみ 竪紙・1通 11603
記載

（橋梁新設工事等につき覚、下書）　前後欠、青罫紙 竪紙・1通 14612

（道改費用覚）　鉛筆書き 竪紙・1通 1唾641

深谷・寄居間道路砂利関係書類　表紙のみ、青罫紙 竪切紙・1通 1燦650

総計表（秩父郡大宮・小鹿野口入荷商品運搬ニツキ） 竪紙・1綴（未編綴） 11717
青罫紙

道路測量之儀二付申請（寄居・国神間県道路幅ニツキ、 竪紙・1綴（未編綴） 11722
下書）　　（古沢花三郎）　青罫紙

（樋口村大字矢那瀬地内道路工事入用杭木・人夫数覚） 竪紙・1綴（未編綴） 11854
青罫紙

（樋口村大字野上下郷地内道路工事入用杭木・人夫数見 竪紙・1冊 11855
積覚）

借用証書（道路工費ニテ返済予定、写）　武蔵国大里 竪紙・1通 12177
郡吉岡村大字万吉　当時大里郡熊谷町大字熊谷寄居　借
用人中島　青罫紙

道路幅員取広ケ之儀建議（寄居国神間県道、下書） 竪美・1通 12199
青罫紙

県道改良二付道路幅員取広ケ之儀建議（寄居国神間県 竪美・1通 12200
道、下書）　青罫紙

（熊谷・大宮郷道工事入札覚）　r重栄堂蔵版」入り赤罫 竪紙・1通 12205
紙

（大麻生村内道路修繕用物品・人足覚） 竪紙・1冊 12265

（榛沢郡武川村大字瀬山地内道路改修工事費用覚） 竪紙・1冊 12664
赤罫紙

（榛沢郡武川村大字菅沼地内道路改修工事費用覚） 竪紙・1綴 12665
赤罫紙

（榛沢郡武川村大字明戸地内道路改修工事費用覚） 竪紙・1綴 12666
赤罫紙

（榛沢郡武川村大字田中地内道路改修工事費用覚） 竪紙・1綴 12667
赤罫紙

証（道路工事用材代人夫賃銭差弓1）　青罫紙 竪紙・1通 12673

（架橋工事資材人夫賃銭等覚）　青罫紙 竪紙・1冊 12676

（寄居町地内道路工事用材等覚）　青罫紙 竪紙・1冊 12680

記（道路工事用材代金等覚）　青罫紙 竪紙・1通 12681

4．河岸・川除工事

荒川通御普請願書類井二諸入用帳入　袋のみ 明治12年12月1日 袋・1袋 11203
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（粗朶送付等連絡）　新井健吉→古沢花三郎 明治26年2月12日 ハガキ・1通 10823

検査証明書御下附願控（荒川通広瀬地先改修工事築品 明治26年3月1日 竪紙・1通 12670
ニツキ）　埼玉県土木会社委員長飯塚吉五郎　代理大里
郡大麻生村大字大麻生84番地　古沢花三郎→埼玉県技手
三宅清熊　青罫紙

記（杭木売渡代金等受取）　大里郡御正村大字押切　長 明治26年3月3日 竪紙・1通 12301
谷川栄太郎外1名→同郡大里郡大麻生村大字大麻生　古沢
花三郎代人　新井健吉　栂印

築品検査願之儀二付御届（荒川通広瀬地先改修工事築 明治26年3月7日 竪紙・1通 12669
品ニツキ）　埼玉県土木会社委員長飯塚吉五郎　代理大
里郡大麻生村大字大麻生84番地　古沢花三郎→埼玉県技
手三宅清熊

築品検査願之儀二付御届（荒川通廣瀬地先改修工事） 明治26年3月10日 竪紙・1通 12050
埼玉県土木会社委員長飯塚吉五郎　代理大里郡大麻生村大
字大麻生八拾四番地　古沢花三郎→埼玉県技手三宅清熊

築品検査願之儀二付御届（荒川通熊谷地先改修用築品） 明治26年3月10日 竪紙・1通 12052
埼玉県土木会社委員長飯塚吉五郎　代理大里郡大麻生村大
字大麻生八拾四番地　古沢花三郎→埼玉県技手三宅清熊

証（粗朶代金等受取）　赤浜大久保伊＋郎→古沢花三 明治26年3月15日 竪紙・1通 11167
郎

委任状拍（大藤堀悪水路漢深工事入札ニツキ）　大麻 明治26年3月25日 竪紙・1通 11516
生村大字大麻生第八拾四番地　古沢花三郎

検査証明書御下附願（荒川通廣瀬地先改修工事用築品〉 明治26年3月 竪紙・1通 ≦2051

埼玉県土木会社委員長飯塚吉五郎　代理大里郡大麻生村大
字大麻生八拾四番地　古沢花三郎→埼玉県技手三宅清熊

御届書（御正村押切地内荒川瀬替工事委任ニツキ） 明治26年4月24日 竪紙・1冊 11421
大里郡御正村大字押切人民惣代上田龍吉・笠原金三郎、工
事仕立人古沢花三郎→埼玉縣知事銀林綱男

工事着手御届（荒川通御正村地内瀬替積篭修繕工事） 明治26年4月24日 竪紙・1通 11919
大里郡御正村大字押切人民惣代笠原金三郎・上田龍吉　代
理古沢花三郎→埼玉県知事銀林綱男　青罫紙、朱印

記（押切工費受取）　中島弥五郎→古沢花三郎　青罫紙、 明治26年5月4日 竪紙・1通 12307
朱印

（工事柵粗朶検査、代金ニツキ書状）　中瀬村石川重 明治26年5月7日 竪紙・1通 11955
郎→古沢花三郎　青罫紙

請負証（荒川通改修工事用柵粗朶出荷）　男会郡折原 明治26年5月12日 竪紙・1通 12074
村大字折原　請負人町田光五郎外1名→大里郡大麻生村
古沢花三郎　朱印、虫損

記（前小屋地先粗朶柵杭木代金等ニツキ）　御正村押 明治26年5月13日 竪紙・1通 11657
切　長谷川栄太郎→古沢花三郎　青罫紙

証（柵代金8円受取）　男裏郡折原村大字折原　町田光五 明治26年5月19日 竪紙・1通 12064
郎→大里郡大麻生村　古沢花三郎　朱印

（柵・杭木代金勘定覚）　古沢花三郎 明治26年5月20日 横長半・1冊 11853

証（柵代金10円余受取）　男裏郡折原村大字折原　町田 明治26年5月21日 竪紙・1通 12065
光五郎→大里郡大麻生村　古沢花三郎　青罫紙、朱印

請取証（荒川通御正村字押切地先川除工費金受取） 明治26年6月29日 竪紙・1通 12677
工事請負人大里郡大麻生村大字大麻生　古沢花三郎→大
里郡御正村大字押切　笠原金三郎・上田龍吉　青罫紙

押切引柵買入仕訳書　飯島敏夫→古沢花三郎　青罫紙 明治26年6月30日 竪紙・1冊 11712
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3．古沢家／4。古沢花三郎／19．土建業／4．河岸・川除工事

仮証（押切工事中土方家税受取）　円光寺惣代柴繁太郎 明治26年8月13日 竪紙・1通 12332
→古沢花三郎

勘定書（粗朶・杭木・柵数量・代金ニツキ）　大麻生村古 明治26年8月23日 竪紙・1冊 11389
沢花三郎・男袋村大久保伊十郎・栗原喜十郎　青罫紙、朱
印

（古海地先築品粗朶・杭木等納品願）　深谷町古沢花 明治26年9月13日 竪紙・1通 11384
三郎→邑楽郡江口村　秋山茂八

記（新柵代金請求）　ヨリゐ町　清水増吉→上敷免ニテ 明治26年9月21日 竪切紙・1通 11644
高田惣五郎　黒印

記（古柵等受取）　上敷免川岸　高田惣五郎→深谷宿 明治26年9月23日 小切紙・1通 11637
古沢花三郎

記（柵杭代金受取）　高田惣五郎→古沢花三郎 明治26年9月26日 横切継紙・1通 11647

キ（柵杭代金受取）　高田惣五郎→古沢花三郎 明治26年9月27日 小切紙・1通 11645

記（古海地先築品回漕運賃受取）　高田惣五郎→古沢花 明治26年10月6日 竪紙・1通 12392
三郎　朱印

記（古粗朶・新柵運賃勘定ほか）　古沢花三郎→高田惣 明治26年10月10日 竪紙・1綴 11849
五郎　青罫紙

押切工事借家料井二布団損料書、附リ渡船場賃共　円 （明治）26年12月14日 竪紙・1冊 11858
光寺井二興三郎代兼　柴繁太郎→古沢花三郎　青罫紙、
栂印

（工事用粗朶運搬請負に関する書類綴）　（大里郡御正 （明治26年） 竪紙（一部横切紙） 12610
村大字押切船所有者惣代柴田慶三外3名）→（全郡大麻生 ・1綴

村大字大麻生　古沢花三郎）　一部鼠色紙

川除費下附之儀二付願（荒川通川除工事）　大里郡大 明治27年5月 竪紙・1通 11920
麻生村大字大麻生　古沢花三郎外2名→埼玉県知事男爵千
家尊福　青罫紙

委任状（荒川通川除工事工費金受取ニツキ）　大里郡 明治27年5月 竪紙・1通 11921
大麻生村大麻生　古沢花三郎→同郡同村同処　新井健吉
青罫紙

（竹筏送付関係書類綴）　斉藤百太郎代大谷伝次郎→古 明治27年3月～5月 竪紙（一部横切紙） 11668
沢花三郎 ・1綴

（用水路井筋移動費用見積書）　古沢花三郎→埼玉県大 明治28年9月19日 竪紙・1通 11635
里外三郡長中村孫兵衛　青罫紙、鉛筆書き

記（金4円受取）　御正村大字押切，笠原常三郎→古沢花 （明治）29年2月10日 小切紙・1通 12381
三郎　朱印

記（大ケ島裏込砂利人足賃他受取）　古沢弥三郎→古 明治29年4月1日 竪切紙・1通 12378
沢花三郎　朱印

大麻生村及廣瀬二跨り堤防新規増築共敷地地図井二買 明治44年10月 袋・1袋 42706
収反別調書　古沢袋のみ

中渡船道敷潰地取調野帳　寄居町大字寄居字芽苅・字樋 大正元年11月 竪紙・1冊 11358
ノ下、一部鉛筆書き

官有不用道敷売渡願（下書）　→埼玉縣知事 （大正元年ヵ） 竪紙・1通 11344

中渡船関係書類　古沢朱書「取置ヲ要ス」とあり 大正2年1月 袋・1袋 11280

土地分筆届　大里郡寄居町　岩田新太郎→熊谷税務署長 大正2年2月 竪紙・1通 11333
税務官藤堂金太郎　青罫紙

（道路敷上地関係諸届綴）　岩田新太郎→埼玉縣知事島 大正2年 竪紙・1綴 11337
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3．古沢家／4．古沢花三郎／19．土建業／4．河岸・川除工事

田剛太郎　青罫紙あり

記（橋工事人夫、石材等ニッキ） 12月8日 小切紙・1通 11633

（大字末野女沢暗渠設計覚） 竪紙・1通 10722

押切工事　袋のみ、袋上書きにr御国用特撰蚕種、埼玉県 袋・1袋 10746
秩父郡樋口村大字野上下郷林中作製造」とあり

（柵代金等受取覚） 横折紙・1通 10878

中渡船道敷買入代金支払受領証ニアルモノ　r寄居町 竪紙・1通 11327
役場」入り青罫紙

中渡船道路敷関係土地調 竪紙・玉冊 11328

記（柵等普請用材員数、月日覚） 小切紙・1通 11638

（荒川工事着手覚）　青罫紙 竪紙・1通 11847

（掘墾箇所等書上）　青罫紙 竪紙・1通 11860

工事用物品請負入札書（荒川通工事用玉石・砂利） 竪紙・1通 12188

工事用物品請負入札書（利根川通工事用砂利） 竪紙・1通 12189

工事用物品請負入札書（利根川通工事用玉石） 竪紙・1通 12190

工事用物品請負入札書（工事用玉石・粗朶等代金） 竪紙・1綴（未編綴） 12206

工事用物品購買請負（粗朶・杭木等員数覚）　赤罫紙 竪紙・1綴（未編綴） 12207

（利根川工事用粗朶・杭木員数覚） 竪紙・1通 12208

工事用物品請負入札書（利根川通工事用粗朶・杭木等 竪紙・1冊 12209
代金）

工事用物品請負入札書（利根川通工事用砂利代金） 竪紙・1通 12213

工妻　　用物品請負入札書（荒川通工事用粗朶・杭木等代
　　）　　　　　　　　　　．

竪紙・1冊 12214

工事用物品請負入札書（利根川通工事用玉石等代金） 竪紙・1通 12215

璽　　用物品請負入札書（荒川通工事用玉石・砂利等代
　　）

竪紙・1通 12216

（工事用物品請負入札書、利根川通工事用玉石代金） 竪紙・1通 12221

5．砂利採取

（下空沢川砂利工事訪問者、地主氏名書上）　青罫紙 （明治27年） 竪紙・1綴 11659

請取証（砂利代金100円）　男裏郡本畠村大字本田前借明治28年9月30日 竪紙・1通 11846
人島村団四郎外1名→大麻生村　古沢花三郎　黄罫紙・1銭
印紙貼付、朱印

証（砂利運搬賃受取）　大麻生村　馬場由太郎→古沢花 明治29年3月21日 竪紙・1通 12322
三郎　黒印

記（砂利代金受け取り）　三ヶ尻秀五郎→古沢花三郎 明治29年3月28日 横切紙・1通 11994

記（菅沼分砂利運搬賃受取）　馬場由太郎→古沢花三郎 明治29年3月29日 小切紙・1通 12383
黒印

記（菅沼地内砂利運賃請取）　馬場由太郎→古沢花三郎 明治29年4月1日 横切紙・1通 12380
黒印

証（砂利代金15円受取）　黒田忠太郎→古沢花三郎　朱 明治29年4月10日 竪紙・1通 12061
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3』古沢家／4古沢花三郎／19．土建業／5，砂利採取

印

記（砂利代金請取ニツキ）　大里郡榛沢村内田善次郎 明治29年4月24日 竪紙・1通 11405
石原弥五郎→大里郡寄居町　藤田善作　朱印1・黒印1

（堰樋表揚砂利工事請負ニツキ書状、下書）　青罫紙 竪紙・1通 10686

（砂利等代金覚）　赤罫紙 竪紙・1通 11101

官有河原地砂利掘取願（写）　東京府麻布　石沢喜三郎 横切継紙・1通 11201
→知事　「砂利一件」と記載の封筒あり

（埼玉県内砂利河岸場値段井二掘取個所地名及節賃書 竪紙・1綴（未編綴） 1垂838
上）

証（玉石・砂利搬出請負契約解約ニツキ、下書）　後 竪紙・1綴（未編綴） 11843
欠

御請書（雛形、入間郡小ケ谷村外七ケ村地先入間川砂 竪紙・1通 11852
礫掘採ニツキ）　→埼玉県知事　r埼玉県」入り青罫紙

6．学校等建築

大麻生村会議決書（小学校建築費起債ノ件）　青罫紙 大正4年10月7日 竪美・1通 10334

（家作・学校等普請箇所覚） 小切紙・1通 11576

（大麻生尋常高等小学校前溝渠掘替工事図面）　彩色 竪紙・1葉 12605

20．村会議員等

証（秩父往還修路費に下渡地方税受取）　大麻生村戸 明治14年4月4日 竪紙・1通 11542
長代理筆生伊佐山兼次郎→埼玉県大里・旙羅・榛沢・男蓑郡
長児玉親広　青罫紙

（費用覚）（官林手入れカ）　古沢控古沢朱印 明治15年8月25日 竪紙・1綴 10240

評決書（凶荒予備積立金割賦ニツキ）　大麻生村村会 明治18年4月22日 竪紙・1冊 憧0211
議員飯田惣右衛門外6名→大麻生村聯合戸長須永政義

証（学校教育費寄附金回送ニツキ）　主任筆生渋沢忠 明治21年2月6日 横切紙・1通 10256
治郎→橋本良平　朱印

追願（村会議員辞職ニツキ）　大麻生村々会議員古沢花 明治23年10月16日 竪折紙・1通 11256
三郎→埼玉縣大里郡大麻生村長飯田貞泰

建言書（村会議員選挙関連調査誤りニツキ）　村会議 明治23年10月16日 竪折紙・1通（2枚） 11257
員古沢花三郎→大麻生村長飯田貞泰

追願（村会議員辞職ニツキ、下書）　村会議員古沢花 （明治）23年10月23日 竪折紙・1通 哩1260
三郎→埼玉縣大里郡大麻生村長飯田貞泰

辞職願拍（村会議員辞職）　大麻生村　古沢花三郎→大 明治24年9月9日 竪紙・1通 11571
里郡大麻生村長飯田貞泰　朱印

辞職願（村会議員、下書）　大里郡大麻生村　古沢花三 明治24年9月9日 竪紙・1通 11572
郎→大里郡大麻生村長飯田貞泰

辞職願（村会議員、下書）　　（古沢花三郎）→（大麻生 明治24年 小切紙・1通 11573
村長飯田貞泰）

（学校新築等ニツキ協議開催通知）　大麻生村役場→大 明治30年閏10月17日 竪切紙・1通 10581
麻生村議員古沢花三郎

（村会議員当選通知）　大里郡大麻生村長新井健吉→古沢 明治34年4月10日 竪切紙・1通 12114
花三郎　　「大麻生村役場用紙」入り青罫紙
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3．古沢家／4．古沢花三郎／20．村会議員等

（役場経費覚、断簡） 明治39年 竪切紙・2通 10577

堤防増築二要スル旧堤塘拝借地処分ノ件上申　大麻生 明治44年10月1日 竪紙・1通（2枚） 41304
村長田中亀太郎→埼玉縣知事島田剛太郎　絵図あり、青
罫紙

堤防増築二要スル旧堤塘拝借地処分之件上申（下書） 明治44年10月1日 竪紙・1通 11305
大麻生村長田中亀太郎→埼玉縣知事島田剛太郎　青罫紙

土地反別誤謬訂正表　大里郡大麻生村大字大麻生　高田 明治44年10月 竪紙・1通 11308
善次郎→熊谷税務署長　青罫紙、11305と関連

返納目録（大字大麻生に属する書類ニツキ）　古沢花 明治44年10月16日 竪紙・1通 11317
三郎→大麻生村長　青罫紙

荒川堤塘中断ケ所二関スル防禦工事施行ノ件二付申請 （大正2年ヵ） 竪紙・3綴（未編綴） 11301
（下書）　大麻生村大字大麻生人民惣代飯田大助・新井健
吉・増田縫助・伊佐山悦次郎・伊佐山作次郎

洪水防禦実施方二関スル菓請（下書）　11301と関連 （大正2年力） 竪紙・1通 11302

反別誤謬訂正ヲ要スベキモノ　青罫紙、11305と関連 （大正2年ヵ） 竪紙・1通 11309

（耕地略図）　鉛筆書き、11305と関連力 （大正2年ヵ） 横切紙・1葉 11310

（耕地略図）　11305と関連力 （大正2年ヵ） 竪切紙・1葉 11311

（土地面積・用途書上）　毛・鉛筆混在、11305と関連力 （大正2年ヵ） 横切紙1通 11312

（土地面積書上）　罫紙（ノート断片）、硬筆、11305と関 （大正2年ヵ） 小切紙・1通 11313
連力、裏面に幾何問題、回答あり

（字名番地覚）　11305と関連力 （大正2年ヵ） 小切紙・1通 11314

（山林地外図）　11305と関連 （大正2年ヵ） 竪紙・1通 11319

（帝国議会へ呈出の願書の件、村会議員選挙等ニツキ 4月19日 竪紙・1通 11665
書簡）　須永貞三郎→古沢大人

（学校位置の決定に関する村会議員の評議ニツキ書簡） 5月8日 横切継紙・1通 12078
須永→古沢尊君

（学校の件相談ニツキ来場依頼状）　大麻生村役場→古 9月16日 ハガキ・1通 嗜0828

沢花三郎

（町村会施行により議事規則相談のため代村会場に出
　頭依頼の書状）　古沢花三郎→小島村飯田様内　高橋

10月30日 竪紙・1通 12164

源三郎　付箋あり

開墾届有無ノ分取調ノコト　青罫紙、11305と関連 竪折紙・1通 11306

反別誤謬訂正ヲ要スル部　　（11309に硬筆で追加した 竪紙・1通 11318
もの）　青罫紙、一部鉛筆書き

（2）学務委員

（大麻学校避暑のため正光寺仮用願）　武体村戸長中島 明治14年8月5日 竪折紙・1通 11215
房五郎、大麻生村戸長須永政義、学務委員古沢花三郎→
埼玉縣令白根多助　黒印

学事年報調書　大麻学校学務委員古沢花三郎、戸長須永政 明治15年1月 竪紙・2通 10499
義

（教員試問施行ノ回達）　埼玉県大里外三郡役所→三ケ尻 明治15年2月6日 竪紙・1通 10331
学校、大麻学校外4校学務委員　　「埼玉県大里・旙羅・榛
沢・男袋郡役所」入り赤罫紙、封筒あり、受取印朱印5

（大麻学校年中出席平均生徒数）　大麻学校教員渡辺竹 明治15年2月26日 竪紙・1通 10501
三→古沢花三郎
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3．古沢家／4、古沢花三郎／20．村会議員等／（2）学務委員

小学教育費国庫補助請願 深谷町有志者総代 青罫紙 明治26年 竪紙・2冊 11385

（4）大里高等小学校組合会議員

御届書（大里高等小学校組合会開催、下書）

埼玉県大里郡熊谷町外十三ヶ村大里高等小学校統合規
　定　印刷（鏑蕩版腿色）

青罫紙 竪紙・1通

竪紙・1通

10690

11922

（5）上武鉄道用地

（上武鉄道大麻生停車場道路新設工事等工程書調整差
上書）　大麻生村大字大麻生伊佐山国十郎外141名代理

明治34年12月 竪紙・1通 11611

同村同大字四番地　同伊佐山作次郎・同上古沢花三郎外3
名　青罫紙

上輩纈擁羅騎類美量藏繍離響駿攣雲 明治35年3月22日 竪紙・1冊 12691

同請負人伊佐山作次郎外3名代兼　全郡全村大字百廿六番
地　新井健吉→埼玉県知事木下周一

請求書（上武鉄道大麻生停車場道敷買収代金請求） 明治35年3月25日 竪紙・1冊 12679
大里郡大麻生村大字大麻生古澤ふく外10名代兼　大里郡
大麻生村大字大麻生百廿六番地　新井健吉→埼玉県知事
木下周一　青罫紙、朱印

答申書（上武鉄道大麻生停車場道橋梁架設ニツキ、旧
　橋梁築造由緒取調書）　大里郡大麻生村長新井健吉→

明治35年5月9日 竪紙・1冊 12697

埼玉県大里郡長中村孫兵衛　青罫紙

仮出金　雑之部　r上武鉄道株式会社」入り青罫紙 明治38年1月4日～40年 竪紙・1綴（未編綴） 10394
3月12日

上武鉄道大麻生停車場構内（絵図）　八荒神社境内 大正2年4月30日 竪紙・1葉 10567

上武鉄道線路ノ為メ堤内浸水ケ所防禦実施二関スル件
　稟請（下書）　大麻生村長田中亀太郎→埼玉県知事添田

大正2年9月 竪紙・1通 11303

敬一郎

（大麻生停車場周辺道路略図）　一部鉛筆書き 竪紙・1葉 11357

（6）大字大麻生

証（川原番給金覚） 明治19年1月 横切紙・1通 11620

記（用立金他勘定）　石原　杉浦孫助→大麻生村古沢・ 明治25年8月27日 竪紙・1通 11654
須永

請取証（大字共有金利金15円請取）　大麻生村大字大 明治27年4月9日 竪切紙・1通 12079
麻生共有金　担当人　新井健吉→古沢花三郎　青罫紙、
朱印

（深谷・寄居間道路、大麻生地内修繕工事ニツキ照会） 明治27年4月17日 竪紙・1綴 11419
大麻生村長飯田貞泰代理助役伊佐山悦次郎→大字大麻生
人民惣代松本彦次郎　　「大麻生村連合戸長役場」入り青
罫紙、「埼玉縣大里郡大麻生村役場」入り青罫紙、赤罫紙
使用

（川原明戸出頭の件連絡）　新（井）健（吉）→古沢花 明治27年4月23日 ハガキ・1通 10814
三郎

請願書（熊谷寄居問道路改良工事ニツキ、下書）　青 明治28年 竪紙・1通 10514
罫紙

依頼書（小字松寿庵水車敷地・地所・諸器具等買戻ニッ
　キ、下書）　大里郡大麻生村大字大麻生　新井ミヨ外4

明治35年4月22日 竪紙・1冊 12703

名→同大字　栗原轡一外1名
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3．古沢家／4、古沢花三郎／20．村会議員等／（6）大字大麻生

評価書（不用道路面積）　評価委員須永政義・伊佐山源八 明治35年5月5日 竪紙・1通 10389
青罫紙

不用道路敷地払下願　大麻生村長新井健吉→埼玉県知事 明治35年5月7日 竪紙・1通 10390
木下周一　青罫紙

（官有旧堤敷貸下許可書）　埼玉縣知事嶋田剛太郎→須 大正2年3月5日 竪切紙・1通 11290
永政義

大里郡大麻生村会議録謄本（下書）　　r埼玉県大里郡大正6年3月20日 竪紙・1通 10395
大麻生村役場」入り青罫紙

官有旧堤敷使用継続願（桑畑を水田に変更）　須永貞 大正8年5月12日 竪紙・1綴 11289
三郎→埼玉縣知事岡田忠彦　大正8年10月13日大里郡役所
から大麻生村長宛書類返戻

（共有金利金持参願）　共有金せは人→古沢花三郎 1月14日 小切紙・1通 11429

官有土地売渡願　須永政義→埼玉縣知事岡田忠彦　黒印 竪折紙・3通 11287

官有旧堤敷使用満期返納届　須永政義→埼玉縣知事　岡 竪折紙・3通 11288
田忠彦　黒印

左記之廉々御示し下され度奉伺候（区長・学務委員等 竪紙・1通 11343
職務ニツキ）　回答あり（鉛筆書き）

（区長設置ニツキ通達　下書）　青罫紙 竪紙・1通 11411

640

662

663

664

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

＼μソ㌧Hレ詞㌧』旦』一　　／　　　恥　》U活、　　　　一　　目　ノ　　　　　　　rJ　コPI－叩晒

記（浦和会所入費古沢預り金）

（改良工事費大麻生村等負担金覚）　赤罫紙

（改良・修繕工事費大麻生村等負担金覚）

（改良工事費大麻生村等負担金覚）　青罫紙

　（7）裁判所鑑定・証人

鑑定書（大里郡市田村地内開墾費用ニツキ、下書）
　青罫紙、一部欠

（明治24年ヵ） 　　　　　　E竪紙・1綴（未編綴） 11300

竪紙・1綴（未編綴）11891

12110袋・1袋

請鑑定要領（用水路破損の際）

手島佐谷田鑑定書類（袋、未開封藤田善作宛中野金太
　郎書状一通入）　古沢　青罫紙反故を袋に再利用

　（8）同族・近隣扶助

（新井林八、勲章下賜差紙ニツキ、下書）　青罫紙 （明治初年） 竪紙・1通 10300

金子借用証文之事（酒造元手金100円）　越後国頸城郡明治12年10月20日 竪紙・1通 11832
下小野村当時大麻生村寄留　借用人西山茂八・大里郡大麻
生村引受証人古沢花三郎→武蔵国大里郡大麻生村　馬場
重平

失踪御届（下書）　奥野伊八 明治15年10月14日 竪紙・1通 11078

証（古沢島吉借財受取ニツキ）　南河原村今村千代吉 明治16年4月8日 竪切紙・1通 歪1138
（朱印）、代書人高橋徳次郎→石原村　松崎勝助

地種変換願　松本彦次郎外2名、奥書須永政義→埼玉縣令 明治16年8月 竪紙・3冊 11195
吉田清英

1139

2347

横折紙・1通

竪紙・1通

石原村　松崎勝助→古沢花三1明治16年12月15日

古沢花三郎・古1明治18年8月17日場役長戸合聯

記（古沢島吉へ用達金）
　郎

記（畑税宅地租等受取）
　沢島吉・正光寺・八荒神分
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3』古沢家／4，古沢花三郎／20．村会議員等／（8）同族・近隣扶助

証（畑・宅地・林税領収）　埼玉県大里郡大麻生村聯合戸 明治18年10月17日 小切紙・1通 摩2354
長須永政義→古沢嶋吉

小作約定証文（写）　地所小作人新井鹿次郎　保証人新 明治19年6月10日 竪紙・1通 11462
井嘉兵衛　扱人浅見初太郎→大麻生村　馬場重平　証書
金悉皆済奥書、明治24年11月12日　馬場重平亡相続人馬
場重三郎

地所譲渡証文之事　古沢林蔵・相分証人古沢花三郎・親類 明治20年1月7日 竪紙・1冊 11177
証人大島与市→古沢幸作

記（古沢幸作へ恵み金請取）　大里郡大麻生村古沢幸作 明治21年1月31日 竪紙・1通 12357
代　大島与市→古沢花三郎　朱印

証（地所返附仲裁ニツキ）　大麻生村大字大麻生　新井 明治24年11月11日 竪紙・1通 11458
鹿次郎→古沢花三郎　黒印

証（地所返附仲裁ニツキ、写）　大麻生村大字大麻生 明治24年11月11日 竪紙・1通 11459
新井鹿次郎→取扱人古沢花三郎　　証書交付添書　明治
24年　古沢花三郎→馬場重三郎

証（新井鹿次郎貸金返済仲裁ニツキ）　大里郡大麻生 明治24年11月11日 竪紙・1通 11460
村大字大麻生　馬場重三郎→古沢花三郎　黒印、1銭証券
印紙貼付

証（新井鹿次郎貸金返済仲裁ニツキ、写）　大里郡大 明治24年11月11日 竪紙・1綴（未編綴） 11461
麻生村大字大麻生　馬場重三郎→取扱人古沢花三郎
証書交付添書（取扱人古沢花三郎・→新井鹿次郎）あり

記（新井鹿次郎貸付桑畑受取ニツキ）　大麻生村地主 明治24年11月11日 竪紙・1通 11463
馬場重三郎→取扱人古沢花三郎　黒印

埋葬認許証（写）　大里郡寄居町長湯本新蔵　r寄居町明治40年4月13日 竪紙・1通 10575
役場」入り青罫紙

婚姻届（大沢某、下書）　大沢某、戸主大沢常十郎→寄 明治40年 竪紙・1通 10573
居町戸籍吏湯本新蔵

土地売渡証　大里郡大麻生村大字大麻生　飯田要助→埼玉 明治44年10月 竪紙・1通 11316
縣知事島田剛太郎

（山崎安平金員借用交渉覚）　青罫紙 大正2年9月5日 竪紙・1通 10565

為取換契約証書（増田家相続ニツキ、下書） 竪紙・3通 10559

入置申一書之事（離縁ニツキ、下書）　新井丈太郎 竪紙・2通 10560
青罫紙、一通は鉛筆書き、「寄居町役場」入り青罫紙

分家届　大麻生村佐藤清太郎→戸籍吏 竪紙・1通 11307

（中島千代吉戸籍写）　大正2年1月死亡 竪紙・1通 11479

（西南の役従事慰労金下賜ニツキ喚出状関係書類） 竪紙・2通 11700

勇進社規則（兵役服役者への助成）　洋紙活字、劣化 竪紙・1通 12258
大

21．七名社外

（会頭・副会頭投票用紙） 小切紙・4通 10352

（進童会社へ愚俸入社ニツキ書状）　須永→進童会社 明治11年12月21日 横切継紙・1通
会頭古沢君外社中 11927

（親睦会欠席回答、控）　古沢花三郎→埼玉親睦会委員 明治14年4月27日 竪紙・1通 11176
朱印
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3．古沢家／4．古沢花三郎／21，七名社外

関東社々員退社御届ヶ　社員総代大野又四郎・社長鈴木太 明治17年6月7日 竪紙・1通 11489
兵衛→埼玉縣令吉田清英　退社員旙羅郡東方邨　鈴木三
郎外5名

記（党報代送金）　古沢花三郎→自由党々報局 明治24年11月24日 横切継紙・1通 10793

受領証書（自由党々報局宛為替）　深谷郵便局　洋紙 明治24年11月24日 小切紙・1通 10794

（英吉利証拠法返送依頼）　戸根木善之進→古沢花三郎 明治25年1月18日 ハガキ・1通 10846

（自由党報代金請求状）　党報局→古沢花三郎　文面活版 明治25年5月3日 ハガキ・1通 10830
印刷

（演説会題目、演説者覚）　□沢→古沢花三郎　紫色紙 1月15日 横切紙・1通 10861

（総集会開催通知）　静脩会→古沢花三郎 10月28日 竪切紙・1通 11523

（例会参会依頼書）　静修会→古沢花三郎　朱印 11月19日 竪切紙・1通 11556

（福沢先生出席の談話会出席要請状）　長谷川敬助→古 12月4日 ハガキ・1通 10884
沢花三郎

（本庄町ノ政談演舌会出向ニツキ照会ノ書簡）　金子 15日 竪紙・1通 11666
光廣→古沢花三郎

産業集談会問題（下書） 横切継紙・1通 10254

（帝国議会開設等ニツキ演説会次第）　青罫紙、林包 竪紙・1綴（未編綴） 12001
明・中江篤介ら出席

（私塾開設ニツキ結社条約書） 竪紙・1綴（未編綴） 12495

（大麻生村人名書上〉　12495の続力 竪紙・1綴 12493

22．選挙・議会

（埼玉県議会役員選挙結果等連絡）　新堀→蚕糸業事務 明治25年2月26日 ハガキ・1通 10845
所古沢花三郎

県会議員一覧表　封筒のみ 明治25年 封筒・1通 10945

（県会議員当選者連絡）　＆m→古沢花三郎 明治26年1月16日 ハガキ・1通 10834

（議員侯補中条大人運動景況ニツキ書状）　富岡ニテ 6月2日 竪切紙・1通 11865
（須永）貞三郎→古沢

（御救上嘆願、議員遭難以後壮士取締状況ニツキ書簡） 12月12日 竪紙・1通 11814
森芳五郎→古沢花三郎　　「埼玉県」入り青罫紙

（地区分担表） 横切紙・1通 10687

（青木喜平等人名書上） 小切紙・1通 10741

（旙羅・榛沢等票数覚）　洋罫紙、1枚白紙 小切紙・2枚 10742

23．寺社総代

記（村費等預かりニツキ）　正光寺会計方　朱印 （明治）11年2月27日 小切紙・1通 11432

誓約書之事（斉藤道生碑設立ニツキ）　世話人飯田惣 明治12年3月14日 竪紙・1通 10291
右衛門・新井清太郎

記（正光寺分借用金勘定） 明治13年11月13日 横折紙・1通 12148

入置申金子借用証書ノ事（宝蔵寺立木槻買受代金のう （明治14年2月3日） 竪紙・1通 11536
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3．古沢家／4．古沢花三郎／23．寺社総代

ち一部借用、下書）

立木売渡証書之事（宝蔵寺境内槻木、下書）　大里郡 明治14年2月3日 竪紙・1通 11538
大麻生村　宝蔵寺旦中惣代

住職願（正光寺住職、飯田太玄）　檀中惣代馬場重平・ 明治14年4月 竪紙・1通 12083
伊佐山悦次郎

槻立木売渡証文ノ事／槻立木買受二付約定証書（雛形） 明治14年10月 横切継紙・1通 12103
大里郡大麻生村宝蔵寺無住二付旦中惣代

証（祠堂金受領、永代居士大姉号認許、写）　正光寺 明治16年3月18日 竪紙・1通 11971
無住二付兼帯　大里郡小島村全昌寺現住　原玄磨→大里
郡大麻生村　増田勇之助

証（宝蔵寺宅地内槻木売渡代金受取、写）　大里郡大 明治30年10月25日 竪紙・1通 12102
麻生村大字大麻生　売渡人古沢花三郎外1名→同郡本畠邨
田島文平・大沢梅吉　朱印

委任状（村社合祀ニツキ、雛形）　村社八荒神社氏子 明治41年12月 竪紙・1通 10579

記（田畑皆済金正光寺納分受取）　戸長役場→古沢花三 3月16日 小切紙・1通 12339
郎

舌代（宝蔵寺ケヤ木定約書、金員請求ニツキ）　新井 4月27日 竪切紙・1通 10193
清太郎→古沢花三郎

立木調書（境内外）　青罫紙 竪紙・1通 10566

議定書（村社合祀ニツキ、下書） 竪紙・1綴（未編綴） 10580

正光寺住職定メ方之議二付評議案（下書） 竪紙・1通 11550

浅間神社社殿建増井修繕二付御寄付願（写、後欠） 竪紙・1通 葉1575

（茶壷お回し願ニツキ書状）　太玄→須永政義　青罫紙、
　後欠

横切継紙・1通 12273

24．事件

（手島村字堤外石川原開墾ニツキ覚）　12688－1から3は1 竪紙・1冊 12688－1
綴

人証申請書（日置佐三郎と芹沢孝太郎の間の川原地開
　墾に関する訴訟事件につき証言）　被告代理人芹沢

明治25年2月23日 竪紙・1冊 12688－2

孝太郎→浦和地方裁判所熊谷支部長判事三田昇馬　鑑定
申請書等あり

調査科目（開墾人夫・桑苗代金外覚） 竪切紙・1通 12688－3

頼信紙（利根・荒川洪水連絡）　古沢花三郎→東京朝日
　新聞社内　宮川四郎

竪紙・1通 10913

25．雑・反故

（白紙）
横切継紙・1括（3 10864
通）

（白紙、反故、断簡） 1括 10962

（白紙一括） 1括 11113

（封筒一括） 1括 で1114

（書類入袋一括） 1括 11115

154一



3．古沢家／4，古沢花三郎／25雑’反故

（反故一括） 1括 11116

（包紙一括） 1括 11117

（断簡一括） 1括 11118

（断簡） →横見郡田甲村小林新三郎外1名 断簡・1通 11527

（名前書） 小切紙・1通 11539

（封筒） 上書「古沢養元御所刑書」 封筒・1通 11792

（反故） 「外宗二郎」とあり 横折紙・1通 12128

（熊谷県管下無印紙証書用紙）　青罫紙、未記入 竪紙・1通 12244

（こより） こより・1本 12434

（断簡） 「熊谷駅鎌倉町」とあり 断簡・1通 12436

（包紙） 上組分 竪紙・1通 12441

（断簡） 「六ツ　同六時」とある 小切紙・1通 12746

（白紙罫紙） 「寄居町役場」入り青罫紙 竪紙・5通 12747

（白紙） 竪紙・1通 12749

（上書包紙） 「上」とある 包紙・1通 12750

（白紙一括） 竪紙・1括（25枚） 12752

（白紙袋） 袋・1袋 12753

（白紙） 青罫紙 竪紙・1通 12754

（断簡） 継目印あり 竪美・1通 12755

（袋） 袋・1袋 12756

（反故） 「清水元右衛門」とあり、青罫紙 竪紙・1通 12757

（白紙） 横半半・1冊 12759

（白紙） 黒罫紙 竪美・1通 12760

（麻紐） 紐・1本 12761

（こより紐） こより・1本 12762

4．出所不明

村々拝領高御相給共調帳　勝手方　上総国・下総国・武蔵 天保3年正月 竪紙・1冊 12766
国・上野国村々

（駿州駿東郡島谷村年々年貢米書抜おぼえ） 嘉永5年 横長美・1綴（未編12764
綴）

乍恐書付を以奉願上候（井田村より漁業差止につき） 巳年 竪紙・1冊 12765
→韮山御役所

（駿河国村絵図雛形） 継紙・1鋪 12767
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