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統計資料シリーズの発刊に際して

 日本経済統計文献センターは、1971年以来統計データの整備・加工・システ

ム化について新しい活動を開始した。この活動は、1800年代以降の日本経済に

関する統計資料の発掘所在調査を行い、統計原データを一定の基準において連

続する系列として整理採録し、またこれらのデータを加工して経済分析上有用

な統計量を推計し、さらにそれらをシステム化してデータ・バンクとしての機

能を発揮し、すべての研究者に情報を提供して共同利用の実をあげることを目

標としている。

 このようなセンターの活動にともなって、統計文献に関する調査や統計デー

タの整備・開発が行われるが、それらの成果を発表し、広く統計データ利用者

の便宜に供することとした。ここに「統計資料シリーズ」として発表するもの

がそれである。

 上述のセンターの活動には、その対象によっては、きわめて長時間の作業を

必要とするものもあるし、また比較的短時間にそれを完了することのできるも

のもあり、作業成果は必ずしも定期的に得られるわけではない。したがって、

このシリーズは定期的に刊行するわけではなく、センターの活動の進展にとも

ない、成果のまとまった段階で随時発表する予定である。

1972年12月8日

日本経済統計文献センター長歯

石 川 滋

村988年4月8日付で「日本経済統計情報センター」と改組された。

★2002年4月1日付で「社会科学統計情報研究センター」と改組された。





は し が き

 1998年1月、『栃木県那須郡武茂村・境村行政資料目録』（統計資料シリーズNα49）

と題して、当センターが所蔵している栃木県下2村の村役場文書及び関係町村文書の目録を

刊行した。本書は、これに次ぐ地方行政文書目録である。長野県諏訪郡中洲村役場文書を中

心に、北は福島県から南は徳島県に至る25町村の役場及び関係機関が作成した文書群を収

録対象としている。

 前書では、主として明治・大正期の村役場文書の目録化とともに、県統計書の編纂過程に

おける農商務省と県との統計調査制度の対比や、県及び郡・村での制度の運用の実態、こと

に村レベルの調査がどのように行われたか、どのような問題をはらんでいたかを明らかにす

ることに努めた。このため、村役場の簿冊に綴じ込まれた統計調査表を、それぞれ1件づつ

とり上げ、件名目録として編成し、照会・上申・報告時期等々の調査の実態を追究した。

 このような実験的作業を終えた後、当センター所蔵のその他の町村役場文書を目録化した

のが、本書である。本目録の中心を成す文書群は、長野県諏訪郡中洲村役場文書である。中

洲村は諏訪湖の南に位置し、現在の諏訪市域に含まれる。岩波書店の創業者・岩波茂雄や、

文学者・平林たい子を生んだ村である。当センターが所蔵しているのは、この村の役場文書

の一部に過ぎないが、明治初期の様々な布告や回章、地租改正関係資料、衛生台帳、明治大

正期の統計関係、徴兵関係、学事関係等々の役場の業務全般の資料より成り、1点1点よく

整理編綴された文書群である。

 徳島県板野郡藍園村役場文書は、点数こそ極く少ないが、村名の示す通り、藍造りの盛ん

な村で、工場調査の先駆をなす明治27年置製造所工場職工調査の個票が、往復文書綴の簿

冊中に発見されている。この他、岡山県苫田郡久田村役場文書は、明治期の統計調査表及び

調査に関する令達類を含み、調査制度や調査過程を窺い知ることができる。

 また、町村役場の行政文書ではないが、関係団体文書である茨城県那珂郡長倉煙草耕作聯

合組合文書の目録を、附編として収録した。

 なお、当センターの文書入手の方法の多くが、古書店からの購入であるために、雑多な文

書の混入の可能性があり、やむを得ず所属干明文書として処理したことを付記しておく。

 本目録の編成作業は佐藤正広当センター教授の指導のもと小牧恭子、小坂二十重、小野み

よ子が、入力作業は涌井悦子が担当した。

2003年2月

                     社会科学統計情報研究センター主任

                                   安田 聖
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凡例

                  凡 例

1．文書寸心の付与

  当センター所蔵の近・現代文書は、購入により収集されたため、文書の旧蔵者を特定し難い

  場合が多い。したがって㍉それぞれの文書群に対して、旧蔵幅の名称を用いるのは困難であ

  る。本書に採録した文書は、おおむね役場文書であるので、作成者である役場名をもって文

  書恩名とした。このため、最大579点（長野県中洲村）から僅か1点（福島県小山荒井村

  等）に至るまでの、さまざまな分量の文書群に分割し、それぞれに文書群名を与えた。ただ

  し、農会・青年団等の村役場関係団体が作成した文書は、便宜的に当該役場文書とした。

2．配列

 文書群別にそれぞれの文書群臣の年代順に配列した。年代の特定が不能の文書は、大まかに

  江戸時代、明治、大正、昭和に分け、各時代の後尾に配列した。

 各文書（簿屈強）には文書群番号と文書群内での通し番号を与えた。

 文書群番号は下記の通りである。なお本目録は既に刊行した『栃木県那須郡武茂村・境心行

 政資料目録』 （統計資料シリーズ：NO．49）に続くものである。

文書群番号   文書群名

 004 福島県信夫郡福島町役場文書

 005 福島県信夫郡小山荒井村役場文書

 006 福島県信夫郡五十辺村役場文書

 007 福島県信夫郡面面村役場文書

 008 福島県信夫郡笹谷村役場文書

 009 福島県信夫郡下村役場文書

 010 福島県信夫郡入江野村役場文書

 011 福島県信夫郡平塚村役場文書

 012 福島県伊達郡東湯野村役場文書

 013 福島県信夫郡平田村役場文書

 014 福島県石城郡窪田村役場文書

 015 福島県石城郡上遠野村役場文書

 016 群馬県碓氷郡西横野村役場文書

 017 埼玉県児玉郡神保原村役場文書

 018 埼玉県大里郡御正新田村役場文書

 019 長野県埴科郡松代町扱所文書、

 020 長野県諏訪郡上諏訪町役場文書

 021 長野県諏訪郡中洲村役場文書

 022 長野県北佐久郡小諸町役場文書

 023 長野県上伊那郡茜春近村役場文書

 024 長野県小県郡和田村和田尋常高等小学校文書

（現福島市）

（現福島市）

（現福島市）・

（現福島市）

（現福島市）

（現福島市）

（現福島市）

（現福島市）

（現福島市）

（現福島市）

（近いわき市）

（現いわき市）

（現松井田町）

（現上里町）

（現江南町）

（現長野市）

（現諏訪市）

（現諏訪市）

（現小諸市）

（現伊那市）

（現和田村）

文書数

  3

  1

  2

  3

  2

  1

  3

  2

  9

  2

  2

  2

  6

  7

  1

  1

  2

579
  1

  4

  1



凡例

025
026
027
028
029
030
000

長野県諏訪郡富士見村役場文書

長野県諏訪郡原村八ツ手無文書

岡山県苫田郡久田村役場文書

広島県賀茂郡熊野跡村役場文書

徳島県板野蔀藍園村役場文書

茨城県那珂郡長倉煙草耕作聯合組合文書

所属不明文書

（現富土見町）

（現原村）

（現奥津町）

（現広島市）

（現藍住町）

（現東茨城郡御前山村）

 5

 1

89
 6

12

98
14

3．文字と記号

 原則として、常用漢字とアラビア数字を用いた。常用漢字表にない文字は正字（『大字典』

 による）を用い、表記（表紙に書かれた）の漢数字は常用漢数字を用いた。

 記号の主なものは下記の通りである

  【  】 文書の表題

  〔  〕 見出し語

  ［  ］ 推定・補記

4．記載例（仮設例）

記載例 記載例についての説明

「一一一一「「一一一一一一一一一一一一一一一一「
012－153
  【勧業二関スル往来書】

  〔年代〕 明治二十一年ヨリ同二十八年二

      至ル

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

乙

綴り有り 1 綴り無し 1

板野郡藍園村役場

藍園病院

板野郡

・郡役所と村役場間の勧業関係の

往復文書綴で、統計調査の記入

表の控多数あり

・収録期間：明治23～28年

・明治21，22年分の同名の簿

冊 甲が存在したと推測される

・一比P着

ii

・文書群番号一文書番号（文書群中の年代順）

・表題

・年代

・巻号

・綴りの有無と数量

・作成者（機関）

・単一の主題につき作成された文書で、差出

人や受取人が明記されている場合

・簡単な解題

・収録期間が表記と異る場合の注記

・目録記述についての注記

・形態についての注記（表紙欠、再綴、孔版、

朱書、小口書等）



市町村の変遷

関係市町村の変遷

004
005
006
007

福島県信夫郡福島町

福島県信夫郡小山荒井村

福島県信夫郡五十辺村

福島県信夫郡腰浜村

M4町制施行

福島町

曽根田村  ・

腰浜村の一部

小山荒井村

五十辺村

腰浜村

     M22（編入）

ト       福島町

      M22（合併）

ト      浜辺村

M37．4．1（編入）  M40．4．1（市制）

  福島町 →  福島市

008 福島県信夫郡笹谷村

        M9（合併）

喜欝：｝〉笹谷村
M22        S30．3，31（5村と1町の一部編入）

笹谷村 一一〉 福島市

009 福島県信夫郡下村

下村

上名倉村

佐原村

     M22（合併）

ト      佐倉村

S319．30（編入）

 福島市

iii



市町村の変遷

010
011
012

福島県信夫郡入江野村

福島県信夫郡平塚村

福島県伊達郡東湯野村

M4（合併）

‡糠｝〉入江野村1

飯塚村

平田村

佐場野村

井野目村

   M9（合併）

］一〉平騨

   M鋤（合併）

］→井佐野村

M22（合併）

平野村『平野村

   M34．9．1（分割）

毛繍村一

S30．3．31

（6町村合併）S39，1．1（編入）

飯坂町一〉福島市

013 福島県信夫郡平田村

小田村

山田村

平石村

    M22（合併）   S30．3．1（3村合併）       S41．6，1（2村編入）ヨー
    平田村 一一一今  信夫村 一一一『一一一『一〉 福島市

iv



市町村の変遷

014 福島県石城郡窪田村

015 福島県石城郡上遠野村

  窪田村

  四沢村            ．      S30．4．2g

  関田村       22、（合併） T14，5．1（町制）（5町村合併市制）

  白米村       窪田村一〉 勿来町→ 勿来市

  九面村
                                  S4L10．1
  酒井村
                                 （14市町村合併）
  大高村
                                   いわき市

                       S30．3．31

戴欝憐一。欝
     ※M29．4．1菊多郡、磐前郡、磐城郡、楢葉郡の一部は合併して石城郡となる

016 群馬県碓氷郡西横野村

二軒在家村

人見村

八城円

行田村

   M22（合併）

十   西横野村

松井田町

西横野村

臼井町

九十九村

細野村

坂本町

S29．5．3（合併）

松井田町

017 埼玉県児玉郡神保原村

 加美郡             M29．3．29（郡合併改称）

羅村㍗三一鴇遡盟鱒欝
     ※M29．3．29加美郡、児玉郡、那珂郡は合併して児玉郡となる

V



市町村の変遷

018 埼玉県大里郡御正新田村

難1野機一響謙L欝
  成沢村    一

〇19 長野県埴科郡松代町

          M22

醐 襯F欝掌欝製囎儲
020 長野県諏訪郡上諏訪町

021 長野県諏訪郡中洲村

濃＋欝一蜘響ド贈

022 長野県北佐久郡小諸町

          M9（合併）    M22  S29．2．1（4町村合併）  S29、4．1（3町村合併市制）

繍＝ト〉小諸町 小諸町→欄一→小諸市

vi



市町村の変遷

023 長野県上伊那郡西春近村

lll醤
024 長野県小県郡和田村

            M22

 和田村       和田村

025 長野県諏訪郡富士見村

辮∵憐
026 長野県諏訪郡原村八ッ手区

婦警饗

M22

西春近村

和田村

 M22
 富士見村

M22

 原村

    S40．4．1（編入）

一一一一ｨ伊那市

  S30．4．1（4村合併町制）

→  富士見町

原村

vii



市町村の変遷

027 岡山県苫田郡久田村

 西々條郡

1購㌧鶴磯凱甜轡欝
愛歪蒋 ］    泉村一

     ※M33．4．1．西々條郡、西北條郡1東南條郡、東北條郡は合併して苫田郡となる

028 広島県加茂郡熊野跡村

                 S26（郡編入）1

 加茂郡       M22    安芸郡
                                  S49．11．1（編入）

熊野跡村鰯村→熊野跡村 O欝村］→蜘
     ※S26．3．1郡の区域変更により熊野跡村は安芸郡に編入された

029 徳島県板野郡藍園村

奥野村

徳命村

東中富村

本村

成瀬村

竹瀬村

M22（合併）

藍園村
        S30．4．29（合併町制）

灘］一藍住町

viii



市町村の変遷

030 茨城県那珂郡長倉煙草耕作聯合組合

繍コー→s3器合併改称）

長倉村

 野口村

東茨城郡

 伊勢畑村

S30，2，11（合併改称）

 東茨城郡

御前山村

S3L9．29（合併：

東茨城郡

 御前山村

参考資料

 ；幕末以降市町村名変遷系統図総覧（太田孝 1995，8 東洋書林）

 全訂全国市町村名変遷総覧（日本加除出版株式会社 H3．8）
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004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

福島県信夫郡福島町役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡小山荒井村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡五十辺村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡腰浜村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡笹谷村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡下村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡入江野村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡平塚村役場文書

   （現福島市）

福島県伊達郡東湯野村役場文書

   （現福島市）

福島県信夫郡平田村役場文書

   （現福島市）

福島県石城郡窪田村役場文書

   （現いわき市）

福島県石城郡上遠野村役場文書

   （詠いわき市）





文書目録（福島町，小山荒井村）

004福島県信夫郡福島町役場文書
     （現福島市）

004－001

【地価取調帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
一号
綴り有り 1
第壱区岩代国信夫郡福島町

・第壱号字通壱～第八号字通八までの判別調書
・明治10年6月福島町惣代人他16名及び戸長、副戸長等より福島県権令へ提出し
た調書

・表紙に赤色付箋で「地第五号四冊之内」とあり

004－002
【地価取調帳】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
三号
綴り有り 1
第壱区岩代国信夫郡福島町

・第1号字寺後～第15号字上谷地までの字別取調書
・明治10年6月第1区信夫郡福島町惣代人他16名より福島県権令へ提出した調書
・表紙に朱書にて「耕地弐冊之内第壱号」とあり

004－003
【地価取調帳】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治9］年改正
四号

綴り有り 1
第一区岩代国信夫郡福島町

・第16号字上公事田～第33号字下新田地までの字別取調書
・明治10年6月第壱区信夫郡福島町惣代人他16名より福島県権令へ提出した調書
・表紙に赤色付箋で「地第五号四冊之内」とあり

005福島県信夫郡小山荒井村役場文書
     （現福島市）

005－001

【山林原野地価帳】

〔年代〕 明治十四年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 信夫郡小山荒井村
〔備考〕・表紙に赤色付箋にて「地第十九号」とあり
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文書目録（五十辺村，腰浜村）

006福島県信夫郡五十辺村役場文書
     （現福島市）

006－001

【地価取調帳】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
綴り有り 1
第一区岩代国信夫郡五十辺村

・第1号字堰場より第18号字北ノ前までの字別調書
・表紙に赤色付箋剥脱の跡あり

006－002
【地価取調帳】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
綴り有り 1
第一区岩代国信夫郡五十辺村

・第19号字館之内より第31号向上河原までの字別調書
・表紙に赤色付箋「地第八号」とあり

007福島県信夫郡腰浜村役場文書
     （現福島市）

007－001

【地価取調帳】

〔年代〕

〔山号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第弐号
綴り有り 1
第一区岩代国信夫挙手浜村

・9番無上後田より16番字下釜までの調書、明治20年迄の追記あり
・朱書にて「拾壱冊之内第弐号」赤色付箋にて「地第一号」とあり

007－002
【地価取調帳】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年
綴り有り 1
第一区岩代国信夫挙手浜村

・41番早島野沢より48番字雷前までの字別調書
・表紙に朱書にて「拾壱冊之内第六号」赤色付箋にて「地第一号」とあり
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文書目録（腰浜村，笹谷村，下村）

007－003
【地価取調帳】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年
綴り有り 1
第一区岩代国信夫郡腰浜村

・81番二三谷地より91番字霞内までの字別調書
・表紙に朱書にて「拾壱冊之内第拾壱号」赤色付箋にて「地第一号」とあり

008福島県信夫郡笹谷村役場文書
     （現福島市）

008－001

【勧業諸表編冊】

〔年代〕 明治三十五年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 笹谷村役場
〔備考〕・村役場より郡長宛の勧業統計報告表綴

008－002

【勧業諸表編冊】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自明治三十六年一月
綴り有り 1
信夫郡笹谷村役場

・村役場より郡長宛の勧業統計報告表綴
・収録期間：明治36～44年

009福島県信夫郡下村役場文書
     （現福島市）

009－001

【福島県第壱区岩代国信夫郡下村全山反別収穫地価名寄帳】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年
綴り有り 1
信夫郡下村

・明治29年迄の異動の追記あり
・表紙に「五冊ノ内第四号」とあり
・裏表紙破損
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文書目録（入江野村，平塚村）

010福島県信夫郡入江野村役場文書
     （現福島市）

010－001

【地価取調帳】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
綴り有り 1
信夫郡入江野村

・字橋本より二二下里までの取調書
・表紙に「五冊之内弐号」と朱書あり

010－002

【林草野石塚官民区仕訳簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
綴り有り 1
信夫郡入江野村

・3冊合綴
 1、林草野石塚官民区仕訳簿 明治9年
2、林草野民有地原由合計簿 明治11年
3、野取帳記載違いの引直し願控 明治10年

010－003
【蓄穀割賦簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十一年［］月四日
綴り有り 1
信夫郡入江野村

・5冊合綴
 1、蓄穀割賦簿 明治11年
 2、蓄穀割賦簿 明治12年
3、備荒儲蓄金仕訳帳 明治14年
4、備荒公手金仕訳 明治14年
5、単寧儲金野賦人名簿

・表紙一部欠損

011福島県信夫郡平塚村役場文書
     （現福島市）

011－001

【耕地一筆限地価取調帳】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治6年］

綴り有り 1
岩代国信夫郡平田村

・明治6年7月 平田村より福島県令並びに同県参事へ提出した地券交付申請の際
の地価帳

・平田村は明治9年飯塚村と合併して平塚村となる
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文書目録（平塚村，東湯野村）

011－002

【蓄穀取調並儲蓄金仕訳帳】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自明治十一年至同十五年
綴り有り ユ

 ［信夫郡］平塚村
・5冊合番
 1、区報取調並儲蓄金仕訳帳 自明治11年至明治15年
 2、備荒儲蓄金 明治14年4月
3、備荒儲蓄金仕訳帳 明治13年后半期
4、蓄穀取調帳 明治12年4月
5、蓄穀取調帳 明治11年12月

012福島県伊達郡東湯野村役場文書
     （現福島市）

012－001

【地価取調帳】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第壱号
綴り有り 1
第弐区岩代国伊達郡東回野村

・第1号字水上より23号字岩清水までの字別調書
・表紙に「六号之内」と朱書あり 「福島県第二区会所」の印あり

012－002
【地価取調帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第弐号
綴り有り 1
第弐区岩代国伊達郡東回野村

・第24号字南一本木より第46号弓矢波瀬までの調書
・表紙に「六号之内」と朱書あり 「福島県第二区会所」の印あり

012－003
【地価取調帳】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第三号
綴り有り 1
第弐区岩代国伊達郡東湯野村

・第47綴字中瀬より第64号字壷石までの調書
・表紙に「六号之内」と朱書あり
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文書目録（東湯野村）

012－004
【地価取調帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第四号

綴り有り 1
第二区岩代国伊達郡東湯野村

・第65号字志和田より第94号字愛宕前までの調書
・表紙に「六号之内」と朱書あり 「福島県第二区会所」の印あり

012－005

【地価取調帳】

〔年代〕

〔題号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第五号
綴り有り 1
第弐区岩代国伊達郡東湯野村

・第95号字水口より字115号字鍛冶折までの調書
・表紙に「六号之内」と朱書あり 「福島県第二区会所」の印あり

012－006

【地価取調帳】
〔年代〕

〔巻藁〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治九年改正
第六号
綴り有り 1
第弐区岩代国伊達郡東湯野村、

・第116号字東畑より第142号字尾崎までの調書
・表紙に「六号之内」と朱書あり 「福島県第二区会所」の印あり

012－007

【正反別地価地租金名寄帳】

〔年代〕 明治九年改正
〔題号〕 第九号之内三号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 第弐区東湯野村
〔備考〕・表紙に「弐番」とあり

012－008

【正反別地価地租名寄帳】

〔年代〕 明治九年改正
〔巻号〕 第九号之内四号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 第弐区重湯野村
〔備考〕・表紙に「三番壱号」とあり
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文書目録（東湯野村，平田村，窪田村）

012－009

【正反別地価地租金名寄帳】

〔年代〕 明治九年改正
〔三号〕 第九号之内六号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 第弐区東湯野村
〔備考〕・表紙に「四番壱号」とあり

013福島県信夫郡平田村役場文書
     （現福島市）

013－001

【勧業統計表】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自大正九年至大正十四年
綴り有り 1
信夫郡平田村役場

・村役場より弓長宛の勧業統計表綴
・収録期間：大正9年1月～15年1月
・各年次ごとに中表紙をつけて綴られており、これらが合綴されている

013－002
【統計報告綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自大正十五年至
綴り有り 1
平田村役場

・大正15年6月までの報告の宛先は郡長、同年7月以降の報告分からは県知事宛
の統計表綴

・収録期間：大正14～昭和12年
・表紙に（農林省所属）とあり

014福島県石城郡窪田村役場文書
     （現いわき市）

014－001

【勧業報告綴】

〔年代〕 明治自三十一至三十三年
〔点数〕 綴り有り 1
『〔作成〕 窪田村役場

〔備考〕・村役場より郡長宛の勧業統計表綴
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文書目録（窪田村，上遠野村）

014－002
【勧業報告書類】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四十二年
綴り有り 1
窪田村役場

・家畜市場、会社票等のように同一主題の調査表が年次を追って綴じられており、
これらが合綴されている

・収録期間：明治41～45年

015福島県石城郡上遠野村役場文書
     （現いわき市）

015－001

【衛生表綴】

〔年代〕 明治四十三年ヨリ
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 上遠野村役場

〔備考〕・明治42年（43年報告）から昭和19年までの衛生表綴 大正15年までは郡
     長蛇それ以降は県知事宛の報告表
    ・収録期間：明治43～昭和19年

015－002

【勧業統計諸表綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自大正十年至  年
綴り有り 1
上遠野村役場

・大正9年（大正10年報告）から大正12年の村役場から石城郡長への勧業統計
報告書綴

・収録期間：大正10～12年
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016 群馬県碓氷郡西横野村役場文書

   （現松井田町）
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文書目録（西横野村）

016群馬県碓氷郡西横野村役場文書
     （現松井田町）

016－001

【［社寺境内取調書綴］】

〔年代〕  ［明治2，3，8，9年］

〔点数〕’綴り有り 1

〔作成〕  ［西横野村役場］

〔備考〕・6冊合綴

     1、社寺境内絵図面 第21区4小区 碓氷郡人見村 明治9年9月6日

     2、社寺境内外区画取調書 第21区4小区 碓氷郡人見村 明治9年10月7日
     3、社寺現在境内絵図面 北第21区5小区 碓氷郡二軒在家村 明治9年8月

     4、社寺現在境内書上帳 北第21区5小論 碓氷郡二軒在家村 明治8年3月

     5、社寺神仏明細取調七三 上野国碓氷郡二軒在家村 明治2年4月20日

     6、社中取調書字留村組合内碓氷郡二軒在家村 明治3年12月

    ・人見村と二軒在家村は明治22年に他2か村と合併し西横野村と改称

016－002

【［官有地・民有地反別取調帳］】

〔年代〕 明治十三年辰三月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 碓氷郡二軒在家村

〔備考〕・二軒在家村は明治22年に合併し西横野村と改称

    ・表記表題は官有（林・薮地・芝地・秣場）、民有（林・薮地・芝地・池地）反別

     取調帳であるが略記した

    ・表紙に「適意目録 永年保存明治十三年 第二号」、 「控」とあり

016－003

【土地台帳総計表綴組】

〔年代〕 明治十八年ヨリ

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 西横野村役場

〔備考〕・明治22年合併によって西横野村となった4村の各村別の土地台帳より集計した

     地目・反別・地価・地租の総計表と西横野村全体の集計表

    ・年代不詳の名寄帳からの集計表もあり

    ・収録期間：明治18～23年度 明治29～31年度
    ・表紙に「永年保存」印（朱）あり
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文書目録（西横野村）

016－004

【官地拝借払下二関スル綴】

〔年代〕 明治二十四年一月ヨ．リ十二月二至ル

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 西横野村役場

〔備考〕・官地拝借払下二関スル綴、官有芝地秣刈取願綴組 明治二十四年度（明治16

     21，24年の願書あり）以上2冊を合綴したもの
    ・表紙に「永年保存」の朱印並びに「簿冊目録第三一号、二」と朱書あり

016－005

【官有地二関スル綴】

〔年代〕 明治弐拾四年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 西横野村役場

〔備考〕・官有地調査の他巻末に立木献納許可、共有地所有者訂正願あり

    ・収録期間：明治24～25年
    ・「永年保存」の朱印並びに「簿冊目録第三二号」と朱書あり

016－006

【［土地諸異動関係書類綴］】

〔年代〕  ［明治24，25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 西横野村役場

〔備考〕・6冊合着

     1、’土地分裂合併地目変換届綴組 明治24年度

     2、水路敷変更願綴組 明治24年度

     3、地所売買質地受戻届済表 明治24年4月

     4、払下地々価査定願綴込 明治24年度

     5、土地台帳名寄帳加除二関スル書類 明治24年1月より

     6、諸異動通知書綴組（開墾届を含む） 明治24年度

    ・表題は整理上、総合的な題名をつけた
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文書目録（神保原村）

017埼玉県児玉郡神保原村役場文書
     （現上里町）

017－001
【地価帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

天皇壱号
綴り有り 1
武蔵国賀美郡忍保村

・忍保村が合併し、神保原村となる明治22年以前の文書と推定
・表紙に「一本松、宮北、宮西、稲実、小原、宮前、柳原」 「従第弐番至第三百拾
三番」と朱書あり

017－002
【地価帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

地第二号
綴り有り 1
武蔵国賀美郡忍保村

・生保村が合併し、神保原村となる明治22年以前の文書と推定
・表紙に「下忍保裏、東下忍保、善台寺裏、西忍保、下之沼」 「従第三百拾四番至
第五百七十四番」と朱書あり

017－003
【地価帳】

〔年代〕  ［明治コ

〔巻号〕 黄第四号
〔点数〕、綴り有り 1
〔作成〕 武蔵国賀美郡忍保村
〔備考〕・生保村が合併し、神保原村となる明治22年以前の文書と推定
   ・表紙に「上忍保、上忍保裏、諏訪東、西川原、北地、上川原、中川原、下川原大
    尾」 「従第七百八拾五番至第九百七拾六番」と朱書あり

017－004

【土地所有者名寄帳】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

第三号
綴り有り 1

 ［賀美郡］石神村
・石神村が合併し、神保原村となる明治22年以前の文書と推定
・表紙に「合四冊之内」とあり

017－005

【土地所有者名寄帳】
〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 第四号
．〔点数〕 綴り有り’1
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文書目録（神保原村，御正新田村）

〔作成〕  ［賀美郡］石神村

〔備考〕・石神村が合併し、神保原村となる明治22年以前の文書と推定
    ・明治32年の後筆あり
    ・巻末に明治18～21年度の村総計あり
    ・表紙に「合四冊之内」とあり

017－006

【土地所有者名寄帳
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

     石神分】
 〔明治］

第壱号

綴り有り 1
 ［児玉郡神保原村役場］

・賀美郡が児玉郡となる明治29年以後の文書と推定
・良心に「地租名寄帳 児玉郡神保原村役場」とあり
・表紙に「合四冊之内」とあり

017－007

【土地所有者名寄帳
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

     石神分】
 ［明治］

第三号

綴り有り 1
 ［児玉郡神保原村役場］

・賀美郡が児玉郡となる明治29年以後の文書と推定
・面心に「地租名寄帳 児玉郡神保原村役場」とあり
・表紙に「合四冊之内」とあり

018埼玉県大里郡御正新田村役場文書
     （現江南町）

O18－001

【御新田名寄改帳】

〔年代〕 嘉永三年戌九月 日
〔点数〕、綴り有り 1
〔作成〕 武州大意郡御正新田村名主源兵衛
〔備考〕・下畑、旧地、林畑、屋敷畑等、生産高の低い土地が目立つ名寄帳
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L．

019

020

021

022

023

024

025

026

長野県埴科郡松代町扱所文書
“ （現装野希）

長野県諏訪郡上諏訪町役場文書

   （現諏訪市）

長野県諏訪郡中洲村役場文書

   （現諏訪市）

長野県北佐久郡小諸町役場文書

   （現小諸市）

長野県上伊那郡西春近村役場文書

   （現伊那市）

長野県小県郡和田村和田尋常高等小学校文書

   （現和田村）

長野県諏訪郡富士見村役場文書

   （現富士見町）

長野県諏訪郡原村八ツ手区文書

   （現原村）
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文書目録（松代町，上諏訪町）

019長野県埴科郡松代町扱所文書
     （現長野市）

019－001

「【載籍出生家督届】

〔年代〕 明治九年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 松代町扱所

〔備考〕・送籍、復籍、除籍、出生等の届書を綴ったもの

    ・表紙に「従明治十九年一月至明治十九年十月」とあり 「十」の二文字は朱で抹

     消、小口に「明治九年」とあり

020長野県諏訪郡上諏訪町役場文書
     （現諏訪市）

020－001

【［転寄留届］】

〔年代〕 明治三十七年十一月

〔点数〕 綴り無し 2
〔作成〕  ［上諏訪町役場］

〔備考〕・上諏訪町長宛（本籍地）1通

    ・心匠の綴じ破損のための残簡

浅草区長宛（新、旧寄留地）1通

020－002

【［臨時出張所設置方申請書］】

〔年代〕 昭和十三年六月三十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 帝国飛行協会諏訪支部長、上諏訪町長

〔受取〕 名古屋逓信局長

〔備考〕・本年より霧ケ峰においてグライダー競技会開催につき通信等利便のため臨時出張

     所設置申請書
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文書目録（中洲村）

021長野県諏訪郡中洲村役場文書
     （現諏訪市）

021－001

【上金子村田畑名寄帳

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

      上原村】

寛政七乙甲年二月吉日

綴り有り 1

上金子村

・「上金子耕地一人別持地反別帳五帳ノ内三番 上原 中洲村」と書かれた表紙訂

正の為の貼付用紙の挿入あり

・上金子村は明治7年に中・下金子村、福島村、神宮寺村と合併し中洲村となる

・明治年代の後筆あり

021－002

【［上金子村田畑名寄帳］】

〔年代〕  ［寛政七平野年二月吉日］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 上金子村

〔備考〕・名寄帳後半に「原山畑名寄帳」とあり

    ・「上金子村田畑名寄帳、敷村々 寛政七乙卯年二月吉日」と表記された表紙の上

     に「上金子耕地一人別持地反別帳中洲村」と書かれた訂正用紙の貼付あり

    ・上記2冊を合綴したもの

    ・表紙欠、明治年代の後筆あり

021－003

【氏神祭礼入用帳】

〔年代〕 文政平野申年十月十三日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 宿 惣兵衛

〔備考〕・収録期間：文政7～明治17年

021－004

【［田畑屋敷名寄帳］】

〔年代〕  ［江戸時代］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］
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文書目録（中洲村）

〔備考〕・安政～明治初期の後筆があり、安政以前と推定

’  ・表紙欠

021－005

【［諸達留］】

〔年代〕  ［明治5年］壬申七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［正副戸長］

〔備考〕・壬申七月の達類の写綴 漁業無運上取、国役金割合、塩尻峠之内開墾入札、学校

     加入金等

    ・一丁目に内容見出しあり

    ・上部 左下すみ欠損

021－006

【大閉場田方一筆限地引帳】

〔年代〕 明治五壬申年九月

〔巻号〕 三番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

021－007

【御布告書留】

〔年代〕 明治五年九月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 副戸長

〔備考〕・布告を書き写したもの

021－008

【御布告書留】

〔年代〕 明治五年十月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 副戸長

〔備考〕・明治5年11月、同、6年1月到来の布告を書き写したもの

    ・廻状取扱規則、人相書、地券之証、捕丁承行規程等
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文書目録（中洲村）

021－009

【戸籍三総計綴込】

〔年代〕  ［明治5～16，18年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・表紙に「明治五壬申戸籍御三製ヨリ」とあり

    ・末尾に「戸籍表綴込 明治十八年一月ヨリ戸長役場」とあり

    ・明治9，10年1月1日調附属表2枚の挿入あり

021－010

【社寺二関スル書類留】

〔年代〕 従明治五年 至同十五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・収録期間＝明治5～10年
    ・表紙に朱書で「第六拾九号」とあり

021－011

【御布達書留】

〔年代〕 明治六年一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 副戸長

〔備考〕・明治5年11月～6年5月発令の布達を書き写したもの
    ・表紙に「三拾七号」と朱書あり

021－012

【［摺物御布告］】

〔年代〕 明治六年一月より二月迄

〔巻号〕 第壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村

〔備考〕・明治6年1～3月発令の布告綴

    ・下金子村は明治7年10月に上金子村外3村と合併して中洲村となる

    ・「表紙共八拾枚」とあるが66枚のみ また「第壱番」と朱書あり 表紙に内容

     見出しあり
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021－013

【回状】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治六年一月，二月

綴り有り 1

上金子村副戸長

・港湾等出入の商船積込の荷における物品税廃止、猟銃鑑札、人相書等

・三冊を合綴したものでそれぞれに表紙に「至急」裏表紙に「五冊之内」と朱書あり

021－014

【村社明細帳】

〔年代〕 明治六年二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 上金子村

〔備考〕・上金子村は明治7年10月に中金子外3村と合併し中洲村となる

021－015

【［摺物御布告］】

〔年代〕 明治六年三月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・明治6年1，2月発令の布告布達綴

    ・銃砲願出、御布告三拾七ケ條、人相書、舩無鑑札、僕碑馬車人力車駕籠遊船、

     生糸蠣蚕紙並製造方に関するもの

    ・表紙に内容見出し記述あり

    ・「御布告書紙数五拾壱枚」とあるが16枚のみで後欠

021－016

【［摺物御布告］】

〔年代〕 明治六年三月より四月・まで到来分

〔巻号〕 第二番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村

〔備考〕・明治6年1～3月発令の布告

    ・銀貨量目、田地質入書入規則等

    ・表紙に内容見出しあり また「第二番」と朱書あり
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021－O17

【回状】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治六年四月

綴り有り 1

上金子村副戸長

・収録期間：明治6年1～3月
・表紙に「至急」の朱書あり

021－018

【御廻章書留】

〔年代〕 明治六年六月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・明治6年6～7月付の布達を書き写したもの

    ・福島村は明治7年10月に上金子村外3村と合併して中洲村となる
    ・表紙に「福島」とあり

021－019

【諏訪大社木数調帳】

〔年代〕 明治六年七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・表紙に「黒田様御出張社地御調之節書上控」とあり

021－020

【摺物御布告】

〔年代〕 明治六年七月より同年八月迄到［来分］

〔巻号〕 第四番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村

〔備考〕・明治6年5～6月発令の布告

    ・表紙に「第四番」と朱書あり

021－021

【御廻章書留】

〔年代〕 明治六年八月

〔巻号〕 弐番
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〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・明治6年7～9月付の布達を書き写したもの

   ，・表紙に「福」とあり

021－022

【御布告書留帳】

〔年代〕 明治六年九～十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 副戸長

〔備考〕・収録期間：明治6年8～12月

    ・月別の4冊を合綴したもの

021－023

【摺物御布告留 御布令書】

〔年代〕 明治六年九月より十月迄南分

〔巻号〕 第五番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村

〔備考〕・明治6年6月，7月発令の布告
    ・表紙に「第五番」と朱書あり

021－024

【摺物御布告留】

〔年代〕 明治六年十一月，十二月

〔巻号〕 第六番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 「下金子村

〔備考〕・明治6年6～8月発令の布告
    ・表紙に「明治七年十一月十二月当番 矢島幸右衛門」とあり 「第六番」は朱書

021－025

【十一人講連衆名士帳】

〔年代〕 明治六年十二月．

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 会主 笠原五右衛門

〔備考〕・笠原五右衛門以下13人の名前記載あり
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021－026

【御布告書写】

〔年代〕 明治六年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 山田氏

〔備考〕・明治6年2月17日太政官発令の第56号 印紙貼用に関する布達の写と、この

    太政官布達を受けて、筑摩県が発令した県令第24号の写

021－027

【摺物御布告】

〔年代〕 明治七年三月より四月迄到来分

〔巻号〕 第八番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村副戸長

〔備考〕・明治6年9月～7年4月発令の布告

    ・表紙に「第八番」と朱書あり

021－028

【御布告書留帳】

〔年代〕 明治七年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 上金子村誌戸長

〔備考〕・明治7年2～4月発令の布告の写

021－029

【摺物御布告】

〔年代〕 明治七年五月一日より同六月三十日迄到来之分

〔巻号〕 第九番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村

〔備考〕・明治7年3～6月発令の布告

    ・表紙に「第九番」と朱書あり

021－030

【御布告書留帳】

〔年代〕 明治七年五月

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕 副戸長

〔備考〕・明治7年5月発令の布告の写

021－031

【御廻達記】

〔年代〕 明治七年六月十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・明治7年5～7月発令の布告・布達の写

021－032

【廻達】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治七年六月三十日

綴り有り 1
第拾五大区小五区 上金子村正副戸長

・明治7年5月発令の布達綴
・隠居願、養子願、家督相続人願、死去御届、当主死去相続人願、寄留願等雛形、

五伍法則等あり

・表紙に「至急六月 発ス」と朱書あり

021－033

【［廻達］】

〔年代〕 明治七年七月十三日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［上金子村正副戸長］

〔備考〕・明治7年5～6月発令の布告、布達綴

    ・前欠 75～94丁の丁付あり 末尾に廻状として明治7年7月13日付で回覧
     する旨の記述と回覧者名及び押印あり

021－034

【御布告】

〔年代〕 明治七年七月

〔点数〕 綴り無し 2

〔作成〕 戸長 副戸長

〔備考〕・表紙と筑摩県布達第九十号1通のみで後欠

     021－042に収録と同じもの．

第九十号は「摺物御布告第拾番」
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021－035

【実地検査簿】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治七年七月

壱番

綴り有り 1

 ［  ］

・「字大曲り壱番より字大名橋通武左衛門殿迄壱番より五拾番迄」の土地の調査簿

021－036

【実地検査簿】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治七年七月

七番

綴り有り 1

 ［  ］

・「字前田通鶴蔵殿田より同断よし野田迄三百弐拾壱番より三百八拾五番まで」の

土地の調査簿

021－037

【実地検査簿】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治七年七月

八番

綴り有り 1

 ［  〕

・「よし殿屋敷よりいち殿屋敷迄三百八拾六番より四百六拾八番まで」の土地の調

査簿

021－038

【実地検査簿】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治七年七月

拾壱番

綴り有り 1

 ［  ］

・「字城畑通弥兵衛殿田より字新手通孫三郎殿田迄五百八拾三番より六百三拾八番

迄」の土地の調査簿

・左上一部破損
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021－039

【［実地検査簿］】

〔年代〕  ［明治七年七月］

〔巻号〕  ［拾三番］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［  ］

〔備考〕・六百九拾四番より七百二十九番までの土地の調査簿

    ・表紙欠 右下部破損

021－040

【［実地検査簿］】

〔年代〕  ［明治七年七月］

〔正号〕  ［拾五番］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［   ］

〔備考〕・七百六拾六番より八百番までの土地の調査簿

    ・表紙欠

02rO41
【実地検査簿】

〔年代〕

〔信号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治七年七月

拾六番

綴り有り 1

 ［  ］

・「「字六台割通信一郎田より字焼野通神戸又四郎殿田迄八百壱番より八百五拾番迄」

の土地の調査簿

・左上部破損

021－042

【摺物御布告】

〔年代〕 明治七年七月より同年八月迄

〔巻号〕 第拾番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村役所

〔備考〕・明治7年5～8月発令の布告
    ・表紙に「第拾番」 「第三号」と朱書あり
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021－043

【御布告書留】

〔年代〕 明治七年九月三十日ヨリ

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 平林増右衛門

〔備考〕・明治7年9月27日～8年2月20日発令の布告の写
    ・作成者は諏訪郡福島送膳戸長

021－044

【摺物御布告】

〔年代〕 明治七年九月ヨリ同年十月迄分

〔巻号〕 第拾壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子村役所

〔備考〕・明治7年7～9月発令の布告

    ・本文中 村役場に到着日の記入あり

    ・表紙に「第拾壱番」と朱書あり

021－045

【御検見仕立帳面雛形写】

〔年代〕 明治七年十月二十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

021－046

【実地反別取調帳

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

    御改正地引帳】

明治七年十月

拾壱冊之内一

綴り有り 1
 ［諏訪郡福島画面戸長他3名］

 ［筑摩県権官］

・「従壱番至百番」の土地の調査簿

021－047

【実地反別取調帳 御改正地引帳】

〔年代〕 明治七年十月

〔巻号〕 拾壱冊ノ内三
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〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［諏訪郡福島村法戸長他3名］

 ［筑摩県権令］

・「従弐百壱番至三百番」の土地の調査簿

021－048

【実地反別取調帳 御改正地引帳】

〔年代〕 明治七年十月

〔巻藁〕 十一冊ノ内四

〔点数〕 綴り有り 1

（差出〕  ［諏訪郡福島年商戸長他3名］

〔受取〕  ［筑摩県権令］

〔備考〕・「従三百壱番至四百番」の土地の調査簿

021－049

【実地反別取調帳 御改正地引帳】

〔年代〕 明治七年十月

〔鼻息〕 十一冊ノ団七

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 ［諏訪郡福島年魚戸長他3名］

〔受取〕 ［筑摩県権令］

〔備考〕・「従六百壱番至七百番」の土地の調査簿

021－050

【実地反別取調帳 御改正地引帳】

〔年代〕 明治七年十月

〔哀号〕 十一山之内十一

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡福島盛年戸長他3名

〔受取〕 筑摩県権令

〔備考〕・「従千壱番至壱千七拾七番」の土地の調査簿

021－051

【［下金子耕地一人別持地反別帳］】

〔年代〕 明治七年十一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村扱所
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〔備考〕・表題は021－052の表紙による
    ・とびらに「中洲村之内下金［子］耕地大縄場田名寄簿

    扱所」とあり

    ・表紙欠

明治七年十一月 中洲村

021－052

【下金子耕地一人別持地反別帳】

〔年代〕 明治七年十一月

〔三号〕 弐番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「四帳ノ内」とあり

    ・とびらに「中洲村之内下金子耕地田畑名寄簿 中」とあり

021－053

【［下金子耕地一人別持地反別帳］】

〔年代〕 明治七年十一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村扱所

〔備考〕・表題は021－052の表紙による
    ・とびらに「中洲村之閣下金子耕地田畑名寄簿 下 明治七年従十一月至十二月

     中洲村扱所」とあり

    ・表紙欠

021－054

【御布告御布令留】

〔年代〕 明治七年従十一月至十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 第十五大山小五区中洲村

〔備考〕・明治7年10～12月発令の布告の写

021－055

【［神社境内立木調］】

〔年代〕  ［明治7年］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕 ［   ］
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〔備考〕・年代は末尾にある「七年六月書上」による

   ・前後欠

021－056

【［地所売買願御指令］】

〔年代〕  ［明治7，8年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

（備考〕・筑摩県権令旨の村吏奥印をもって中洲村内の地所売買願及びそれに対する返事

     （許可）の綴込

    ・明治七年分は一件のみ

    ・表紙欠

021－057

【［神社関係簿冊綴］】

〔年代〕  ［明治7～40年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・1、神社明細表［15年］

     2、社地反別並絵図面立木下調簿 八年一月 中洲村五耕地

     3、．七ヶ所村内社地取調帳［7年］

     4、氏子連名簿 諏訪郡中洲村［15年］

     上記四冊を台綴

021－058

【記［用水湛入費二関スル書類］】

〔年代〕 明治八年一月三十一日

〔点数〕 綴り有り・1

〔作成〕 中洲村扱所

〔備考〕・文出耕地宮川田用水湛入費割賦方につき廻状

021－059「

【奉伺口上書】

〔年代〕 明治八年一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡中洲村戸長他1名

〔受取〕．筑摩三権令
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〔備考〕・中洲村内下金子耕地大縄場の貢租上納額について筑摩権令宛の伺書と朱書の応答書

021－060

【御布告御布達御布令書留】

〔年代〕 明治八年越一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 第十五大区小五区扱所

・〔備考〕・収録期間：明治8年1～12月

    ・1、御布告御布達御布令書留 明治八年従一月

     2、 「御布告御布達御布令書留八季従四月弐番」

     3、 「御布告留八年九月二十八日ヨリ」

     上記3冊を合綴したもの

021－061

【［学事に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治8～16年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－062

【変死人名簿】

〔年代〕 ［明治8～17年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－063

【寄留者除籍簿】

〔年代〕 ［明治8～32年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・入、出寄留者除籍簿

    ・後欠

021－064

【事務日記】

〔年代〕 明治八年
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〔亀鑑〕、壱番 弐番 三番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・1、三帳ノ内壱番 従五月一日至五月十四日

    2、三帳ノ内弐番 従五月十五日至七月十四日（8月31日まであり）

    3、三帳ノ内三番 従九月一日至十二月三十一日

    以上3冊を合冊したもの

021－065

【御布告留】

〔年代〕 明治九年従一月至六月三十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・表紙破損

021－066

【改正地引帳 上金子耕地】

〔年代〕 明治九年一月

〔巻号） 四

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・二千六百一番より二千九百番の土地の調査簿

021－067

【御布告書留帳】

〔年代〕 明治九年従七月

〔巻号〕 弐番

〔点数〕 綴．り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・収録期間：明治9年7～12月

021－068

【地所売買出御指令】

〔年代〕 明治九年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・収録期間：明治8～9年
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021－069

【改正地引帳 下金子】

〔年代〕 明治九年

〔巻号〕 三番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 第拾五大区 中洲村

〔備考〕・四千百壱番より四千三百番迄の土地の調査簿

    ・表紙に朱書で「五帳之内」とあり

021－070

【改正地引帳 下金子】

〔年代〕 明治九年

〔巻心〕 五番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 第拾五大区 中洲村

〔備考〕・四千五百壱番より四千八百番迄の土地の調査簿

    ・表紙に朱書で「五帳之内」とあり

021－071

【［戸籍簿］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治9年］

綴り有り 1
 ［中洲村］

・「氏神当村国常立命寺中金子村真言宗小泉寺」とあることから中洲村中金子地区

のものと推定

・生年月日と年令が記入されていることから明治9年に作成されたものと推定、以

後明治20年までの加除訂正記入あり

・表紙欠 前欠

021－072

【［郡内単身入寄留者除籍簿］】

〔年代〕  ［明治9～34年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ・［中洲村］
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021－073

【［出寄留簿］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治9～大正4年］

綴り有り 1
 ［中洲村］

・「他町村へ出寄留ノ部」

より成る

「他郡へ出寄留之部」 「他府県へ出寄留之部」の3部

021－074

【［種痘接種証］】

〔年代〕  ［明治9～29年］

〔点数〕 綴り無し 6

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・上諏訪村塩原政孝家々族の接種証明書

    ・上諏訪村は明治24年上諏訪町と改称の後昭和16年8月豊田村四賀村と合併、

     諏訪市となる

021－075

【御布告御布達書留】

〔年代〕 明治十年従十月至十二月

〔点数） 綴り有り 1
〔作成〕 ・［   〕

〔備考〕・収録期間：明治10年9～12．月

021－076

【［寺院明細帳上申控綴他］】

〔年代〕  ［明治10～15年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・寺院明細帳 明治12～15年、社寺氏子信徒檀中総代人選定届綴込 明治14

     年、院号・寺号改称願 明治10、12年等

021－077

【元資金利子通】

〔年代〕 明治十年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 高島学校
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〔備考〕・裏表紙に「十八番組

    平林梅次郎」とあり

小林亀右衛門、宮阪千代吉、伊藤栄次郎、中沢金右衛門、

021－078

【御布達御達書留】

〔年代〕 明治十一年従一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・収録期間：明治11年1月～4月1日

021－079

【布達達書画帳】

〔年代〕 明治十一年従十月至十二月

〔巻号〕 四番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

021－080

【正論所有地抵当書入之儀願】

〔年代〕 明治十一年八月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・臨済宗地蔵寺所有地を抵当にして、同寺本堂の修繕費用100円を借用したき旨

     の願書及び許可に関する長野県との往復文書

021－081

【布達達書留】

〔年代〕 明治十二年従一月至

〔巻号〕 壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・収録期間：明治12年1月～4月1日

021－082

【事務日記】

〔年代〕 明治十二年従一月至三月
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〔巻号〕 壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－083

【布達達シ書留帳】

〔年代〕 明治十二年従四月至六月

〔巻号〕 弐番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

021－084

【御布達御達書留帳】

〔年代〕 明治十二年従七月至十二月

〔巻号〕 弐番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・皇典の「弐番」は参番の誤りか

021－085

【蚕玉神社祭典二付諸費割元帳】

〔年代〕 明治十二年八月五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中町組

021－086

【［寺院明細帳］】

〔年代〕 明治十二年十月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・小泉寺と金乗院の明細帳、 小泉寺分には年号・住職印あり

021－087

【［寺院明細帳］】

〔年代〕  ［明治12年］

〔点数〕 綴り有り 2
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〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地蔵寺、同乗院、小泉寺の明細帳と金乗院、小泉寺の明細帳各1綴で、後者は

    021－086と同内容

021－088

【［達綴］】

〔年代〕  ［明治12年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治12年1月郡役所の開設により主に郡役所よりの諸達書で、戸籍惣計調べ雛

     形・耕作概景表（勧業世話掛）雛形あり

021－089

【［神社寺院明細帳及び関連文書綴］】

〔年代〕 ［明治12～13年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・「諏訪郡中洲村神社寺院明細帳 明治12年11月1日」とその後の訂正願等

021－090

【［境内小社 摂社に関する往復文書綴．］】

〔年代〕  ［明治12，14年］

〔点数〕 綴り有り 1

     綴り無し 3
〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・各社と戸長間の文書及びその控

    ・綴りのない3枚は綴じ糸破損

021－091

【御布達御達書留帳】

〔年代〕 明治十三年従一月至

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［   ］

〔備考〕・収録期間：明治13年1～12月
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021－092

【［達綴］】

〔年代〕  ［明治13年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治13年1月24日発令の郡達第8号と前欠文書

021－093

【〔村会規則に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治13，14年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－094

【後見人届並委任状綴込】

〔年代〕  ［明治13，20～29年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－095

【神社明細帳】

〔年代〕 ［明治13年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡中洲村

〔備考〕・年代は添付の上申書提出年月日による

021－096

【［境内神社公称願他綴ヨ】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治13，15年］
綴り有り 1

 ［中洲村］

・「境内神社公称願 明治13年」6綴と「境内神社編入願

合綴、前者は021－097と重複
明治15年」1綴を
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021－097

【［境内神社公称願綴］】

〔年代〕 ［明治13以下

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・神宮寺 中金子他字別願書5綴を合綴、 021－096「境内神社公称願」と重複

021－098

【［神官事務受渡届］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十三年

綴り有り 1
 ［中洲村］

・受渡上申書及び引渡目録

・021－099と前書部分同じ

021－099

【［神官事務受渡文書綴］】

〔年代〕 明治十三年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・021－098と前書部分同じ

021－100

【衛生台帳】

〔年代〕 明治十四年一月

〔巻号〕 壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「従壱番至百番」と朱書、また「神宮寺」と小口書あり

021－101

【衛生台帳】

〔年代〕 明治十四年一月

〔巻号〕 弐番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「従百番至弐百番」と朱書、また「神宮寺村」と小口書あり
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021－102

【衛生台帳】

〔年代〕 明治十四年一月

〔巻号〕 三番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「従二百二番至二百四十七番」と朱書、また「上金」と小口書あり

021－103

【衛生台帳】

〔年代〕 明治十四年一月

〔巻号〕 四番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「従二百四十八番至三百三十三番」と朱書、また「中金子」と小口書あり

021－104

【衛生台帳】

〔年代〕 明治十四年一月

〔巻号〕 五番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「従三百三十四番至四百二十番」と朱書、また「福島」と小口書あり

021－105

【衛生台帳】

〔年代〕 明治十四年一月

〔巻号〕 六番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「従新甲四百二十番至五百二十八番」と朱書、また「下金子」と小口書あり

021－106

【［字宮山官林を諏訪神社々地編入願の件につき達］】

〔年代〕 明治十四年二月七日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡長
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〔受取〕 中洲村戸長役場

〔備考〕・字宮山官林を諏訪神社々地への編入願に対し「難聞届」旨の郡達

021－107

【［万慮］】

〔年代〕 ［明治14年2～12月］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］・

〔備考〕・主として郡役所達及び県達

    ・共武政表の雛形やその他統計に関する達あり

    ・前出

021－108

【地所売買地券書換願】

〔年代〕 明治十四年二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に「永五〇号」と朱書あり

021－109

【出納計表 高島病院】

〔年代〕 明治十四年二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 高島病院

〔受取〕 諏訪郡長

〔備考〕・高島病院金銭受払書

    ・収録期間：明治13年6～12月

021－110

【字守屋山千行成蹟上申】

〔年代〕 明治十四年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 戸長代理

〔受取〕 長野県令
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021－111

【［氏子及び信徒惣代人選定御届綴］】

〔年代〕  ［明治14年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－112

【［社寺官有地境内立木員数調及び関連文書綴］】

〔年代〕  ［明治14年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－113

【［社地取調］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十五年三月六日

綴り無し 2
中洲村

・「社地取調」

・綴じ糸破損

、 「村社々節々価取調」の2通

021－114

【事務日記】

〔年代〕 明治十五年従四月至六月・

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

021－l15

【種痘台帳

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

 神宮寺】

明治十五年五月

壱番

綴り有り 1

中洲村

021－116

【種痘台帳 中金子】

〔年代〕 明治十五年五月
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〔巻心〕 四

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成⊇ 中洲村

021－117

【種痘台帳 下金子】

〔年代〕 明治十五年五月

〔点数〕 綴り有り 1

（作成〕 中洲村

021－118

【［明治十二年七月以降戸数増減取調綴］】

〔年代〕 明治十五年六月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・八龍神社、大国主命神社、八幡神社についての氏子数増減取調書

021－119

【寺附所有地抵当書入之出願】

〔年代〕 明治十五年六月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・真言宗金将院の修繕費用借入のための所有地抵当書入願書

021－120

【事務日記】

〔年代〕 明治十五年七月ヨリ

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

〔備考〕・収録期間：明治15年7～9月

』021－121

【［天狗社に関する神社調訂正願］】

〔年代〕  ［明治15年8月5日］

〔点数〕 綴り無し 1
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〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・綴じ糸破損

021－122

【事務日記】

〔年代〕 明治十五年従十月至十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

021－123

【［神社収入財産届綴］】

〔年代〕 明治十五年十二月九日

〔点数〕 綴り有り 2
〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治14年長野県二十113号布達により村社分届書

    ・綴じ穴あり 当センターにて再綴

021－124

【［神社収入財産届綴］】

（年代〕 明治十五年十二月二十五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治14年長野県乙第113号布達により無格社分届書

021－125

【［地所売買地券書換願綴］】

〔年代〕 明治十五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・表紙欠

021－126

【［神社明細帳］】

〔年代〕 明治十五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］
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021－127

【［社寺収入予約御届綴］】

〔年代〕  ［明治十五年］

〔点数〕 綴り有り 3

     綴り無し 5
〔作成〕  ［中洲村］

021－128

【［天狗社 八龍社に関する上申書綴］】

〔年代〕 ［明治15，16年］

〔点数〕 綴り有り 2
〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・函数除去願 天狗社、社有地免租願 八龍社

021－129

【事務日記】

〔年代〕 明治十六年従一月至三月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

021－130

【事務日記】

〔年代〕 明治十六年七月ヨリ九月マデ

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

021－131

【社地調】

〔年代〕 明治十六年七月

〔点数〕 綴り有り 2

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・無内容2綴

021－132

【事務日記】

〔年代〕 明治十六年従十月至十二月
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〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

021－133

【締約交換書写】

〔年代〕 明治十六年十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 原キウ 他7名

〔受取〕 諏訪郡中洲村戸長

〔備考〕・相続財産争論約定書

021－134

【上申書綴込】

〔年代〕 明治十六年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕， 神宮寺学校

〔備考〕・教員申請書他に関する上申書綴

    ・収録期間：明治16～18年

021－135

【土地売買譲渡割印帳】

〔年代〕 明治十六年自第一月至第十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・売買、相続等による地券書換願の綴込

    ・表紙に「明治二十年第一月収 中洲村」と朱書あり

021－136

【［郡役所達綴］】

〔年代〕、 ［明治17年1～12月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・乙号達綴

    ・統計関係の達や雛形あり
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021－137

【［郡役所達綴］】

〔年代〕 ［明治17年1～12月］
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・甲丙号達綴

    ・統計関係の達あり

021－138

【事務日記】

〔年代〕 明治十七年従七月至九月

〔点数〕 綴り有り「 1

〔作成〕酬村戸長役場

021二139

【事務日記】

〔年代〕 明治十七年従十月至十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

021－140

【生年月日取調簿】

〔年代〕 明治十七年十二月調製

〔巻号〕 弐帳ノ内壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 戸長役場

〔循考〕・寛政9～嘉永6年までの各年毎の男女別出生者名及び明24～31年各年毎の男

     女別人数の記載

    ・表紙に「寛政 享和 文化 文政 天保 弘化 嘉永」とあり

021－141

【［社寺二関スル書類留］】

〔年代〕 ［明治17年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［中洲村］
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021－142

【地所売買譲渡地券書換願綴込】

〔年代〕 従明治十七年至明治十八年二月

〔点数） 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村戸長役場

〔備考〕・収録期間：明治17年1月～18年3月
    ・表紙に「中洲」と朱書あり

021－143

【諸達書綴込】

〔年代〕 明治十八年従一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村戸長役場

〔備考〕・郡役所よりの甲乙丙宝達綴

    ・「諏訪郡各村連合会議事細則」あり

    ・統計関係の達あり

021－144

【送受籍証】

〔年代〕 明治十八年従三月至十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に「中洲村分」と朱書あり

    ・1、 「送籍証綴込」

     2、 「受籍証綴込」

     以上2冊合綴したもの

021－145

【徴兵関係書類留 中洲分】

〔年代〕 明治十八年従三月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南中洲村戸長役場

〔備考〕・徴兵対象者の相続、婚姻等の徴兵異動届や徴兵猶予願等の綴

    ・収録期間：明治18～25年
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021－146

【地所売買譲渡地券書換願綴込】

〔年代〕 明治十八年従三月杢［12月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に「中洲」と朱書あり

021－147

【荒地成荒地期明二付地券書換願書留】

〔年代〕 明治十八年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南中洲村戸長役場

〔備考〕・収録期間：明治18～19年9月
    ・表紙に「十九年第三月荒地書類綴込 中洲」と朱書あり

021－148

【［往復文書綴控］】

〔年代〕  ［明治18～19年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・荒地年期起返調書、中洲村戸籍表、道路義掲金御免除願他

021－149

【郡役所達留】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十八年

綴り有り 1

中洲村

・丙号達綴

・「郵便取扱役選挙心得」「郵便取扱役服務規則」

・統計関係の達あり

・収録期間：明治18年3月9日～12月25日

「郵便取扱役身元引受人規則」あり

021－150

【［国民兵異動御届綴］】

〔年代〕  ［明治18～21年］

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・国民兵の相続、婚姻、離籍、復籍等による異動届綴

021－151

【徴兵徴集猶予名簿】

〔年代〕  ［明治18～20年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に明治18年「令第十九条」明治19年「令第十八条同第十九条該当」明治

     20年「令第拾八条」とあり 以上3冊を合綴 尚年次は二十年を「十九」年と

     朱書訂正あり

021－152

【兵事二関スル受領書綴込】

〔年代〕  ［明治18～22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に「中洲」と朱書あり

021－153

【［中洲村地方税商量等級表］】

〔年代〕  ［明治18，19年度］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・料理屋、芝居、茶屋、飲食店、湯屋、理髪人等の地方税等級表（壱等～三十六等）

    ・前後欠

021－154

【［会計に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治18～21年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・消防人夫及び雑費に関する調書、授業料補助願、営業税過納請求書、道路開墾義掲

     金免除願、明治20年度中洲村協議費年魚の綴
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021－155

【旧小物成地所一筆帳】

〔年代〕 明治拾九年第十二月調

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・江戸時代に田畑にかけられた年貢以外の税（小物成）の対象となった土地（芝地）

     を一筆毎に書き上げたもの

    ・表紙に「第百三号ノ内巳弐拾弐号」とあり

021－156

【郡役所池亭達 中洲分】

〔年代〕 明治十九年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・医師、薬舗、産婆等の調査雛形、菓子製造税その他統計関係あり

021－157

【学齢簿】

〔年代〕 明治十九年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙右上に「中金子」と朱書あり

021－158

【徴兵適齢各自届 湖南村】

〔年代〕 明治十九年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に「徴集控」と朱書あり

021－159

【［送受籍証綴］】

〔年代〕  ［明治19年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・中洲村発行の送、受籍証の控綴
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021－160

【［受配証綴］】

〔年代〕  ［明治19年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・中洲村域に他村が発行した受籍証綴

021－161

【徴兵人別表 中洲村】

〔年代〕  ［明治19～21年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・明治19，20年各1冊と明治21年1綴との合綴

021－162

【諏訪郡豊田・湊村 上伊那郡川底・東箕輪村地所々有人民印鑑帳】

〔年代〕 明治二十季一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成） 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表題の並々の他に宮川村、金沢村、四賀村、永明村の村民の印鑑帳も含まれている

021－163

【［国民兵入籍に際し戸主届書進達］】

〔年代〕 明治二十年四月二十四日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長

〔受取〕 諏訪郡長

021－164

【棄児送籍之義二付伺】

〔年代〕 明治二十年十月二十五日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 湖南村中洲井々長

〔受取〕 長野県知事
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021－165

【［郡役所通達綴］】

〔年代〕  ［明治20年1～12月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］         ＼

021－166

【脱落地編入願】

〔年代〕 明治二十年十一月一日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・地租改正時に台帳より漏れた土地の編入願

021－167

【［地目変換地租修正願］】

〔年代〕 明治二十年十一月一日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・主として畑地より宅地への地目変換地租修正願

    ・中洲村地主49名の署名捺印あり

    ・表紙欠

021－168

【［地目変換地租修正願］】

〔年代〕 明治二十年十一月一日

〔点数〕 綴り有りL1

〔差出〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・畑地より林に変更のための地目組換地価修正願

    ・中洲村地主19名の署名捺印あり

    ・表紙欠

021－169

【郡役所達 中洲村分】

〔年代〕 明治二十年
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［中洲村］

・「県会議員選挙被選挙権ヲ有スル者」調査様式あり

021－170

【［進達控］】

〔年代〕 明治二十年

〔点数〕 綴り有り 18

     綴り無し 19
〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・陸軍省訓令甲第2号別表取調ノ件等

021－171

【地券書換願書綴込】

〔年代〕 明治二十年

（点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・地所売買、家督相続等による諏訪郡長波の地券書換願綴込

    ・収録期間；明治20年2～12月
    ・表紙に「中洲分 弐」と朱書あり

021丁172

【［地券書換願綴込］】

〔年代〕  ［明治20年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・家督相続、地所売買等による諏訪郡長宛の地券書換願綴込

    ・明治十九年十二月付のものが一点あり 他は二十年一月付

021－173

【送受籍台帳 中洲村】

〔年代〕 明治二十年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・収録期間；明治20年1～4月’
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021－174

【中洲村人民諸願綴】

〔年代〕 明治二十年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・印鑑証明願、原籍証明願他

021－175

【［丈量誤謬に付訂正願］】

〔年代〕 ［明治20年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地主惣代より長野県知事宛の訂正願い

    ・前欠

021－176

【［営業雑種台帳］】

〔年代〕  ［明治20～28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・卸売以下小売、生糸製造、菜疏菓物、料理屋飲食店、俳優、その他の項目あり

    ・明治20～24年頃までは版心に「湖南村中洲村戸長役場」入りの用紙を使用、

     また24年頃から版心に「諏訪郡中洲村役場」入りの用紙を使用

    ・表紙欠

021－177

【身代限家資分散破産人名簿】

〔年代〕 ［明治20～32年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・表紙に「犯罪人名簿（二十年訓令第百九十八号）身代限家資分散破産人名簿（二

     十七年訓令第九十二号）明治三十二年四月十八日訓令第六十四号ニテ廃止ス」と

     朱書あり

021－178

【．［郡役所達綴］】

〔年代〕  ［明治21年］
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［中洲村］

・各村里程表甲乙式及び地所（建物）証明願雛形あり

・達の他に郡役所よりの照会に対する回答按文を含む

021－179

【郡役所達綴込 衛生】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・衛生関係の照会とこれに対する回答等の按文を含む

    ・表紙に「中」と朱書あり

021－180

【郡役所達綴込 学務】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡中洲村戸長役場

（備考〕・学事関係の郡役所達や照会書とこれに対する回答書等の按文を含む

    ・表紙に「中」と朱書あり

021－181

【［上申書控綴］】

〔年代〕  ［明治21年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治19年度地租納人員区分表（中洲村・湖南村）あり

021－182

【兵役優待規約書】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲山戸長役場

〔備考〕・郡役所宛の「兵役優待規約御認可願」が添付されている
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021－183

【兵役優待規約御認可願［写］】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

021－184

【徴兵各自届 中洲村】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙に「猶」と朱書あり

021－185

【［現役兵名簿］】

〔年代〕  ［明治21～25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・予備役へ編入時の朱書あり

    ・前後欠 当センターにて再綴

021－186

【［兵役優待規約に関する綴］】

〔年代〕  ［明治21～24年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

021－187

【登記済地処地券書換願】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・地所売買、相続等による諏訪郡長宛の地券書換願綴込

    ・表紙に「中洲村分」と朱書あり
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021－188

【［徴税 財政 会計等に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治21～24年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・綴じ破損

021－189

【加籍目録 中洲村】

〔年代〕 明治二十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・表紙欠

021－190

【［諸願綴］】

〔年代〕  ［明治22年3～12月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・土地台帳訂正願、相続人証明書等

021－191

【［地租納額証明願綴］】

〔年代〕 明治二十二年七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・中洲村長宛の納税証明願

021－192

【合筆反別増地価更正願】

〔年代〕 明治二十二年九月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村戸長代理助役

〔受取〕 長野県知事
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021－193

【誓約書】

〔年代〕 明治二十二年九月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・地価修正評定人と地主の間になされた誓約書

    ・表紙に「第百四十三号」と朱書あり

021－194

【開墾願】

〔年代〕 明治二十二年十月八日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・綴じ破損のため、当センターで委曲

021－195

【地券書換願綴込】

〔年代〕 明治二十二年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

〔備考〕・地所売買、相続等による諏訪郡長宛の地券書換願の綴込

    ・収録期間：明治22年1～8月
    ・表紙に「中洲 五〇号」と朱書あり

021－196

【［名寄帳集計簿］】

〔年代〕  ［明治22～29年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・名寄壱番帳～拾番帳の年次、反別

     現在の村合計が記述されている

地価、地租合計及び明治29年12月31日

021－197

【［土地分筆・合筆届綴］】

〔年代〕  ［明治22，23年］

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・開墾地価査定願を含む届綴

   ・収録期間：明治’22年6月～23年1月

021－198

【［荒地関係文書綴］】

〔年代〕  ［明治22～28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡中洲村

〔備考〕・荒地起返調審、荒地免租年期明届等とその許可通達

021－199

【［開墾届綴］】

〔年代〕  ［明治22～24
〔点数〕、 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

26年］

021－200

【字廊下書類】

〔年代〕 明治二十二年ヨリ

〔点数〕 綴り有り 1
  ’  綴り無し 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・飛地編入に関する往復書類、．字大曲飛地のものもあり

    ・収録期間：明治22～25年
    ・1枚は綴り収録の「甲第二二五号」の写

    ・後欠か 表紙に「第百五十三号一括」とあり

021－201

【［飛地編入に関する文書写］】

〔年代〕  ［明治22，23年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字誌面飛地に付き宮川村よりの請願書の写及び関連文書
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021－202

【［飛地編入に関する文書写］】

〔年代〕 ［明治22～24年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・021－201の字沖通飛地に関する文書と重複多し

    ・中洲村全図あり

021－203

【［飛地編入に関する文書写］】、

〔年代〕 ［明治22～24年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字沖通飛地に関する往復文書の写及び飛地編入壱筆限取調書021－236の写

021－204

【［町村制等に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治22～25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治22～25年4月の町村制、村税、村会、小学校設置等に関する往復文書綴

    ・明治24年度中洲村歳入出総計予算表及び明治24年度地方税戸数割等級人数表あり

021－205

【［町村制施行に伴う引継文書綴］】

〔年代〕 ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・財産引継目録及び村費収支決算書等（諸帳簿目録あり）

021－206

【［往復文書斎忌］】

〔年代〕 ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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〔備考〕・免租願書の各種願書及びこれに対する許可の写、その他照会書、地目変換調書等

    あり
    ・前回、欠落多し、綴じ破損のため簿冊より脱落したものを当センターで再綴

021－207

【村会関係書類】

〔年代〕  ［明治22～25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考）・「元湖南村中洲村連合村会成議案写」

     されたもの

「中洲村歳入出予算表」その他の綴が合綴

021－208

【国民兵入籍各自届 中洲村】

〔年代〕 明治二十二年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡湖南村中洲村戸長役場

021－209

【［徴兵検査関係綴］】

〔年代〕  ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－210

【［兵役に関する往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・兵役に関する文書が多いが他に戸籍表や県会議員改選に関する通牒や照会もあり

021－211
【［衛生に関する往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・前震

021－212

【学籍簿】

〔年代〕 明治二十二年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 神宮寺学校中洲支校

〔備考〕・収録期間：明治22～25年

021－213

【［学事に関する往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・新旧暦使用に関する統計調査文書や修史材料採訪についての文書あり

021－214

【［学事関係諸届綴］】

〔年代〕  ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－215

【［寄留届綴］】

〔年代〕  ［明治22年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・寄留退去届、寄留復帰届等の綴

021－216

【社寺二関スル事件留】

〔年代〕 明治二十二年従同参拾年至

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場
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021－217

【［役場備品台帳］】

〔年代〕  ［明治2．2～27年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－218

【［答申書］】

〔年代〕 ［明治23年5月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 工中洲村役場］

〔備考〕・湖南村との村境争論に関する中洲村長より長野県知事に宛た答申書及び郡役所よ

     りの返戻書写

021－219

【田畑検地野帳写】

〔年代〕  ［明治23年5月］

〔点数〕 綴り有り 3

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・湖南村との村境争論の証拠として「田畑検：地野帳寛政四閏子歳十一月九日神宮寺

     村」より必要個所を抜書きしたもの 021－218「答申書」中「証拠物写」

     として掲載されているものとほぼ同じ

    ・各綴とも同内容であるが多少筆数に相違あり 絵図2枚あり

021－220

【湖南丁字大曲り飛地御臨検願［控］】

〔年代〕 明治二十三年六月四日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

021－221

【［飛地御臨検願］】

〔年代〕  ［明治23年6月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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〔備考〕・湖南村飛地字大曲に関する中洲村長より長野県知事に宛た臨検願正副2綴及び郡

     役所よりの返戻書

021－222

【訴願書】

〔年代〕 明治二十三年八月十九日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 諏訪郡長

〔備考〕・湖南村との境界争論の訴願書

021－223

【裁決書】

〔年代〕 明治二十三年十月十五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡長

〔備考〕・字大曲は湖南村地籍へ連続する地にして飛地ではないという郡役所の裁決書

021－224

【飛地臨検願】

〔年代〕 明治二十三年十月十八日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡中洲村長

〔受取〕 諏訪郡長

〔備考〕・字沖通飛地に関し実地臨検を願い出た文書の文案

    ・後山か

021－225

【出寄留退去届綴込】

〔年代〕 明治二十三年

〔点数〕 綴り有り 1、

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・他村へ寄留した者の届書
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021－226

【除籍目録】

〔年代〕 明治二十三年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－227

【［分筆・合筆反別地価更正願及び達書綴］】

〔年代〕  ［明治23年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－228

【［堤塘調誤謬二付実地臨検並等関係文書写］】

〔年代〕  ［明治23年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字大曲飛地に関し実地の臨検を願い出た文書等

021－229

【湖南村字大曲り飛地書類綴込】

〔年代〕  ［明治23年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙に「十通有」とあり

021－230

【［湖南村字大曲に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治23年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・訴願、丈量取除地重複ノ箇所臨検願、答申書、決済願書、各添付文書等の控

021－231

【［町村制施行に伴う引継文書綴］】

〔年代〕  ［明治23，24年］
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・湖南村との共有財産処分分配および文書類の各区への引渡目録

021－232

【［往復文書綴］】

〔年代〕 ［明治23，24年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・主として乙、丙号が収録されている

    ・「気象年報 日本長野測候所 明治22年」あり

021－233

【［上申書控綴］】

〔年代〕 ［明治23，24年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・主として山号が収録されている

    ・「衆議院選挙名簿下調 明治二十参年二月」あり

021－234

【学齢簿】

〔年代〕 明治二十三年

〔巻号〕 壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

021－235

【学齢簿】

〔年代〕 明治二十三年

〔巻号〕 弐番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕’中洲村役場
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021－236

【飛地編入曲筆限取調書】

〔年代〕 明治二十四年三月二十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・字沖通飛地に関する毒筆命取調書で021－203にも写が綴られている

021－237

【土地分筆届】

〔年代〕 明治二十四年三月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・分筆絵図面あり

021－238

【土地合筆届】

〔年代〕 明治二十四年四月

〔点数〕  綴り有り  1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

021－239              1

【中洲村下金子区土地分筆届】

〔年代〕 明治二十四年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・021－240の分筆野晒図面と対応

021－240

【中洲村下金子区分筆野取図面】

〔年代〕 明治二十四年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

一65一



文書目録（中洲村）

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・021－239の分筆届と対応

021－241

【土地分筆届】

〔年代〕 明治二十四年五月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 岩波彌吉 他3名

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・福島区分筆図面あり

021－242

【神宮寺区分筆絵図面】

〔年代〕 明治二十四年六月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・021－246の「土地分筆及び達書綴」と対応

021－243

【［村税督促令状につき照会状］】

〔年代〕 明治二十四年八月十一日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村役場

〔受取〕 諏訪郡役所

〔備考〕・督促令状の雛形とこれに関する照会状

021－244

【差出証】

〔年代〕 明治二十四年十月十二日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡豊田村惣代 笠原孫作他1名

〔受取〕 諏訪郡中洲村長

〔備考〕・長野県地方裁判所松本支部等出頭旅費日当金等負担の件
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021－245

【土地分筆届】．

〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

明治二十四年

綴り有り 1

中洲村長

長野県知事

・「土地分筆届」と「分筆絵図面中金子区」の合冊

021－246

【［土地分筆及び達書綴］】

〔年代〕

〔点数）

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治24年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・「分筆反別地価更正願」1綴 「土地分筆届」5綴と達書及び「土地分筆届 中

洲村神宮寺区」1綴が合綴されている 最後尾の1綴は021－245の「分筆
絵図面」と対応

021－247

【［国学院設立寄附に関する書類他綴］】

〔年代〕 明治二十四年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・国学院設立寄附の文書の他に中金子、下金子、神宮地耕地の地籍合筆分筆に関す

     る地籍筆癖書上げが合綴されている

021－248

【船籍目録】

〔年代〕 明治二十四年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・出生、結婚、離婚等による自村及び他村よりの入籍

021－249

【除籍目録】

〔年代〕 明治二十四年

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・死亡、転居、．結婚、離婚等による除籍

021－250

【裁判宣告書】

〔年代〕 ［明治24年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［中洲村役場］

〔備考〕・茨城県豊田郡蚕飼村飛地に関する裁判宣告書写

021－251

【学齢調査簿】

〔年代〕 明治二十五年四月改

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・神宮寺、上金子、中金子、下金子、福島の地区別に記入されている

    ・収録期間：明治17～32年

021－252

【為身元保証地所書入証】

〔年代〕 明治二十五年五月十四日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 諏訪郡中洲村 黒沢滝蔵

〔受取〕 諏訪郡中洲村長

〔備考〕・中洲村収入役就任につき保証として地所書入写

021－253

【到着人名書】

〔年代〕 明治二十五年六月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長代理 助役

〔受取〕 長野県

〔備考〕・24名中23名は「25年徴兵適齢者」に記載されている
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021－254

【［土地台帳筆自他書上げ］】

〔年代〕  ［明治25年11月現在］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・神宮寺区、上、中、下金子区、福島区の土地台帳の筆数等が記されている

021－255

【［土地分筆・合筆届及び達書綴］】

〔年代〕  ［明治25年］

〔点数〕 綴り有り 1

     綴り無し 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治25年2月地主平林喜兵衛の分筆絵図面

    ・前欠

021－256

【軸組目録】

〔年代〕 明治二十五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－257

【［除籍目録］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治25年］

綴り無し 2
 ［中洲村役場］

・「生年月日取調簿 明治十七年十二月」 （021－140）より明治25年と推定

・断簡（本籍人管内死亡之部第16～31号分）

021－258

【庶務進達留】

〔年代〕 明治二十五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・衆議院議員選挙調、河川表、世界博覧会出品概目録他の控
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021－259

【［往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治25年1～12月の照会、回答進達文書綴
    ・中洲村製油営業表あり

021－260

【［中洲尋常高等小学校舎新築工事見積帳綴］】

〔年代〕 ［明治25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］噛

〔備考〕・1、建具屋根壁鉄物屋根平石差積

     2、学校木取帳明治二十五年十月吉日

     3、諏訪郡中洲村中洲尋常高等小学校舎新築建具屋根壁鉄物屋根平石見積帳

       明治二拾五年第拾一月、

     4、諏訪郡中洲村中洲尋常高等小学校舎用材取調帳 明治二十五年第十一月

     5、4に表題 年次とも同様・

     6、諏訪郡中洲村中洲尋常高等小学校舎建具屋根壁鉄物屋根平石見積帳

     7、4に表題 年次とも向様

     以上7冊合議

021－261

【徴兵適齢者［名簿］】

〔年代〕  ［明治25年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－262

【器械器具目録】

〔年代〕 明治二十六年三月調

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・中洲尋常高等小学校、下金子教場の器械器具目録
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021－263

【為身元保証地所書入証】

〔年代〕 明治二十六年七月六日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 諏訪郡中州村 河西恵一郎

〔受取〕 諏訪郡中洲村会議長

〔備考〕・中洲村収入役就任につき保証として地所書入写

021－264

【［帝国大学国家医学講習科入学志願者募集申進］】

〔年代〕 明治弐拾六年十二月十五日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 中洲村役場

〔受取〕 医師4人

〔備考〕・壷皿の綴じ穴あり

021－265

【［地蔵寺地所売却に関する書類綴］】

〔年代〕  ［明治26年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地所売却御認可願2部、地所売却願副伸、明細帳移動届、明細帳地目誤謬訂正願、

     明細帳脱落地編入願等の願書及び届書

021－266

【［地蔵寺所有地売却に関する往復文書］】

〔年代〕  ［明治26年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地蔵寺所有地売却にっき郡役所よりの確認の照会状や売却に至る経緯、価格等に

     関する村役場の回答

021－267

【［土地分筆届及び達書綴］】

〔年代〕  ［明治26年］

〔点数〕 綴り有り 1

（作成〕  ［中洲村役場］
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021－268

【［受三三綴］】

〔年代〕  ［明治26年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・収録期間：明治26年1月23日～5月8日
    ・前後欠か

021－269

【管内異動目録】

〔年代〕 明治二十六年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・送入籍之部、異動之部あり

021r270

【［中洲村内各区に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治26～30年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・明治26～30年の村内各区の区会議事、人事、歳入出予算決算書等の報告文書綴

021－271

【［学事に関する往復文書及び諸届綴］】

〔年代〕 ［明治26年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・学事統計表甲、乙、丙（明治25年）及び就学届、就学猶予、免除願等あり

021－272

【［大曲賓子橋工事関係書類綴］】

〔年代〕  ［明治26，27年］

〔点数〕 綴り有り 1

     綴り無し 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・絵図あり
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021－273

【伺書】

〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

明治二十七年一月十日

綴り有り 1

中洲村長

長野県知事

・字四通飛地編入に関する県達についての伺い

021－274

【［訴願］】 ，

〔年代〕  ［明治27年3月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字沖通飛地に関する宮川村との村境界確定の為郡参事へ提出の訴願控

021－275

【訴願書】

〔年代〕 明治弐十七年三月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県参事会

〔備考〕・明治27年11月日提出の字沖通飛地に関する訴願原稿（訴訟代理人高橋捨六作成）

021－276

【［郡役所達綴］】

〔年代〕 ［明治27年8月～29年8月］
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・主として徴兵関係の達

021－277

【裁決書】

〔年代〕 明治二十七年十月二十四日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡参事会諏訪郡長

〔備考〕・字沖通飛地編入訴訟の裁決書
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021－278

【訴願】

〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

021－279

【訴願】

〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

明治二十七年十一月五日

綴り有り 1

訴願者 笠原賢三郎

長野県参事会

・鰹鳥通飛地に関して宮川村との「村境界確定に対スル諏訪郡参事会裁決不服之訴願」

・参事会受付印あり

・021－279と同一文書

明治二十七年十一月五日

綴り有り 1

訴願者 笠原賢三郎

長野県参事会

・021－278と同一文書

021－280

【［釜口橋架替反対請願書］】

〔年代〕 明治二十七年十二月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・豊田村、湖南村、中洲村の三村惣代及び豊田村々長が提出した願書の控で宛先記

     入はない

    ・釜細長は平野村（現岡谷市）にある

021－281

【［土地分筆・合筆届及び達書綴］】

〔年代〕 ［明治27年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・丈量誤謬訂正願を含む

021－282

【証拠物之写】

〔年代〕  ［明治27年］

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字沖通飛地編入に関するもので絵図あり

021－283

【証拠物之写】

〔年代〕  ［明治27年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字沖通飛地編入に関するもの

    ・後部破損

021－284

【［字沖通り飛地に関する絵図］】

〔年代〕  ［明治27年］

〔点数〕 綴り無し 3

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・諏訪郡中洲村全図、中洲村各区割図、中洲村内の宮川村地籍の図の3絵図 字沖

     通り飛地に関して作成されたものか

021－285

【［飛地編入に関する往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治27，28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・字沖通飛地に関して郡役所よりの照会と上申書控

    ・前後欠 綴じ破損のため当センターで再綴

021－286

【諏訪郡尚武会規約［綴］】

〔年代〕  ［明治27年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・諏訪郡尚武会規約案及び諏訪郡尚武会規約の写
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021－287

【諏訪郡尚武会規約［綴］】

〔年代〕  ［明治27，30年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治27年の中洲村内の会員の名簿付（手書）と明治30年の印刷本の2冊を合

     嬉したもの

    ・右下部破損

    ・表紙に「明治三十七年一月一日改正不用」とあり

021－288

【入籍報知書綴】

〔年代〕 明治二十七年

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙のみ

021－289

【［飛地編入に関する上申書］】

〔年代〕 明治二十八年三月二十日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 長野県参事会

〔備考〕・字沖田飛地に関する上申書

    ・綴じ穴あり

021－290

【長野県訓令第三拾七号国民兵召集事務細則】

〔年代〕 ［明治28年4月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・長野県訓令第37号，38号（印刷物）を村役場が編綴し、手書の表紙をつけたもの

021－291

【盟約証】

〔年代〕 明治二十八年五月

〔点数〕 綴り無し 1
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〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

諏訪郡中洲村 金井久吾他3名

立会人中洲三笠原賢三郎
・戸主幼年に付親族協議の上歩附の日割を以て立会人へ宛てた救助法盟約証

021－292

【裁決書】

〔年代〕 明治二十八年六月十五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 長野県参事会長野県知事

〔備考〕・宮川村字沖通飛地編入に関する裁決書

021－293

【裁決書［写］】

〔年代〕 明治二十八年六月十五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 長野県参事会長野県知事

〔備考〕・宮川村字沖通飛地編入に関する裁決書写

021－294

【訴訟代理認許願】

〔年代〕 明治二十八年七月九日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 中洲村々長

〔受取〕 行政裁判所長官

〔備考〕・宮川村との村境界確定の件に関する願書

021－295

【村境界確定ノ訴長野県参事会裁決不服ノ訴二対スル妨訴抗弁書】

〔年代〕 明治二十八年十月五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 被告訴訟代理人

〔受取〕 行政裁判所長

〔備考〕・宮川村提出の妨訴抗弁書
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021－296

【送達書】

〔年代〕 明治二十八年十月七日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 行政裁判所

〔受取〕 原告代理人

〔備考〕・妨訴抗弁書一通の送達書

021－297

【裁判宣告書】

〔年代〕 明治二十八年十一月十八日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 行政裁判所評定官

〔備考〕・字沖通飛地に関する村境界確定裁判の宣告書の謄写

021－298

【［土地分筆届及び達書綴］】

〔年代〕  ［明治28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・綴じ破損のため、当センターで再綴、前後欠か

021－299

【［訴状］】

〔年代〕  ［明治28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［訴訟代理人］

〔備考〕・村境界不確定の長野県参事会裁決不服の訴状原稿

    ・綴じ破損のため当センターで再綴

021－300

【［村境界確定ノ訴長野県参事会裁決不服ノ訴二対スル妨訴抗弁書写］】

〔年代〕  ［明治28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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021－301

幽【［往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治28～30年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔点数〕 綴り無し 4

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・村会開設通知書、古神社取調照会書および回答他

    ・綴じの破損した簿冊の残簡

021－302

【第三種国民兵人名［簿］】

〔年代）  ［明治28年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・内容より作成年次を推定

021－303

【［日清戦争出征軍人及び家族の慰問に関する綴］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治28年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・「出征軍人慰問義賦金人名簿 神宮寺区」「征清軍人家族慰問金義掲簿 上金子

区」 「出征軍人慰労金明細簿 中金子区」「義掲金募集名簿 下金子区」「中洲

村従軍人贈与金義摘帳 福島区」その他受領証等との合綴されたもの

021－304

【［県税賦課等級表及び歳入出決算表］】

〔年代〕  ［明治28年度］

〔点数〕 綴り無し 4

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・綴じの破損した簿冊の残簡

021－305

【［土地分筆届及び達書綴］】

〔年代〕  ［明治29年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕＝［中洲村役：場］
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〔備考〕・地目変換届、丈量誤謬訂正願もあり

    ・綴じ破損のため当センターで再綴

021－306

【管内異動目録】

〔年代〕 明治二十九年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・送入籍、死亡、相続等の異動目録

021－307

【郷社以下祭式範例・郷村社氏子惣高事務準則】

〔年代〕  ［明治29年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表題の刊本2冊を合綴して手書きの表紙をつけたもの

021－308

【［学事に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治29年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・綴じ破損のため当センターで蛇毒 簿冊の残簡

021－309

【［日計簿計算表進達綴］】

〔年代〕 ［明治29～35年］
〔点数） 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙欠 後欠か

021－310

【御頭祭礼入費帳】

〔年代〕 明治三十年第一月

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・収録期間：明治30年1～5月

021－311

【［土地分筆届等綴］】

〔年代〕  ［明治30年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・畦畔新設本反別訂正願、丈量誤謬訂正願を含む

    ・綴じ破損のため当センターで再綴

021－312

【［区有地・村有地買入文書綴］】

〔年代〕  ［明治30年］

〔点数〕 綴り有り 5

     綴り無し 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・1、上金子区

     2、下金子区

     3、下金子区
     4、中洲村の用地として買収した際の各議会の決議書及び地所売渡証

     5、下金子区

     6、2の本証文の一部

021－313

【除籍目録】

〔年代〕 明治三十年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・死亡及び他町村、郡、府県への送籍による除籍目録

021－314

【［学事に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治30，31年目

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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〔備考〕・小学校教員の辞令及び請書等綴

    ・綴じ破損のため当センターで再綴

021－315

【基本財産台帳】

〔年代〕  ［明治30～36年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・学校基本財産（土地・寄附金・村積立金等）台帳

021－316

【［軍資金等献納者受賞人名調書に関する通牒綴］】

〔年代〕  ［明治30，31年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・郡役所より村役場あての表記に関する通牒綴

    ・綴じ破損のため当センターで再綴

021－317

【徴兵適齢届綴】

〔年代〕  ［明治30～41年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙欠 表題は小口書による

021－318

【中洲村会議員弐級定期改選々挙録】

〔年代〕 明治三十一年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・明治31年4月19日の村会議員選挙の記録

021－319

【備品台帳】

〔年代〕 明治参拾壱年八月

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕 中洲村隔離病舎事務所

〔備考〕・石油箱2箇、便器4箇、霧吹2箇等買入台帳

   ・収録期間：明治30年7月～31年8月

021－320

【［生年月日取調簿］】

〔年代〕 明治参拾壱年拾弐月参拾壱日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・文化10～明治22年の出生者名が各年毎、男女別に記載されている

021－321

【［土地分筆・合筆届綴］】

〔年代〕  ［明治31年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・綴じ破損のため当センターにて再綴

021－322

【除籍目録】

〔年代〕 明治三十一年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場コ

〔備考〕・死亡及び他町村、他郡、他府県への送籍による除籍目録

021－323

【管内異動目録】

〔年代〕 明治三十一年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成）  ［中洲村役場］

〔備考〕・送入籍、死亡、相続等の異動目録

021－324

【契約書】

〔年代〕 明治三十一年五月二十五日

〔点数〕 綴り無し 1
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〔差出〕 氏子総代

〔受取〕 茅野光豊

〔備考〕・神職増給の契約書

021－325

【社寺事件留】

〔年代〕  ［明治31～34年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表題及び年代は小口書による

    ・表紙欠

021－326

【［村会々議録］】

〔年代〕  ［明治31年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・前後欠

021－327

【民有山林作業方法書】

〔年代〕 明治参拾弐年第八月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・所有者別作業方法書で下記の項目につき中洲村長宛の届書を綴ったもの、地籍字

     地番・地目反別・現在の林況（材木種 林齢 疎密）・禁伐又は伐採法・伐採面

     積・面諭法・手入法・雑産物ノ種類及び採否

    ・表紙に「二九一号一」と朱書あり

021－328

【荒地免租年期附与願】

〔年代〕 明治参拾弐年拾月弐拾壱日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 松本税務管理局長

〔備考〕・明治32年10月7日の宮川出水につき荒地となった土地の免租願
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021－329

【諏訪郡中洲村土地分筆届】

〔年代〕 明治三十三年十一月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 中洲村長

〔受取〕 松本税務管理局長

〔備考〕・中洲村上大河原の土地21筆につき、土地所有者（四賀村々民12名）の分筆届

    ・表紙に「諏訪郡四賀村地主茅野濤作外拾壱名」とあり

021－330

【身分登記二関スル届書其他ノ書類】

〔年代〕 明治参拾参年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村戸籍役場

〔備考〕・他町村よりの入籍、転籍届書及びその手続終了の通知書綴

    ・表紙に「本籍人（非本籍人）」とあり

021－331

【身分登記及戸籍閲覧簿】

〔年代〕 明治参拾参年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村戸籍役場

〔備考〕・請求年月日 手数料 種類 請求人等を書く欄のある用紙、未使用

021－332

【山林所有者名簿】

〔年代〕 明治参拾四年

〔点数〕 綴り有り．1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙に「二九一号 第二種」と朱書あり

021マ333

【土地所有者名寄帳計増減表】

〔年代〕 明治参拾四年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場
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〔備考〕・明治34年7月9日現在の地租「現金額」のみが記入され増減は未記入

   ・字別に1～10番帳まで記載されている

021－334

【［戸籍関係書類収受及び発送簿］】

〔年代〕  ［明治34年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・婚姻、出生等による入籍及び身分届書等の収受、発送簿

    ・年代は内容より推定

021－335

【［戸籍関係書類受付簿］】

〔年代〕  ［明治34年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・婚姻、出生等による入籍及び身分届書等の受付簿、021－334の受付簿

    ・年代は内容より推定

021－336

【［戸籍関係書類受付簿］】

〔年代〕 ［明治34年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・婚姻、出生、死亡、廃家等入除籍の受付簿、入籍に関する件は021－334，

     335と同一内容

    ・年代は021－334，335より推定

021－337

【［衛生関係文書］】

〔年代〕  ［明治34～37年］

〔点数〕 綴り有り 1

     綴り無し 10
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地方病患者届、伝染病患者転帰届、診断書、郡役所達書、その他衛生関係文書綴

    ・綴じ破損 簿冊の残簡
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021－338

【戸籍簿閲覧願】

〔年代〕 明治三十五年四月三十日

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［中洲村戸籍役場］

〔備考〕・綴じ破損による簿冊の残簡か

021－339

【［現計表進達綴］】

〔年代〕  ［明治35年］

〔点数〕 綴り有り 6

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治35年4～7月分中洲村及び村内各区の歳入出現計表の郡役所への進達控

    ・合綴されていたものか、別に綴穴跡あり

021－340

【［経常費及び小学校新築費予算地租割等級表］】

〔年代〕  ［明治35年度］

〔点数〕 綴り無し 2
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治35年度の経常費と小学校の新築費を地租割にした等級と課額表

    ・「中洲尋常高等小学校建築二関スル件 調査委員報告書明治参拾四年弐月」と表

     記された袋の中に納められている

021－341

【証明書御下附願】

〔年代〕 明治三十六年二月二日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 申洲村 矢沢文作

〔受取〕 長野県知事

〔備考〕・徴兵猶予願提出のための海外渡航中の証明書交附願

    ・綴じ破損、簿冊の残簡か

021－342

【契約証綴】

〔年代〕 ［明治36年4月］

〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・中洲村小学校の仮教場に使用する家犀の貸借契約証で中洲村が下金子区及び福島

    区、法華寺、神宮寺区との間でとり交わした契約証3通の綴

021－343

【［土地所有者名寄帳］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治36年］

綴り有り 1
 ［中洲村］

・「土地所有者名寄帳壱番」021－4Q8の49丁に
長兵衛へ明治36年に移転した旨の朱書あり

・笠原長兵衛分のみ

笠原利左衛門の土地が笠原

021－344

【発収簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治参拾六年

綴り有り 1

中洲村戸籍役場

・［戸籍書類発収簿］と「戸籍受附簿

関係書類収受簿］が合綴されている

明治参拾六年中洲村戸籍役場」及び［戸籍

021－345

【［諸証明願・証明書］】

〔年代〕 ［明治36～38年］
〔点数〕 綴り有り 1

     綴り無し 4

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・綴じ破損 簿冊の残簡

02レ346

【海外旅券下附願】

〔年代〕 明治三盛六，三拾八年

〔点数〕 綴り有り 2

〔作成〕 中洲村役場
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〔備考〕・1、明治36年宮沢平八

    2、明治38年小笠原助重
      の2件の旅券下附願書

   ・綴じ破損 簿冊の残簡

アメリカ合衆国へ5年間写真術研究のために渡航

アメリカ合衆国へ2年間寒天販路視察のために渡航

021－347

【［学事に関する文書綴］】

〔年代〕  ［明治36，37年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・履歴書、入学願、小学校繰替休業の件認可等あり

    ・綴じ破損

021－348

【［物品購入控帳］】

〔年代〕  ［明治36～40年目

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・役場の物品購入の控か

    ・「此帳簿附込期限従明治三十六年四月至明治三十七年三月」と表紙にあり

021－349

【拝借書】

〔年代〕 明治三十七年九月十三日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 神宮寺区長

〔受取〕 中洲村長

〔備考〕・明治初期の地価下調帳、地引帳その他の文書を神宮寺区長が村役場から借用した

     際の証文

021－350

【［地租名寄帳］】．

〔年代〕  ［明治37～昭和6年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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〔備考〕・田、畑、山林、原野に対する地租名寄帳で神宮寺村分の一部

    ・収録期間：明治37～昭和6年
    ・表紙欠 表題は用紙版心による

    ・小口書に「二」とあり

021－351

【［地租名寄帳］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治37～昭和6年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・田、畑、雑地、山林、雑種地に対する地租名寄帳

・小口書に「四」とあり

021－352

【［地租名寄帳］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治37～昭和6年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・田、畑、原野、雑地に対する地租名寄帳

・小口書に「五」とあり

021－353

【［地租名寄帳］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治37～昭和6年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・宅地に対する地租名寄帳

・小口書に「三」とあり

021－354

【［地租名寄帳］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治37～昭和6年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・宅地に対する地租名寄帳

・小口書に「四」とあり
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021－355

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［明治37～昭和6年］

〔点数〕 綴り有り・1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・宅地に対する地租名寄帳

    ・小口書に「五」とあり

021－356

【［地租名寄帳］】

〔年代〕 ［明治37～昭和5年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・宅地に対する地租名寄帳

    ・小口書に「七」とあり

021－357

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［明治37～43年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地租名寄帳の「計」之部

    ・小口書に「計一，二」と朱書あり

021－358

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［明治37～43年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地租名寄帳の「計」之部

    ・小口書に「計三，四」と朱書あり

021－359

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［明治37～43年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成）  ［中洲村役場］
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〔備考〕・地租名寄帳の「計」之部

    ・小口書に「五」と朱書あり 一頁目右下すみに鉛筆書で「上金子」とあり

021－360

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［明治37～43年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地租名寄帳の「計」之部

    ・小口書に［計九］と朱書あり

021－361

【［地租名寄帳］】

〔年代〕 ［明治37～43年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地租名寄帳の「計」之部

    ・小口書に［計十］と朱書あり

021－362

【［衛生に関する往復文書綴］】

〔年代〕  ［明治37年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・麻疹及び流行性感冒の患者有無につき、郡長への届書その他衛生に関する綴

021－363

【守矢浅次郎氏葬儀二付下贈品 休憩所宿割 幹事役割 葬具目録 葬具寸尺】

〔年代〕 明治三十八年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村出征軍人優待会

021－364

【納税組台設置二面伍長人名御忌】

〔年代〕 明治三十八年七月十二日

〔点数〕 綴り無し 1
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〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

上金子区長

中洲村長

・上金子区長より8名人名届書

・綴じ穴あり

021－365

【陸軍歩兵伍長矢沢今朝美氏葬儀二付葬具目録 幹事役割 寄贈品 休憩所案内】

〔年代〕 明治三十八年七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村出征軍人優待会

021－366

【陸軍工兵上等兵田中善三郎氏葬儀二付葬具目録 幹事役割 寄贈品 休憩所案内 葬具寸尺】

〔年代〕 明治三十八年十月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村出征軍人優待会

021－367

【［日本赤十字冶金依頼書］】

〔年代〕 明治三十八年十二月

〔点数〕 綴り無し 2

〔差出〕 諏訪郡委員長

〔受取〕 中洲村分区委員

〔備考〕・年醸金取まとめ依頼及び督促状

    ・中洲村役場の受附印及び綴じ穴あり

021－368

【納税伍長組合人名帳】

〔年代〕 明治三十八年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 下金子区

〔備考〕・納税組合員及び伍長人名帳

021－369

【神宮寺区伍長組合取調控】

〔年代〕 明治参拾八年度

一93一



文書目録（中洲村）

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1

神宮寺区長

・宮之脇組、仲町組、南町組、長沢組、今橋組、各組合員名及び伍長名届書

021－370

【伝染病患者名簿】

〔年代〕  ［明治39～大正9年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－371

【［北海道移住関係書類］】

〔年代〕  ［明治39～大正2，4～6年］

〔点数〕 綴り有り 22

     綴り無し 3
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・謄本添、汽車汽船割引三下附願書、各年次の集計表、請求書等綴

021－372

【馬匹入届［綴］】

〔年代〕 ［明治39年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・陸軍々馬丁下弓弓馬の届書

    ・前後欠か

021－373

【［領収証及び：支払証明書綴］】

〔年代〕 ［明治39，40年］
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・前後欠、当センターにて再綴

021－374

【会計簿】

〔年代〕  ［明治39～大正13年］
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1

中洲図書館

・受払之部、童戯、徴収之部あり

・表紙欠

021－375

【収支命令簿】

〔年代〕 明治三十九年度

〔点数〕 綴り有り 4

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・1、上金子区 2、中金子区 3、下金子区 4、福島区

    ・それぞれの表紙に上記の区名が表記されている

    ・以上の4綴と021－376の5綴及び021－377の5綴の合計14綴を合
     わせると「三十九 区諸帳簿」との小口書が見え、これらの14綴は元来合綴さ

     れていたと推定される

021－376

【日計簿】

〔年代〕 明治三十九年度

〔点数〕 綴り有り 5

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・1、神宮寺区 2、上金子区 3、中金子区 4、下金子区 5、福島区
    ・それぞれの表紙に上記の隠名が表記されている

    ・以上の5綴と021－375の4綴及び021－377の5綴の合計14綴を合
     わせると「三十九 虫笛帳簿」との小口書が見え、これらの14綴は元来合綴さ

     れていたと推定される

021－377

【明治三十九年度 歳入歳出内訳簿】

〔年代〕 明治四十年五月拾弐日

〔点数〕 綴り有り 5

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・1、神宮寺区 2、上金子区 3、中金子区 4、下金子区 5、福島区
    ・それぞれの表紙に上記の曲名が表記されている

    ・以上の5綴と021－375の4綴及び021－376の5綴の合計14綴を合
     わせると「三十九 区諸帳簿」との小口書が見え、これらの14綴は元来合綴さ

     れていたと推定される
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021－378

【中洲村壮丁名簿】

〔年代〕  ［明治40～大正3年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・壮丁学力調査表及び壮丁考科表を含む

    ・8冊合綴

021－379

【［学齢調査簿］】

〔年代〕  ［明治40～大正5年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・明治33年4月生から40年10月生まで年度・男女別に記述あり
    ・備考欄に種痘完了年月日記述あり

    ・表紙欠

021－380

【村税徴収原簿】

〔年代〕 明治四十年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表紙に「第三種」と朱書あり

    ・小口書に「上（朱書）四十年度村税徴収原簿」とあり

021－381

【村税徴収原簿】

〔年代〕 明治四十年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表紙に「福島」 「第三種」と朱書あり

    ・小口書に「福（朱書）四十年度村税徴収原簿」とあり

021－382

【［中洲村臨時土木費領収証綴］】

〔年代〕 明治四十年度

〔巻号〕 五冊の内五
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〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・道路橋梁費、監督委員費、雑費、勧業補助費、教育補助費が合綴されている支払

     証明書も含む

    ・表紙に「土木費 勧業補助費 教育補助費」 「第二種」と朱書あり

021－383

【［授業料徴収原簿］】

〔年代〕  ［明治41年度］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・小口書に「四十一年度授業料徴収原簿」とあり

    ・表紙欠

021－384

【［学事に関する綴］】

〔年代〕  ［明治41，42年］

〔点数〕 綴り無し 2

〔作成〕 諏訪郡役所

〔備考〕・「諏訪郡各小学校児童就学状況比較表」 「明治42年度長野県諏訪郡学事一覧

     表」あり

    ・他に「学校二関スル書類」と記された袋あり

021－385

【県会議員選挙人名簿】

〔年代〕 明治四十二年九月十五日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・直接国税総納額、納税区分等の記述及び番号1～256号まであり

021－386

【微兵適齢届】

〔年代〕  ［明治42年］

て点数〕 綴り有り 1
〔作成〕  ［中洲村役場］
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021－387

【［小学校校舎新築延期に関する文書綴］】

〔年代〕 ［明治42年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－388

【県会議員選挙人名簿】

〔年代〕 明治四十三年九月十五日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・直接国税総納額、納税区分等の記述及び番号1～258号まであり

021－389

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕 明治四十三年十月一日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・神宮寺、上金子、中金子、下金子、福島の各区別名簿

021－390 ．

【［営業雑種台帳］】

〔年代〕  ［明治43～大正11年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・営業種目、等級又ハ課税物件、員数、普通額又パー個ノ税率、税額等記載の印刷

     用紙使用

    ・物品販売、職工、采疏菓物行商、理髪業、独立漁業、大工、畳刺職工等あり

    ・前後欠

    ・廃業届出は朱書記述あり

021－391

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕 明治四十四年十月一日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・上金子、中金子、下金子、神宮寺、福島の各区別名簿
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021－392

【面会議員選挙人名簿】

〔年代〕 明治四十四年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・小口書に「郡会議員選挙人名簿」とあり

021－393

【県税延納調定簿】

〔年代〕 明治四十五年七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表紙に「乙号名寄帳補助簿」と朱書あり

021－394

【県税延納徴収原簿】

〔年代〕 明治四十五年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表紙に「第三種」と朱書あり

    ・小口書に「四十五年朱書県税延納徴収原簿」とあり

021－395

【畦畔調 神宮寺耕地】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 ［一］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・1～200番まであり
    ・「中洲村」とあるところがら明治7年以後のものと推定

021－396

【畦畔調

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

神宮寺耕地】

［明治］

五

綴り有り 1

中洲村

一99一



文書目録（中洲村）

〔備考〕・801～1000番まであり
    ・「中洲村」とあるところがら明治7年以後のものと推定

021－397

【畦畔調 神宮寺耕地】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 九

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・1601～1713番まであり
    ・「中洲村」とあるところがら明治7年以後のものと推定

021－398

【改正地引帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 壱番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地番1～400迄収録
    ・中洲村神宮寺地区 内容から明治7年以降のものと推定

021－399

【改正地引帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 四番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地番1201～1400迄収録

021－400

【［名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・表紙欠

    ・後図と推定される地番の記入あり
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021－401

【［名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・表紙欠

    ・地番の記入あり

021－402

【［名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［中洲村］

〔備考〕・表紙欠

    ・地番の記入あり

021－403

【［名寄帳］】

〔年代）  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［中洲村］

〔備考〕・表紙欠

    ・地番及び「丙子起返（明治9年か）」等の朱書あり

021－404

【［中金子耕地田畑名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［申洲村］

〔備考〕・表紙欠

    ・明治9年の後筆あり

    ・1～53号まで人名索引あり
    ・罫線入りの用紙使用

021－405

【［田畑名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［中洲村］

・字名より神宮寺村と推定される

・表紙欠

・明治23年迄の直筆あり’

021－406

【［田畑名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・字名より湖南村、豊田村と推定される

    ・表紙欠

021－407

【〔田畑名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り’ 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・字名より永明村、上諏訪村と推定される

    ・表紙欠

021－408

【［土地所有者名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔爵号〕  ［壱番］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・反別地価地租名寄帳

    ・朱書や貼紙には明治23～36年の記述あり
    ・小口書に「神宮寺壱番」とあり

    ・函迫は巻末に「壱番帳反別地価地租合計表」があることによる

    ・表紙欠

021－409

【［土地所有者名寄帳］】

〔年代〕  ［明治］
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〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［弐番］・

綴り有り 1
 ［中洲村］

・反別地価地租名寄帳

・朱書や貼紙には明治22～36年の記述あり
・小口書に「神宮寺弐番」とあり

・巻号は巻末に「弐番帳反別地価地租合計表」があることによる

・表紙欠

021－410

【［土地所有者名寄帳］】

〔年代〕． ［明治］

〔二号〕  ［五番］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・反別地価地租名寄帳

    ・朱書や貼紙には明治21～37年の記述あり
    ・小口書に「下金子」とあり

    ・三号は巻末に「五番帳面表」があることによる

    ・表紙欠

021－411

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］

〔二号〕 八番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・反別地価地租名寄帳

    ・朱書や貼紙には明治24～37年の記述あり
    ・小口書に「中洲村内宮川」とあり

021－412

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 参番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村
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．〔備考〕・地番、地目1特定年の増租額（021－413「土地所有者名寄帳五番」巻末の

     「増租惣計」の記述により推定）

    ・小口書に「上金子」と記述あり

    ・表紙に「第二九二号三、五月調査済」と朱書あり

021－413

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治コ

五番

綴り有り 1

中洲村

・地番、地目、特定年の年租額（巻束の「増租惣計」の記述により推定）

・明治35年7月改めの朱書あり
・小口書に「下金子」とあり

・表紙に「第二九二号五」と朱書あり

021－414

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 六番

〔点数〕 綴り有り． 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・地番、地目、特定年の増量額（021－413「土地所有者名寄帳五番」巻末の
     「巽町惣計」の記述により推定）

    ・小口書に「福島」と記述あり

    ・表紙に「第二九二号六、三十四年五月調査済」と朱書あり

021－415

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 七番，［七番続］

〔点数〕 綴り有り 2

〔作成〕 中洲村
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〔備考〕・地番、地目、特定年の増訴額（021－413「土地所有者名寄帳五番」巻末の

     「増租惣計」の記述により推定）

    ・山号の［七番続］は内容より推定

    ・小口書に「湖南村、豊田村」と記入あり

   ・表紙に「第二九二号七、訂正済」と朱書あり

021－416

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 八番

（点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・地番、地目、特定年の増血額（021－413「土地所有者名寄帳五番」巻末の
     「面諭惣計」の記述により推定）

    ・小口書に「宮川村」とあり

    ・表紙に「第二九二号八」と朱書あり

021－417

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 九番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・地番、地目、特定年の増西盛（021－413「土地所有者名寄帳五番」巻末の
     「増血惣計」の記述により推定）

    ・小口書に「四賀村」とあり

    ・表紙に「第二九二号九、訂正済」と朱書あり

021－418

【土地所有者名寄帳】

〔年代〕  ［明治］．

〔巻号〕 拾番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・地番、地目、特定年の増租額（021－413「土地所有者名寄帳五番」．巻末の
     「増租惣山」の記述により推定）

    ・小口書に「永明上スワ」とあり

    ・表紙に「第二九二号拾」と朱書あり
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021－419

【［田畑地引帳］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村コ

〔備考〕．・地番3001～4000迄収録
    ・小字名より中金子村分と推定される

    ・表紙欠

021－420

【田畑一筆限地引帳 下金子村】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 下金子村戸長他3名
〔受贈ゴ 筑摩県権令

〔備考〕・表紙に「第拾五大区五小区諏訪郡下金子村」とあり

021－421

【［土地実測簿］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 2

〔作成〕 ［  ］

〔備考〕・墨、朱、鉛筆が用いられ地番号、持主、上、中、下田、畑の等級づけ高、 図面等

     記入されている 作成者 年次不詳

    ・綴じ破損の為、当センターにて再綴

021－422

【旧神領分一人別持地反別帳 神宮寺耕地】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・名寄帳

021－423

【丈量誤謬野取図面

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 第壱号

中洲村之内中金子】
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［中洲村］

・土地丈量帳

021－424

【［上金子地価帳］】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

 ［壱番］

綴り有り 1
 ［中洲村］

・反別、地価金、地租金が記述され、地番1724～2200迄収録
・表紙欠

021－425

【上金子地価帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

弐番

綴り有り 1

中洲村

・反別、地価金、地租金等が記述され、地番2201～2846迄と原山分三筆が
収録されている

021－426

【中金子低減地価修正簿】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

壱番

綴り有り 1
 ［中洲村］

・地番、字名、反別 地価金、地租金等が記述され、地番2847～3200迄収録

021－427

【中金子低減地価修正簿】

〔年代〕

〔虚説〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

弐番

綴り有り 1
 ［中洲村］

・地番、字名、反別
 り
地価金、地租金等が記述され、地番3201～3693迄収録
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021－428

【下金子地価減額修正下調帳】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地番、字名、反別、地価金、地租金等が記述され、地番：4501～4773迄収録

021－429

【福島地価修正下調帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 弐番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地番、字名、反別 地価金、地租金等が記述され、地番5201～5500迄収録

021－430

【福島地価修正下調帳】

〔年代〕  ［明治］

〔面面〕 参番

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・地番、字名、反別 地価金、地租金等が記述され、地番5501～5863迄収録

021－431

【証拠物目録】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・宮川堤防普請に関する綴

    ・目録に記述された天保8～明治22年の文書中必要箇所を写したもの

021－432

【［村絵図］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り無し 9

〔作成〕  ［中洲村］
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〔備考〕 ・1、

 2、

 3、

 4、

 5、

6、諏訪上社周辺図

7、宮川村沖通飛地図

8、村絵図雛形

9、雛形にそって作った下金子村絵図

「第拾五大区五小区諏訪郡福島村」絵図 綴じ穴あり

「第拾五大区高小区信濃国諏訪郡中洲村之内福島耕地」絵図

「第拾五大底五小区福島村」絵図

「諏訪郡神宮寺村」絵図 綴じ穴あり

「拾五大区五小区下金子村大縄場絵図」

       綴じ穴あり 割印あり

        綴じ穴あり

綴じ穴あり

綴じ穴あり

021－433

【［区有地書上］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り無し 2

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・下金子 福島両区有地書上 断簡

    ・021－312 明治30年「区有地・村有地買入文書綴」中の下金子区持地所
     売渡証と同字名同面積あり

    ・綴じ穴あり

021－434

【［署名捺印書類］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 諏訪郡中洲村長

〔受取〕 松本税務管理局長

〔備考〕・署名連判部分のみ、115名分

    ・前欠

021－435

【［新旧地番屋敷居住者名簿］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 湖南村中泊村戸長役場

〔備考〕・作成者名は用紙版面より採用

    ・表紙欠
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021－436

【回状】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り無し 4

上金子村副戸長

・表紙と最後尾のもの2枚のみ

021－437

【御布告書留】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［第十五大区］

〔備考〕・明治7年9月， 10月発令のもの

021－438

【除役名簿】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡中洲村

〔備考〕・明治16～20年に徴兵され除役になった者の名簿

021－439

【尚武会［二］関スル書類入】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・袋表に「明治二十七年十二月十八日尚武会ト改二十八年一月ヨリ施行ニナル中洲

     村支部長」とあり、袋裏面には「中洲村兵役優待規約帳簿 幹事平林正美」とあ

     る（裏面は朱線で消込あり）

    ・袋のみ

021－440

【［在郷軍人名簿］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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〔備考〕・在郷軍人名簿か

    ・記入の項目に［現役］予備、後備、補充、第一国民兵役があり、国民兵に種別が

    生じたのは明治28年3月以降である 記述は30年代が主である
    ・表紙欠

021－441

【在郷軍人名簿】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・巻頭に明治42～45年戸籍兵籍対照担当者氏名及び捺印あり、大正2年迄の記述

     あり

    ・題名は用紙表題による

    ・表紙欠

021－442

【生徒学籍簿】

〔年代〕  ［明治］

〔点数） 綴り有り 1

〔作成〕 神宮寺学校

〔備考〕・明治15～19年までの記述あり
    ・表紙に「甲第一式」しとあり

021－443

【［生徒学籍簿］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・明治20，21年入学者対象の学籍簿
    ・表紙欠

    ・用紙版心に「諏訪郡第 番学区 学校生徒学籍簿」とあり

021－444

【生徒学籍簿】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕’神宮寺学校
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〔備考〕・明治23～25年までの記述あり

    ・021－443と同じ用紙使用

021－445

【［学齢簿］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治2年2月生児童より13年12月生までの児童の姓名、出生年、学齢に入る

     年月日、学齢を終る年月日、就学不就学歳別、父母姓名、住所の記入あり

021－446

【［学齢簿］】

〔年代〕  ［明治］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村］

〔備考〕・明治2年4月生児童より13年12月生までの児童の姓名、出生年、学齢に入る
     年月日、学齢を終る年月日、就学不就学歳別、父母姓名、住所の記入あり

    ・表紙欠

021－447

【村会議員選挙人名簿下調簿】

〔年代〕 大正弐年二月十八日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－448

【［出勤簿］】

〔年代〕  ［大正2年9月～大正3年8月］

〔点数〕 綴り有り 2

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・執務出勤ノ部、会議出勤ノ部があり執務出勤ノ部は組合長、組合副長、嘱託員、

     事務員の出勤簿であり、会議出勤ノ部は組合長、組合副長、評議員の出勤簿、何

     の組合かは不明
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021－449

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕 大正二年十月一日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

021－450

【［寄留届・転籍届］】

〔年代〕 大正二年

〔点数〕 綴り無し 3

〔作成〕  ［中洲村戸籍役場］

〔備考〕・1、入寄留届

     2、出寄留届

     3、転籍届

021－451

【［村内各区会関係文書綴］】

〔年代〕  ［大正2～7年］

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・各区会々議録、区会議員選挙人名簿及び選挙録

021－452

【県税地租割戸数割徴収原簿】

〔年代〕 大正二年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表紙に「第三種」と朱書あり

021－453

【愛国婦人会員名簿】

〔年代〕  ［大正2，3年度］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村委員

〔備考〕・用紙版心に「中洲村役場」とあり
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021－454

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕・ 大正三年十月一日現在

〔点数〕．綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

021－455

【県会議員選挙人名簿】

〔年代〕 大正四年九月十五日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

021－456

【［出勤簿］】

〔年代〕  ［大正4年9月～大正7年8月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・執務出勤ノ部、会議出勤ノ部があり内容は021－448と同じ
    ・表紙欠

021－457

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕 大正四年十月一日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

G21－458

【壮丁名簿】

〔年代〕  ［大正4～15年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・壮丁身元調査を含む

    ・15冊合綴
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021－459

【営業税附加税徴収原簿】

〔年代〕 大正四年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表紙に「県税 第三種」と朱書あり

021－460

【［居所寄留届綴］】

〔年代〕 大正五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［中洲村役場］

021－461

【県税収納簿】

〔年代〕 大正五年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・題名、年代は小口書にあり（朱書）

    ・表紙に「現金」とあり

021－462

【県会議員選挙人名簿】

〔年代〕 大正六年九月十五日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

021－463

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕’大正六年十月一日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

021－464

【［諏訪郡勧業奨励事項に関する綴］】

〔年代〕  ［大正6年12月］
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〔点数〕 綴り有り11

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・孔版及び活版刷

021－465

【［自転車鑑札付替に関する文書綴］】

〔年代〕 大正七年四月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・諏訪郡役所から町村長に宛たもの1通（「税第11号」の記述あり）中洲村役場

     より同内容でだされたもの1通 計2通

021－466

【役員出勤簿】

〔年代〕 大正七年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・執務出勤ノ部、会議出勤ノ部があり内容は021－448と同じ

    ・収録期間：大正7年9月～8年8月

021－467                  ・

【衆議院議員選挙人名簿 副本】

〔年代〕 大正七年拾月一日現在

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

021－468

【［土地異動綴］】

〔年代〕  ［大正7～15年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・売買、相続、名儀変更、地目変換等による土地異動に際しての台帳番号、段別、

     地価、地租等の異動を記した帳簿

    ・用紙翻心に「地租名寄帳中洲村」とあり
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021－469

【［北海道移住関係書類］】

〔年代〕  ［大正7～昭和10年］

〔点数〕 綴り有り 23

     綴り無し 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・中洲村役場印のほかに和田村村役場、豊田村、富士見村、泉野村、四賀村、上諏

     訪町の各印あり

    ・大正9，13，15年無し 昭和5，8，9年無し

021－470

【［学務関係文書綴］】

〔年代〕  ［大正7，8年］

〔点数〕1綴り有り 1
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・小学校教員に関する調査、学校林調査、工業教育資料調査あり

    ・「学務自七年至八年」と小口書あり

021－471

【所得附加税資料通報［綴］】

〔年代〕 大正七年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・上諏訪税務署発行のもの

021－472

【［勧業に関する往復文書綴］】

〔年代〕  ［大正7年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・会社票、工場票、所要数につき郡役所よりの照会に対する中洲村の報告、その他

     農商務関係の報告書、雛形及び調査表あり

    ・一部孔版

021－473

【役員出勤簿】

〔年代〕 大正八年度
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1

 ［    ］

・執務出勤ノ部、会議出勤ノ部があり内容は021－448と同じ

・収録期間：大正8年9月～9年8月

021－474

【長野県諏訪郡会議員中洲村選挙区ノ選挙録】

〔年代〕 ［大正8年10月］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・定期改選

021－475

【区会計書類】

〔年代〕 大正八年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪郡中洲村役場

〔備考〕・神宮寺区、上金子区、中金子区、下金子区、福島区各々の日計簿及び歳入出内訳簿

     より成る

021－476

【学齢児童入学願書】

〔年代〕 大正十年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・中洲尋常高等小学校

021－477

【［田畑十町歩以上所有地主調］】

〔年代〕 大正十一年六月六日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 中洲村農会

〔受取〕 諏訪郡農会

〔備考〕・諏訪郡農会よりの照会に対する報告書

    ・勧業関係綴の内1枚のみ残存したものと思われる

一118一



文書目録（中洲村）

021－478

【［学事に関する文書綴］】

〔年代）  ［大正11年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・大正11年度学齢児童調査（神宮寺、上金子、中金子、下金子、福島の各地区）

021－479

【長野県諏訪郡中洲村県税戸数割賦課額決議書】

〔年代〕 大正拾壱年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・戸数割各人の賦課額表あり

    ・表紙に「確実ノ物」と朱書あり

    ・孔版

021－480

【入学児童名簿】

（年代〕 大正十一年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－481

【消耗品受払簿】

〔年代〕 大正十三年九月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村隔離病舎

021－482

【［小作調停に関する綴］】

〔年代〕 大正十三年拾月弐拾参日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・小作調停委員3人の名簿及び小作調停法実施に関する通牒
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021－483

【所得税県附加税徴収原簿】

〔年代⊇ 大正十三年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

021－484

【官幣大社諏訪神社献詠歌集】

〔年代〕 大正十四年

〔巻号〕 十二月号

〔点数） 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・孔版

021－485

【［農商務統計報告書綴］】

〔年代〕  ［大正14～昭和2年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・大正14年農商務省統計報告書、大正15年農商務省統計報告書、農林省統計報

     告書、商工省統計報告書、昭和2年農林省統計報告書、商工省統計報告書その他

     各年次共府県統計書とおもわれるもの等あり

021－486

【区会々議録】

〔年代〕  ［大正14～昭和2年］

〔点数〕 綴り有り 23
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・村内各区の歳入出予算決算認定の議事録

021－487

【モグラ買上控】

〔年代〕 大正十五年五月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村農会

〔備考〕・収録期間：大正15年5～7月分
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021－488

【［徴兵旅費払戻請求に関する綴］】

〔年代〕  ［大正15～昭和4年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・長野県内務部よりの旅費払戻し請求誤りなき旨の通牒及び関係規則、様式、払戻請求書

    ・綴じ破損の為、当センターにて再綴

    ・一部孔版

021－489

【［兵事関係諸届袋類］】

〔年代〕  ［大正］

〔点数〕 綴り無し 13

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・1、充員召集令状交付時間調査表入袋、中に調査表孔版刷と第二国民兵名簿用紙活版

       刷あり 未使用

     2、徴兵二関スル書類入

     3、国民兵召集名簿用紙

     4、壮丁名簿附表入

     5、令状入袋

     6、通知用紙（未使用30枚）入袋及び空袋4枚
     7、軍人遺族現況調査書1通

     8、未使用報告書用紙 30枚
     9、使丁配置、同心得書、同契約書及び請書袋

021－490

【図書台帳】

〔年代〕  ［大正］

〔巻号〕 第二

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・幼年書類、国文書類、史学書類、兵事書類あり

    ・購入年大正2～12年のものが記載されている
    ・表紙欠  「図書台帳・二」と小口書あり

021－491

【［乙号名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和2．～6年］
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・地目別の地価、地租、県税及び村税の地租附加税等

・用紙磁心に「乙号名寄帳」とあり 「乙十二」と朱書で小口書あり

021－492

【村会決議書】

〔年代〕 昭和二年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・大正15年歳入出決算書、昭和2年歳入出予算決算書、昭和2年村税特別税戸数

     割賦課表、その他

    ・表題は背による 索引あり

021－493

【学級経営意見書】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

昭和弐年度

綴り有り 1

 ［    ］

・学級担任者による経営概要、児童状態、教授、訓練、養護に対する意見書

・用紙版心に「茨城県真壁郡大村尋常高等小学校」とあり

・表紙に「第七学級尋常科第四学年男組」とあり

021－494

【小学校費】

〔年代〕 昭和弐年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙に朱書で「四冊之内第弐号」とあり

021－495

【［中洲村小学校々舎増築工事入札依頼書用紙］】

〔年代〕 昭和参年六月

〔点数〕 綴り無し 6

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・孔版刷未使用の同一用紙6枚
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021－496

【諏訪郡中洲尋常高等小学校教室其他新築工事設計書】

〔年代〕  ［昭和3年］

〔点数〕 綴り有り 9

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・021－497「中洲尋常高等小学校新築工事関係書類綴」にある手書き及び孔

     版刷りの同一文書より年次を推定、また作成者は工事請負人か

    ・孔版刷の同一本9冊

021－497

【［中洲尋常高等小学校新築工事関係書類綴］】

〔年代〕  ［昭和3年度］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－498

【［臨時部領収証綴］】

〔年代〕 昭和参年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表題は小口書「昭和三年度臨時部」による

021－499

【国旗申込控】

〔年代〕 昭和三年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・御大典用旗一式各区別一括申込控

021－500

【村会決議書】

〔年代〕 昭和五年

〔点数〕、綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・昭和5年度歳入出予算決議書、村税特別税戸数割賦課表等あり

    ・表題は背による、索引あり
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021－501

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和6～13年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・末尾に田租、畑租（1件）、池沼之部異動集計表あり

    ・用紙版心に「地租名寄帳中洲村」とあり

    ・表紙欠、小口書あり

021－502

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和6～12年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕・［中洲村役場］

〔備考〕・末尾に田租、畑租、山林原野之部の集計表あり

    ・用紙面心に「地租名寄帳中洲村」とあり

    ・表紙欠、右下部破損

021－503

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和6～13年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・田租、池沼之部あり

    ・用紙版心に「地租名寄帳中洲村」とあり

    ・前後欠、 「10」と小口書あり

021－504

【［地租関係綴］】

〔年代〕  ［昭和6～11年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・田租、畑租、原野、池沼の部あり、 「地租名寄帳

    ・用紙面心に「地租名寄帳中洲村」とあり

異動集計表」の集計表の部分か
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021－505

【［地租関係綴］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［昭和6～11年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・宅地租、田租、畑租、原野、山林、’ G種地、池沼等について台帳各号毎の特定の

 （内容不明）ものの筆数、地積、賃貸価格、地租、人数が各年現在額として記さ

れている

・用紙版心に「地租名寄帳中洲村」とあり

・前後欠

021－506

【［土地異動綴］】

〔年代〕  ［昭和6～9年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・用紙版心に「地租名寄帳中洲村」とあり

021－507

【［諏訪郡下各町村歳入歳出予算書綴］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

昭和六年度

綴り有り 1

 ［中洲村役場］

・湊村、川岸村、平野村、長池村、諏訪町、上諏訪町、四賀村、永明村、米沢村、

泉野村、湖東村、豊平村、原村、本郷村、玉川村、境村、落合村、富士見村、金

沢村、湖南村、豊田村21か町村の予算書

・21冊合綴
・孔版

021－508

【［乙号名寄帳］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［昭和7～12年］

綴り有り 1
 ［中洲村役場］

・地目別地租及び県税・村税地租附加税等

・索引には83番まであるが実際は65番までで以下欠

・表紙欠 版心に「乙号名寄帳」とあり 「四」と朱書で小口書あり
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021－509

【［乙号名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和7～12年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地目別地租及び県税・村税地租附加税等

    ・表紙欠 版心に「乙号名寄帳」とあり 「七」と朱書で小口書あり

021－510

【［乙号名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和7～12年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地目別地租及び県税・村税地租附加税等

    ・表紙欠 版心に「乙号名寄帳」とあり 「八」と朱書で小口書あり

021－511

【小学校費】

〔年代〕 昭和七年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・教員給料、旅費、生徒諸費、備品虚血の請求書綴

    ・小口書に「小学校費 昭七」とあり

021－512

【村会議員選挙工船簿】

〔年代〕 昭和八年四月十九日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・選挙人558名登録名簿

021－513

【［村会議員選挙眞頁末報告書］】

〔年代〕 昭和八年四月二十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・村会議員選挙会選挙録
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021－514

【昭和七年度諏訪郡中洲村歳入出決算書】

〔年代〕 昭和八年六月三十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・孔版

021－515

【昭和七年度諏訪郡中洲村中金子普通水利組合歳入出決算】

〔年代〕 昭和八年拾弐月七日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村中金子普通水利組合］

〔備考〕・孔版

021－516

【営業収益税村附加税徴収（追加）調定】

〔年代〕 昭和八年

〔点数〕 綴り無し 3

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・既徴収額、追加徴収額及び本期徴収額の正副書類

021－517

【［中洲村告示控綴］】

〔年代） 昭和八年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・中洲村会招集、昭和8年度中洲村屋税附加率の件他

021－518

【特別地固調膳簿】

〔年代〕 昭和八年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］ 税務係

〔備考〕・賦課額あり
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021－519

【県税地租附加税嘉定簿】

〔年代〕 昭和八年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］ 税務係

〔備考〕・賦課額あり

021－520

【［租税関係綴］】

〔年代〕 昭和八年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・「県税雑種税 昭和八年度前半期随時分調定」 （不動産取得税）など租税関係綴

021－521

【昭和八年度諏訪郡中洲村歳入出決算書】

〔年代〕 昭和九年七月五日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・孔版

021－522

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和9～11年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・田租 池沼之部あり

    ・左上部破損、前後欠

021－523

【村会決議書】

〔年代〕  ［昭和9年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・昭和九年度歳入出予算決議書等あり

    ・後欠、表題は背書による
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021－524

【［中洲村歳入歳出決算歳入之部］】

〔年代〕  ［昭和10年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・表紙に「歳入」とのみあり

021－525

【昭和拾年度諏訪湖治水組合決算】

〔年代〕 昭和十一年十一月二十二日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［諏訪湖治水組合］

〔備考〕・昭和10年度諏訪湖治水組合歳入歳出決算

021－526

【教育関係予算案】

〔年代〕 昭和十一年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲尋常高等小学校］

〔備考〕・小学校、青年学校の各給料、雑給、需用費、修繕費等及び予算案書

021－527

【領収証綴】

〔年代〕 昭和拾壱年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村農会

〔備考〕・事務費、事務員報酬、通信運搬費、図書印刷費、消耗品費、品評会費、講習講話

     会費、事業費等

021－528

【合祀者名簿】

〔年代〕 昭和十三年十月十八日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 諏訪招魂社

〔備考〕・孔版
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021－529

【［大麻頒布式挙行通知］】

〔年代〕 昭和十三年十二月十二日

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・孔版

021－530

【［地租関係綴］】

〔年代〕  ［昭和13～19年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・田租、畑租、宅地租、山林原野、池沼、雑種地之部あり

021－531

【［地租名寄帳］】

〔年代〕  ［昭和13～20年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・中洲村地租名寄帳の一部で田租のみ

    ・前後欠

021－532

【［中洲村消防団員名簿］】

〔年代〕  ［昭和14年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・前後欠

021－533

【区会議員選挙人名簿】

〔年代〕 昭和十六年九月十五日現在調

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・表紙に「福島」と鉛筆書あり
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021－534

【［中洲青年団日誌］】

〔年代〕  ［昭和18～20年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲青年団］

〔備考〕・用紙版心に「中洲青年団」とあり

021－535

【［課税台帳］】

〔年代〕  ［昭和18年度］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・地租附加税総計表で「納期昭和19年5月25日」とあり

    ・断簡

021－536

【疎開図書目録 修身公民科】

〔年代〕 昭和二十年七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［長野県諏訪中学校］

〔備考〕・用紙版心に「長野県諏訪中学校」とあり、書名上部に受領印あり

021－537

【疎開図書目録 歴史科】

〔年代〕 昭和二十年七月

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［長野県諏訪中学校］

〔備考〕・用紙版心に「長野県諏訪中学校」とあり、書名上部に受領印あり

021－538

【衆議院議員選挙人名簿】

〔年代〕 昭和二十一年十月十日現在調

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・中洲村第一投票区（上金子・中金子）分
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021－539

【「兄弟」指導案 修身第二十三】

〔年代〕  ［昭和］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲小学校

〔備考〕・中洲小学校尋五東組

    ・孔版

021－540

【［小学校修身教育に関する綴］】

〔年代〕  ［昭和］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲小学校］

〔備考〕・孔版

021－541

【自然の観察暦付教用具一覧表
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

          生物飼育栽培施設】
 〔昭和］

綴り有り 1

 ［    ］

・初等科理科年間指導予定表

・孔版

021－542

【［教育費］】

〔年代〕  ［昭和］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 長野県諏訪郡中洲国民学校

〔備考〕・一、国民学校費 二、青年学校費 三、営繕費 四、教育諸費

    ・表紙欠

021－543

【［学齢調査簿］】

〔年代〕  ［昭和］

〔点数〕 綴り無し 7

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・昭和6～9年の記入あり
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021－544

【［翼賛会関係文書］】

〔年代〕  ［昭和］

〔点数〕 綴り無し 2

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・翼賛会誌部長会議及び諏訪郡長地村役場名入り用箋使用の書状

021－545

【家屋税随時調南下】

〔年代〕 ［   ］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・表題に「自四月二日至九月末日家屋税随時調定下」とあり

021－546

【原村大火義損金名簿】

〔年代〕 五月十四日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成）  ［中洲村上金子区］

021－547

【［交通史料に関する古文書拝借状］】

〔年代〕 九月十七日

〔点数〕 綴り無し 2

〔差出〕 中洲小学校 今井沖一

〔受取〕 新村辰雄

〔備考〕・諏訪因幡守宿泊の先触請状及び伝馬先触状の2点につき借用願い状

021－548

【［戸籍謄本抄本交付簿］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・年代不詳、1～12月’ ﾜで記載あり

    ・綴じ破損の為、当センターにて再綴
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021－549

【［公有地土地価格及び立木価格調］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［    ］

綴り有り 1

 ［    ］

・「第拾五大区六小区」とあることから明治5年以降、また「両真志野村耕地」と

あることから合併して湖南村となる明治7年10月以前のものと推定、下金子耕

地は入会となっている

・年代不詳

021－550

【官有地取調書】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［    ］

綴り有り 1

中洲村役場

・地番、字名、地目、反別書上げ

・年代不詳

021－551

【訴訟一件袋】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［    ］

綴り無し 1

 ［    ］

・訴訟名「村境界確定ノ訴願」委記人「長野県諏訪郡中洲村長 笠原賢三郎」対手

人「宮川村」と記された袋のみ

021－552

【諏訪郡々会議員投票簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［    ］

綴り有り 1
 ［中洲村］

・選挙人名簿番号1～260まであり（内ふたり技番 ひとり死亡 欠番1）

・表紙に「中洲村投票所」とあり 中の氏名はペン書き

021－553

【［衆議院議員選挙投票用紙綴］】

〔年代〕 ［    ］
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〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・記入あり

021－554

【［村会議員選挙投票綴］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 2

〔作成〕 中洲村役場

021－555

【村会議員選挙投票［用紙］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り無し 55

〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・記入あり

021－556

【村会議員選挙投票［用紙］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 4

     綴り無し 1
〔作成〕 中洲村役場

〔備考〕・記入あり

021－557

【耳玉神社寄附元資利子取集帳 写】

（年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・表紙に中洲村役場の割印あり

。21．518

【［献金者名簿］】

〔年代〕 ［    ］
〔点数〕‘ ﾔり有り 1
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〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・後欠 年次不詳「陸軍位兵部へ献納」と朱印あり

021－559

【充員召集日誌記載例】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕 綴．じ穴あり

021－560

【［日誌］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考）・新潟県に於ける志願兵教練日誌

    ・収録期間：4月21日～8月
    ・作成者 年次 所属不明

    ・表紙欠 破損甚し

021－561

【兵員功績調［報告書］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 支部長’笠原賢三郎

〔受取〕 総長 坂本俊秀

〔備考〕・宛名より諏訪尚武会関係文書と推定される

    ・綴じ穴あり

021－562

【陸軍工兵伍長岩波新兵衛氏戦死二付葬具目録 幹事役割 休憩所案内 寄贈品】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村出征軍人優待画
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021－563

【［戦死者葬儀に付諸控］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［    ］

綴り有り 1
 ［中洲村出征軍人優待会］

・幹事役割、休憩所案内、寄贈品、葬具目録等の記述あり

・表紙欠 戦死者名不明 年次不明

021－564

【故高橋新左衛門氏葬儀音物受附簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［    ］

綴り有り 1

中洲村優待会

・表紙のみ

・明治34年の徴兵適齢者名簿中に高橋新左衛門あり

・作成者名は中洲村出征軍人優待会の略称か

021－565

【［隔離病舎職員出勤簿］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数） 綴り有り 1
〔作成〕  ［中洲村隔離病舎］

〔備考〕・前欠

021－566

【隔離病舎書類入】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・袋のみ

021－567

【［旧校舎評価金処分案］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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〔備考〕・旧校舎評価金処分案及び旧五番学区新校舎処分案

    ・町村制施行後明治24年頃のものか

021－568

【諏訪郡中洲村立尋常高等小学校舎新築設計書】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

021－569

【図書目録】

〔年代〕 ［    ］

〔巻物〕 第二号

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・表紙欠

021－570

【［租税関係綴］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・1～11号まで記述のある連名簿

021－571

【県税地租附加税特別地引後期調定下】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村役場

021－572

【歳出 経常部】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］
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021－573

【［歳入出内訳簿］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［中洲村役場］

021－574

【［天竜川支宮川筋堤塘復築工事実測図］】

〔年代） ［    ］

〔点数〕 綴り無し 3

〔作成〕 ［    ］

021－575

【［工事費負担調書］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕 ［    ］

〔備考〕・作成年次不詳
    ・宮川筋塘復旧工事図と重なっていたが一緒に綴じられていたものか不明

021－576

【信濃山林会拡張寄付金募集簿】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

021－577

【［養蚕法等の解説書］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

     ［    ］〔作成〕

〔備考〕・春蚕の養蚕法、飼料ならかに蚕種製造方法、産出甑褒美等を記した品評会用の

     解説書
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文書目録（中洲村，小諸町）

021－578

【村内印鑑簿】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 中洲村

〔備考〕・神宮寺村、上金子村、下金子村の3冊合綴されたもの、作成年次不詳、明治8年

     12月4日付改印届あり

021－579

【〔役場文書断簡類］】

〔年代〕 ［    ］

〔点数〕 綴り有り 1

     綴り無し 13
〔作成〕  ［中洲村役場］

〔備考〕・土地増減表、分水意見書、間取り図、反別地価書上げ その他

022長野県北佐久郡小諸町役場文書
     （現小諸市）

022－001

【証明願】

〔年代〕 昭和二十一年七月三十一日

〔点数〕 綴り無し 1

〔差出〕 掛川雄吉

〔受取〕 小諸町長

〔備考〕・医師 掛川雄吉より医療業務従事者たることの証明を求めた文書

    ・簿冊の綴じ破損による残簡
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文書目録（西春近村）

023長野県上伊那郡西春近村役場文書
     （現伊那市）

023－001

【［出寄留者名簿］】

〔年代〕  ［大正5年］

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕  ［西春近村役場］

〔備考〕・簿冊の綴じ穴あり

023－002

【大正六年度上伊那郡西春近村歳入出更正予算】

〔年代〕 大正七年一月二十六日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 上伊那郡西春近村役場

〔備考〕・議案第1号

    ・孔版

023－003

【上伊那郡耕地大正六年度歳入出予算】

〔年代〕 大正七年弐月二十六日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 上伊那郡西春近村役場

〔備考）・孔版

023－004

【公有土地処分之義二付申請】

〔年代〕 大正七年三月三十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 上伊那郡西春近村役場

〔備考〕・部落共有土地共有権分割ノ件、公有林喪失届、公有林取得届等の綴

    ・孔版
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文書目録（和田村，富士見村）

024長野県小県郡和田村和田尋常高等小学校文書
     （現和田村）

024－001

【［日誌］】

〔年代〕 三月二十一日

〔点数〕 綴り無し 1

〔作成〕 小県郡和田尋常高等小学校

〔備考〕・来信の控や校内巡視の時間等が記され、日誌の残簡と思われる

025長野県諏訪郡富士見村役場文書
     （現富士見町）

025－001

【官有地拝借願】

〔年代〕 明治十五年五月

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 落合村・富士見村戸長役場

〔受取〕 長野県令

〔備考〕・芝草苅採のため明治15～20年まで10か年期の借用願書

025－002

【［富士見村聯合衛生組合役員名簿及び沿革史劇綴］】

〔年代〕  ［明治42～昭和2年度］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［富士見村役場］

〔備考〕・表紙裏面に「明治四十五年四月二十七日検閲」印あり

025－003

【申請書控】

〔年代〕 昭和十一，十二年度

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 富士見消防組
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文書目録（富士見村，原村）

〔備考〕・上諏訪警察署長、長野県警察部長他宛の申請書控綴込

   ・収録期間：昭和11年4月25日～同12年12月10日

025－004

【工事御用命願】

〔年代〕 昭和二十四年七月二十日

〔点数〕 綴り有り 1

〔差出〕 名鐡工業株式会社甲府支社

〔受取〕 諏訪郡富士見村役場 建築委員長

〔備考〕・鉄道工事解約につき指名請負願

025－005

【富士見聯合青年団歳入歳出予算書】

〔年代〕 昭和26年度
〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［富士見聯合青年団］

〔備考〕・孔版

026長野県諏訪郡原村八ッ手区文書
     （現原村）

026－001

【［軍人慰問規則他綴］】

〔年代〕  ［明治37年］

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕  ［諏訪郡原村八ッ手区］

〔備考〕・表題文書の他倹約法、出征軍人慰問規則等あり
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027 岡山県苫田郡久田村役場文書

   （現奥津町）
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文書目録（久田村）

027岡山県苫田郡久田村役場文書
     （現奥津町）

027－001

【刑法 治罪法】

〔年代〕 明治十三年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田下ノ原村戸長役場
〔備考〕・太政官布告第36号刑法改定及び第37号治罪法創定を戸長役場が綴ったもの
    ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 法令ノ部第一号太政官各省布告布達 三十六冊
     ノ内十三」とあり

027－002

【岡山県甲号布達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十四年
綴り有り 1
久田下ノ原村戸長役場

・色気号布達を戸長役場が綴ったもの

・収録期間：明治14年7～12月
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役：場 県報ノ部第一号岡山県達 五十六冊ノ内二十一
自明治十年至明治二十一年」とあり

027－003

【岡山県乙号達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十四年一月
綴り有り 1
久田下ノ原村戸長役場

・県史下達を戸長役場が綴ったもの

・収録期間：明治14年1～6月

027－004

【岡山県乙号布達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十四年七月
綴り有り 1
西々條郡上田下ノ原村戸長役場

・県乙号達（明治14年7～12月）、
務課報告（明治14年1～12月）、
長役場が合号したもの

・収録期間：明治14年1～12月
・表紙に「第四十二号ヨリ」とあり

県丙号達（明治14年1～12月）、士庶
県勧業課報告（明治14年1～7月）を戸

027－005

【岡山県乙号布達】

〔年代〕 明治十五年一月
〔点数〕 綴り有り 1
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文書目録（久田村）

〔作成〕 久田下ノ原村戸長役場
〔備考〕・県乙号達を戸長役場が綴ったもの

    ・収録期間：明治15年1～12月
    ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報ノ部第一号岡山県達
    自明治十年至明治二十一年」とあり

五十六冊ノ内四十

027－006
【岡山県三号達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十五年
綴り有り 1
第八部戸長役場

・27－005「岡山県乙号布達」とほぼ同じ内容であるが収録数が多く丙、丁号
が含まれている

027－007
【岡山県三号達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十五年一月
綴り有り 1
久田下ノ原村戸長役場

・岡山県丙号達（明治15年）と岡山県報告（明治15年）を戸長役場が合綴した
もの

・収録期間：明治15年1～11月
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 画報ノ部第一号岡山県達 五十六冊ノ内二十六
自明治十年 明治二十一年」とあり

027－008
【岡山県告示布達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十五年一月
綴り有り 1
久田下ノ原村戸長役場

・県告示第1～208号を綴じたもの
・収録期間：明治15年1～12月
・表紙に「第壱号ヨリ同二百八号マテ」とあり

027－009

【荒地年期継願】

〔年代〕 明治十五年一月
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 美作国西々條郡土生村
〔備考〕・表記の進達とこれに対する認可（明治16年2月）を綴ったもの

027－010

【送入籍出生死亡届】

〔年代〕 明治十六年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西々條郡久田村役場
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文書目録（久田村）

〔備考〕・結婚、離婚、出生、死亡等による人籍、送籍願及び届を綴ったもの

   ・収録期間：明治16年1月～17年3月
   ・表記作成者は「久田村役場」とあるが文書の取扱いは戸長役場である
   ・編綴は後年か

027－011

【願伺届控綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十六年
綴り有り 1
第八部戸長役場

・久田下ノ原村、久田上ノ原村、土生村、黒木村、河内村の5村の住民から出され
た諸手、伺、届の控を5村聯合の戸長役場が綴ったもの

・内容は戸長役場経費の進達、分家願、営業鑑札附下願、改印届、出火届等
・小口書に「人民諸願伺届明治十六年」とあり

027－012
【本県甲号布達】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十七年自一月至十二月
綴り有り 1
第八部戸長役場

・県甲号布達第1～111号
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報ノ部第一号岡山県達
自明治十年至明治二十一年」とあり

五十六冊ノ内三十五

027－013
【本県告示纒】

〔年代〕 明治十七年一月ヨリ十二月迄
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 第八部戸長役場

（備考〕・県告示第1～161号

027－014
【諸庁達】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

（備考〕

明治十七年自一月至十二月
綴り有り 1
諾々條郡第八部戸長役場

・主として郡庁よりの達、他に岡山始審軽罪裁判所津山支庁よりの照会状、岡山県
収税課よりの通牒等綴

027－015
【岡山県乙号達】

〔年代〕 明治十八年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田下ノ原村外四ヶ村戸長役場
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文書目録（久田村）

〔備考〕・県達乙第1～125号
    ・戸籍表、衛生統計表、山林二関スル通信事項、農務及び工務通信諸表、死亡表等
    の統計調査に関する達あり

027－016

【地押取調表】

〔年代〕 明治拾九年十月
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西山條郡黒木村
〔備考〕・土地一筆毎の所有者、地番の新旧、地目の新旧とその異動の事由

027－017

【岡山県告示艦船丙号訓令内諭内達内訓】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十九年
綴り有り 1         ！
岡山県西々條郡久田下ノ原村外四ヶ村戸長役場

・馬意表、水災（風災）戸別取調表等に関する達あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報ノ部第一号岡山県達
自明治十年 明治二十一年」とあり

五十六冊ノ内五十一

027－018
【進達控】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十九年分
綴り有り 1
西々條郡第八部戸長役場

・戸籍人員取調表各表、農商務通信規則による産業調査各表（明治十八年）農商務
通信事項様式による調査表（麦作付段別概算表明治十九年分）及び徴発物件表等
の記入表を多く含む。他に地方税営業税等級見込書や戸数割戸数増減取調書等も
あり

027－019

【営業鑑札下渡願控】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十九年
綴り有り 1
久田下原村外四ヶ村戸長役場

・営業鑑札の交付願、廃業届の他に、さまざまな業種の一年間の売上高見積書があ
 り小売、仲買恒等の取扱品目も記入されている

027－020

【戸籍取扱細則・戸籍整理心得】
〔年代〕 明治二十年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 岡山県西々條郡久田村役場
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文書目録（久田村）

〔備考〕・戸籍取扱手続と登記書式（明治19年11月県達乙第19号）戸籍整理心得（明
    治20年2月県訓令第11号）戸籍取扱細則（明治20年9月県達乙第73号）
    等を編綴したもの
    ・収録期間：明治19年1’1月～21年1月
    ・編綴は後年か、欄外の書き込みが裁断されている
    ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 電報ノ部第一号岡山県達 五十六冊ノ内四十七
    明治十年 明治二十一年」とあり

027－021
【岡山県報】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十一年自壱月至十一月
第壱号

綴り有り 1
戸長役場

・県令、告示、豆田、達乙、達丙が収録され改廃加筆あり
・達乙は文書番号26「本県乙号及訓令」に収録されている

027－022

【土地台帳玉造】

〔年代〕 明治二十一年十二月調
〔巻号〕 五冊之内第弐号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 丁々條郡土生村

（備考〕・土生村は明治22年6月1日合併により久田村となる

027－023
【土地台帳下造】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十一年十二月現在
五冊之内第三号
綴り有り 1
擾々傍輩土生村

r表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部 第十九号土地台帳下造 十五冊ノ内六」
とあり

027－024
【土地台帳下造】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十一年十二月現在
五冊之内第四号
綴り有り ユ
朗々條郡土生村

・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部 第十九号土地台帳下造 十五冊ノ七七」
とあり
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文書目録（久田村）

027－025
【土地台帳下山】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十一年十二月現在
五冊之内第五号
綴り有り 1
西々條郡土生村

・巻末に田畑反別総計あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部
とあり

第十九号土地台帳下造 十五冊ノ内八」

027－026

【本県山号及訓令】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十一年
綴り有り 1
西々條郡久田村役場

・徴発物件調査、水産物統計調査表、土木工費総計表、戸籍表等に関する達あり
・27－021「岡山県報」の達乙の部分に収録されている
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報部第一号 岡山県達五十六冊ノ内四十二
明治十年 明治二十一年」とあり

027－027
【土地台帳下造畢】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二二十一，二年      ・

綴り有り 1
半々條郡久田村役場

・土地台帳作成にあたっての土地丈量法達や土地台帳弓造等の訓令及び市町村制施
行に関する訓令

・収録期間：明治20～22年
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報部第一号 岡山県達五十六冊ノ内四十一
明治十一年 明治二十一年」とあり

027－028
【決議山回】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十一年度
綴り有り 1
久田下ノ原村外四ヶ村戸長役場

・郡下各村及び戸長役場内各村の村費等に関する決議書
・題名、年代、作成者は内扉による
・表記及び小口書には「岡山県諸達 明治二十二年」とあり

027－029
【村費受払日計簿】

〔年代〕 明治二十一年度
〔点数〕．綴り有り 1
〔作成〕 久田下原村外四ヶ村戸長役場
〔備考〕・地価割、戸数割、営業割の収入金額及び戸長役場費、土木費等の支払金額が記入

     されている
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027－030

【村費徴収日計簿】

〔年代〕 明治二十一年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西々條郡久田下ノ原村戸長役場
〔備考〕・地価割、戸別割、営業割村税について納税者名と金額が納入日毎に記入されてい

     る

027－031

【村役場費支払簿】

〔年代〕 明治二十二年六月一日
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 岡山県西翠條郡久田村元戸長役場
〔備考〕・筆工料、備品消耗品費、郵便賃、諸雇費、借屋賃、雑費等の支払簿

027－032

【［微兵関係條例及び規則綴］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十二年
綴り有り 1
西々條郡久田村役場

・徴兵事務條例、陸軍一年志願兵條例、徴兵事務條例施行細則、徴兵検査規則、陸
軍一年志願條例施行細則を合綴したもの

・表題は上輿例規則を列記してあるが統一表題を仮に付けた
・表記の「徴兵令」及び「久田下原村外四ヶ村」は朱書抹消、 「戸長」は「久田村」
と朱書で訂正されている

027－033
【岡山県報】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十三年
綴り有り 1
西々條郡久田村役場

・岡山県令全報第8号（23年1月分）～第19号（12月分）を村役場で編綴し
たもの、巻頭に索引あり

・改廃加筆あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報ノ部第二号 岡山県達三十七冊ノ内五 自
明治二十二年半明治三十八年」とあり

027－034
【加籍目録】

〔年代〕 明治二：十三年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 空々條型置田村
〔備考〕・表記に「本籍人管内出生ノ部 本籍人管外出生ノ部 棄児之部 無籍者就籍ノ部」

     とあり
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027－035

【地租二関スル諸願届書式】

〔年代〕 明治二十三年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 三々條郡久田村役場
〔備考〕・明治23年9月27日発布の岡山県令第54号を久田村役場が再綴したもの

027－036

【地租二関スル諸願届書式】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十三年
綴り有り 1
即発條郡久田村役場

・明治23年9月27日発布の岡山県令第54号を役場で：再綴したもので27－0
35の複本

・書式の改正に伴い加筆、削除あり

027－037
【人民諸願届】

〔年代〕 明治二十三年
（点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 華々條郡久田村役場
〔備考〕・地価帳拝見願、改印届、出火届、徴兵適齢届等の綴

027－038
【登記証明書控】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十三年
綴り有り 1
西田條郡久田村役場

・地所証明書請求願、印鑑証明書請求願、相続証明願等の綴
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 古文書部 第六号登記証明書控四冊」とあり

027－039

【岡山県令全報】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十四年
綴り有り 1
明々條郡久田村役場

・岡山県隅隅報第20号（昭和24年1月分）～第31号（12月分）を村役場で
編綴したもの、巻首に索引あり

・改廃加筆あり

・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 回報ノ部第二号 岡山県達三十七冊ノ内七 自
明治二十二か日明治三十八年」とあり

027－040
【加籍目録】

〔年代〕 明治二十四年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 三々條郡久田村
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〔備考〕 ・表記に「本籍人管内出生之部
とあり

本籍人管外出生之部 棄児之部 無籍者就籍ノ部」

027－041
【地籍総計】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十四年改
綴り有り 1
明々條郡久田村

・大字別の地種別総計
・表紙に「土地台帳附属」と朱書あり

027－042
．【他官衙照書控】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十五年
綴り有り 1
皆々條郡久田村役場

・主として郡役所よりの照会状や通知書他に裁判所、税務署よりの照会状もあり、
また各種照会に対する村役場の報告書もあり

027－043

【地方税金徴収台帳】
〔年代｝

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十五年度第二期
綴り有り 1
西々條郡久田村役場

・金額、領収日、氏名の記述のある徴収台帳
・表紙に「第66号」と朱書あり

027－044

【田租徴収台帳】

〔年代〕 明治二十五年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 華々條郡久田村役場

〔備考〕・明治26年1～5月（第3期～6期）徴収分

027－045

【人足及職工着到並賃金記入簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十六年八月
綴り有り 1
西々條郡久田村役場委員   ・

・表記に「字平床工場」とあるが村内の平床という場所の工事場の意味で堤防また
は道路工事に要した大工、人足、石工：の氏名・人数と賃傘が記入されている

027＝046

【加筆目録】

〔年代〕．明治二十六年
〔点数〕 綴り有り 1
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〔作成〕 西々條郡久田村役場
〔備考〕・表記に「本籍人管内出生ノ部

    とあり
本籍人管外出生ノ部 棄児之部 無籍者就籍ノ部」

027－047

【工事工程記入簿】
〔年代）

〔点数）

〔作成〕

．〔備考〕

明治二十六年
綴り有り 1
久田村役場

・表記に「字袋下モエ場」とあるが久田村内の字袋にある工事場の意味で川の堤防
工事の進捗状況を歩合で記したもの

027－048

【村会々議書類】

〔年代〕 明治二十七年ヨリニ十九年迄
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西々條郡久田村役場
〔備考〕・久田村歳入出予算表、貧富等級等に関する議決その他の議事録

027－049

【岡山県令全報】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十八年
綴り有り 1
西々條郡久田村役場

・岡山県令全報第3号（明治28年2月分）～13号（12月分）を村役場が編綴
したもの、巻首に目次あり

・改廃加筆あり

02㍗050
【土地二関スル諸願】

〔年代〕 明治二十八年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西々條郡久田村役場
〔備考〕・土地分裂届、地目変換届、開墾地届、荒地免租年期明願等土地に関する綴

027－051

【工事設計書】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十八年度
綴り有り 1
久田村役場

・吉井川の堤防、用水路、道路改修工事の見積書と県の工事費補助に関する指令書
等の綴
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027－052
【岡山県報】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十年
綴り有り 1
久田村役場

・岡山県報第113号（明治30年1月分）～第122号（10月分）・（山陽新
報社発行）と第1号（30年10月18日刊）～第9号（31年1月8日刊）・

 （岡山県庁発行）を村役場が綴じたもの
・改廃加筆あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報部第二号 岡山県達三十七冊ノ内二十四
明治二十二 明治三十八年」とあり

027－053

【人民諸願書綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十年
綴り有り 1
久田村役場

・改印届、徴兵適齢届、家屋新築届、相続証明願、水力電気発電所設置に関する吉
井川水利利用願等の綴

027－054
【岡山県告示綴】

〔年代〕 明治三十一年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村役場
〔備考〕・岡山県報中の告示及び叙任辞令を村役場で綴ったもの

027－055
【進達控】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十一年
綴り有り 1
久田村役場

・県統計材料及び県農商工統計材料あわせて80表を超える記入表あり、他に地方
税、県会議員関係の報告書や大字共有財産台帳あり

027－056
【人民諸願書綴】

〔年代〕 明治三十二年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村役場
〔備考〕・改印届、死亡届、廃業届、火災届等の綴

027－057
【進達控】

〔年代〕 明治三十三年
〔巻号〕 ［二］冊ノ内一
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〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・県統計材料記入表 数十表あり

・収録期間：明治33年1～6月
・明治31年には農商工統計材料と統計材料は夫々独立した号数が付けられていた
がここでは統合されている

・巻号は小口書にあり

027－058
【進達控】

〔年代〕

〔巻号）

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十三年
二冊之内二
綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・統計調査記入表の他に明治三十二年度歳入出決算表、営業税賦課等級表等あり

・収録期間：明治33年7～11月
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務部第十一号進達控 三十一冊壱括ノ内一
自明治十三年至明治三十三年」とあり

027－059
【県訓令】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十四年
綴り有り 1
久田村役場

・朗報中の訓令のみを収録、村役場が編綴したもの
・学事年報諸表様式あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報部第二号 岡山県達三十七冊ノ内二十七
明治二十二年 明治三十八年」とあり

027－060
【進達控】

〔年代〕

〔態度〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十四年
二冊之内一
綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・統計調査記入表 数十表あり

・収録期間：明治34年1～6月
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務ノ部 第千二号進達控 九冊ノ内一
自明治三十四年至明治三十八年」とあり、

027－061
【進達控】

〔年代〕 明治三十四年
〔巻雲〕 第二号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村役場
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〔備考〕・統計調査記入表の他に邸番号地番号対照表あり

   ・収録期間：明治34年7～12月
   ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務ノ部 第十二号進達控
    治三十四年至明治三十八年」とあり

九冊ノ内二 自明

027－062
【郡訓示綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三拾五，六年
綴り有り 1

 ［久田村役場］

・統計調査特に農商務統計調査の正確を期し華表調査にあたっての注意事項をあげ
た訓示あり

027－063

【土地二関スル人民願】
〔年代〕 ・明治三十五，六年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕  ［久田村役場コ

〔備考〕・土地分割、地目変換、荒地免租年期明、同継年期等に関する願書

027－064

【税外収入簿】

〔年代〕 明治参拾五年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 苫田郡久田村役場
〔備考〕・雑収入（小学校授業料、裁縫専修科生授業料）の帳簿

027－065
【諸庁達】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十六年
甲

綴り有り 1
苫田郡久田村役：場

・主として郡役所よりの照会、通牒等達
・明治36年現在め各府県における市町村是調査実況表あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務ノ部 第九号諸庁達 十二冊ノ内二 自．明
治三十六年至明治三十八年」とあり

027－066
【進達控】

〔年代〕 明治三十六年
〔巻号〕 乙

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 苫田郡久田村役場
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〔備考〕・県統計材料調査記入表、その他明治36年度県税戸数割後期及び臨時賦課議決要
    領あり
    ・収録期間：明治36年7～12月
    ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務ノ部 第十二号進達控 九冊ノ内五 自明
    治三十四年至明治三十八年」とあり

027－067
【人民諸願届】

〔年代〕 明治三拾六年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕  ［久田村役場］

〔備考〕・改印届、死亡届、徴兵適齢届、山野火入認可願等の綴

027－068
【県令及訓令】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十七年
綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・壁画中の県令、訓令、諭告、公告、叙任及び辞令の順に村役場が編綴したもの
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報ノ部第二号 岡山県達 三十七冊ノ内十七
自明治二十二年至明治三十八年」とあり

027－069
【進達控】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十七年
 ［前半年］

綴り有り 1
苫田郡久田村役場              ’

・県統計材料諸表、会社票、工場票、学事年報等の記入表あり
・明治37年度県税戸数割前期賦課議決要領あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務部 第十二号進達控 九冊ノ内八 自明治
三十四年至明治三十八年」とあり

027－070
【進達控】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十七年
後半年
綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・学事年報表、県統計材料諸表記入表、明治36年度久田村歳入出決算表等あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務部 第十二号進達控 九冊ノ内ノ七 自明
治三十四年至明治三十八年」とあり

027－071

【村会議書類】

〔年代〕 明治三十七年
〔巻号〕 全
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文書目録（久田村）

〔点数〕

〔作成〕

て備考〕

綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・村会議事録で歳入出予算・決算表、戸数割賦課額議案等あり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 会議部 第二号 会議書類七冊ノ内三 自明治
三十五年至明治四十一年」とあり

027－072
【岡山県告示】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十八年
綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・県塩瀬の告示、公告、諭告、表彰、褒賞、叙任及び辞令等の順に村役場が編綴し
たもの

・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 県報ノ部 第二号 岡山県達三十七冊ノ内十六
自明治二十二年至明治三十八年」とあり

027－073

【久田村基本財産収支日計簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自明治三十九年四月
綴り有り 1
久田村役場

・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 財産部 第三号
壱冊」とあり

久田村基本財産収支日計簿

027－074

【村費収支日計簿】

〔年代〕 明治三十九年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 苫田郡久田村役場

〔備考〕・収録期間：明治39年4～6月

027－075

【岡山県令 附叙任辞令及褒賞】
〔年代〕 明治四拾壱年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村役場
〔備考〕・県報を県令、諭告、公告、叙任辞令、褒賞の順に村役場が編綴したもの

027－076
【部内下達書類】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自．明治四十一年筋斗四十二年

綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・村役場より村内の神社氏子総代、部落長または村民個人に宛てた指令や通知書
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 庶務部第三六号 部下達書類一冊 自明治四十
一年至明治四十二年」 「庶務部 四十二年分部内下達書類ヲ別チ 明治四十二年
明治四十五年四冊ノ内一トス」とあり
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文書目録（久田村）

027－077

【土地二関スル人民諸願届】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四十一年
綴り有り 1
久田村役場

・土地分割、地目変換、荒地免租年期明、同継年期等に関する届書
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部 第二三号土地二関スル諸願届 四ノ内
典 明治四十一年分」とあり『

027－078
【指令書綴】

〔年代〕 自明治四十二年至大正元年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村役場
〔備考〕・上級官庁（内務省、県庁、郡役所）よりの許・認可証綴

027－079
【村税徴収簿】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四拾四年度
享

綴り有り 1
苫田郡久田村役場

・末尾に戸別割、地価割、所得割、営業割の徴収額集計あり
・小口書に「村税徴収簿 享号 四四」とあり

027－080

【土地台帳下造】
〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

第壱号

綴り有り 1
久田村

・久田上ノ原村の土地台帳弓造3冊を明治22年6月の合併後に合冊したもの
・表記に「第壱号自壱番至四百拾七番」 「久田村大字久田上原」とあって大字久田

上原分、収録地番1～417を表している
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部第十九号 土地台帳下造 十五冊ノ内九」
とあり

027－081

【土地台帳下造】
〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 第三号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村
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文書目録（久田村）

〔備考〕・河内村の土地台帳全10冊のうち第8～10号の3冊を明治22年6月の合併後
    に合冊したもので大字河内分1、2号を欠く
    ・表記に「第三号自七百六拾五番至千百九拾三番 久田村大字河内」とあって大字

    河内分の第3冊目で収録地番河内の765～1193を表している
    ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部第十九号 土地台帳下造 十五冊ノ内十
    二」とあり

027－082

【［土地台帳下造］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り有り 1
 ［久田村］

・黒木村の土地台帳下造出6冊中の第5号と6号を明治22年6月の合併後に久田
村が合冊したもの 第1～4号を欠く

・地番577～970迄収録

027－083
【土地所有者名寄帳】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り有り 1
西々條郡黒木村

・明治22年町村合併前の黒木村の地租地価名寄帳
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部第二十一号、旧名寄帳 八冊ノ内四」と
あり

027－084

【地租名寄帳除籍綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り有り 1
久田村

・大字久田下原分の名寄帳除籍綴

・明治28～41年の異動による除籍
・表記に「大字久田下原」とあり
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地部 名寄帳除籍簿 五冊ノ内一」とあり

027－085
【地並反別帳】

〔年代〕・ ［明治］

〔巻号〕 五冊之内第弐号
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 戸々條郡土生村
〔備考〕・明治22年町村合併以前の土生村の反別帳か
    ・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地ノ部第二十号 地勢反別帳 十四冊ノ内十」

    とあり
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文書目録（久田村）

027－086

【地価取調帳】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り有り 1
西々條郡土生村ト

・田畑及び宅地の一筆ごとの所在地、地目、面積、所有者、収穫高、宛米（小作料
か）、地価、百分三金（地租）等が記入されている

・明治22年町村合併前の土生村の地価帳か
・小口書に「土生村 全」とあり

027－087
【地価取調帳】

〔年代〕  ［明治］

〔巻号〕 乙号

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 下々條郡土生村
〔備考〕・山林、墓地等の一筆毎の所在地、地目、面積、所有者、地価、地租等が記入され

     ている
    ・各地番の上部に「甲」．又は「乙」が付けられている

    ・明治22年置町村合併前の地価帳か
    ・小口書に「乙号地価帳」とあり

027－088
【山林地価小分帳】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り有り 1
久田下ノ原村

・山林等の一筆毎の所在地、地目、面積、所有者、地価、地租等が記入されている
・各番地の上部に「甲」又は「乙」が付けられている
・明治22年の町村合併前の久田下ノ原村の地価帳か
・表紙貼紙に「苫田郡久田村役場 土地ノ部 第十八号地価取調帳 十三冊ノ内五」
とあり

027－089
【兵事二関スル処分録】．

〔年代〕 大正弐年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 久田村役場
〔備考〕・兵事関係事務に関する主として郡役所との往復文書綴
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028 広島県賀茂郡熊野跡村役場文書

   （現広島市）
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文書目録（熊野跡村）

028広島県賀茂郡熊野跡村役場文書
     （現広島市）

028－001

【地主名寄帖】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十五年
第弐号
綴り有り 1
賀茂郡熊野跡村

・地価、地租名寄帳

・明治22年迄の加除訂正あり

028－002
【轡型地籍】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治十六年
綴り有り 1
安芸国賀茂郡熊野跡村

・村内字別に編綴された地籍簿
・表紙に「三冊之内壱号」と朱書あり

028－003
【地租名寄帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

第弐号
綴り有り 1
賀茂郡熊野跡村役場

・明治33～38年の異動追記あり
・小口に「弐号 佐久間ヨリ小林迄」とあり

028－004
【地租名寄帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

第参号
綴り有り 1
賀茂郡熊野跡村役場

・明治32～38年の異動追記あり
・小口に「三号 井鷺 松田マデ」とあり

028－005
【地租名寄帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

第四号
綴り有り 1
賀茂郡熊野跡村役場

・明治32～38年の異動追記あり
・小口に「四号 景岡ヨリ泉京太郎マデ」とあり
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文書目録（熊野跡村）

028－006
【地租名寄帳】

〔年代〕

〔巻号〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

第五号
綴り有り 1
賀茂郡熊野跡村役場

・明治33～38年の異動追記あり
・小口に「五号 向井喜七ヨリロ田マデ」とあり
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029 徳島県板野郡藍園村役場文書

   （現藍住町）
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文書目録（藍園村）

029徳島県板野郡藍園村役場文書
     （現藍住町）

029－001

【勧業二関スル往来書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治二十三年ヨリ同二十八年二至ル
綴り有り 1
板野郡露量村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・農業上臨時取調、県統計材料、農商工通信事項調査、農商務統計調査等の記入表
控多数あり

・製造所工場職工調査表個票（明治27年）控、会社票控あり

029－002
【勧業二関スル達書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自明治二十六年至大正九年
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・農業技術（害虫駆除・桑園設置奨励）、移住情報、耕地整理奨励等に関する郡役
所から村役場にあてた達書綴

・表紙に「例規」と墨書あり
・コンニャク版、孔版、カーボン紙複写等手書き印刷

029－003
【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自明治二十九年至同三十二年
綴り有り 1
板野郡響町村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・明治27年徳島県訓令第42号による農商務統計及び県訓令第20号による県統
計材料の勧業関係報告醤控多数あり

・葉藍、藍玉、藍藻に関する統計及び共進会出品文書あり
・明治32年現在の「統計諸表整理期限一目表」 （表名、適用訓令、進達期限1～
 3月のもの）あり

029－004

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十三年ヨリ同三十四年二至ル
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・農商務統計及び県統計材料の勧業関係報告書控
・藍製造の会社票（明治33年12月末日現在）3票あり
・北海道移住者に対する注意の通牒等あり
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文書目録（藍園村）

029－005

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十五年
綴り有り 1
板野郡藍園村役場．

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・農商務統計及び県統計材料の勧業関係報告書控
・統計報告書製表に際しての注意事項（県通牒）の移牒あり

・藍製造の会社票（明治34年12月末現在）3票あり
・関西府県聯合共進会関係文書あり

029－006

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自明治三十六年園圃三十七年
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・内国勧業博覧会関係等の文書多く、県統計材料や農商務統計材料の記入表は全く無い
・単発的調査（単寧原料生産高調等々）の様式を伴う照会状等は多く見られる

029－007

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治三十八年ヨリ同三十九年二至ル
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・害虫駆除、麦桿真田の技術指導、農商務省商品陳列館出品等勧業業務に関する往
復文書が多い

・戦時下の米作況を重視した米作予想報告の迅速正確を督励した文書あり

029－008

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

．明治四十年ヨリ同四十二年二至ル

綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・害虫駆除、各地共進会、北海道移住等に関する文書が多い

029－009

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四十三年ヨリ同四十四年思至ル
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・害虫駆除、各種共進会、部落有林の入会権調査、春蚕掃立枚数及収繭高調査の様
式等あり
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文書目録（藍園村）

029－010

【勧業二関スル往来書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四十五年ヨリ大正二年二至ル
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・耕地整理、小作慣行調査、品評会、北海道移民に関する文書あり
・職業別戸数人口の記入表控、桑園及び労働者報告記入表控、稲作旱害調査記入表
控等あり

029－011

【勧業二関スル往復書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正三年ヨリ至同四年
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・害虫駆除、北海道移民、肥料調査、果樹苗、北麓用水、耕地整理、各種品評会、
博覧会に関する文書あり

・麦作収穫高予想、春蚕景況及び収量高予想、馬匹調査の記入表題等あり

029－012

【勧業二関スル達処分案】
〔年代〕

〔点数）

〔作成〕

〔備考〕

大正五年
綴り有り 1
板野郡藍園村役場

・郡役所と村役場間の勧業関係の往復文書
・畜産、風水害、肥料、産業組合、移民、品評会、害虫駆除等に関する文書あり
・郡役所作成の文書提出督促用紙や、村役場進達の報告書に対する県庁作成のチェ
ック用の付箋及び郡役所による添書用紙が作成され、用いられている

・背表紙に「大正五年勧業二関スル書類」とあり
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－001

【葉煙草売渡［帖］】

〔年代〕 明治三拾四年九月 起
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 ［  ］

〔備考〕・日付順、名前毎に量目、代金、口銭等が記述されている
    ・「書抜へ写ス」 「本帳へ写ス」と記述あり

    ・収録期間：明治34年9月24日～同35年9月15日
    ・挿入文書1あり
    ・表紙に剥落と破損があり作成者は不明

030－002
【岩船、圷、訳ノ山各村肥料販売帳】
〔年代〕 明治三拾九年割四月壱日 起
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 常陸長倉㊥商店 肥料部
〔備考〕・年月日、種類、数量、売渡人氏名、代金及び領収等の記述のある帳簿

030－003

【未済山回半帖】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四拾年度
綴り有り 1
長倉村外四ケ村聯合煙草耕作組合事務所

・未納者書抜帳、何の未納か項目は不明

・収録期間：明治44年度～大正2年12月第3期
・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－004
【菰縄納付数量告知書綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四十四年九月二十一日
綴り有り 1
［組合事務所］

・許可番、納付人氏名、菰・縄の数量を大字別に記録し日計を記した綴

・収録期間：9月21日～9月29日
・作成は030－011による

030－005
【長倉村外四ケ村聯合葉煙草納付諸費出入簿】

〔年代〕 明治四拾四年九月

〔点数〕 綴り有りr1
〔作成〕 長倉村外四ケ村事務所
〔備考〕・輝北売上高及び買入高、その他諸費出入帳

    ・収録期間：明治4．4年9月21日～大正元年10月5日

030－006
【［正当証書綴］】
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

［明治］四十四年十二月分

綴り有り 1
［長倉村外四ケ村聯合煙草耕作組合］

・菰前代及び筆、蝋燭代その他領収書綴
・題名は030－026による

・作成は証書宛名による

030－007
【役員承諾書其他必要雑書綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

［明治44年］

綴り有り 1
［長倉村外四ケ村煙草耕作聯合組合コ

・煙草耕作組合書記の承諾書並びに第1～6回協議会出席名簿及び創立委員日
当支払簿の綴

・収録期間：明治44年2月～9月
・表紙に「第一回幹事出張記ス」とあり
・作成は証書宛名による
・用紙面心に「茨城県那珂郡長倉村役場」とあり

030－008
【［正当証書綴］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四十四年度
綴り有り 1
［長倉村外四ケ村聯合煙草耕作組合1

・菰縄代及び日当、報酬、その他領収書綴

・収録期間：明治45年2月～大正元年10月
・題名は030－026による

・作成は証書宛名による

030－009
【長倉村外四ケ村聯合葉萸納付経費支出簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

明治四拾四年度
綴り有り 1
長倉外四ケ村聯合葉煙草納付事務所

・項目として、雑慮部、雑費及び消耗品費、通信費あり
・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－010
【［正当証書綴］】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

（備考〕

［明治］四十五年一月分

綴り有り 1
［長倉村外四ケ村聯合煙草耕作組合］

・菰瓶代及び委員会日当、その他領収書綴
・綴紐破損につき、当センターにて再綴
・題名は030－026に’よる

・作成は証書宛名による
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－011
【菰縄納付数量告知書綴】

〔年代〕 大正元年度 第一回
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所

〔備考〕・納付人氏名、菰・縄数量を到着順に記録し、字別の日計を記した綴

    ・収録期間：9月20日～9月29日
    ・裏表紙は「明治四拾四年度 縄菰納付数量告知書綴」とある用紙を再利用した
     もの
    ・用紙は「煙草耕作許可申請書」の粗紙を再利用したもの
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－012
【菰縄納付数量告知書綴】

〔年代〕 大正元年度 第二回
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所

〔備考〕・納付人氏名、菰・縄数量を到零墨に記録し、日計表を付した綴

    ・収録期間：10月15日～10月31日
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－013
【組合内回答綴】

〔年代〕 大正元年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合事務所
〔備考〕・耕作人1人毎の許可番号と氏名調書

    ・裏表紙なし
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－014
【事務員出勤控申占】

〔年代〕 大正二年九月 起
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合事務所
〔備考〕・組合長以下18名の出勤記録、支払済みの印影あり

    ・収録期間：大正2年9月～同3年5月

030－015
【菰縄納付数量告知書綴】

〔年代〕 大正弐年［9月］第一期
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所

〔備考〕・到着番号、大字、納付者、菰・縄数量の記録とその日計及び金銭等の計算表

    ・収録期間：9月23日～10月3日
    ・虫損あり
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－016
【菰縄納付数量告知書［綴］】

〔年代〕 大正弐年拾月 第弐期

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所
〔備考〕・到着番号、大字、納付者名、菰・縄数量の記録とその日計及び金銭等の計算表

    ・収録期間：10月14日～11月7日
    ・虫損あり

030－017
【菰縄納付仮台帖】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正弐年
綴’り有り 1

組合事務所
・菰の部、縄の部、大正2年9月第1期納、同年10月19日第2期納付、同年
 12月第3期納、大正3年2月第4期納各日計及び大正3年度第1期～第4期
菰縄納各日計表

・大正2年9月、金銀仮受帳
・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－018
【諸通知留】

〔年代〕 大正三年九月 起
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合事務所
〔備考〕・長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合長より、伊勢畑村組合長へ代表者報告の

     照会その他通知綴
    ・収録期間：大正3年9月1日～同4年4月24日
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－019
【未納者書抜帖】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正参年九月 起
綴り有り 1
組合事務所

・菰、包代金等未納者調書、大正2年度より同4年2期分まで受取済の朱印があ
りこよりで綴じてある、後半には大正4年第3期未納者取調と同年第4期収納
書あり

・収録期間：大正2年10月22日～同5年2月1日
・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

・挿入文書1あり

030－020
【菰縄納付数量告知書綴】

〔年代〕 大正三年度 第壱期
（点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

〔備考〕・到着番号、大字、納付者氏名、菰・縄数量の記録とその日計及び金銭等の計算

    表
   ・収録期間：9月21日～10月3日
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－021
【菰縄代収入済人名帖】

〔年代〕 大正参［年］第二期
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所

〔備考〕・日付毎の金額と氏名及びその日計等を記録したもの

    ・収録期間：10月22日～11月10日
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－022
【菰縄代収入済人名帖】

〔年代〕 大正参年置第四期
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 組合事務所

〔備考〕・日付毎の金額と氏名及びその日計等を記録したもの

    ・収録期間：大正4年4月7日～同年4月25日
    ・内容の第1貫目に「大正四年四月七日第四期」とあり

030－023
【長倉村外四ケ村聯合煙草包装菰縄納付経費支出帖】
〔年代〕 大正参年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合事務所
〔備考〕・項目として雑給、旅費、報酬、備品費、消耗品費、通信費、雑費、評議員会費、

     幹事会費、会場書記日当及び予備費あり

    ・収録期間：大正3年9月13日～同4年10月16日
    ・挿入文書2あり
    ・用紙垂心に「那珂郡長倉村役場」とあり
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり

030－024
【長倉村外四ケ村聯合組合煙草包装菰縄納付費出入帖】
〔年代〕 大正参年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合事務所
〔備考〕・菰縄収入と通信費、人件費の支払記録

    ・収録期間：大正3年9月1日～同4年11月25日
    ・用紙異心に「那珂郡長倉村役場」とあり
    ・「煙草耕作聯合組合事務所印」の角印あり
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030－025

【訓示及諸回答綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正参年度
綴り有り 1
長倉村外四ケ村聯合煙草耕作共同組合事務所

・葉煙草包装材料徴収方公示、茨城県より照会の用紙類調査に付長倉村役場の

依頼状等
・収録期間：大正3年9月～同4年2月
・裏表紙のない綴

030－026
【正当証書綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

［大正4年9月18日］
綴り有り 1
長倉村外四ケ村聯合煙草共同組合事務所

・評議員、幹事日当、小使給及び菰縄代領収書綴

・収録期間：大正4年9月18日～同5年9月20日
・証書宛名は「長倉村外四ケ村聯合煙草耕作組合」
・「煙草耕作聯合引台事務所印」の角印あり

030－027

【製糖納付数量：告知書綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正四年九月 第壱期

綴り有り 1
組合事務所

・到着番号、大字、耕作撃墜、下縄数量の記録とその日計及び金銭等の計算表

・収録期間：9月23日～10月4日
・表題は「菰縄納付数量告示書綴」となっているが、Nα4，11，12，15，16，20等に

より、誤記と推定し訂正した

030－028
【菰縄納付仮台帳】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正四年九月 起
綴り有り 1
組合事務所

・第1期～第4期菰縄納付日計表
・収録期間：大正4年9月～同5年1月

030－029
【静黙代収入済人名帖】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正四年 第四期

綴り有り 1
組合事務所

・日付毎に金額と氏名及びその日計等を記録したもの

・収録期間：大正5年1月24日～同年2月3日
・「煙草耕作聯合組台事務所印」の角印あり
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030－030

【指示令達之綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正五年四月
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合事務所

・水戸専売支局より聯合組合長指名の件、町村組合長協議会開催の件、その他綴

・収録期間：3月11日～11月22日
・挿入文書2あり

030－031
【各種証書綴】

〔年代〕

〔点数〕

（作成〕

〔備考〕

大正五年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合事務所

・葉煙草包装材料の縄菰供給に関する契約書等

・収録期聞：大正5年3月19日～同7年4月30日
・表書き年代の下に「（連年合綴）」とあり

030－032

【出張命令簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正五年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・命令月日、用務、出張場所、予定日数等の記録簿

・収録期間：犬正5年3月16日～同年6月9日

030－033

【役員任退職書類】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正五年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合事務所

・推薦状、嘱託書、承諾書及びその通知状等

・収録期間：大正5年4月7日～同6年10月21日

030－034

【煙草耕作人所犯者判決被告書綴】

〔年代〕 自大正五年四月至
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉村煙草耕作組合事務所
〔備考〕・煙草専売法違反事件判決書等

030－035

【長倉煙草耕作聯合組合創立同意書】

〔年代〕 大正五年四月
〔点数〕  綴り有り  1

〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合事務所
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〔備考〕 ・水戸専売支局指示による、組合設立同意につき大字野田・金井・中居の各耕作

人代表より聯合組合に宛てた表明書

030－036

【予算決算連年合綴
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

      附会議録財産目録】
従大正五年四月至

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・大正5年度～7年度、歳入出予算決算書綴
・挿入文書8あり

030－037

【菰縄代収支及手数料徴収日計簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自大正五年産第一期収納至同年産第西期完納

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・前主の納付数、徴収代金、宵出蔵置数、蔵置料等の収入と支出、収益の日計簿
・簿冊末に毎期集計表あり

・収録期間＝大正5年9月22日～同6年12月15日

030－038

【丁丁耕作者氏名反別及葉煙草納付菰縄代納簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正五年産

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・前半は各字別に氏名、反別
 り

・挿入文書1あり

収納量、後半はいろは順に氏名と反別の記載あ

030－039

【二村耕作組合役員名簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

従大正五年至
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合事務所

・長倉村役員職務満了年月日一覧表その他
・挿入文書2あり

030－040

【各町村耕作組合役員名簿】

〔年代〕 大正五年

〔点数〕 綴り有り 1

〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合事務所
〔備考〕・長倉村、八里村、・小瀬村、野口村、伊勢畑村の組合別、役員種別名簿
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030－041

【菰縄受払整理簿】

〔年代〕 大正五年

〔点数） 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合事務所
〔備考〕・日付毎に受払数量、収支金額及び差益金等を村毎に記録したもので、簿冊の

     前・後半に同様の記載あり（口取のあと有り）

    ・収録期間：大正5年9月22日～同6年2月15日

030－042

【文書発収簿】

〔年代〕 大正五年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組台事務所
〔備考〕・発信所名、発遣先毎に番号、日付と主要題詞、発収取扱者印等を記録した帳

     簿

    ・収録期間：大正5年4月7日～同6年3月31日
    ・挿入文書1あり

030－043

【煙草耕作注意書】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年一月

綴り有り 1
水戸専売支局

・種のとり方等の耕作に関する注意、肥料、乾燥及び年中行事一覧書
・綴じ目（ホチキス）破損のため当センターにて再綴

030－044

【各地通信、返信、来信、回答原書合綴】

〔年代〕1自大正六年四月 大正七年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・菰縄代納金徴収票印刷の件その他請：求書、通知状等

    ・収録期間：大正6年8月～同8年10月
    ・挿入文書6あり

030－045

【現金出納簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・菰縄差益、蔵置料、組合費等の収入及び諸経費の支出を記録したもの

・収録期間：大正6年4月～同8年7月
・挿入文書1あり
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030－046

【菰縄受払整理簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・日付毎に菰・縄別の受払数量、金額、差引差益を記録し、第1期～3期の合計
と通計を記載した帳簿

・収録期間：大正6年9月22日～同7年3月7日

030－047

【掲示原稿綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・大正5年度歳入出決算書掲示
・表紙は長倉村立長倉尋常高等小学校修業証書の裏紙を再利用したもの

030－048

【関係官署通牒綴】

〔年代〕 大正六年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・水戸専売支局より聯合組合長会議決議要項等の通知、その他綴

030－049

【関係官署報告上申原本綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・長倉煙草耕作聯合組合より水戸専売支局石塚出張所・那珂郡長・その他宛
報告書等の綴

030－050

【組合町村通牒原本綴】

〔年代〕 大正六年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・長倉煙草耕作聯合組合長より各組合理事宛通知綴
    ・収録期間：大正6年4月～同．7年3月
    ・挿入文書3あり

030－051

【文書発収簿】

〔年代〕 大正六年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
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〔備考〕・日付順に発・受信題名と主要文詞を記録した帳簿

   ・収録期間：大正6年4月11日～同7年3月25日
   ・挿入文書1あり（封筒入り礼状）

030－052

【出張命令簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

自大正六年至大正七年
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・日付順に用務・出張場所・期日等を記録した帳簿

・収録期間：大正6年5月～同9年11月
・巻末に挿入文書1あり

030－053

【理事及組合町村諸届書 回答綴】

〔年代〕 大正六年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・八里村役員異動報告他

030－054

【葉煙草納付出勤簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・葉煙草納付の際、専売官署との便宜を図るための町村理事等の日割出勤簿で、
派出官の認印を受けるとあり

・専心に「大正六年度創設」「長倉煙草耕作聯合組合」とあり

030－055

【諸受領証綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正六年度
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・理事会費用弁償金の請求及び受領証その他

・収録期間：大正6年4月～同7年4月

030－056
’【文書発収簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年四月 同八年

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・日付順に発・受信先名と主要文詞等を記録した帳簿

・収録期間：大正7年4月30日～同8年7月27日
・挿入文書2あり
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030－057

【第二回葉煙草品評会出品請附簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年十月

綴り有り 1
長：倉煙草耕作聯合組合

・第1号より第394号まで、審査結果及び末尾に大正7年11月3日付水戸専売
支局長宛の出品数届書あり

030－058

【品評会二関スル往復書信綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年十月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・那珂郡長より審査官派遣・褒賞授与の件認可、その他県知事宛、奨励金下付申

請書等の綴

030－059

【第一回茨城県水府達磨葉煙草共進会出品目録】

〔年代〕 大正七年十一月三日
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・巻末に長倉煙草耕作聯出組面長より水戸専売支局長宛の出品人名簿届書あり

030－060

【茨城県煙草組合聯合直々則】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年十一月二十三日創立
綴り有り 1
［茨城県煙草組合聯台会］

・第1條～27條
・030－061の関連文書

030－061

【茨城県煙草組合聯合旨々則】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

［大正7年］

綴り有り 1
［茨城県煙草組合聯台会］

・ 第 1 イ彦睾…～ 2  0イ彦壽∈

・030－060の関連文書、各聯合組合の字名に違いあり
・年代は関連文書による

・綴じ目破損に付き当センターにて再綴

030－062

【関係官所指示通達受信綴】

〔年代〕 大正七年 同八年
〔点数） 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
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〔備考〕・主に水戸専売支局石塚出張所、葉煙草共進会よりの通知及び諸調査依頼に対

    する回答控綴
   ・収録期間：大正7年3月～同8年9月

030－063

【対関係官長報告答申申請原書綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年 同八年
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・主に水戸専売支局、那珂郡長宛の報告書等の綴

・収録期間：大正7年4月～同8年10月

030－064

【宵出葉煙草包数料金日計簿】
〔年代〕

〔点数〕

（作成〕

〔備考〕

大正七年度
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯台組合

・日付毎に蔵置所とその料金、町村別数量等を記録した帳簿で、第1期～3期の
それぞれの通計あり

・収録期間：大正7年9月23．日～同8年2月11日
・030－065の関連文書で受付日数量とその翌日の宵出数量及び通計が一致する

030－065

【蔵置葉煙草受附日計簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年度、

綴り有り 1
栗田 伊野

・受付月日、町村別数量等を記録した帳簿で、第1期～3期のそれぞれの通計あり

・収録期間＝大正7年9月22日～同8年2月11日
・030－064の関連文書

030－066

【蔵置葉煙草受壷日計簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正七年度
綴り有り 1
西田 市左衛門

・受付月日、町村別数量等を記録した帳簿で、第1期～3期のそれぞれの通計あり

・収録期間：大正7年9月22日～同8年2月11日
・，030－064の関連文書

030－067

【蔵置葉煙草受附簿 長倉面分】

〔年代〕 大正七年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 栗田蔵置所

〔備考〕・為熟に通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、2枚複写用紙を使用
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－068

【蔵置葉煙草受自益 長倉村分】

〔年代〕 大正七年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西田蔵置所

〔備考〕・字別に通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、2枚複写用紙を使用

030－069

【蔵置葉煙草受自益 八里村分】

〔年代〕 大正七年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 栗田 三重

〔備考〕・字別に通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、2枚複写用紙を使用

030－070

【蔵置葉煙草受附簿
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

     小瀬三分】        F
大正七年度
綴り有り 1
栗田 伊重

・字別に通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、
・口取紙破損

2枚複写用紙を使用

030－071

【蔵置葉煙草山回簿
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

     小瀬村分】
大正七年度
綴り有り 1
西田 市左衛門

・字別に通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、12枚複写用紙を使用
・口取紙破損

030－072

【蔵置葉煙草受附簿 野口村分】

〔年代〕 大正七年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西田 市左衛門
〔備考〕・通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、 2枚複写用紙を使用

030－073

【蔵置葉煙草受自益 伊勢畑村分】

〔年代〕 大正七年度

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 西田 市左衛門

〔備考〕・字別に通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、2枚複写用紙を使用
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－074

【蔵置葉煙草添附簿】

〔年代〕 大正七年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 栗田 伊重
〔備考〕・通し番号、氏名、納入日、包数を記録した帳簿で、2枚複写用紙を使用

030－075

【組合費徴収簿八里自分】
〔年代〕 大正七年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・第1号より第506号まで、各人別の耕作反別と組合費額を記録

     した帳簿

030－076

【組合費徴収簿野口村分】
〔年代〕 大正七年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・第1号より第258号まで、各人別の耕作反別と組合費額を記録した

     帳簿

030－077

【組合費徴収簿伊勢畑村分】
〔年代〕 大正七年度
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯台組合
〔備考〕・第1号より第222号まで、各人別の耕作反別と組合費額を記録した帳簿

030－078

【諸受領証綴】

〔年代〕 大正七年度
〔点数〕  綴り有り  1

〔作成〕 長倉煙草耕作聯台組合

〔備考〕・理事会出席旅費日当請求及び受領書その他

    ・収録期間：大正7年6月～同8年5月

030－079

【現金支出簿】

〔年代〕 大正八年四月

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯台組合
〔備考〕・組合長他手当金、旅費、消耗品費等の諸経費を記録した帳簿

    ・収録期間：大正8年10月～同9年5月
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－080

【現金収入簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正八年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・各藩々耕作者売代より聯合組合費の徴収簿

・収録期間：大正8年4月目同年12月
・挿入文書1あり

030－081

【町村耕作組合役員名簿】

〔年代〕 大正八年七月

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・長倉村、野口村の煙草耕作組合の組合長、主任惣代、惣代の名簿

030－082

【長倉煙草耕作聯合組合役員人名簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正八年八月

綴り有り 1
長倉聯台組合長 川上平衛門

・長倉村、伊勢畑村、野口村、小瀬村の煙草耕作組合の組合長、主任惣代、
惣代の名簿

030－083

【水戸専売支局管内葉煙草共進会出品目録帳】

〔年代〕 大正八年十一月 日
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉葉煙草耕作聯合組合事務所
〔備考〕・出品者名、品名、数量等と村毎の集計あり

030－084

【諸受領平綴】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正八年度
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・小瀬村煙草耕作組合費補助交付金領収証その他

・収録期間：大正8年10月～同9年4月

030－085

【各町村耕作組合役員名簿】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正八年度

綴り有り 1
長：倉煙草耕作聯合組合事務所

・長倉村、八里村、野口村、伊勢畑村の各煙草耕作組合の組合長、主
任惣代、直感の名簿
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－086

【大正九年煙草耕作反別増加奨励金給与内訳表】

〔年代〕 大正九年三月

〔点数〕  綴り有り  1

〔作成〕 八里村煙草耕作組合長．川上平衛門
（備考〕・許可番号・反別、給与額等を記載した帳簿で八里村、伊勢畑村、野口村、

     小瀬村、長倉村の村毎の綴を合綴したもの

030－087

【現金支出簿】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正九年四月

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・手当、賞与、会場費等の項目毎に日付順に出入を記載した帳簿、末尾に大正9
年度支出決算あり

・収録期間：大正9年4月～同10年3月

030－088
【領収書綴】

〔年代〕 大正九年四月

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕’長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・太田共進会への人夫賃請求、及び領収書その他綴

   ・収録期間：大正9年4月～同10年3月

030－089

【水戸専売支局会議煙草耕作聯合組合会則綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正九年十二月二十五日
綴り有り 1
［長倉煙草耕作聯合組合］

・茨城県煙草組合聯台直々則、聯合組合規約改正ノ要点、町村組合規約改正ノ要
点その他綴

030－090

【各町村耕作組合役員名簿】

〔年代〕 大正十年
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙箪耕作聯合組合
〔備考〕・，長倉村、八里村、伊勢畑村、野口村の各煙草耕作組合の組合長、主任惣代、

     盛代の名簿
    ・収録期間：’明治44年～大正12年1月
    ，・表題の町村耕作に赤線を引き、組合と加筆あり

030－091

【司管局所其他官衙令達綴】

〔年代〕 自大正十年 至大正十一年
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

〔点数〕

〔作成〕

．〔備考〕

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・水戸地方専売局石塚出張所長よりの聯合組合事務引継二関スル件、大正10年
産那珂郡町村別煙草耕作実績表その他綴

・収録期間：大正10年10月～同11年9月

030－092

【辞令交付書】

〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正十一年

綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・煙草耕作指導委員、同聯合組合教師等の嘱託状綴

・収録期間：大正11年4月～同12年4月

030－093

【受書及承諾書綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正十一年
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組台

・聯合組合の教師、組合長及び各村の指導委員の嘱託書とその受書綴

・収録期間：大正11年4月～同12年4月

030－094

【各所往復文書綴】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正十二年
綴り有り 1
長倉村煙草耕作組合

・水戸専売局、那珂郡庁等の通牒類と耕作組合の回答・報告書、その他綴

・収録期間：大正12年1月～同年12月

030－095

【煙草耕作反別調】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正拾弐年
綴り有り 1
長倉煙草耕作聯合組合

・大字野口・野口原・中居・長倉他14字別に耕作人毎の許可番号と耕作反別を
記載した帳簿

0307096

【出張命令簿】

〔年代〕 大正十二年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合

〔備考〕・職名、発藩月日、命令事項、出張先等の記録簿
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文書目録（長倉煙草耕作聯合組合）

030－097

【旅費支給簿】

〔年代〕 大正十二年

（点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・旅費額、受領者名、出張理由等の記録簿

030－098

【野口村組合費徴収台帳】

〔年代〕 大正十二年

〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 長倉煙草耕作聯合組合
〔備考〕・耕作人1人毎の耕作反別 村組合費、聯合組合費を記載した台帳
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文書目録（所属不明）

000所属不明文書

000－001

【諏訪郡中郷村
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

   四】
天保十三壬寅年極月吉日
綴り有り 1
鮎沢住人 逸蔵

・手習い帳
・中郷村の現市町村名不明

000－002

【［平野郷町御年貢嘉永弐酉年分通］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［嘉永2年12月6日］
綴り有り 1

 ［    ］
・町方が各人の年貢上納の皆済に至る経過を1枚に記したもの4通の綴
・平野郷町は諏訪郡平野村と同一村か．平野村は明治7年今井村、岡谷村、小口村、
小井川村、西堀村、若宮新田村、小梅沢新田村の7村合併成立

000－003

【［法名書画綴］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［嘉永6年］

綴り有り 1
 ［長谷川醤油方］

・長谷川醤油所蔵の手書きの綴で法名等が書かれている
・表紙欠

000－004
【地券訂正取調簿】

〔年代〕 明治十二年第八月 日
〔点数〕 綴り有り 1
〔作成〕 村役所
〔備考〕・綴紐破損

000－005

【［地所買戻訴訟一件文書類］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治12，13年］
綴り有り 1
綴り無し 19

 ［東筑摩郡四賀村 北沢助七］
・「原告代人ヨリ被告人へ係ル地所買戻之件 北沢」と表書き
された袋と訴状写し、手続書、書状、契約書、地所買戻ノ件入費簿、地所売渡之
証書等の関連文書
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文書目録（所属不明）

000－006

【［耕地復帰費用支払契約証］】
〔年代〕 明治十五年九月
〔点数〕 綴り有り 1
〔差出〕 北和田耕地総代他8名
〔受取〕 宮阪新右衛門他12名
〔備考〕・北和田耕地復帰入費支払いについての契約証

000－007
【［雑貨屋］現金御通】
〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

明治弐拾六年三月十三日
綴り有り 1
泉野村中道田中屋
泉野村上槻木 三浦園右衛門

・主に食品の売掛控
・泉野村は長野県諏訪郡泉野村か

000－008
【［武藤百所有不動産調等］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕、

〔備考〕

明治参拾八年五月
綴り有り 1

 ［   ］

・地番、地目、等級、段別、外歩、地価、地租、字名四の項目について記入されて
いる不動産調帳

・所在地の村名は不明であるが字名として井戸尻、入窪、瀧坂、池袋、大窪等が記
されている

000－009

【［株式会社筑摩銀行宛領収証類］】
〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

 ［明治41年］
綴り無し 25
松本市信濃民報株式会社他
株式会社筑摩銀行

・借地料、営業費、給料等の受取書

・収録期問：明治41年10～12月
・（株）筑摩銀行の所在地は東筑摩郡新村（現松本市）

000－010

【［雑誌等の抜書き］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［明治］

綴り有り 1
 ［   ］
・玉川村青年による「田園雑誌」刊行にあたっての序文や平野村の俳詣の会の序文
 「新年の感」 （明治32年）等々の写
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文書目録（所属不明）

000－011

【京浜地方震災義金控】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

大正拾弐年第九月
綴り有り 1
中町世話［人］

・古山金吉他39名連名の義掲金計67円、他に真綿、
東大震災の義掲金か

ドー着等の寄附書上げ、関

000－012

【［貸金取立て裁判関係書類］】
〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

大正拾五年一月二十六日
綴り無し 3
封    1
諏訪郡平野村 『組 杢製練所
出諏訪町小川法律事務所

・製糸工女借用金取立て裁判に関する書類
・封筒あり

000－013

【［破産整理に関する書状］】
〔年代〕

〔点数〕

〔差出〕

〔受取〕

〔備考〕

八月十一日
綴り無し 1
封    1
債権者総代 岩井大吉他1名
今井勝雄

・破産整理方同意依頼状

000－014
【［遺族会々則］】
〔年代〕

〔点数〕

〔作成〕

〔備考〕

 ［   ］、

綴り無し 1
 ［   ］

・第5条～8条のみあり、第7条「委員ハ各区ノ遺族中ヨリ選出ス」とあることか
ら戦死者遺族会に関するものか

・「三井喜愛」用箋を使用
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