
旧南畑村行政文書目録
番号 分類 表題（内容） 年代 差出・作成 受取 形態 数量 備考
1 B議会･選挙 会議録綴 昭和20年～昭和28年 入間郡南畑村役場 竪帳 1

1-1 B議会･選挙
昭和二十二年四月三十日執行　埼玉県入間
郡南畑村会議員選挙会選挙録

昭和22年5月1日
選挙長　南畑村長　當麻憲之
他10人

竪帳 1

1-2 B議会･選挙

議案第八号　昭和二十九年度入間郡南畑村
登戸揚水場舗装送水路新設工事費特別会計
歳入出予算議定の件

昭和29年4月15日提出 南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-3 B議会･選挙

昭和二十一年第二回南畑村会議録（①役場
庁舎火災ニヨリ緊急措置ニ関スル件②其ノ
他ノ件）

昭和21年3月26日 竪帳 1

1-4 B議会･選挙

昭和二十一年第三回南畑村会議録（昭和二
十年度入間郡南畑村歳入出追加予算議定ノ
件）

昭和21年3月30日 竪帳 1

1-5 B議会･選挙 昭和　年第　回入間郡鶴瀬村会議録 竪帳 1 未使用の用紙

1-6 B議会･選挙 発第二四五号　告知書（村会招集告知） 昭和21年5月25日
入間郡南畑村助役　新井榮治
郎

村会議員 一枚 1

1-7 B議会･選挙
昭和二十一年第三回入間郡南畑村会議録
（南畑警防団組織変更ノ件）

昭和21年5月27日 竪帳 1

1-8 B議会･選挙 諮問第一号　警防団組織変更ニ関スル件 昭和21年5月27日提出
入間郡南畑村助役　新井榮治
郎

一枚 1 原案通り答申決定

1-9 B議会･選挙
記（警防団設置区域・組織・定員・服務方
法・設備及資材ノ概要等）

竪帳 1

1-10 B議会･選挙
発第二九三号　村会議決書報告（南畑警防
団組織変更ノ件）

昭和21年5月28日 入間郡南畑村長　大澤安行
埼玉県知事　西村實
造

一枚 1

1-11 B議会･選挙 独立税村民税賦課率　昭和十九年度 昭和20年2月15日 南畑村長　大澤安行 一枚 1
1-12 B議会･選挙 議案第一〇号　寄附受入ノ件 昭和21年8月24日提出 入間郡南畑村長　大澤安行 一枚 1
1-13 B議会･選挙 発七〇三号　告知書（村会招集告知） 昭和21年8月21日 入間郡南畑村長　大澤安行 村会議員 一枚 1

1-14 B議会･選挙

発第七三一号　村会議決書報告（寄附受入
ノ件、昭和二十一年度南畑村歳入出追加予
算書）

昭和21年8月24日 入間郡南畑村長　大澤安行
埼玉県知事　西村實
造

一枚 1

1-15 B議会･選挙 議案第一〇号　寄附受入ノ件 昭和21年8月24日提出 入間郡南畑村長　大澤安行 一枚 1 同日原案可決

1-16 B議会･選挙
議案第十一号　昭和二十一年度入間郡南畑
村歳入出追加予算書

昭和21年8月24日提出 入間郡南畑村長　大澤安行 竪帳 1

1-17 B議会･選挙

昭和二十一年第四回入間郡南畑村会議録
（①寄附受入ノ件②昭和二十一年度南畑村
歳入出追加予算議定ノ件）

昭和21年8月24日 竪帳 1

1-18 B議会･選挙 告知書（村会招集告知） 昭和21年10月日
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

村会議員 一枚 1 未使用

1-19 B議会･選挙
発第一〇〇九号　村会議決書報告（町村会
議員選挙管理委員設置ノ件）

昭和21年10月11日
埼玉県入間郡南畑村長代理助
役　新井榮治郎

一枚 1

1-20 B議会･選挙
議案第十二号　町村会議員選挙管理委員設
置ノ件

昭和21年10月11日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1 原案可決
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1-21 B議会･選挙
昭和二十一年第五回入間郡南畑村会議録
（町村会議員選挙管理委員設置ノ件）

昭和21年10月11日 竪帳 1

1-22 B議会･選挙
議案第十三号　昭和二十年度独立税村民税
納税義務者資力算定書

昭和20年12月10日 南畑村長　大澤安行 竪帳 1

1-23 B議会･選挙 発第一〇七三号　告知書（村会招集告知） 昭和21年10月28日
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1

1-24 B議会･選挙

発第一〇七七号　村会議決書報告（議長及
副議長選挙要求書、町村会議員議員選挙管
理委員選挙要求書、南畑村民税納税義務者
資力算定調書）

埼玉県入間郡南畑村長代理助
役　新井榮治郎

一枚 1

1-25 B議会･選挙
選挙第二号　選挙要求書（南畑村会議員選
挙管理委員四名及補充員四名選挙実施）

昭和21年10月31日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1

1-26 B議会･選挙
決議第二号　町村会議員選挙管理委員選挙
ノ件

昭和21年10月31日 南畑村会議長　新井榮治郎 一枚 1

1-27 B議会･選挙
選挙第一号　選挙要求書（南畑村会議長並
ニ副議長ノ選挙実施）

昭和21年10月31日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

南畑村会 一枚 1

1-28 B議会･選挙 決議第一号　村会議長及副議長選挙ノ件 昭和21年10月31日 南畑村会議長　桶田平太郎 一枚 1

1-29 B議会･選挙 第一号　選挙書（村会議長選挙当選者） 昭和21年10月31日
入間郡南畑村会仮議長　桶田
平太郎

一枚 1

1-30 B議会･選挙 第二号　選挙書（村会副議長選挙当選者） 昭和21年10月31日
入間郡南畑村会仮議長　桶田
平太郎

一枚 1

1-31 B議会･選挙
第三号　選挙書（南畑村会議員選挙管理委
員四名及補充員四名選挙当選者）

昭和21年10月31日 南畑村会議長　新井榮治郎 一枚 1

1-32 B議会･選挙 発第一〇九六号　議長副議長ノ設置報告 昭和21年11月1日
埼玉県入間郡南畑村長代理助
役　新井榮治郎

一枚 2

1-33 B議会･選挙

昭和二十一年第五回南畑村会議録（①南畑
村会議長及副議長選挙ノ件②町村会議員選
挙管理委員選挙ノ件③南畑村民税資力算定
ノ件）

昭和21年10月31日 竪帳 1

1-34 B議会･選挙 発第一三六号　告知書（村会招集告知） 昭和21年12月10日
南畑村長代理助役　新井榮治
郎

一枚 1

1-35-1 B議会･選挙

昭和二十一年第六回南畑村会議録（①南畑
村民税賦課条例改正ノ件②南畑村々吏員諸
給与支給条例改正ノ件③昭和二十一年度南
畑村歳入出追加予算議定ノ件④町村会議員
選挙管理員補充員選挙ノ件⑤署名議員ヲ定
ムルノ件）

昭和21年12月13日 竪帳 1

1-35-2 B議会･選挙
議案第十三号　埼玉県入間郡南畑村々民税
賦課条例

昭和21年12月13日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

竪帳 1
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1-35-3 B議会･選挙
議案第十四号　南畑村吏員諸給与支給条例
改正ノ件

昭和21年12月13日提出
南畑村長代理助役　新井榮治
郎

一枚 1

1-35-4 B議会･選挙
議案第十四号　南畑村々吏員諸給与支給条
例改正ノ件

昭和21年12月13日提出
南畑村長代理助役　新井榮治
郎

一枚 1

1-35-5 B議会･選挙
議案第十六号　昭和二十一年度入間郡南畑
村歳入歳出追加予算書

昭和21年12月13日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

竪帳 1

1-35-6 B議会･選挙
議案第十四号　南畑村吏員諸給与支給条例
改正ノ件

昭和21年12月13日提出
南畑村長代理助役　新井榮治
郎

一枚 1 原案通り可決

1-35-7 B議会･選挙
議案第十四号　南畑村々吏員諸給与支給条
例改正ノ件

昭和21年12月13日提出
南畑村長代理助役　新井榮治
郎

一枚 1 原案通り可決

1-35-8 B議会･選挙
選挙第二号　選挙要求書(町村会議員選挙
管理委員補充員選挙実施）

昭和21年12月13日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

南畑村会 一枚 1
別紙ノ通リ指名推
薦ス

1-35-9 B議会･選挙
選挙書（町村会議員選挙管理委員補充員当
選者）

（昭和21年12月13日）
埼玉県入間郡南畑村会議長
代理助役　新井榮治郎

一枚 1

1-35-10 B議会･選挙

発第一三三三号　条例設定ニ付許可ありた
き件（南畑村々民税賦課条例・南畑村吏員
諸給与支給条例議決ニ付）

昭和21年12月13日
南畑村長代理助役　新井榮治
郎

一枚 1

1-36-1 B議会･選挙

昭和二十二年第一回入間郡南畑村会議録
招集期日：二月二十八日
①基本財産積立金停止条例設定ノ件②伝染
病患者食費薬価規程改正ノ件③選挙要求ノ
件④臨時増徴条例設定ノ件⑤昭和二十一年
度南畑村歳入追加更正予算議定ノ件⑥昭和
二十一年度南畑村歳入出決算認定ノ件⑦昭
和二十二年度南畑村歳入出決算認定ノ件⑧
補助ヲ為スノ件
招集期日：三月十二日
①昭和二十年度南畑村歳入出決算認定ノ件
②昭和二十二年度南畑村歳入出予算議定ノ
件③証明手数料条例改正ノ件
招集期日：三月十三日
①昭和二十年南畑村歳入出決算認定ノ件②
昭和二十二年度南畑村歳入出予算議定ノ件
③署名議員ヲ定ムルノ件

昭和22年3月14日 竪帳 1

1-36-2 B議会･選挙
議案第一号　基本財産積立金停止ニ関スル
件

昭和22年2月28日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1 原案可決

1-36-3 B議会･選挙
議案第二号　伝染患者食費薬価徴収規定改
正ノ件

昭和22年2月28日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1 原案可決

1-36-4 B議会･選挙
選挙第三号　選挙要求書（南畑村会議員選
挙管理補充員選挙実施）

昭和22年2月28日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1
別紙ノ通リ指名推
薦ス
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1-36-5 B議会･選挙
選挙第三号　選挙書（南畑村会議員選挙管
理補充員選挙当選者）

昭和22年2月28日
埼玉県入間郡南畑村会議長
代理助役　新井榮治郎

一枚 1

1-36-6 B議会･選挙 議案第四号　臨時村税増徴条例 昭和22年2月28日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1 原案可決

1-36-7 B議会･選挙 議案第八号　補助ヲ為スノ件 昭和22年2月28日提出
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1 原案可決

1-36-8 B議会･選挙 議案第九号　証明手数料条例改正ノ件 昭和22年3月12日
入間郡南畑村長代理助役　新
井榮治郎

一枚 1 原案可決

1-37 B議会･選挙 通知書（協議会開催の件） 昭和22年4月8日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1
1-38 B議会･選挙 （協議会開催通知） 昭和22年4月26日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1
1-39 B議会･選挙 発第七〇一号　（村会招集告知） 昭和22年5月18日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1

1-40-1 B議会･選挙

昭和二十二年第二回入間郡南畑村会議録
（①青年学校組合廃止の件②青年学校組合
財産処分に関する件）

昭和22年3月27日 竪帳 1

1-40-2 B議会･選挙
議案第九号　鶴瀬村外四箇村青年学校組合
規約廃止の件

昭和22年3月27日提出 村長代理助役　新井榮治郎 一枚 1

1-40-3 B議会･選挙
議案第九号　鶴瀬村外四箇村組合立鶴瀬青
年学校財産処分に関する件

昭和22年3月27日提出 村長代理助役　新井榮治郎 一枚 1 原案可決

1-41-1 B議会･選挙 発第八七九号　（村会招集告知） 昭和22年6月9日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1

1-41-2 B議会･選挙
議案第一〇号　小学校庭拡張ニ伴ヒ賃貸借
設定ノ件

昭和22年6月13日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-41-3 B議会･選挙 議案第一一号　中学校敷地買収ノ件 昭和22年6月13日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-41-4 B議会･選挙
選挙第四号　選挙要求書（南畑村会議長及
副議長選挙実施）

昭和22年5月15日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-41-5 B議会･選挙

昭和二十二年第四回入間郡南畑村会議録
（①議長及副議長選挙ノ件②小学校々庭拡
張ニ伴ヒ賃貸借設定ノ件③中学校敷地買収
ノ件④助役及収入役選任ニ付同意ヲ求ムル
ノ件⑤会議録署名議員ヲ定ムルノ件

昭和22年6月13日 竪帳 1

1-42-1 B議会･選挙

昭和二十二年第五回入間郡南畑村会議録
（①南畑村消防条例設定の件②郡県町村協
議会規程の件③副収入役設置条例設定の件
④副収入役選任ニ付同意を求むるの件⑤会
議録署名議員を定むるの件

昭和22年7月24日 竪帳 1

1-42-2 B議会･選挙 埼玉県町村会規約 竪帳 1

1-42-3 B議会･選挙
議案第一四号　町村協議会の設置並びにそ
の規約について

昭和22年7月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-42-4 B議会･選挙
議案第一五号　町村協議会の設置並びにそ
の規約について

昭和22年7月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-42-5 B議会･選挙 埼玉県町村会規約 竪帳 1
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1-42-6 B議会･選挙 議案第一六号　副収入役設置条例 昭和22年7月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決
1-42-7 B議会･選挙 副収入役選任書 昭和22年7月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-42-8 B議会･選挙 議決第十七号　南畑村消防条例設定ノ件 昭和22年7月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-43-1 B議会･選挙 発第一六五七　告知書（村会招集告知） 昭和22年10月18日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1

1-43-2 B議会･選挙 起債並ニ償還方法 昭和22年10月日 南畑村長　當麻憲之
南畑村会議長　吉原
盛太郎

一枚 1

1-43-3 B議会･選挙

昭和二十二年第六回入間郡南畑村会議録
（①昭和二十二年度南畑村歳入出追加更正
予算議定ノ件②昭和二十二年度南畑村役場
庁舎改築特別会計歳入出予算議定ノ件③会
議録署名議員ヲ定むるノ件）

昭和22年10月30日 竪帳 1

1-44-1 B議会･選挙

昭和二十二年第七回南畑村会議録（①村民
税賦課条例設定ノ件②伝染病患者食費薬価
規定改正ノ件③会議録署名議員ヲ定ムルノ
件）

昭和22年11月27日 竪帳 1

1-44-2 B議会･選挙 発第一八三一号　告知書（村会招集告知） 昭和22年11月25日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1

1-44-3 B議会･選挙
議案第二十一号　伝染病患者食費薬価徴収
規定改正ノ件

昭和22年11月27日 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-44-4 B議会･選挙 議案第二十号　南畑村民税賦課条例 昭和22年11月27日 入間郡南畑村長　當麻憲之 竪帳 1 原案可決

1-45-1 B議会･選挙

昭和二十二年第八回南畑村会議録（①昭和
二十二年南畑村歳入出追加更正予算議定ノ
件②南畑村民税資力算定議定ノ件）

昭和22年12月10日 竪帳 1

1-45-2 B議会･選挙 村民税課税標準 一枚 1

1-45-3 B議会･選挙
議案第二十一号　昭和二十二年度独立税村
民税義務者資力算定調書

竪帳 1

1-46 B議会･選挙 発第一八八二号　告知書（村会招集告知） 昭和22年12月5日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1

1-47-1 B議会･選挙 告知書（村会招集告知） 昭和23年1月15日 入間郡南畑村長　當麻憲之 村会議員 一枚 1

1-47-2 B議会･選挙

昭和二十（三）年第二回南畑村会議録（①
村税増徴条例設定ノ件②大井村軍需倉庫払
下申請ノ件③会議録署名議員ヲ定ムルノ
件）

昭和23年1月17日 竪帳 1

1-47-3 B議会･選挙 議案第四号　臨時村税増徴条例 昭和22年2月17日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1
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1-48-1 B議会･選挙

昭和二十三年第二回南畑村会議録（①南畑
村職員諸給与条例設定ノ件②基本財産積立
金停止ニ関スル件③寄附受入ノ件④荒川堤
防工事費立替ニ関シ承認ヲ求ムルノ件⑤民
生委員改選ニ付推薦委員選定ノ件⑥昭和二
十二年度南畑村歳入出追加更正予算議定ノ
件⑦会議録署名議員ヲ定ムルノ件）

昭和23年2月8日 竪帳 1

1-48-2 B議会･選挙 議案第二号　入間郡南畑村職員諸給与条例 昭和23年2月8日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 竪帳 1

1-48-3 B議会･選挙
議案第三号　基本財産積立金停止に関する
件

昭和23年2月8日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-48-4 B議会･選挙 議案第四号　受附受入ノ件 昭和23年3月8日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-48-5 B議会･選挙
議案第五号　荒川堤防工事費立替ニ関スル
件

昭和23年3月8日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-48-6 B議会･選挙
議案第七号　民生委員改選ニ付其ノ推薦委
員選定ノ件

昭和23年3月8日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-48-7 B議会･選挙
議案第十二号　予算外義務負担の契約をな
すの件

一枚 1

1-49-1 B議会･選挙 告知書（村会招集告知） 昭和23年3月27日 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1
1-49-2 B議会･選挙 議案第九号　証明手数料条例改正の件 昭和23年3月30日 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-49-3 B議会･選挙
議決第十一号　新制中学校々舎新築に関す
る件

昭和23年3月30日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1 原案可決

1-49-4 B議会･選挙

昭和二十三年第三回南畑村会議録（①昭和
二十二年度南畑村歳入出追加更正予算議定
の件②昭和二十一年度南畑村歳出決算認定
の件③証明手数料条例改正の件④昭和二十
三年度南畑村歳入出予算議定の件⑤新制中
学校舎新築に関する件⑥署名議員を定むる
の件）

昭和23年3月30日 竪帳 1

1-50-1 B議会･選挙

昭和二十三年第四回南畑村会議録（①新制
中学校敷地買収に関する件②予算外義務負
担の契約をなすの件③超過勤務手当支給条
例設定の件④署名議員を定むるの件）

昭和23年6月24日 竪帳 1

1-50-2 B議会･選挙
議案第十六号　新制中学校敷地買収に関す
る件

昭和23年6月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-50-3 B議会･選挙
議案第十三号　予算外義務負担の契約をな
すの件

昭和23年6月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-50-4 B議会･選挙 議案第十四号　超過勤務手当支給条例 昭和23年6月24日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 竪帳 1
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1-51-1 B議会･選挙

昭和二十三年第四回南畑村会議録（①昭和
二十三年度南畑村歳入出追加更正予算議定
の件②証明手数料条例改正の件③諸給与支
給条例改正の件④南畑村税賦課徴収条例改
正の件⑤会議録署名議員を定むるの件）

昭和23年9月13日 竪帳 1

1-51-2 B議会･選挙
議案第十七号　村吏員諸給与支給条例改正
の件

昭和23年9月日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-51-3 B議会･選挙 議案第十六号　証明手数料条例改正の件 昭和23年9月日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-51-4 B議会･選挙
議案第十五号　昭和二十三年度入間郡南畑
村歳入出追加更正予算書

昭和23年9月日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 竪帳 1

1-51-5 B議会･選挙
議案第十八号　南畑村税賦課徴収並びに県
民税賦課改正条例

昭和23年9月13日 竪帳 1 原案修正可決

1-52-1 B議会･選挙

昭和二十（三）年第五回南畑村会議録（①
村民税納税義務者資力算定議定の件②南畑
村職員諸給与条例改正の件③会議録署名議
員を定むるの件）

昭和23年11月22日 竪帳 1

1-52-2 B議会･選挙
議案第十八号　南畑村職員諸給与条例改正
の件

昭和23年11月22日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 竪帳 1

1-52-3 B議会･選挙
議案第17号　昭和二十三年度独立税村民税
納税義務者資力算定書

竪帳 1

1-53-1 B議会･選挙

昭和二十（三）年第六回南畑村会議録（①
昭和二十三年度南畑村歳入出追加更正予算
議定の件②会議録署名議員を定むるの件）

昭和23年12月13日 竪帳 1

1-53-2 B議会･選挙
議案第十九号　昭和二十三年度入間郡南畑
村歳入出追加更正予算書

昭和23年12月13日提出 入間郡南畑村長　當麻憲之 竪帳 1

1-54 B議会･選挙

昭和二十四年度第一回南畑村会議録（①昭
和二十三年度南畑村歳入追加更正予算②南
畑村健康保険条例設定の件③署名議員を定
むるの件）

昭和24年2月14日 竪帳 1

1-55-1 B議会･選挙 告知書（村会再開ニ付招集告知） 昭和24年4月4日 一枚 1

1-55-2 B議会･選挙

昭和二十四年第二回南畑村会議録（①昭和
二十二年度南畑村歳入出決算認定ノ件②昭
和二十四年度南畑村歳入出予算議定ノ件③
昭和二十三年度南畑村新制中学校新築費特
別会計歳入出更正予算議定ノ件④署名議員
ヲ定むるの件）

昭和24年4月7日 竪帳 1

1-56 B議会･選挙 事業計画（教育施設・産業・更正衛生） 竪帳 1

1-57 B議会･選挙 南畑村勢要覧 竪帳 1
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1-58 B議会･選挙

昭和二十四年第三回南畑村会議録（①南畑
村税賦課徴収並に村民税賦課改正の件②南
畑村職員定数条例設定の件③南畑村職員超
過勤務手当休日給及び夜勤手当支給条例改
正の件④南畑村昭和二十四年度歳入歳出追
加更正予算議定の件⑤南畑村国民健康保険
条例改正の件⑥南畑村国民健康保険特別会
計歳入出予算議定の件⑦中学校拡張敷地買
収の件⑧福岡村巡査部長派出所建築費負担
の件⑨志木登記所敷地建物買収費分担寄附
の件⑩小中学校不用屎尿払下について

昭和24年7月25日 竪帳 1

1-59 B議会･選挙

昭和二十四年第四回南畑村会議録（①昭和
二十四年度入間郡南畑村歳入出追加更正予
算議定の件②昭和二十四年度独立税村民税
納税義務者資力算定議定の件③村道廃止に
関スル件④国民健康保険運営協議会例ニ関
する件⑤右同条例一部変更に関する件⑥署
名議員を定むるの件）

昭和24年10月6日 竪帳 1

1-60-1 B議会･選挙 議案目録 竪帳 1

1-60-2 B議会･選挙
選第一号　選挙要求書（南畑村村会議員選
挙管理委員四名及補充員四名の選挙実施）

昭和25年3月30日 入間郡南畑村長　當麻憲之 南畑村会 一枚 1

1-60-3 B議会･選挙

昭和二十五年第一回南畑村会議録（①昭和
二十四年度入間郡南畑村歳入出追加更正予
算議定ノ件②昭和二十三年度入間郡南畑村
歳入出決算認定の件③昭和二十五年度入間
郡南畑村歳入出予算議定の件④南畑村選挙
管理委員改選に関する件⑤昭和二十五年度
南畑村国民健康保険特別会計歳入歳出予算
議定の件⑥会議録署名議員を定むるの件）

昭和25年4月10日 竪帳 1

1-60-4 B議会･選挙 発第三二三号　村会議決書報告 昭和25年4月11日 入間郡南畑村長　當麻憲之 一枚 1

1-60-5 B議会･選挙 決議第二号　南畑村選挙管理委員選挙の件 昭和25年3月30日 南畑村会議長　吉原盛太郎 一枚 1

1-61 B議会･選挙

議事録議決謄本　議案第十六号　昭和二十
八年度入間郡南畑村大字上南畑二段揚水機
場新設工事費特別会計歳入出予算議定の件

昭和30年3月30日 南畑村長　當麻憲之 一枚 1
昭和28年6月15日提
出、原案可決
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1-62-1 B議会･選挙

昭和二十五年第二回南畑村会議録（①荒川
右岸用排水普通水利組合脱退の件②同組合
規約第四十三条による賦課徴収すべき決議
の内容につき異議あるにより之に対する訴
願訴訟提起承認の件③会ギ署名議員を定む
る件）

昭和25年5月11日 竪帳 1

1-62-2 B議会･選挙 村会記録 昭和25年5月11日 竪帳 1

1-63 B議会･選挙

昭和二十五年第三回南畑村会議録（①南畑
村税賦課徴収条例改正の件②会議録署名議
員を定むるの件）

昭和25年8月25日 竪帳 1

1-64 B議会･選挙

昭和二十五年第四回南畑村会議録（①昭和
二十五年度南畑村歳入出追加更正予算議定
の件②会議録署名議員を定むるの件）

昭和25年12月20日 竪帳 1

1-65 B議会･選挙

昭和二十六年第一回南畑村会議録（①職員
の給与に関する条例案の件②南畑村職員給
与の支給日及支給方法を定むる規則の件③
諸給与条例の一部改正案の件④職員の服務
に関する条例案の件⑤職務に専念する義務
の特例に関する条例案の件⑥南畑村職員定
数条例一部改正案の件⑦固定資産評価審査
委員会及同評価委員会並に補助員設置条例
の件⑧会議録署名議員を定むるの件）

昭和26年3月4日 竪帳 1

1-66 B議会･選挙

昭和二十六年第二回南畑村会議録（①昭和
二十五年度南畑村歳入出追加更正予算議定
の件②昭和二十四年度南畑村歳入出決算認
定の件③昭和二十六年度歳入出予算議定の
件④昭和二十四年度南畑村国民健康保険特
別会計歳入出決算認定の件⑤昭和二十六年
度国民健康保険特別会計歳入出予算議定の
件⑥昭和二十三年度南畑村新制中学校新築
費特別会計歳入出決算認定の件⑦昭和二十
三年度南畑村役場建築工事費精算認定の件
⑧本村職員給与条例一部改正に関する件⑨
南畑村長選挙立会演説会条例⑩会議録署名
議員を定むる件）

昭和26年3月31日 竪帳 1

1-67 B議会･選挙
退職届（県会議員立候補ノ為村会議員退
職）

昭和26年3月28日 一枚 1

1-68 B議会･選挙
退職届（村長選挙立候補ノ為村会議員退
職）

昭和26年3月31日 一枚 1
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1-69 B議会･選挙

昭和二十六年第三回南畑村会議録（①南畑
村議会議長及副議長選挙の件②会議録署名
議員を定むるの件）

昭和26年5月7日 竪帳 1

1-70 B議会･選挙

昭和二十六年第四回南畑村会議録（①南畑
村税条例の一部を改正する条例案②民生委
員推薦会の委員選任の件③会議録署名議員
を定むるの件）

昭和26年6月16日 竪帳 1

1-71 B議会･選挙

昭和二十六年第五回南畑村会議録（①南畑
村国民健康保険条例一部改正の件②南畑村
国民健康保険税条例設定の件③南畑村条例
中職員超過勤務支給条例廃止の件④助役、
収入役並副収入役推薦に関する件⑤会議録
署名議員を定むるの件

昭和26年7月22日 竪帳 1

1-72 B議会･選挙

昭和二十六年第六回南畑村会議録（①南畑
村予防接種手数料徴収条例（案）②固定資
産評価員並評価審査委員推薦の件③会議録
署名議員を定むるの件）

昭和26年7月24日 竪帳 1

1-73 B議会･選挙 委嘱通知（固定資産評価員） 昭和26年7月24日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-74 B議会･選挙 委嘱通知（固定資産　評価審査員） 昭和26年7月24日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-75 B議会･選挙 委嘱通知（固定資産　評価審査員） 昭和26年7月24日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-76 B議会･選挙 委嘱通知（固定資産税　評価審査員） 昭和26年7月24日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-77 B議会･選挙

昭和二十七年第一回南畑村会議録（①昭和
二十六年度入間郡南畑村歳入出追加更正予
算案②職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例案③南畑村職員の旅費支給条例
案④南畑村職員の旅費支給規則案⑤南畑村
職員諸給与条例廃止並に一部改正案⑥南畑
村職員退職手当支給条例案⑦固定資産評価
審査委員条例案⑧南畑村税条例の一部を改
正する条例案⑨伝染病患者食費薬価徴収規
程を改正する規定案⑩村有地買得の件⑪村
道新設の件⑫南畑村火災予防条例案⑬会議
録署名議員を定むるの件）

昭和27年2月25日 竪帳 1
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1-78 B議会･選挙

昭和二十七年第二回南畑村会議録（①昭和
二十五年度南畑村歳入出決算認定の件②昭
和二十七年度南畑村歳入出予算議定の件③
昭和二十五年度南畑村国民健康保険特別会
計歳入出決算認定の件④昭和二十七年度南
畑村国民健康保険特別会計歳入出予算議定
の件⑤会議録署名議員を定むるの件）

昭和27年4月2日 竪帳 1

1-79 B議会･選挙

昭和二十七年第三回南畑村会議録（①南畑
村教育委員選任に関する件②固定資産評価
審査委員承認を求むる件③会議録署名議員
を定むるの件）

昭和27年10月24日 竪帳 1

1-80 B議会･選挙

昭和二十八年第一回南畑村会議録（①昭和
二十七年度入間郡南畑村歳入歳出追加更正
予算議定の件②南畑村職員諸給与条例一部
改正案③昭和二十七年度南畑村国民健康保
険歳入出追加更正予算議定の件④南畑村徴
収条例住民登録手数の件⑤会議録署名議員
を定むるの件）

昭和28年1月27日 竪帳 1

1-81 B議会･選挙

昭和二十八年第二回南畑村会議録（①南畑
村職員諸給与条例一部改正案②其の他の件
昭和二十七年度入間郡南畑村農道工事費特
別会計歳入歳出予算議定の件③会議録署名
議員を定むるの件）

昭和28年3月7日 竪帳 1

1-82 B議会･選挙 選任書（選挙管理委員会補助員） 昭和28年3月19日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-83 B議会･選挙 選任書（選挙管理委員会補助員） 昭和28年3月19日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-84 B議会･選挙 選任書（選挙管理委員会補助員） 昭和28年3月19日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-85 B議会･選挙 選任書（選挙管理委員会委員） 昭和28年3月19日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-86 B議会･選挙 選任書（選挙管理委員会委員） 昭和28年3月19日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1

1-87 B議会･選挙 選任書（選挙管理委員会委員） 昭和28年3月19日
入間郡南畑村長　當
麻憲之

一枚 1
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1-88 B議会･選挙

昭和二十八年第三回南畑村会議録（①昭和
二十六年度南畑村歳入出決算認定の件②昭
和二十八年度南畑村歳入出予算議定の件③
昭和二十六年度南畑村国保歳入出決算認定
の件④昭和二十八年度南畑村国保歳入出予
算議定の件⑤南畑村危険物取締条例設定の
件⑥南畑村予防接種手数料条例の一部を改
正する条例案⑦南畑村選挙管理委員会委員
選任の件⑧昭和二十七年度入間郡南畑村登
戸揚水機新設工事費特別会計歳入出予算議
定の件⑨会議録署名議員を定むるの件）

昭和28年3月29日 竪帳 1

1-89 B議会･選挙

昭和二十八年第四回南畑村会議録（①南畑
村税条例一部改正の件②昭和二十八年度入
間郡南畑村大字上南畑二段揚水機新設工事
費特別会計歳入出予算議定の件③会議録署
名議員を定むるの件）

昭和28年6月15日 竪帳 1

1-90 B議会･選挙

昭和二十八年第五回南畑村会議録（①南畑
村議会議長欠員につき選挙に関する件②南
畑村議会副議長欠員につき選挙に関する件
③会議録署名議員を定むるの件）

昭和28年8月1日 竪帳 1

1-91 B議会･選挙

昭和二十八年第六回南畑村会議録（①南畑
小学校建築敷地買収に関する件②鶴瀬行政
地区公平委員会共同設置規約（案）件③会
議録署名議員を定むるの件）

昭和28年8月31日 竪帳 1

1-92 B議会･選挙

昭和二十八年第七回南畑村会議録（①昭和
二十八年度入間郡南畑村歳入歳出追加更正
予算議定の件②昭和二十八年度南畑小学校
改築費特別会計収支予算議定の件③南畑村
工事施工取扱規程外承認を求むるの件④小
学校旧校舎一部取毀し処分の件⑤公平委員
選任の件⑥小学校改築工事代金支払につい
て⑦会議録署名議員を定むるの件）

昭和28年12月18日 竪帳 1

2 A総務 町村合併関係雑書綴 昭和29年度 南畑村役場 竪帳 1

2-1 A総務 鶴瀬支会町村合併研究会幹事会協議事項 昭和29年5月25日 一枚 1
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2-2 A総務 町村合併研究会記録 昭和29年6月24日 竪帳 1

2-3 A総務
鶴瀬支会（柳瀬村を除く）町村合併に関す
る村長議長懇談会

昭和29年8月13日 竪帳 1

2-4 A総務
（水谷村及び宗岡村の議長らが来庁し合併
に対する意見交換）

昭和29年8月19日 竪帳 1

2-5 A総務
（鶴瀬村の議長が来庁し合併について意見
交換）

昭和29年8月30日 一枚 1

2-6 A総務
（鶴瀬村長と議長が水谷村からの帰路に来
訪し意見交換の内容を報告）

昭和29年8月21日 一枚 1

2-7 A総務
（大井村代表が来庁し合併について意見交
換）

昭和29年8月25日 一枚 1

2-8 A総務
合併資料　北埼川里村（屈巣、広田、共
和）

一枚 1

2-9 A総務
（水谷村役場を訪問し村長・助役と意見交
換）

昭和29年9月1日 一枚 1

2-10 A総務
（宗岡村を訪問し村長・助役・議員と意見
交換）

昭和29年9月6日 一枚 1

2-11 A総務 入間川外五ヶ村合併協議条件 一枚 1

2-12 A総務
（鶴瀬村長が提唱したブロック合併案につ
いて検討の結果不可能とする）

昭和29年9月7日、8日 一枚 1

2-13 A総務 （鶴瀬村より電話で様子を聴取） 昭和29年9月10日 一枚 1

2-14 A総務
（鶴瀬村より電話で鶴瀬村研究会の決定に
ついて報告）

昭和29年9月11日 一枚 1

2-15 A総務 南畑、鶴瀬、会議の経過 竪帳 1
2-16 A総務 鶴瀬支会町村合併促進研究会 昭和29年9月25日 竪帳 1

2-17 A総務
（鶴瀬村役場訪問し同村議長と合併につい
て協議）

昭和29年10月18日 一枚 1

2-18 A総務 石川県に於ける末端機構改革案 一枚 1
2-19 A総務 鶴瀬村長より電話にて合併の打合せ 昭和29年12月8日 一枚 1
2-20 A総務 鶴瀬村議長・村長と打合せ 昭和29年12月18日 一枚 1
2-21 A総務 （研究会開催日・場所まとめ） 一枚 1

2-22 A総務
本村議会は町村合併について左記ノ事項を
申合せ合併の促進を図る

昭和29年12月28日 鶴瀬村議会 一枚 1

2-23 A総務 福岡大井鶴瀬三村合併の促進御願書 昭和30年1月17日
大井村町村合併促進委員長
大井村長　島田喜一

福岡村長　富田英章 一枚 1

2-24 A総務
（鶴瀬村長に来庁を求め町村合併について
打合せ）

昭和30年1月10日 一枚 1

2-25 A総務
（村長及村会議員、宗岡村及水谷村に町村
合併協力申出）

昭和30年1月11日 一枚 1

2-26 A総務
（三芳、大井、福岡、鶴瀬各村を訪問し合
併について打合）

昭和30年1月14日 一枚 1
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2-27 A総務
（福岡村長より大井・福岡・鶴瀬三村の合
併申入れあるも、福岡・大井の単独合併に
進むとの報告）

昭和30年1月17日、18
日

竪帳 1

2-28 A総務 町村合併促進懇談会 昭和30年2月14日 竪帳 1
2-29 A総務 決議（町村合併促進） 昭和30年2月18日 南畑村町村合併促進研究会 一枚 1
2-30 A総務 町村合併研究会 昭和30年2月18日 一枚 1
2-31 A総務 町村合併促進申合事項 昭和30年2月18日 南畑村町村合併促進研究会 一枚 1
2-32 A総務 上南畑部落懇談会 昭和30年2月23日 一枚 1
2-33 A総務 下南畑、南畑新田部落懇談会 昭和30年2月24日 竪帳 1

2-34 A総務
（宗岡村長来訪し合併村について意見交
換）

昭和30年3月1日 一枚 1

2-35 A総務 鶴瀬村研究会 昭和30年3月4日 竪帳 1
2-36 A総務 （鶴瀬村より村民大会の模様報告） 昭和30年3月8日 一枚 1

2-37 A総務
（鶴瀬村長より電話で3か村以上の合併に
ついて協力依頼）

昭和30年3月8日 一枚 1

2-38 A総務
（宗岡村議代表が来庁し南畑より再三の来
訪の答礼）

昭和30年3月8日 一枚 1

2-39 A総務 （宗岡村を訪問し意見交換） 昭和30年3月14日 一枚 1
2-40 A総務 （水谷村を訪問し意見交換） 昭和30年3月14日 一枚 1
2-41 A総務 （南畑村と意見交換） 昭和30年3月14日 一枚 1
2-42 A総務 （三芳村と意見交換） 昭和30年3月14日 一枚 1
2-43 A総務 （宗岡村村長同議長が来庁意見交換） 昭和30年3月17日 一枚 1
2-44 A総務 町村合併協議会 昭和30年3月27日 竪帳 1
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