
旧鶴瀬村行政文書目録
番号 分類 表題・内容 年代 差出・作成 受取 形態 数量 備考

1 A総務 公証割印簿　壱号 鶴馬村戸長代理　横田藤内 竪帳 1
金子借用証文など
65件

2 A総務 埼玉県入間郡鶴馬村廃止条例規則規程綴 明治42年～昭和26年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

2-1 A総務 本村基本財産蓄積条例許可ノ義稟請 明治42年11月22日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎
埼玉県知事　島田剛
太郎

竪帳 1
条例本文・理由書
添付

2-2 A総務 （入間郡鶴瀬村基本財産蓄積条例許可） 明治42年12月6日 埼玉県知事　島田剛太郎 一枚 1

2-3 A総務
本村基本財産蓄積条例中改正条例許可ノ義
稟請

明治44年3月16日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎
埼玉県知事　島田剛
太郎

竪帳 1
条例本文・理由書
添付

2-4 A総務
（入間郡鶴瀬村基本財産蓄積条例改正許
可）

明治44年3月25日 埼玉県知事　嶋田剛太郎 一枚 1

2-5 A総務 基本財産充用及積戻方法規程許可稟請 明治44年3月21日 村長 郡長 竪帳 1
規定本文・議決
書・理由書など添
付

2-6 A総務
（鶴瀬村学校基本財産一時流用支出処分之
件許可）

明治44年4月8日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
鶴瀬村財産充用及
積戻方法規定・鶴
瀬村会計規定添付

2-7 A総務 入間郡鶴瀬村税賦課及徴収規程 大正2年9月25日施行 竪帳 1
2-8 A総務 本村小学校建築臨時委員設置規程 一枚 1
2-9 A総務 鶴瀬村基本財産蓄積停止条例 昭和5年3月31日告示 一枚 1
2-10 A総務 鶴瀬村小学校基本財産蓄積停止条例 昭和5年3月31日告示 一枚 1
2-11 A総務 入間郡鶴瀬村青年訓練所規則 大正15年7月1日実施 竪帳 1
2-12 A総務 埼玉県入間郡鶴馬公民学校学則 大正15年7月1日施行 竪帳 1

2-13 A総務
入間郡鶴瀬村有給吏員年功加俸条例設定許
可稟請書

大正5年1月 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎 埼玉県知事　昌谷彰 竪帳 1 条例添付

2-14 A総務
（入間郡鶴瀬村有給吏員年功加俸条例設定
許可）

大正5年2月23日 埼玉県知事　昌谷彰 一枚 1
入間郡役所からの
伝達書貼付

2-15 A総務 鶴瀬村手数料条例許可稟請書 大正12年3月29日 入間郡鶴瀬村長　横田友七 入間郡長　尾池秀雄 竪帳 1 条例添付

2-16 A総務 （鶴瀬村手数料条例許可） 大正12年5月3日 埼玉県入間郡長　日下伊三郎 入間郡鶴瀬村 一枚 1

2-17 A総務 鶴瀬村特別税戸数割条例設定許可稟請書 昭和2年3月22日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　加治
彦三郎

埼玉県知事　齊藤守
圀

竪帳 1 条例添付

2-18 A総務
鶴瀬村督促手数料条例改正条例許可ノ義稟
請

昭和2年3月20日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　加治
彦三郎

埼玉県知事　齊藤守
圀

竪帳 1 条例添付

2-19 A総務 鶴瀬村諸給与条例 竪帳 1
2-20 A総務 鶴瀬村基本財産蓄積停止条例 (昭和4年) 一枚 1
2-21 A総務 鶴瀬村小学校基本財産蓄積停止条例 (昭和4年) 一枚 1
2-22 A総務 鶴瀬村諸給与条例中改正 一枚 1

2-23 A総務
入間郡鶴瀬村税督促及滞納処分ノ期限並期
間ニ関スル条例

(昭和11年) 一枚 1
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2-24 A総務
鶴瀬村諸給与条例中改正条例ノ儀ニ付許可
稟請

昭和18年4月30日
入間郡鶴瀬村長　飛田和弥五
郎

埼玉県知事　大津敏
男

一枚 1

2-25 A総務 公告条例設置許可稟請 明治42年11月22日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎
埼玉県知事　島田剛
太郎

竪帳 1
条例本文・理由
書・決議書添付

2-26 A総務 （入間郡鶴瀬村公告条例設置許可） 明治42年12月8日 埼玉県知事　島田剛太郎 一枚 1

2-27 A総務
議案第一五号　鶴瀬村諸給与条例中改正条
例案

昭和18年4月23日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

2-28 A総務
議案第六号　鶴瀬村名誉職員諸給与条例中
改正条例案

昭和21年3月30日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

2-29 A総務 鶴瀬村会議規則中改正規則 竪帳 1
鶴瀬村会議規則添
付

2-30 A総務 鶴瀬村会傍聴人取締規則中改正規則 竪帳 1
鶴瀬村会傍聴人取
締規則添付

2-31 A総務 入間郡鶴瀬村立青年訓練所規則 大正15年7月1日実施 竪帳 1
2-32 A総務 埼玉県入間郡鶴瀬公民学校学則 大正15年7月1日実施 竪帳 1
2-33 A総務 埼玉県入間郡鶴瀬青年学校学則 一枚 1

2-34 A総務
入間郡鶴瀬村内区並ニ区長及代理者設置規
程

(明治45年) 一枚 1

2-35 A総務
入間郡鶴瀬村尋常高等小学校貧困児童給与
資金醵集及管理並支出方法規程

明治45年4月1日実行 一枚 1

2-36 A総務 鶴瀬尋常高等小学校児童就学保護規程 竪帳 1

2-37 A総務
鶴瀬尋常高等小学校児童就学保護規程取扱
細則

竪帳 1

2-38 A総務
本村高等小学校授業料徴収規程設定ノ儀許
可稟請

大正5年2月15日 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1 規定添付

2-39 A総務
（鶴瀬村立小学校高等科授業料徴収額ノ件
認可）

大正5年2月21日 入間郡長　市川春太郎 入間郡鶴瀬村 一枚 1

2-40 A総務 鶴瀬村会計規程設定ノ義ニ付許可稟請 大正12年3月29日 入間郡鶴瀬村長　横田友七 入間郡長　尾池秀雄 竪帳 1
鶴瀬村会計規程添
付

2-41 A総務 （会計規程設定ノ件許可） 大正12年3月31日 埼玉県入間郡長　尾池秀雄 入間郡鶴瀬村 竪帳 1

2-42 A総務 鶴瀬村税賦課徴収規程改正規程許可稟請 昭和2年4月11日 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎
埼玉県知事　齊藤守
圀

竪帳 1
鶴瀬村税賦課徴収
規程添付

2-43 A総務 学務委員組織規程 一枚 1
2-44 A総務 鶴瀬村歳計現金預入規程 昭和9年4月1日施行 一枚 1
2-45 A総務 本村小学校建築臨時委員設置規程 一枚 1

2-46 A総務
皇太子殿下御誕生記念鶴瀬尋常高等小学校
在学児童一銭蓄積規程

昭和9年4月1日施行 一枚 1

2-47 A総務 鶴瀬村歳計現金預入規程 昭和11年4月1日施行 一枚 1
2-48 A総務 鶴瀬村国民健康険一部負担金徴収規程 一枚 1
2-49 A総務 鶴瀬村国民健康保険条例 昭和23年10月1日適用 竪帳 1
2-50 A総務 鶴瀬村監査委員条例 昭和23年4月1日施行 一枚 1
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2-51 A総務 鶴瀬村役場庶務規程改正報告 大正3年7月31日 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1
鶴瀬村役場庶務規
程添付

2-52 A総務 鶴瀬村税条例 昭和25年8月22日 竪帳 1

2-53 A総務 鶴瀬村税条例の一部を改正する条例（案） 昭和26年6月11日 竪帳 1

2-54 A総務 鶴瀬村職員退職手当支給条例 昭和24年12月27日 竪帳 1
3 A総務 現行条例並規則規程謄本 明治42年～昭和18年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
3-1 A総務 鶴瀬村公告式条例 明治42年12月8日 一枚 1
3-2 A総務 鶴瀬村基本財産蓄積停止条例 昭和10年4月10日 一枚 1
3-3 A総務 埼玉県入間郡鶴瀬村基本財産蓄積条例 大正4年12月2日 一枚 1

3-4 A総務
鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学校基本財産蓄積
停止条例

昭和10年4月10日 一枚 1

3-5 A総務
埼玉県入間郡鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学校
基本財産蓄積条例

大正4年12月2日 一枚 1

3-6 A総務 埼玉県入間郡鶴瀬村有給吏員年功加俸条例 大正5年2月23日 竪帳 1

3-7 A総務 鶴瀬村手数料条例 大正12年5月3日 竪帳 1
3-8 A総務 鶴瀬村特別税戸数割条例 昭和2年3月22日 竪帳 1
3-9 A総務 鶴瀬村督促手数料条例 昭和2年3月31日 一枚 1
3-10 A総務 鶴瀬村諸給与条例 昭和5年3月31日 竪帳 1

3-11 A総務
入間郡鶴瀬村税督促及滞納処分ノ期限並期
間ニ関スル条例

昭和11年12月17日 一枚 1

3-12 A総務 鶴瀬村諸給与条例中改正条例 昭和11年2月28日 一枚 1
3-13 A総務 鶴瀬村助役定数増加及有給条例 一枚 1
3-14 A総務 鶴瀬村諸給与条例中改正条例 竪帳 1
3-15 A総務 鶴瀬村名誉職員諸給与条例 竪帳 1
3-16 A総務 鶴瀬村会議規則 明治40年2月24日 竪帳 1
3-17 A総務 鶴瀬村会傍聴人取締規則 明治40年2月24日 一枚 1
3-18 A総務 埼玉県入間郡鶴瀬青年学校学則 昭和10年7月1日 一枚 1
3-19 A総務 鶴瀬村有給職員諸給与規則 竪帳 1

3-20 A総務
埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資金貯蓄及管
理並ニ支出方法規程

明治44年7月20日 竪帳 1

3-21 A総務 鶴瀬村財産管理規程 明治44年8月25日 竪帳 1

3-22 A総務
入間郡鶴瀬村内区並ニ区長及代理者設置規
程

明治45年1月19日 一枚 1

3-23 A総務
入間郡鶴瀬村尋常高等小学校貧困児童給与
資金醵集及管理並ニ支出方法規程

明治45年4月1日 一枚 1

3-24 A総務 鶴瀬村役場処務規程 大正3年 竪帳 1
3-25 A総務 鶴瀬尋常高等小学校児童就学保護規程 大正4年7月29日 一枚 1

3-26 A総務
鶴瀬尋常高等小学校児童就学保護規程取扱
細則

竪帳 1

3-27 A総務 入間郡鶴瀬村書記定員ニ関スル規程 大正5年1月19日 一枚 1
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3-28 A総務 入間郡鶴瀬高等小学校授業料徴収規定 大正5年2月21日 一枚 1
3-29 A総務 入間郡鶴瀬村会計規程 大正12年3月31日 竪帳 1

3-30 A総務
入間郡鶴瀬村伝染病予防救治ニ従事スル者
ノ手当金支給規程

大正7年4月1日 竪帳 1

3-31 A総務 鶴瀬村税賦課徴収規程 昭和2年4月11日 竪帳 1
3-32 A総務 延滞金ノ割合ニ関スル規程 昭和5年4月1日告示 一枚 1
3-33 A総務 学務委員組織規程 昭和5年4月1日告示 一枚 1

3-34 A総務 鶴瀬村財産充用処分及積戻ニ関スル規程 昭和6年8月6日 竪帳 1

3-35 A総務
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年二分五厘）

竪帳 1

3-36 A総務
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年二分五厘）

竪帳 1

3-37 A総務
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年二分五厘）

竪帳 1

3-38 A総務
皇太子殿下御誕生記念鶴瀬尋常高等小学校
在学児童一銭蓄積規程

昭和9年5月3日 一枚 1

3-39 A総務 鶴瀬村歳計現金預入規程 昭和12年2月25日 一枚 1
3-40 A総務 入間郡鶴瀬村吏員及名誉職員表彰規程 昭和2年4月1日執行 一枚 1
3-41 A総務 防空法ニ基ク実費弁償支給規程 昭和18年8月1日施行 竪帳 1
4 A総務 現行埼玉県入間郡鶴瀬村諸規程 明治44年～昭和6年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1 索引のみ
5 A総務 現行規程綴 明治44年～昭和28年 鶴瀬村役場 竪帳 1

5-1 A総務
（罹災救助資金貯蓄及管理並支出方法規程
設定ノ件許可）

明治44年7月20日 埼玉県知事　嶋田剛太郎 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
許可稟請書・規程
等添付

5-2 A総務
（罹災救助資金貯蓄及管理並支出方法規程
中改正ノ件許可）

大正5年11月16日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
許可稟請書・規程
添付

5-3-1 A総務 （財産管理規程ノ件許可） 明治44年8月25日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
許可稟請書・規程
添付

5-3-2 A総務 鶴瀬村役場庶務規程 大正3年7月31日 竪帳 1

5-4 A総務 入間郡鶴瀬村書記定員ニ関スル規程 大正5年1月19日 竪帳 1 規程中改正3件添付

5-5 A総務
入間郡鶴瀬村伝染病予防救治ニ従事スル者
ノ手当金支給規程

大正7年3月31日 竪帳 1

5-6-1 A総務 鶴瀬村財産充用処分及積戻ニ関スル規程 昭和6年 竪帳 1

5-6-2 A総務
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年二分五厘）

竪帳 1

5-6-3 A総務
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年二分五厘）

竪帳 1

5-6-4 A総務
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年二分五厘）

竪帳 1

5-7 A総務 消防団給費規程 昭和22年8月11日 竪帳 1
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5-8 A総務 消防団員服務紀律及び懲戒規程 昭和22年8月11日 竪帳 1
5-9 A総務 鶴瀬村議会図書室管理規程 昭和23年3月31日 一枚 1
5-10 A総務 鶴瀬村会議員選挙管理委員会規程 昭和21年10月15日 竪帳 1
5-11 A総務 公職選挙法および同法施行令執行細則 昭和25年4月28日 竪帳 1

5-12 A総務 鶴瀬村国民健康保険料徴収規程 昭和23年9月25日 竪帳 1 規程中改正1件添付

5-13 A総務 鶴瀬村国民健康保険給付規程 昭和23年9月25日 竪帳 1
5-15 A総務 鶴瀬村国民健康保険文書取扱規程 昭和23年9月25日 竪帳 1
5-16 A総務 鶴瀬村国民健康保険会計事務規程 昭和23年9月25日 竪帳 1
5-17 A総務 鶴瀬村国民健康保険運営協議会規程 昭和23年9月25日 竪帳 1
5-18 A総務 鶴瀬村国民健康保険諸給費規程 昭和23年9月25日 一枚 1
5-19 A総務 鶴瀬村国民健康保険保険料規程 昭和23年9月25日 一枚 1
5-20 A総務 鶴瀬村固定資産評価審査委員会規程 昭和26年12月20日 竪帳 1
5-21 A総務 鶴瀬村歳計現金預入規程 昭和27年5月23日 一枚 1
5-22 A総務 鶴瀬村役場庶務規程 昭和27年6月1日 竪帳 1

5-23 A総務
鶴瀬村消防団々員（本分団）の任期に関す
る規定

昭和28年9月8日 一枚 1

6 A総務 告示綴 昭和21年～昭和25年 鶴瀬村役場 竪帳 1

6-1 A総務 告示第一一号（鶴瀬村長選挙当選者告示） 昭和21年5月21日 鶴瀬村長代理助役 一枚 1

6-2 A総務 告示第一二号（鶴瀬村長就任告示） 昭和21年6月13日 入間郡鶴瀬村長代理助役 一枚 1

6-3 A総務
告示第一三号（有給助役退職認可発令告
示）

昭和21年6月27日 鶴瀬村長 一枚 1

6-4 A総務
告示第一四号（名誉村長に定むる件認可発
令告示）

昭和21年6月27日 鶴瀬村長 一枚 1

6-5 A総務
告示第十五号（収入役任期満了につき退職
告示）

昭和21年8月7日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-6 A総務 告示第十六号（収入役推薦者告示） 昭和21年8月13日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1
6-7 A総務 告示第十七号（収入役就任告示） 昭和21年8月□7日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-8 A総務
告示第十八号（鶴瀬村会議員選挙管理委員
並に補充員選挙当選者告示）

昭和21年10月11日 入間郡鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-9 A総務
告示第十九号（村会議員選挙権有権者の50
分の1、3分の1の人数告示）

昭和21年10月26日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-10 A総務
委員会告示第一号（鶴瀬村会議員選挙管理
委員会　委員長の当選者告示）

昭和21年10月26日 鶴瀬村会議員選挙管理委員会 一枚 1

6-11 A総務
選管告示第二号（衆議院議員選挙人名簿縦
覧告示）

昭和21年11月12日 鶴瀬村会議員選挙管理委員長 一枚 1

6-12 A総務
告示第二十号（十一月二十五日招集の村会
に付議すべき事件告示）

昭和21年11月21日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-13 A総務
告示第二十一号（十一月二十五日招集の村
会における議長・副議長選挙の当選者の住
所氏名告示）

昭和21年11月25日 入間郡鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1
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6-14 A総務
告示第二十二号（村会議員選挙権有権者の
50分の1、3分の1の人数告示）

昭和21年12月1日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-15 A総務 告示第一号（鶴瀬村会の招集告示） 昭和22年2月20日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1
6-16 A総務 告示第二号（鶴瀬村会の招集告示） 昭和22年2月24日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1
6-17 A総務 告示第三号（村会議案追加告示） 昭和22年2月27日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-18 A総務 告示第四号（鶴馬村助役の就任者告示） 昭和22年2月28日 鶴瀬村長　塩野美雄 一枚 1

6-19 A総務
告示第五号（村長塩野美雄に対する退職発
令告示）

昭和22年3月12日
入間郡鶴瀬村長代理助役　栗
原賢三

一枚 1

6-20 A総務
鶴瀬村告示第六号（村長及び村会議員選挙
用投票用紙様式告示）

昭和22年3月13日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-21 A総務
鶴瀬村告示第七号（鶴瀬村職員諸給与条例
設定許可につき施行告示）

昭和22年3月10日 村長代理助役　栗原賢三 一枚 1

6-22 A総務
鶴瀬村告示第八号（鶴瀬村会定例会条例設
定許可につき施行告示）

昭和22年3月10日 村長代理助役　栗原賢三 一枚 1

6-23 A総務
鶴瀬村選挙告示第九号（埼玉県知事選挙投
票管理者・開票管理者及びその代理者の住
所氏名告示）

昭和22年3月15日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-24 A総務

鶴瀬村選挙告示第九号の二（埼玉県知事選
挙投票管理者・開票管理者及びその代理者
共に故障ある時の職務管掌者の住所氏名告
示）

昭和22年3月15日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-25 A総務
鶴瀬村告示第十号（参議院議員選挙投票管
理者・開票管理者及びその代理者の住所氏
名告示）

昭和22年3月20日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-26 A総務

鶴瀬村選挙告示第十号の二（参議院議員選
挙投票管理者・開票管理者及びその代理者
共に故障ある時の職務管掌者の住所氏名告
示）

昭和22年3月20日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-27 A総務
鶴瀬村選挙告示第十一号（臨時衆議院議員
選挙人名簿縦覧告示）

昭和22年3月26日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-28 A総務
鶴瀬村選挙告示第十二号（鶴瀬村長選挙の
会場及び投票日時告示）

昭和22年3月26日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-29 A総務
鶴瀬村告示第十三号（鶴瀬村長選挙におけ
る選挙長およびその代理者選任告示）

昭和22年3月26日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-30 A総務
鶴瀬村選挙告示第十三号の二（鶴瀬村長選
挙選挙長およびその代理者共に故障ある時
の職務管掌者の住所氏名告示）

昭和22年3月26日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-31 A総務
鶴瀬村選挙告示第十四号（鶴瀬村長選挙に
おける立候補者の届出期間告示）

昭和22年3月26日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-32 A総務 鶴瀬村告示第十五号（村会招集告示） 昭和22年3月26日 鶴瀬村長代理助役　栗原賢三 一枚 1

6-33 A総務

①鶴瀬村選挙告示第十六号（埼玉県知事選
挙投票所告示
②鶴瀬村告示第十七号（埼玉県知事選挙開
票場所・日時告示）

昭和22年3月31日
①投票管理者　吉田繁太郎
②開票管理者　吉田繁太郎

一枚 1

6-34 A総務
鶴瀬村選挙告示第十八号（鶴瀬村長選挙に
おける開票日時告示）

昭和22年3月31日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-35 A総務
鶴瀬村選挙告示第十九号（衆議院議員選挙
投票管理者・開票管理者及びその代理者の
住所氏名告示）

昭和22年3月31日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-36 A総務
鶴瀬村選挙告示第十九号の二（衆議院議員
選挙投票管理者・開票管理者共に故障ある
時の職務管掌者の住所氏名告示）

昭和22年3月31日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-37 A総務

①鶴瀬村選挙告示第二十号（埼玉県知事選
挙の開票場所参観人数制限告示）
②鶴瀬村選挙告示第二十一号（鶴瀬村長選
挙の選挙会参観人数制限告示）

昭和22年3月31日
①開票管理者　吉田繁太郎
②選挙長　吉田繁太郎

一枚 1

6-38 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十二号（鶴瀬村長候補
者推薦届出告示）

昭和22年4月2日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-39 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十三号（鶴瀬村長候補
者推薦届出告示）

昭和22年4月2日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-40 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十四号（鶴瀬村長候補
者推薦届出告示）

昭和22年4月2日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-41 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十五号（村会議員選挙
権有権者の50分の1、3分の1の人数告示）

昭和22年4月3日 鶴瀬村長代理助役　栗原賢三 一枚 1

6-42 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十五号ノ一（鶴瀬村長
選挙当選者告示）

昭和22年4月6日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-43 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十五号ノ二（鶴瀬村長
選挙当選確定者告示）

昭和22年4月6日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-44 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十五号ノ三（鶴瀬村長
選挙運動費用告示）

昭和22年4月6日 選挙管理委員長　吉田繁太郎 一枚 1

6-45 A総務
鶴瀬村告示第二十六号（鶴瀬村長就任告
示）

昭和22年4月9日 鶴瀬村長代理助役　栗原賢三 一枚 1

6-46 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十七号（県会議員選挙
投票管理者・開票管理者及びその代理者の
住所氏名告示）

昭和22年4月10日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-47 A総務
鶴瀬村告示第二十七号ノ二（県会選挙投票
管理者・開票管理者及びその代理者共に故
障ある時の職務管掌者の住所氏名告示）

昭和22年4月10日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-48 A総務
鶴瀬村選挙告示第二十八号（臨時衆議院議
員選挙人名簿縦覧告示）

昭和22年4月11日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-49 A総務

①鶴瀬村選挙告示第二十九号（参議院議員
選挙投票所告示）
②鶴瀬村選挙告示第三十号（参議院議員選
挙開票場所・日時告示）

昭和22年4月15日
①投票管理者　吉田繁太郎
②開票管理者　吉田繁太郎

一枚 1

6-50 A総務
鶴瀬村選挙告示第三十一号（参議院議員選
挙の開票場所参観人数制限告示）

昭和22年4月15日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-51 A総務
鶴瀬村選挙告示第三十二号（参議院全国選
出議員選挙の投票立会者届出が10名を超え
る場合の互選の場所及び日時告示）

昭和22年4月15日 投票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-52 A総務
鶴瀬村選挙告示第三十三号（参議院全国選
出議員選挙の開票立会者届出が10名を超え
る場合の互選の場所及び日時告示）

昭和22年4月15日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-53 A総務
鶴瀬村告示第三十四号（村会議員選挙権有
権者の50分の1、3分の1の人数告示）

昭和22年4月19日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-54 A総務

①鶴瀬村選挙告示第三十五号（衆議院議員
選挙投票所告示
②鶴瀬村選挙告示第三十六号（衆議院議員
選挙開票場所・日時告示）

昭和22年4月20日
①投票管理者　吉田繁太郎
②開票管理者　吉田繁太郎

一枚 1

6-55 A総務
鶴瀬村選挙告示第三十七号（衆議院全国選
出議員選挙の投票・開票立会者届出が10名
を超える場合の互選の場所及び日時告示）

昭和22年4月20日
投票（開票）管理者　吉田繁
太郎

一枚 1

6-56 A総務
鶴瀬村選挙告示第三十八号（衆議院議員選
挙の開票場所参観人数制限告示）

昭和22年4月20日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-57 A総務
鶴瀬村選挙告示第三十九号（鶴瀬村会議員
選挙の選挙会場・日時･選挙すべき議員数
告示）

昭和22年4月23日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-58 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十号（鶴瀬村会議員選
挙における選挙長およびその代理者選任告
示）

昭和22年4月23日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-59 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十号ノ二（鶴瀬村会議
員選挙における選挙長およびその代理者に
故障あるときの管掌者選任告示）

昭和22年4月23日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-60 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十一号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月23日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-61 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十二号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月23日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-62 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十三号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月23日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-63 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十四号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月23日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-64 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十五号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月23日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-65 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十六号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月24日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-66 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十七号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月24日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-67 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十八号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月24日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-68 A総務
鶴瀬村選挙告示第四十九号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月24日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-69 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十号（鶴瀬村会議員候
補者推薦届出告示）

昭和22年4月24日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-70 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十一号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月24日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-71 A総務

①鶴瀬村選挙告示第五十二号（県会議員選
挙投票所告示）
②鶴瀬村選挙告示第五十三号（開票場所・
日時告示）

昭和22年4月25日
①投票管理者　吉田繁太郎
②開票管理者　吉田繁太郎

一枚 1

6-72 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十二号ノ一（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-73 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十三号ノ一（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-74 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十四号ノ一（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-75 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十四号ノ二（村会議員
選挙投票開始日時告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-76 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十五号（村会議員選挙
の投票立会者届出が10名を超える場合の互
選の場所及び日時告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1
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6-77 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十五号ノ一（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-78 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十六号（鶴瀬村会議員
選挙選挙会参観人数制限告示）

昭和22年4月25日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-79 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十六号ノ二（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月26日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-80 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十七号（選挙管理委員
退職者・欠員補充者住所氏名告示）

昭和22年4月26日 委員長　吉田繁太郎 一枚 1

6-81 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十八号ノ一（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月26日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-82 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十八号ノ二（鶴瀬村会
議員候補者推薦届出告示）

昭和22年4月26日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-83 A総務
鶴瀬村選挙告示第五十九号（鶴瀬村会議員
候補者推薦届出告示）

昭和22年4月26日 選挙長　吉田繁太郎 一枚 1

6-84 A総務
鶴瀬村選挙告示第六〇号（鶴瀬村会議員選
挙運動費用告示）

昭和22年4月 選挙管理委員長　吉田繁太郎 一枚 1

6-85 A総務
鶴瀬村選挙告示第六一号（鶴瀬村会議員選
挙当選者住所氏名告示）

昭和22年5月1日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-86 A総務
鶴瀬村選挙告示第六二号（鶴瀬村会議員選
挙運動費用告示）

昭和22年4月28日 選挙管理委員長　吉田繁太郎 一枚 1

6-87 A総務
鶴瀬村選挙告示第六三号（鶴瀬村会議員選
挙当選確定者住所氏名告示）

昭和22年5月3日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-88 A総務
鶴瀬村選挙告示第六十四号（鶴瀬村会議員
選挙当選確定者住所氏名告示）

昭和22年5月5日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-89 A総務
鶴瀬村選挙告示第六十五号（選挙運動費用
収支精算届告示）

昭和22年5月13日 選挙管理委員長　吉田繁太郎 一枚 1

6-90 A総務
鶴瀬村告示第六十六号（鶴瀬村会招集告
示）

昭和22年7月2日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-91 A総務
鶴瀬村告示第六十七号（鶴瀬村会招集告
示）

昭和22年8月8日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-92 A総務
鶴瀬村選挙告示第六十八号（食糧調整委員
会委員選挙実施及び選挙会場・投票日時・
選挙すべき委員数告示）

昭和22年9月2日 選挙長　鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-93 A総務
鶴瀬村せんきょ告示第六十九号（食糧調整
委員会委員選挙の開票日時告示）

昭和22年9月2日 選挙長　鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-94 A総務
鶴瀬村選挙告示第七十号（食糧調整委員会
委員選挙の当選者の住所氏名告示）

昭和22年9月9日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-95 A総務
鶴瀬村選挙告示第七十一号（食糧調整委員
会委員選挙の当選確定者の住所氏名告示）

昭和22年9月9日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1
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6-96 A総務
鶴瀬村告示第七十二号（食糧調整委員会に
おいて選任された学識経験者及び消費者等
の代表者の住所氏名告示）

昭和22年9月9日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-97 A総務
鶴瀬村告示第七十三号（鶴瀬村食糧調整員
会に於て互選の結果入間地区食糧調整委員
として確定した者の住所氏名告示）

昭和22年9月12日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-98 A総務
鶴瀬村告示第七十四号（鶴瀬村会招集告
示）

昭和22年10月6日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-99 A総務
鶴瀬村告示第七十五号（衆議院議員選挙人
名簿縦覧告示）

昭和22年11月1日
鶴瀬村会議員選挙管理委員会
委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-100 A総務 鶴瀬村告示第一号（定例村議会招集告示） 昭和23年2月4日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-101 A総務
鶴瀬村告示第二号（昭和22年度鶴瀬村歳入
歳出追加更正予算告示）

昭和23年2月9日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-102 A総務 鶴瀬村告示第三号（臨時村議会招集告示） 昭和23年2月25日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-103 A総務
鶴瀬村告示第四号（新制中学校校舎建設費
一時借入の金額等告示）

昭和23年2月26日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-104 A総務 鶴瀬村告示第五号（臨時村議会招集告示） 昭和23年3月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-105 A総務
鶴瀬村告示第六号（鶴瀬村民生委員推薦委
員委嘱告示）

昭和23年3月4日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-106 A総務
鶴瀬村告示第六号の一（鶴瀬村消防本部設
置条例告示）

昭和23年3月5日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-107 A総務
鶴瀬村告示第七号（新制中学校校舎建設費
一時借入の金額等告示）

昭和23年3月5日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-108 A総務
鶴選管告示第一号（農地委員選挙人名簿の
修正選挙人名簿及び補充選挙人名簿の縦
覧・異議申立期間告示）

昭和23年4月8日
入間郡鶴瀬村会議員選挙管理
委員会　委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-109 A総務 鶴瀬村告示第八号（臨時村議会招集告示） 昭和23年3月27日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-110 A総務 鶴瀬村告示第九号（定例村議会招集告示） 昭和23年3月27日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-111 A総務
鶴瀬村告示第十号（臨時村議会の議決を経
た昭和22年度鶴瀬村歳入歳出追加予算告
示）

昭和23年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-112 A総務
鶴瀬村告示第十一号（予算外義務負担の契
約告示）

昭和23年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-113 A総務
鶴瀬村告示第十二号（村議会会議規則・議
会傍聴人取締規則並びに議会図書室管理規
程告示）

昭和23年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 規程本文なし
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6-114 A総務 昭和23年度入間郡鶴瀬村歳入歳出予算 昭和23年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

6-115 A総務
鶴瀬村告示第十四号（超過勤務手当条例告
示）

昭和23年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-116 A総務
鶴瀬村告示第十五号（財政事情の作成及び
公表に関する条例告示）

昭和23年4月10日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-117 A総務
鶴瀬村告示第十六号（鶴瀬村監査委員条例
告示）

昭和23年4月10日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-118 A総務
鶴瀬村告示第十七号（鶴瀬村監査委員選任
者告示）

昭和23年4月10日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-119 A総務
鶴瀬村告示第十八号（鶴瀬村民税賦課条例
告示）

昭和23年4月15日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-120 A総務
鶴瀬村告示第十九号（鶴瀬村県民税賦課条
例告示）

昭和23年4月15日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-121 A総務
鶴瀬村告示第二十号（鶴瀬村税賦課徴収条
例一部改正条例告示）

昭和23年4月15日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-122 A総務
鶴農選挙告示第二十一号（農地委員の選挙
権有権者の2分の1の人数告示）

昭和23年4月11日
鶴瀬村議会議員選挙管理委員
会　委員長　吉田繁太郎

一枚 1

6-123 A総務
鶴瀬村告示第二十二号（臨時村議会招集告
示）

昭和23年5月27日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-124 A総務
鶴瀬村告示第二十二号の一（鶴瀬消防団設
置条例中改正条例告示）

昭和23年6月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-125 A総務
鶴瀬村告示第二十二号の二（消防団員給与
規程中改正規程告示）

昭和23年6月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-126 A総務
鶴瀬村告示第二十二号の三（消防団員服務
規律及び懲戒規程中改正規程告示）

昭和23年6月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-127 A総務
鶴瀬村告示第二十二号の四（超過勤務手当
条例中改正条例告示）

昭和23年6月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-128 A総務
鶴瀬村告示第二十二号の五（鶴瀬村税賦課
徴収条例中改正条例）

昭和23年6月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-129 A総務 鶴瀬村告示第二十三号（村議会招集告示） 昭和23年6月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-130 A総務
鶴瀬村告示第二十三号の一（昭和23年度鶴
瀬村歳入歳出追加予算告示）

昭和23年6月6日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 追加予算書添付

6-131 A総務
鶴瀬村告示第二十三号の二（村議会招集告
示）

昭和23年9月1日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-132 A総務
鶴瀬村告示第二十四号（埼玉県教育委員会
委員選挙における投票管理者、開票管理者
及びその代理者の住所氏名告示）

昭和23年9月5日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-133 A総務
鶴瀬村告示第二十五号（衆議院議員等選挙
運動の演説会場の施設の程度、納付すべき
費用額告示）

昭和23年9月17日 管理者　鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-134 A総務 鶴瀬村告示第二十六号（村議会招集告示） 昭和23年9月21日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-135 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の一（鶴瀬村職員諸
給与条例中一部改正条例告示）

昭和23年9月27日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-136 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の二（鶴瀬村税賦課
徴収並びに県民税賦課条例告示）

昭和23年9月27日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-137 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の三（鶴瀬村税協力
委員設置規則告示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 設置規則添付

6-138 A総務
（鶴瀬村税務協力委員任命者の住所氏名告
示）

昭和23年9月25日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-139 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の四（手数料条例告
示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-140 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の五（督促手数料条
例告示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-141 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の六（村税督促及び
滞納処分の期限並びに期間に関する条例告
示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-142 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の七（国民健康保険
条例告示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-143 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の八（鶴瀬村有給吏
員年功加俸条例及び鶴瀬村特別戸数割条例
廃止告示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-144 A総務
鶴瀬村告示第二十六号の九（鶴瀬村内区及
び区長代理者設置規程他5規程廃止告示）

昭和23年9月28日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-145 A総務
鶴瀬村告示第二十七号（臨時衆議院議員選
挙人名簿縦覧告示）

昭和23年9月24日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-146 A総務

①鶴瀬村告示第二十八号（埼玉県教育委員
会委員選挙投票所告示）
②鶴瀬村告示第二十九号（埼玉県教育委員
会委員選挙開票場所・日時告示）

昭和23年9月30日
①投票管理者　吉田繁太郎
②開票管理者　吉田繁太郎

一枚 1

6-147 A総務
鶴瀬村告示第三十号（埼玉県教育委員会委
員選挙におけるの投票立会者届出が10名を
超える場合の互選の場所及び日時告示）

昭和23年9月30日 投票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-148 A総務
鶴瀬村告示第三十一号（埼玉県教育委員会
委員選挙におけるの開票立会者届出が10名
を超える場合の互選の場所及び日時告示）

昭和23年9月30日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1
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6-149 A総務
鶴瀬村告示第三十二号（埼玉県教育委員会
委員選挙の開票場所参観人数制限告示）

昭和23年9月30日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-150 A総務
鶴瀬村告示第三十三号（村議会議員選挙の
有権者総数の50分の1及び3分の1の人数告
示）

昭和23年10月1日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-151 A総務
鶴選管告示第三十四号（農業調整委員会委
員選挙人名簿の縦覧・異議決定及び確定に
関する期日期間告示）

昭和23年10月3日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-152 A総務
鶴選管告示第三十五号（衆議院議員選挙人
名簿縦覧告示）

昭和23年11月1日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-153 A総務
鶴選管告示第三十六号（農業調整委員会委
員選挙人名簿縦覧告示）

昭和23年11月2日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-154 A総務
鶴選管告示第三十七号（農業調整委員会委
員選挙の投票用紙・仮投票用封筒の様式告
示）

昭和23年11月4日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-155 A総務
鶴選管告示第三十八号（鶴瀬村農業調整委
員会委員選挙の投票区及び投票区域告示）

昭和23年11月4日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-156 A総務
鶴選挙告示第三九号（鶴瀬村農業調整委員
会委員選挙日時及び選挙すべき委員数告
示）

昭和23年11月10日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-157 A総務
鶴瀬村告示第三九号ノ一（鶴瀬村農業調整
委員会委員選挙における選挙長・投票管理
者及び代理者の住所氏名告示）

昭和23年11月10日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-158 A総務
鶴選管告示第四〇号（鶴瀬村農業調整委員
会委員選挙有権者の総数の3分の1の人数告
示）

昭和23年11月20日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-159 A総務
鶴選管告示第四一号（鶴瀬村農業調整委員
会委員選挙における投票所告示）

昭和23年11月25日 投票管理者　森田宗三郎 一枚 1

6-160 A総務
鶴農調選告示第四二号（鶴瀬村農業調整委
員会委員選挙における選挙会場及び選挙会
の日時告示）

昭和23年11月25日 投票管理者　森田宗三郎 一枚 1

6-161 A総務
鶴農調選告示第四三号（鶴瀬村農業調整委
員会委員選挙の選挙会参観人員制限告示）

昭和23年11月25日 投票管理者　森田宗三郎 一枚 1

6-162 A総務
鶴選管告示第四四号（鶴瀬村農業調整委員
会委員選挙の当選者の住所氏名告示）

昭和23年12月1日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-163 A総務
鶴選管告示第四五号（鶴瀬村農業調整委員
会委員選挙の当選確定者の住所氏名告示）

昭和23年12月1日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-164 A総務
鶴瀬村告示第四十六号（鶴瀬村議会招集告
示）

昭和23年12月17日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-165 A総務
鶴瀬村告示第四十六号の一（昭和23年度鶴
瀬村歳入歳出追加更正予算告示）

昭和23年12月20日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 予算書無し

6-166 A総務
鶴瀬村告示第四十六号の二（鶴瀬村職員諸
給与条例の一部を改正する条例告示）

昭和23年12月20日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-167 A総務
鶴選管告示第四十七号（村議会議員選挙の
有権者総数の50分の1及び3分の1の人数告
示）

昭和23年12月20日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-168 A総務
鶴選管告示第四十七号（立会演説会を開催
すべき日時等の掲示場所告示）

昭和23年12月25日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-169 A総務
鶴選管告示第四十八号（個人演説会開催の
掲示場所告示）

昭和23年12月25日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-170 A総務
鶴瀬村告示第四十九号（個人演説会の施設
の設備告示）

昭和23年12月28日 管理者　村長　横田善一 一枚 1

6-171 A総務
鶴選管告示第五十号（衆議院議員選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査における投票管
理者及びその代理者の住所氏名告示）

昭和23年12月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-172 A総務
鶴選管告示第五十一号（衆議院議員選挙及
び最高裁判所裁判官国民審査における開票
管理者及びその代理者の住所氏名告示）

昭和23年12月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-173 A総務
鶴選管告示第五十二号（個人演説会の施設
告示）

昭和23年12月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-174 A総務
鶴選管告示第一号（衆議院議員選挙におけ
る議員候補者の氏名等掲示の場所告示）

昭和24年1月8日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-175 A総務
鶴選管告示第二号（最高裁判所裁判官国民
審査で審査に付される裁判官の氏名等の掲
示の場所告示）

昭和24年1月8日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-176 A総務
鶴選管告示第三号（臨時衆議院議員選挙人
名簿縦覧告示）

昭和24年1月12日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-177 A総務
鶴選管告示第四号（検察審査員候補者を選
定するくじを行う場所及び日時告示）

昭和24年1月12日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-178 A総務
鶴選管告示第五号（検察審査員候補者名簿
への登載者告示）

昭和24年1月15日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-179 A総務
鶴衆選告示第六号（衆議院議員選挙及び最
高裁判所裁判官国民審査における投票場所
告示）

昭和24年1月18日 投票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-180 A総務
鶴衆選告示第七号（衆議院議員選挙及び最
高裁判所裁判官国民審査における開票場
所・日時告示）

昭和24年1月18日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-181 A総務
鶴衆選告示第八号（衆議院議員選挙及び最
高裁判所裁判官国民審査における開票立会
人の互選・抽選の場所・日時告示）

昭和24年1月18日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-182 A総務
鶴衆選告示第九号（衆議院議員選挙及び最
高裁判所裁判官国民審査における開票参観
人員の制限告示）

昭和24年1月18日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-183 A総務
鶴瀬村告示第十号（昭和23年7月から12月
までの財政事情公表告示）

昭和24年2月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

6-184 A総務 鶴瀬村告示第十号の一（村議会招集告示） 昭和24年3月16日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-185 A総務
鶴瀬村告示第十一号（昭和22年度鶴瀬村歳
入歳出決算・昭和23年度歳入歳出追加予
算・同追加更正予算告示）

昭和24年3月22日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

6-186 A総務
鶴瀬村告示第十二号（学校施設の使用禁止
条例告示）

昭和24年3月22日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-187 A総務
鶴瀬村告示第十三号（監査委員新規選任者
告示）

昭和24年3月22日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-188 A総務 鶴瀬村告示第十四号（村議会招集告示） 昭和24年3月29日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-189 A総務
鶴瀬村告示第十五号（昭和24年度鶴瀬村歳
入歳出予算告示）

昭和24年3月31日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

6-190 A総務
鶴瀬村選管告示第十六号（鶴瀬村選挙管理
委員会招集告示）

昭和24年4月13日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-191 A総務
鶴瀬村選管告示第十七号（埼玉県知事選挙
における投票管理者及びその代理者の住所
氏名告示）

昭和24年4月17日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-192 A総務
鶴瀬村選管告示第十八号（埼玉県知事選挙
における開票管理者及びその代理者の住所
氏名告示）

昭和24年4月17日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-193 A総務
鶴瀬村選管告示第十九号（埼玉県知事選挙
における知事候補者氏名の掲示場所告示）

昭和24年5月2日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-194 A総務
鶴瀬村選管告示第二十号（臨時衆議院議員
選挙人名簿縦覧告示）

昭和24年5月6日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1
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6-195 A総務
鶴瀬村知選告示第二十一号（埼玉県知事選
挙における投票所告示）

昭和24年5月12日 投票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-196 A総務
鶴瀬村知選告示第二十二号（埼玉県知事選
挙における開票場所及び日時告示）

昭和24年5月12日 開票管理者　吉田繁太郎 一枚 1

6-197 A総務
鶴瀬村選管告示第二十三号（村議会議員選
挙権有権者の50分の1、3分の1の人数告
示）

昭和24年5月14日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-198 A総務
鶴瀬村選管告示第二十四号（農地員会委員
総選挙立候補者の資格審査調査表の提出期
間告示）

昭和24年7月4日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-199 A総務
鶴瀬村選管告示第二十五号（鶴瀬村選挙管
理委員会招集告示）

昭和24年7月25日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-200 A総務
鶴瀬村選管告示第二十六号（鶴瀬村農地員
会委員選挙の投票区及び投票区域告示）

昭和24年7月27日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-201 A総務
鶴瀬村選管告示第二十七号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙に用いる投票用紙の様式告
示）

昭和24年7月27日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　吉田繁太郎

一枚 1

6-202 A総務
鶴選管告示第二十八号（鶴瀬村選挙管理委
員退職者告示）

昭和24年7月27日 鶴瀬村選挙管理委員会 一枚 1

6-203 A総務
鶴選管告示第二十九号（鶴瀬村選挙管理委
員欠員補充告示）

昭和24年7月27日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長代理委員　鈴木栄寿

一枚 1

6-204 A総務
鶴選管告示第三十号（鶴瀬村選挙管理委員
会招集告示）

昭和24年7月27日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長代理委員　鈴木栄寿

一枚 1

6-205 A総務
鶴瀬村告示第三十一号（鶴瀬村選挙管理委
員会委員長選挙の当選者告示）

昭和24年7月28日 鶴瀬村選挙管理委員会 一枚 1

6-206 A総務
鶴瀬村選管告示第三十二号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙の選挙すべき委員数・投票日
時告示）

昭和24年7月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-207 A総務
鶴瀬村選管告示第三十三号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙における投票管理者及びその
代理者の住所氏名告示）

昭和24年7月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-208 A総務
鶴瀬村選管告示第三十四号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙における選挙長及びその代理
者の住所氏名告示）

昭和24年7月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-209 A総務
鶴瀬村選管告示第三十五号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙人名簿縦覧告示）

昭和24年7月29日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-210 A総務
鶴瀬村選管告示第三十六号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙における委員候補者の氏名等
掲示場所告示）

昭和24年8月3日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1
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6-211 A総務
鶴瀬村農選告示第三十七号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙の届出候補者が定数を超えな
いため投票を行わない旨告示）

昭和24年8月12日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
選挙長　森田宗三郎

一枚 1

6-212 A総務
鶴瀬村農選告示第三十八号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙の届出候補者が定数を超えな
いため投票を行わない旨告示）

昭和24年8月12日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
投票管理者　森田宗三郎

一枚 1

6-213 A総務
鶴瀬村農選告示第三十九号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙投票所告示）

昭和24年8月13日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
投票管理者　森田宗三郎

一枚 1

6-214 A総務
鶴瀬村農選告示第四十号（鶴瀬村農地委員
会委員選挙における選挙会の場所・日時告
示）

昭和24年8月13日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
選挙長　森田宗三郎

一枚 1

6-215 A総務
鶴瀬村農選告示第四十一号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙投票立会人が規定人数を超え
た場合の互選場所及び日時告示）

昭和24年8月13日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
投票管理者　森田宗三郎

一枚 1

6-216 A総務
鶴瀬村農選告示第四十二号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙投票立会人が規定人数を超え
た場合の互選場所及び日時告示）

昭和24年8月13日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
選挙長　森田宗三郎

一枚 1

6-217 A総務
鶴瀬村農選告示第四十三号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙における選挙会の参観人数制
限告示）

昭和24年8月13日
鶴瀬村農地委員会委員選挙
選挙長　森田宗三郎

一枚 1

6-218 A総務
鶴瀬村選管告示第四十四号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙における当選者の住所氏名告
示）

昭和24年8月18日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-219 A総務
鶴瀬村選管告示第四十五号（鶴瀬村農地委
員会委員選挙において当選を承諾した者の
住所氏名告示）

昭和24年8月19日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-220 A総務
鶴瀬村告示第四十六号（鶴瀬村議会招集告
示）

昭和24年8月26日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-221 A総務
鶴瀬村告示第四十七号（鶴瀬村会計規則告
示）

昭和24年8月30日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

6-222 A総務
鶴瀬村告示第四十八号（鶴瀬村税賦課徴収
条例並びに県民税賦課条例の一部を改正す
る条例告示）

昭和24年8月30日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-223 A総務
鶴瀬村告示第四十九号（地方自治法第九十
六条第二項の規定により議会の議決すべき
事項を定める条例告示）

昭和24年8月30日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-224 A総務
鶴瀬村告示第五十号（鶴瀬村職員定数条例
告示）

昭和24年8月30日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付
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6-225 A総務
鶴瀬村告示第五十一号（町村道巾員拡張並
びに新設の件告示）

昭和24年8月30日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-226 A総務
鶴瀬村告示第五十二号（町村道新設の件告
示）

昭和24年8月30日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-227 A総務 鶴瀬村告示第五十三号（村議会招集告示） 昭和24年10月7日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-228 A総務
鶴瀬村告示第五十三号の二（鶴瀬村選挙管
理委員及び補充員選挙で当選を承諾した者
の住所氏名告示）

昭和24年10月11日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-229 A総務
鶴瀬村告示第五十四号（衆議院議員選挙人
名簿縦覧告示）

昭和24年11月1日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-230 A総務
鶴瀬村告示第五十四号ノ二（選挙権を有す
る者の総数の50分の1及び3分の1の人数告
示）

昭和24年12月20日
鶴瀬村選挙管理委員会　委員
長　森田宗三郎

一枚 1

6-231 A総務
鶴瀬村選管告示第五十五号（選挙管理委員
会招集告示）

昭和24年12月17日 鶴瀬村選挙管理委員長 一枚 1

6-232 A総務
鶴瀬村選管告示第五十六号（鶴瀬村選挙管
理委員会における委員長選挙当選者告示）

昭和24年12月20日 鶴瀬村選挙管理委員会 一枚 1

6-233 A総務 鶴瀬村告示第五十七号（村議会招集告示） 昭和24年12月23日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-234 A総務
鶴瀬村告示第五十八号（鶴瀬村社会教育委
員設置条例告示）

昭和24年12月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-235 A総務
鶴瀬村告示第五十九号（鶴瀬村社会教育委
員費用弁償条例告示）

昭和24年12月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-236 A総務
鶴瀬村告示第六十号（超過勤務手当条例の
一部を改正する条例告示）

昭和24年12月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-237 A総務
鶴瀬村告示第六十一号（鶴瀬村職員退職手
当支給条例）

昭和24年12月28日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付

6-238 A総務 鶴瀬村告示第一号（村議会招集告示） 昭和25年1月26日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-239 A総務
鶴瀬村告示第二号（鶴瀬村歳入出追加更正
予算告示）

昭和25年2月4日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 予算書添付

6-240 A総務 鶴瀬村告示第三号（村議会招集告示） 昭和25年3月27日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-241 A総務
鶴瀬村告示第四号（昭和23年度鶴瀬村歳入
歳出決算告示）

昭和25年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 決算書添付

6-242 A総務
鶴瀬村告示第五号（昭和24年度鶴瀬村歳入
歳出追加更正予算告示）

昭和25年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 予算書添付

6-243 A総務
鶴瀬村告示第六号（昭和25年度鶴瀬村歳入
歳出予算告示）

昭和25年4月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 予算書添付

6-244 A総務
鶴瀬村告示第七号（個人演説会開催のため
に必要な設備の程度等及び候補者が納付す
べき費用の額を告示）

昭和25年4月28日 管理者　村長　横田善一 一枚 1
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6-245 A総務 鶴瀬村告示第八号（村議会招集告示） 昭和25年5月13日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-246 A総務
鶴瀬村告示第九号（昭和25年度鶴瀬村国民
健康保険歳入歳出予算告示）

昭和25年5月17日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 予算書添付

6-247 A総務 鶴瀬村告示第十号（村議会招集告示） 昭和25年8月5日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-248 A総務
鶴瀬村告示第十一号（任期満了により新た
に村議会の承認を得た収入役告示）

昭和25年8月10日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-249 A総務 鶴瀬村告示第十二号（収入役就任者告示） 昭和25年8月12日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-250 A総務 鶴瀬村告示第十三号（村議会招集告示） 昭和25年8月19日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

6-251 A総務 （鶴瀬村税条例告示） 昭和25年8月26日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1
6-252 A総務 （鶴瀬村公告式条例告示） 昭和25年8月26日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 条例添付
7 A総務 現行条例綴 昭和22年～昭和31年 鶴瀬村役場 竪帳 1
7-1-1 A総務 鶴瀬村職員諸給与条例 昭和22年3月1日告示 竪帳 1

7-1-2 A総務
鶴瀬村職員諸給与条例の一部を改正する条
例

昭和29年4月1日から
適用

一枚 1

7-2 A総務 鶴瀬村会定例会条例 昭和22年2月25日告示 一枚 1
7-3 A総務 鶴瀬村消防団設置条例 昭和22年8月11日告示 竪帳 1
7-4 A総務 鶴瀬村消防本部設置条例 昭和23年3月5日告示 一枚 1

7-5 A総務
昭和二十二年法律第百六十号による超過勤
務手当条例

昭和23年4月1日告示 竪帳 1

7-6 A総務 財政事情の作成及び公表に関する条例 昭和23年4月1日告示 竪帳 1
7-8 A総務 鶴瀬村手数料条例 昭和23年9月28日告示 竪帳 1
7-9 A総務 鶴瀬村督促手数料条例 昭和23年9月28日告示 一枚 1

7-10 A総務
鶴瀬村税督促及び滞納処分の期限並びに期
間に関する条例

昭和23年9月28日告示 一枚 1

7-11 A総務 鶴瀬村国民健康保険条例 昭和23年9月28日告示 竪帳 1
7-12 A総務 学校施設の使用禁止条例 昭和24年3月22日告示 一枚 1

7-13 A総務
地方自治法第九十六条第二項の規定により
議会の議決すべき事項を定める条例

昭和24年8月30日告示 一枚 1

7-14 A総務 鶴瀬村職員定数条例 昭和24年8月30日告示 一枚 1
7-15 A総務 鶴瀬村社会教育委員設置条例 昭和24年12月28日告示 一枚 1
7-16 A総務 鶴瀬村社会教育委員費用弁償条例 昭和24年12月28日告示 一枚 1
7-19 A総務 鶴瀬村公告式条例 昭和25年8月26日告示 竪帳 1

7-20 A総務
鶴瀬村職員に対する年末手当の支給に関す
る条例

昭和26年1月18日告示 竪帳 1

7-21-1 A総務 職員の給与に関する条例 昭和26年2月24日告示 竪帳 1
7-21-2 A総務 職員の給与に関する条例 昭和26年2月24日告示 竪帳 1
7-22 A総務 職員の服務の宣誓に関する条例 昭和26年2月24日告示 一枚 1
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7-23 A総務 職務に専念する義務の特例に関する条例 昭和26年2月24日告示 一枚 1

7-24 A総務 鶴瀬村条例の一部を改正する条例 昭和26年6月11日告示 一枚 1 表紙のみ、別冊無

7-25 A総務
鶴瀬村国民健康保険条例の一部を改正する
条例

昭和26年6月11日告示 竪帳 1

7-26 A総務 鶴瀬村農業委員会委員の報酬支給条例 昭和26年8月23日告示 一枚 1

7-27 A総務
職員の分限に関する手続及び効果に関する
条例

昭和26年8月22日告示 竪帳 1

7-28 A総務 職員の懲戒の手続及効果に関する条例 昭和26年8月22日告示 一枚 1
7-29 A総務 職員の勤務時間に関する条例 昭和26年8月22日告示 竪帳 1
7-30 A総務 鶴瀬村固定資産評価審査委員会条例 昭和26年12月21日告示 竪帳 1

7-31 A総務 鶴瀬村固定資産評価審査委員費用弁償条例 昭和26年12月21日告示 一枚 1

7-32 A総務 鶴瀬村監査委員条例 昭和27年4月30日告示 一枚 1
7-33 A総務 鶴瀬村国民健康保険税条例 昭和27年4月30日告示 竪帳 1
7-34 A総務 鶴瀬村職員の旅費に関する条例 昭和27年7月4日告示 竪帳 1

7-35 A総務
鶴瀬村教育委員会委員の報酬及び費用弁償
条例

昭和27年12月28日告示 一枚 1

7-36 A総務
鶴瀬村教育委員会教育長の給与に関する条
例

昭和27年12月28日告示 一枚 1

7-37 A総務
職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例

昭和27年12月28日告示 竪帳 1

7-38 A総務 鶴瀬村会定例会条例 昭和28年2月7日告示 一枚 1
7-39 A総務 鶴瀬村財産及び営造物条例 昭和29年3月30日告示 竪帳 1
7-40 A総務 鶴瀬村契約条例 昭和29年3月30日告示 竪帳 1
7-41-1 A総務 鶴瀬村税条例 昭和29年6月10日告示 竪帳 1
7-41-2 A総務 鶴瀬村税条例　様式の部 昭和29年6月10日告示 竪帳 1

7-42 A総務
鶴瀬村農業委員会の選挙による委員の定数
条例

昭和29年7月1日告示 一枚 1

7-43 A総務 職員の退職手当に関する条例 昭和31年5月4日告示 竪帳 1
7-44 A総務 鶴瀬村議会常任委員会条例 昭和31年3月24日告示 竪帳 1
8 A総務 現行規則綴 昭和23年～昭和29年 鶴瀬村役場 竪帳 1
8-1 A総務 鶴瀬村議会会議規則 昭和23年4月1日告示 竪帳 1
8-2 A総務 鶴瀬村議会傍聴人取締規則 昭和23年4月1日告示 竪帳 1
8-3 A総務 鶴瀬村税協力委員設置規則 昭和23年9月26日告示 一枚 1
8-5 A総務 職員の給料等の支給に関する規則 昭和26年6月12日告示 竪帳 1

8-6 A総務
郵便振替貯金による公金の取扱に関する規
則

昭和27年10月7日告示 一枚 1

8-7 A総務 鶴瀬村教育委員会会議規則 昭和27年11月7日告示 竪帳 1
8-8 A総務 鶴瀬村教育委員会傍聴人規則 昭和27年11月7日告示 一枚 1
8-9 A総務 鶴瀬村教育委員会公告式規則 昭和27年11月7日告示 一枚 1
8-10 A総務 鶴瀬村財務規則 昭和29年3月31日告示 竪帳 1
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9 A総務 村吏員名簿 明治22年～昭和15年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
10 A総務 吏員職員議員名簿 明治22年～昭和30年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
11 A総務 町村合併研究会幹事会日誌 昭和29年～昭和31年 鶴瀬村役場 竪帳 1
11-1 A総務 鶴瀬村町村合併研究会構成員 一枚 1

11-2 A総務 鶴瀬村町村合併研究会（幹事会）構成員 一枚 1

11-3 A総務 町村合併促進状況日誌 昭和29年5月6日～11月18日入間郡鶴瀬村町村合併研究会 竪帳 1
件名は昭和31年8月
12日まで

11-4 A総務 幹事会開催について 昭和29年5月7日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

幹事 一枚 1

11-5 A総務 研究会各村の構想 一枚 1
11-6 A総務 五月十日ブロック町村研究会速記 昭和29年5月10日 竪帳 1
11-7 A総務 鶴瀬村町村合併研究会規約（案） 昭和29年4月1日実施 竪帳 1

11-8 A総務
（町村合併研究会、民生委員、PTA会員合
同会議記録）

5月23日 竪帳 1

11-9 A総務 鶴瀬行政支会合併促進研究会規約 昭和29年5月10日施行 一枚 1

11-10 A総務 研究会開催について 昭和29年5月28日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各研究会委員 一枚 1

11-11 A総務 （鶴瀬村町村合併研究会記録） 昭和29年5月29日 一枚 1 議案貼付

11-12 A総務 鶴瀬ブロック町村合併研究会開催について 昭和29年6月7日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

幹事 一枚 1

11-13 A総務 町村合併研究会開催時刻の変更について 昭和29年6月9日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

幹事 一枚 1

11-14 A総務 委員会開催について 昭和29年6月7日
鶴瀬支会町村合併研究会長
当麻憲之

鶴瀬村長 一枚 1

11-15 A総務 町村合併研究会（ブロック）開催について 昭和29年6月23日 鶴瀬村町村合併研究会長 一枚 1

11-16 A総務 町村合併につき懇談会開催について 昭和29年7月14日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

町村合併研究会構成
員

一枚 1

11-17 A総務 （町村合併懇談会出席者・記録） 昭和29年7月14日 一枚 1

11-18 A総務 研究会開催について 昭和29年7月19日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各研究会構成員 一枚 1

11-19 A総務 （研究会出席者・記録） 昭和29年7月19日 竪帳 1

11-20 A総務 研究会の開催について 昭和29年8月24日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-21 A総務 （合併研究会出席者・記録） 昭和29年8月25日 竪帳 1

11-22 A総務 研究会開催について 昭和29年9月7日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-23 A総務 （町村合併研究会出席者・記録） 昭和29年9月10日 一枚 1

11-24 A総務 研究会開催について 昭和29年10月18日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-25 A総務 （研究会出席者・記録） 昭和29年10月19日 竪帳 1
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11-26 A総務 部落懇談会開催の通知方依頼について 昭和29年10月20日 鶴瀬村町村合併研究会長 各部落連絡員 一枚 1
11-27 A総務 部落懇談会の開催について 昭和29年10月20日 鶴瀬村長吉田繁太郎 各位 一枚 1
11-28 A総務 部落懇談会記事 昭和29年10月21日 一枚 1
11-29 A総務 （第二区懇談会記録） 昭和29年10月22日 一枚 1
11-30 A総務 （第三区懇談会記録） 昭和29年10月23日 一枚 1
11-31 A総務 （第四区懇談会記録） 昭和29年10月24日 一枚 1

11-32 A総務 町村合併研究会の開催について 昭和29年11月16日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-33 A総務 研究会記録 昭和29年11月18日 一枚 1

11-34 A総務
（町村合併について時期・関係村などの申
し合わせ事項）

昭和29年12月28日 鶴瀬村議会 一枚 1

11-35 A総務 合併研究会記録 昭和30年1月2日 一枚 1

11-36 A総務 合併懇談会の開催について 昭和30年1月3日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各位 一枚 1

11-37 A総務 申合事項の送付について 会長 欠席構成員 一枚 1

11-38 A総務 申合事項の送付について 昭和30年1月4日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

欠席構成員12名 一枚 1

11-39 A総務 第一区町村合併部落懇談会記事 昭和30年1月5日 一枚 1
11-40 A総務 （第四区部落懇談会記録） 昭和30年1月7日 一枚 1
11-41 A総務 （第三区部落懇談会記録） 昭和30年1月8日 一枚 1
11-42 A総務 町村合併研究会開催について 昭和30年2月5日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 村議会議員 一枚 1

11-43 A総務
（村議会議員にて町村合併につき協議会記
録）

昭和30年2月9日 竪帳 1

11-44 A総務 研究会開催について 昭和30年3月2日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各研究会員 一枚 1

11-45 A総務 研究会関係記事 昭和30年3月4日 一枚 1
11-46 A総務 通知方依頼について 昭和30年3月5日 鶴瀬村長 一枚 1

11-47 A総務
通知書（町村合併促進につき鶴瀬村村民大
会開催通知）

昭和30年3月5日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 村民各位 一枚 1

11-48 A総務 出席者受付 竪帳 1
11-49 A総務 合併懇談会開催について 昭和30年3月12日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 村議会議員 一枚 1

11-50 A総務 町村合併について協力方お願い 昭和30年3月24日 鶴瀬村長　吉田繁太郎
村議会議員・部落連
絡員

一枚 1

11-51 A総務 町村合併研究会開催について 昭和30年3月25日 鶴瀬村長 一枚 1
11-52 A総務 （研究会記録） 昭和30年3月25日 竪帳 1

11-53 A総務
（三芳村村長以下13名と本村議員との懇談
記録）

昭和30年3月25日 一枚 1

11-54 A総務 研究会開催について 昭和30年3月27日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-55 A総務 合併促進状況について 研究会長 各構成員 一枚 1

11-56 A総務 合併促進状況について 昭和30年4月7日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1
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11-57 A総務 研究会開催について 昭和30年4月12日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-58 A総務 申合事項 昭和30年4月13日
鶴瀬ブロック町村合併促進研
究会幹事会

一枚 1

11-59 A総務 研究会開催について 昭和30年4月13日
鶴瀬町村合併促進研究会長
吉田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-60 A総務 町村合併について 昭和30年4月15日
鶴瀬町村合併促進研究会長
吉田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-61 A総務 合併研究会構成員の選出について依頼 昭和31年5月25日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 各部落連絡員 一枚 1
11-62 A総務 鶴瀬村町村合併研究会構成員 昭和31年5月改訂 一枚 1

11-63 A総務
鶴瀬村町村合併研究会（第一回）会議開催
記録

昭和31年8月12日 竪帳 1

11-64 A総務 （各組議員・部落選出合併委員名簿） 一枚 1
11-65 A総務 鶴瀬村合併研究会規約 昭和29年4月1日実施 竪帳 1

11-66 A総務 ブロック研究会開催について通知 昭和31年8月18日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各幹事 一枚 1

11-67 A総務 ブロック合併研究会の開催について通知 昭和31年8月24日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各幹事 一枚 1

11-68 A総務 研究会の開催について通知 昭和31年8月25日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-69 A総務 鶴瀬村町村合併研究会構成員一覧表 昭和31年7月現在 一枚 1
昭和31.8.29の研究
会出席者チェック
有

11-70 A総務 昭和三十一年八月二十九日村研究会記録 昭和31年8月29日 竪帳 1

11-71 A総務 鶴瀬ブロック合併研究会記事 竪帳 1

11-72 A総務 研究会開催について通知 昭和31年9月4日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-73 A総務 鶴瀬村町村合併研究会構成員一覧表 昭和31年7月現在 一枚 1
昭和31.9.5の研究
会出席者チェック
有

11-74 A総務 （研究会記録） 昭和31年9月5日 竪帳 1
11-75 A総務 （ブロック合併研究会記録） 昭和31年9月5日 竪帳 1
11-76 A総務 議会協議会（合併幹事会）記録 昭和31年9月10日 竪帳 1
11-77 A総務 議員協議会（幹事会）記事 昭和31年9月11日 竪帳 1
11-78 A総務 合併研究会記事 昭和31年9月12日 一枚 1
11-79 A総務 欠席届 昭和31年9月14日 村長・議長 一枚 1
11-80 A総務 研究会記事 昭和31年9月14日 一枚 1

11-81 A総務 研究会開催について通知 昭和31年9月15日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

一枚 1

11-82 A総務 研究会記事 昭和31年9月15日 一枚 1
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11-83 A総務 研究会の開催について通知 昭和31年9月18日
鶴瀬村町村合併研究会長　吉
田繁太郎

各構成員 一枚 1

11-84 A総務 合併研究会記事 昭和31年9月18日 一枚 1

11-85 A総務
（研究会議の結果、鶴瀬と三芳が組むこと
は結構であるとの回答文を決定）

一枚 1

11-86 A総務 回答結果について報告 昭和31年9月19日 鶴瀬村町村合併研究会長 各構成員 一枚 1

11-87 A総務 誓約書（三芳村と鶴瀬村の2ヶ村が合併） 昭和31年9月20日
三芳村長　矢島太助　鶴瀬村
長　吉田繁太郎

一枚 1

11-88 A総務 研究会開催について通知 昭和31年9月21日 鶴瀬村町村合併研究会長 各構成員 一枚 1
11-89 A総務 研究会記事 昭和31年9月21日 一枚 1
11-90 A総務 (昨日の誓約書の件、打ち切り決定） 昭和31年9月21日 鶴瀬村町村合併協議会 一枚 1

11-91 A総務 三村合併について報告 昭和31年9月23日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 合併構成員・部落長 一枚 1

11-92 A総務 協議会開催について通知 昭和31年9月24日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

11-93 A総務 （富士見村発足祝賀会案内状） 昭和31年10月2日
入間郡富士見村長職務執行者
吉田繁太郎

一枚 1

12 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会議録 明治34年～大正2年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

12-1-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十四年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治34年3月1日 竪帳 1

12-1-2 B議会･選挙 明治三十三年度村税予算決議書 明治34年3月 竪帳 1

12-2-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十三年度
入間郡鶴瀬村々税追加予算ノ件）

明治34年3月1日 竪帳 1

12-2-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村戸別等級
規程）

明治34年3月1日 竪帳 1

12-3-1 B議会･選挙 鶴瀬村会議事録（本村々長選挙ノ件） 明治34年4月5日 竪帳 1
12-3-2 B議会･選挙 鶴瀬村会議事録（村長退職ノ件） 明治34年4月4日 竪帳 1

12-4-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（村税其他財政整
理ニ関スル件）

明治34年3月29日 竪帳 1

12-4-2 B議会･選挙
議決書（村費支払不足のため一時借入金ニ
付）

明治34年4月20日 一枚 1

12-4-3 B議会･選挙
決議書（予算額内過不足等の節は流用して
支払うこと)

明治34年5月1日 一枚 1

12-5 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（大井村外四ヶ村
組合大井高等小学校解除ノ件）

明治34年5月12日 竪帳 1

12-6 B議会･選挙

埼玉県入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十
四年度入間郡鶴瀬村大井村入会川越志木
道々路橋梁修繕費予算ノ件）

明治34年6月5日 竪帳 1

12-7 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（①本年度教員恩
給基本金ノ内年功加俸ノ百分ノ一ノ予算ナ
キニ依リ第十二款予備費ヨリ編入ノ件②役
場移転ノ件③准訓導ヘ報酬贈与ノ件）

明治34年6月7日 竪帳 1
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12-8 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十四年度
村税歳入出予算変更ノ件）

明治34年7月10日 竪帳 1

12-9-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十三年度
村税決算認定ノ件）

明治34年7月31日 竪帳 1

12-9-2 B議会･選挙
明治参拾参年度自参拾参年四月至参拾四年
三月経常費決算報告書

明治34年7月31日 竪帳 1

12-10 B議会･選挙

鶴瀬村々会議事録（①明治三十三年度鶴瀬
村一時借入金償還ニ付歳入出追加予算ノ件
②本村役場使丁ヘ報酬贈与ノ件）

明治34年9月7日 竪帳 1

12-11 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十四年度
村税歳入出追加予算ノ件）

明治34年9月27日 竪帳 1

12-12 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬尋常小学
校々舎増築ノ件）

明治34年12月20日 竪帳 1

12-13 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十五年度
入間郡鶴瀬村々税歳入出予算ノ件）

明治35年3月15日 竪帳 1

12-14 B議会･選挙
鶴瀬村々会議事録（明治三十六年度入間郡
鶴瀬村所沢南畑道々路修繕ノ件）

明治35年5月24日 竪帳 1

12-15 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬尋常小学
校々舎増築費地租割制限外認可稟請ノ件）

明治35年5月19日 竪帳 1

12-16 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（①道路新設願ノ
件②増築校舎方向変更認可稟請ノ件）

明治35年7月10日 竪帳 1

12-17-1 B議会･選挙
鶴瀬村々会議事録（入間郡大井村大字苗間
字中沢川ニ於ケル水車設置ノ件）

明治35年7月28日 竪帳 1

12-17-2 B議会･選挙
明治三拾四年度自三拾四年四月至三拾五年
三月経常費決算報告書

明治35年6月25日 竪帳 1

12-18 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十四年度
村税決算認定ノ件）

明治35年6月25日 竪帳 1

12-19 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（学校増築ニ付道
路敷変更新設ノ件）

明治35年9月3日 竪帳 1

12-20 B議会･選挙
鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村大字鶴馬
伝染病費用ノ件）

明治35年11月10日 竪帳 1

12-21 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十五年度
入間郡鶴瀬村々税追加予算ノ件）

明治35年2月18日 竪帳 1

12-22 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（県税戸数割賦課
規程ノ件）

明治36年3月29日 竪帳 1

12-23 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十六年度
入間郡鶴瀬村々税歳入出予算ノ件）

明治36年3月30日 竪帳 1
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12-24-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（村税督促ニ関ス
ル手数料条例設置ノ件）

明治36年4月13日 竪帳 1

12-24-2 B議会･選挙
報告書（県税戸数割賦課規定本村会におい
て決議ニ付）

明治36年4月6日 村長 郡長 一枚 1

12-24-3 B議会･選挙 県税戸数割等差設定ニ関スル規定 竪帳 1

12-25 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（村税督促手数料
新設ノ件）

明治36年4月13日 竪帳 1

12-26-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十七年度
ニ於テ志木川越道水谷入会道路修繕ニ付県
税補助申請ニ関スル件）

明治36年4月24日 一枚 1

12-26-2 B議会･選挙
決議書（予算額内過不足等之節ハ流用支払
フ事)

明治35年3月15日 一枚 1

12-26-3 B議会･選挙
決議書（予算額内過不足等之節ハ流用支払
フ事)

明治36年7月7日 一枚 1

12-26-4 B議会･選挙
明治三十五年度自三十五年四月至三十六年
三月経常費決算報告書

竪帳 1

12-27 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十五年度
鶴瀬村々税決算認定ノ件）

明治36年6月30日 竪帳 1

12-28 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（①明治三十五年
度村税追加予算変更ノ件②明治三十六年度
町村教育費県補助金百拾五円ヲ本村立鶴瀬
尋常小学校基金トシテ積立及保管方法ノ件
③明治三十六年度村税追加予算ノ件）

明治36年7月7日 竪帳 1

12-29 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村収入役選
任ノ件）

明治36年9月14日 竪帳 1

12-30 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（水車設置継続及
公用水面使用ノ件）

明治36年10月16日 竪帳 1

12-31-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（臨時召集令ニ依
リ応召員ニ対スル壱人五円ツヽ手当ノ件）

明治37年2月12日 一枚 1

12-31-2 B議会･選挙
決議書（予算額内過不足等之節ハ流用支払
フ事)

明治37年3月28日 一枚 1

12-32 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十七年度歳入出予算ノ件）

明治37年3月27日 竪帳 1

12-33 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十七年度歳入予算中第六款教育費寄付
削除ニ関スル件）

明治37年6月21日 一枚 1

12-34-1 B議会･選挙
明治三十六年度自三十六年四月至三十七年
三月経常費決算報告書

竪帳 1
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12-34-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十六年度歳入出決算認定ノ件）

明治37年7月30日 竪帳 1

12-35 B議会･選挙 村会議事録（本村長選挙ノ件） 明治37年9月10日 竪帳 1

12-36 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（①本村助役選挙
ノ件②本村明治三十七年度歳入出追加予算
原案）

明治37年9月17日 竪帳 1

12-37-1 B議会･選挙
決議書（本村所属国有林野払下ノ上同村立
尋常小学校基本財産ニ編入）

明治37年11月10日 一枚 1

12-37-2 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（①国有林野ヲ本
村立尋常小学校基本財産トシテ払下ノ件②
出征軍人家族救助方法ノ件）

明治37年11月10日 竪帳 1

12-38 B議会･選挙
鶴瀬村々会議事録（本村小学校学務委員三
名満期ニ付改選ノ件）

明治37年12月7日 竪帳 1

12-39 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（明治三十七年度歳出予算
額変更ノ件）

明治38年3月6日 竪帳 1

12-40 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十八年度歳入出予算ノ件）

明治38年3月29日 竪帳 1

12-41 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（本村助役選挙ノ
件）

明治38年4月17日 竪帳 1

12-42 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（明治三十九年度ニ於テ県
費ノ補助ヲ受ケ道路修繕ノ件）

明治38年5月26日 竪帳 1

12-43-1 B議会･選挙
鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明治三十
七年度歳入出決算認定ノ件）

明治38年7月10日 竪帳 1

12-43-2 B議会･選挙 明治三十七年度経常費決算認定書 竪帳 1

12-44-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十八年度歳入出追加予算ノ件）

明治38年12月21日 竪帳 1

12-44-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村明治三十八年度歳入出追加予
算原案

一枚 1

12-45-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十九年度歳入出予算ノ件）

明治39年3月12日 竪帳 1

12-45-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村明治三十九年度歳入出予算原
案

竪帳 1

12-46 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（本村尋常小学校
内高等小学校併置ノ件）

明治39年4月 竪帳 1

12-47-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（本村大字鶴馬字
上沢、同大字字山室、大字勝瀬字谷田以上
三ヶ所国有林野払下ノ件）

明治39年4月 竪帳 1

12-47-2 B議会･選挙
明治三十九年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予
算原案

一枚 1
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12-48 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十九年度
本村歳入出追加予算ノ件）

明治39年6月26日 竪帳 1

12-49-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治三十八年度歳入出決算認定ノ件）

明治39年8月25日 竪帳 1

12-49-2 B議会･選挙 明治三十八年度本村歳入出予算決算認定書 明治39年8月25日 竪帳 1

12-49-3 B議会･選挙
決議書（払下げ国有林野六ヶ所の地上産物
売却ノ件）

明治39年11月1日 一枚 1

12-50 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村明
治四十年度歳入出予算ノ件）

明治40年3月13日 竪帳 1

12-51-1 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村常設委員ニ
関スル規程新設ノ件）

明治39年4月2日 竪帳 1

12-51-2 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村常設委員ニ関スル規程 一枚 1

12-52 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（本村常設委員選
挙ノ件）

明治40年5月16日 竪帳 1

12-53 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（本村書記選挙ノ
件）

明治40年5月24日 竪帳 1

12-54 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（本村立尋常高等
小学校基本財産ニ寄附受入ノ件）

明治40年6月17日 竪帳 1

12-55 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村明治三十九
年度歳入出決算認定ノ件）

明治40年7月8日 竪帳 1

12-56 B議会･選挙 鶴瀬村会議事録（本村収入役選挙ノ件） 明治40年9月11日 竪帳 1

12-57-1 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村明治四十年
度歳入出追加予算ノ件）

明治40年9月14日 竪帳 1

12-57-2 B議会･選挙
第八一〇号　報告書（入間郡鶴瀬村明治四
十年度歳入出追加予算）

明治40年9月14日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1 予算表添付

12-58-1 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（①入間郡鶴瀬村明治四十
一年度歳入出予算ノ件②入間郡鶴瀬村吏員
旅費規程ノ件）

明治41年2月17日 竪帳 1

12-58-2 B議会･選挙
第一八二号　報告書（明治四十一年度歳入
出予算）

明治41年2月29日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎
入間郡長　島崎広太
郎

一枚 1

12-59 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（本村大字鶴馬水車新設ニ
付諮問ノ件）

明治40年10月4日 竪帳 1

12-60 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（①鶴瀬村明治四
十年度歳出ノ部同款中予算流用ノ件②今年
度歳入出追加予算ノ件③県民税戸数割等差
設定ニ関スル規定改正ノ件）

明治41年3月24日 竪帳 1
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12-61 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（鶴瀬村大字勝瀬新堀川樋
新設ノ件）

明治41年5月9日 竪帳 1

12-62 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村明治
四十年度歳入出決算認定ノ件）

明治41年8月10日 竪帳 1

12-63 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（本村立尋常高等小
学校基本財産ニ寄附ノ件）

明治41年8月10日 竪帳 1

12-64 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①本村長選挙ノ件
②本村明治四十一年度歳入出追加予算ノ
件）

明治41年9月16日 竪帳 1

12-65 B議会･選挙 鶴瀬村会議事録（本村水車営業継続ノ件） 明治41年11月16日 竪帳 1

12-66 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（本村基本財産蓄
積条例設定ノ件）

明治41年12月15日 竪帳 1

12-67 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（①鶴瀬村明治四
十一年度歳入出追加予算ノ件②鶴瀬村明治
四十二年度歳入出予算ノ件）

明治42年3月2日 竪帳 1

12-68 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（本村役場移転ノ
件）

明治42年3月6日 竪帳 1

12-69 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（本村大字勝瀬里
道三ヶ所橋梁二ヶ所修繕ノ件）

明治42年4月16日 竪帳 1

12-70 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（本村助役選挙ノ
件）

明治42年4月24日 竪帳 1

12-71 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村明治
四十一年度歳入出決算認定ノ件）

明治42年6月30日 竪帳 1

12-72-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①入間郡鶴瀬村明
治四十二年度歳入出追加予算ノ件②本村立
尋常高等小学校基本金寄附及同校備品寄附
ノ件）

明治42年7月27日 竪帳 1

12-72-2 B議会･選挙
第七〇九号　提出（鶴瀬村明治四十一年度
歳入出決算表）

明治42年7月29日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 一枚 1 決算表無し

12-73 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村公告式条
例設置ノ件②鶴瀬村基本財産預入方法及同
基本財産管理方法規定設置ノ件）

明治42年11月20日 竪帳 1

12-74 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村明治四十
三年度歳入出予算ノ件②鶴瀬村立尋常高等
小学校基本財産ニ金十円寄附ノ件）

明治43年2月24日 竪帳 1

12-75 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（鶴瀬村立尋常高等
小学校児童通学道路修繕用トシテ砂利壱石
弐斗寄附申出ノ件及同修繕費中金百弐拾円
支出ノ件）

明治43年2月25日 竪帳 1
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12-76 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村明治四十
二年度歳入出追加予算ノ件②鶴瀬村立尋常
高等小学校敷地買入ノ件）

明治43年3月28日 竪帳 1

12-77 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（鶴瀬村明治四十三
年度歳入出予算更正ノ件）

明治43年4月13日 竪帳 1

12-78 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村常設委員
選挙ノ件）

明治43年5月16日 竪帳 1

12-79 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村明治
四十二年度歳入出決算認定ノ件）

明治43年6月28日 竪帳 1

12-80 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（県税戸数割等差設
定ニ関スル規定ノ件）

明治43年7月27日 竪帳 1

12-81 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（公費ノ救助ヲ受ケ
公民権喪失者ニ対シテ二ヶ年ノ制限特免ノ
件）

明治43年9月14日 竪帳 1

12-82 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（本年八月十一日出水ニ因
リ破壊セサレタル本村内道路橋梁復旧工事
施工ヲ要スルモ其費用負担ニ堪ヘ難キヲ以
テ本年度臨時県費皆補助申請スルノ件）

明治43年9月26日 竪帳 1

12-83 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（①本村有給助役退
職認定ノ件②本村有給助役選挙ノ件）

明治43年7月26日 竪帳 1

12-84 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（本村助役選挙ノ
件）

明治43年10月24日 竪帳 1

12-85 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①入間郡鶴瀬村立
尋常高等小学校々地ハ宅地壱筆畑六筆合反
別三反二畝弐拾五歩ノ現今有租地ヲ同校敷
地ニ変更ノ件②入間郡鶴瀬村立尋常高等小
学校敷地内里道廃止并新設ノ件）

明治43年10月11日 竪帳 1

12-86 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（入間郡鶴瀬村明治
四十三年度歳入出追加予算ノ件）

明治43年11月1日 竪帳 1

12-87 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（①本村書記選任ノ
件②本村常設委員選挙ノ件）

明治43年12月9日 竪帳 1

12-88 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（耕地整理基本調
査申請ノ件）

明治43年12月16日 竪帳 1

12-89 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（本村立尋常高等小学校改
築ノ件）

明治43年12月20日 竪帳 1

12-90 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（鶴瀬村明治四十三年度歳
入出予算更正ノ件）

明治43年12月20日 竪帳 1
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12-91-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①本村特別税反別
割ニ関スル条例廃止条例設定ノ件②本村基
本財産蓄積条例中改正条例設定ノ件③部落
有財産土地ヲ本村基本財産ニ寄附ノ件④鶴
瀬村明治四十四年度歳入出予算ノ件）

明治44年3月15日 竪帳 1

12-91-2 B議会･選挙 部落有財産土地ノ表示 竪帳 1

12-92-1 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（本村立尋常高等小学校基
本財産中ニ寄附申出ノ件）

明治44年3月16日 竪帳 1

12-92-2 B議会･選挙
決議書（鶴瀬村明治四十四年度歳入徴収期
并予算額内過不足等之節ハ流用支払フ事）

明治44年3月15日 一枚 1

12-93 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（①明治四十三年度災害ニ
起因シ県費補助ニ係ル道路復旧工事全部ヲ
明治四十四年度ニ繰越シ更ニ四十四年度県
費補助申請ノ件②鶴瀬村財産充用及積戻方
法規程設定ノ件）

明治44年3月21日 竪帳 1

12-94 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村明治四十三年度
歳入出予算更正ノ件②鶴瀬村明治四十四年
度歳入出予算更正原案）

明治44年3月30日 竪帳 1

12-95 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村明治四十
三年度歳入出決算認定ノ件②本村有給助役
退職認定ノ件③罹災救助資金貯蓄及管理并
支出方法規程ニ関スル件④本村立尋常高等
小学校設備費中同校基本財産中寄附申出ノ
件）

明治44年6月26日 竪帳 1

12-96 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（鶴瀬尋常高等小学校舎改
築及増築ヲナサントスル費途ニ充ツル為メ
明治四十四年度ニ於テ金二千六百円借入ノ
件）

明治44年4月12日 竪帳 1 議案書添付

12-97 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（①村財産管理規程改正ノ
件②本村有給助役選挙ノ件）

明治44年7月7日 竪帳 1

12-98 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村明治四十四年度
歳出更正予算ノ件②鶴瀬村明治四十四年度
歳入出追加予算ノ件③鶴瀬村明治四十四年
度罹災救助資金歳入歳出予算ノ件）

明治44年8月3日 竪帳 1

12-99-1 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（①鶴瀬村明治四十四年度
歳入出追加予算ノ件②鶴瀬村収入役選任ノ
件）

明治44年8月25日 竪帳 1

12-99-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

明治44年 一枚 1
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12-100 B議会･選挙
鶴瀬村会議事録（本村収入役当選者当選ヲ
辞シ尚後任者選任ノ件）

明治44年9月11日 竪帳 1

12-101 B議会･選挙

鶴瀬村会議事録（①入間郡鶴瀬村明治四十
四年度歳入出追加予算及同年度歳出更正予
算ノ件②寄附申出ノ件③元本村収入役ヘ賞
与ノ件）

明治44年9月25日 竪帳 1

12-102 B議会･選挙 鶴瀬村会議事録（寄附申出ノ件） 明治44年10月30日 竪帳 1

12-103 B議会･選挙
鶴瀬村会議録（入間郡鶴瀬村明治四十四年
度歳入出追加予算ノ件）

明治44年10月30日 竪帳 1

12-104-1 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（本村明治四十四年
度歳入出追加予算ノ件）

明治44年12月12日 竪帳 1

12-104-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

一枚 1

12-105 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①学校基本財産土地
畑壱町三反二畝十二歩ヲ貸付ノ件②寄附申
出ノ件③寄附申出ノ件）

明治44年11月20日 竪帳 1

12-106 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村明治四十五年
度歳入出予算議定ノ件②本村会議規則設定
ノ件③本村会傍聴人取締規則設定ノ件④本
村明治四十五年度罹災救助資金歳入出予算
ノ件⑤本村役場内規設定ノ件⑥本村小学校
貧困児童就学保護規程設定ノ件⑦本村役場
吏員旅費規程改正ノ件⑧村税納期改正ノ
件）

明治45年2月23日 竪帳 1

12-107 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村有土地上地処
分ノ件②本村収入役代理者ヲ定ムル件③本
村内区及区長並ニ区長代理者設置規定設定
ノ件④本村区長及区長代理者選挙ノ件）

明治45年1月19日 竪帳 1

12-108-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村明治
四十四年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴
瀬村明治四十四年度歳出更正予算ノ件③入
間郡鶴瀬村罹災救助資金ヲ特別会計ト定ム
ルノ件④本村立尋常小学校高等科生徒ヨリ
寄附申出ノ件）

明治45年3月30日 竪帳 1

12-108-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

竪帳 1

12-108-3 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入歳出更正
予算表

竪帳 1

12-109 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（入間郡鶴瀬村罹災救
助資金貯蓄及管理并支出方法規程中改正ノ
件）

明治45年7月22日 竪帳 1
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12-110-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村明治
四十四年度歳入出決算認定ノ件②入間郡鶴
瀬村明治四十四年度罹災救助資金歳入出決
算認定ノ件③伝染病予防委員選挙ノ件）

明治45年8月23日 竪帳 1

12-110-2 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出
決算表

大正元年8月 竪帳 1

12-111 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（本村助役ヲ定ムルノ
件）

大正元年9月2日 竪帳 1

12-112 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（①本村大正元年度歳
入出追加予算ノ件②本村区長選挙ノ件）

大正元年9月16日 竪帳 1

12-113 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村々長選挙ノ件
②入間郡鶴瀬村大正元年度罹災救助資金歳
入出追加予算ノ件）

大正元年10月4日 竪帳 1

12-114 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（本村助役ヲ定ムルノ
件）

大正元年11月7日 竪帳 1

12-115 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（本村収入役代理者選
任ノ件）

大正元年12月14日 竪帳 1

12-116 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（元本村々長・同書
記・同村会議員･同尋常高等小学校准訓導
への賞与ノ件）

大正2年1月18日 竪帳 1

12-117 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
二年度歳入出予算議定ノ件②入間郡鶴瀬村
大正二年度罹災救助資金歳入出予算ノ件）

大正2年2月26日 竪帳 1

12-118 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村学務委員選
任ノ件②鶴瀬村第三区々長代理者選任ノ件
③入間郡鶴瀬村会計規程設定ノ義ニ付許可
稟請ノ件④入間郡鶴瀬村大正二年渡歳入出
予算中歳出ノ部訂正ノ件）

大正2年3月27日 竪帳 1

12-119 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村有給助役退職
認定ノ件②本村有給助役選挙ノ件③本村収
入役代理者選任ノ件④本村第一区々長代理
者選任ノ件）

大正2年4月16日 竪帳 1

12-120-1 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村会議録（村税納期改正ノ件） 大正2年4月22日 竪帳 1

12-120-2 B議会･選挙 鶴瀬村税徴収期ニ関スル規則 一枚 1

12-121 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（本村収入役退職認定
ノ件）

大正2年4月25日 竪帳 1
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12-122 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（本村収入役ヲ定ムル
ノ件）

大正2年4月29日 竪帳 1

12-123 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正二年度
歳入出追加予算ノ件②寄附申出ノ件）

大正2年4月24日 竪帳 1

12-124 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①元本村立尋常高等
小学校訓導兼校長賞与ノ件②本村助役退職
ノ件③本村助役定ムルノ件④本村収入役代
理者選任ノ件）

大正2年7月3日 竪帳 1

12-125 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
元年度歳入出決算ノ件②入間郡鶴瀬村大正
元年度罹災救助資金歳入出決算ノ件③入間
郡鶴瀬村諸給与規程設定ノ件④入間郡鶴瀬
村々税賦課及徴収規程設定ノ件⑤入間郡鶴
瀬村大正二年度歳入出追加予算ノ件）

大正2年8月30日 竪帳 1

12-126 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本年八月二十七日
以来水害ニ因リ破壊セラレタル本村内道路
橋梁復旧工事施行ヲ要スルモ其ノ費用ノ負
担ニ堪ヘ難キヲ本年度臨時県費全部補助申
請ノ件②署名議員選挙ノ件）

大正2年9月25日 竪帳 1

13 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会議録 大正3年～大正8年12月 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

13-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
二年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴瀬村
大正二年度歳出更正予算ノ件③寄附申出ノ
件）

大正3年1月9日 竪帳 1

13-2-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正三年度
歳入歳出予算議定ノ件②鶴瀬村大正三年度
罹災救助資金歳入歳出予算議定ノ件）

大正3年2月20日 竪帳 1

13-2-2 B議会･選挙 大正三年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算 竪帳 1

13-2-3 B議会･選挙
大正三年度埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資
金歳入出予算

竪帳 1

13-3 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村々長退職申出
ノ件②本村第一区々長及第四区々長選挙ノ
件）

大正3年3月14日 竪帳 1
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13-4 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
弐年度県費補助工事全部大正三年度ヘ繰延
申請ノ件②入間郡鶴瀬村大正二年度追加予
算ノ件③入間郡鶴瀬村大正三年度追加予算
ノ件④署名議員選挙ノ件）

大正3年3月19日 竪帳 1

13-5-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
参年度歳入出追加予算ノ件②署名議員選挙
ノ件）

大正3年4月20日 竪帳 1

13-5-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正参年度歳入出追加予算 竪帳 1

13-6-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
参年度歳入出更正予算ノ件②学校基本財産
土地貸付ノ件③鶴瀬村第四区々長代理者選
任ノ件）

大正3年4月28日 竪帳 1

13-6-2 B議会･選挙 学校基本財産土地拝借願 大正3年4月28日 一枚 1
13-6-3 B議会･選挙 契約書（鶴瀬村有土地拝借ニ付） 大正3年4月28日 竪帳 1

13-7 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（本村有給村長選挙ノ
件）

大正3年7月15日 竪帳 1

13-8-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
弐年度歳入出決算議定ノ件②入間郡鶴瀬村
大正弐年度罹災救助資金歳入出決算議定ノ
件③寄附申出ノ件④県税戸数割等差設定ニ
関スル規定改正ノ件）

大正3年7月31日 竪帳 1

13-8-2 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村大正二年度歳入出決算 大正3年7月31日提出 竪帳 1

13-8-3 B議会･選挙 県税戸数割等差設定ニ関スル規程 竪帳 1
13-8-4 B議会･選挙 寄附願 大正3年 竪帳 1

13-8-5 B議会･選挙
大正弐年埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資金
歳入出決算

大正3年7月31日提出 竪帳 1

13-9-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村基本財産蓄
積条例改正ノ件②鶴瀬村出征軍人後援規程
設定ノ件③鶴瀬村諸給与規程中改正規程ノ
件④鶴瀬村大正参年度歳出更正予算ノ件⑤
署名議員選挙ノ件）

大正3年11月10日 竪帳 1

13-9-2 B議会･選挙 鶴瀬村基本財産蓄積条例草案 一枚 1
13-9-3 B議会･選挙 出征軍人後援規程草案 竪帳 1

13-9-4 B議会･選挙 村費更正予算報告 大正3年11月11日 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1 予算表添付
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13-10-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①官有地荒蕪地払下
申出ニ関スル件②鶴瀬尋常高等小学校基本
財産蓄積条例設定ノ件③県税戸数割等差設
定規程中改正ノ件）

大正4年1月18日 竪帳 1

13-10-2 B議会･選挙 鶴瀬尋常高等小学校基本財産蓄積条例草案 一枚 1

13-11-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
三年度歳入出追加予算ノ件②寄附申出ノ件
③入間郡鶴瀬村大正四年度歳入出予算議定
ノ件④入間郡鶴瀬村大正四年度罹災救助資
金歳入出予算議定ノ件⑤署名議員選挙ノ
件）

大正4年2月10日 竪帳 1

13-11-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正三年度歳入出追加予算表 竪帳 1

13-11-3 B議会･選挙 大正四年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算 竪帳 1

13-11-4 B議会･選挙
大正四年度埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資
金歳入出予算案

竪帳 1

13-12-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村税賦
課及徴収規程中改正ノ件②署名議員選挙ノ
件）

大正4年3月16日 竪帳 1

13-12-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村税賦課及徴収規程中改正 一枚 1

13-13 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①道路県費補助工事
申請ノ件②官有用水引用許可申出ノ件③署
名議員選挙ノ件）

大正4年6月25日 竪帳 1

13-14-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
三年度歳入出決算認定ノ件②入間郡鶴瀬村
大正三年度罹災救助資金歳入出決算認定ノ
件③入間郡鶴瀬村貧困児童就学保護規程設
定ノ件④入間郡鶴瀬村大正四年度歳入出追
加予算ノ件⑤寄附申出ノ件⑥署名議員選挙
ノ件）

大正4年7月29日 竪帳 1

13-14-2 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村大正三年度歳入歳出決
算

竪帳 1

13-14-3 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村大正三年度罹災救助資
金歳入出決算

竪帳 1

13-14-4 B議会･選挙 鶴瀬尋常高等小学校児童就学保護規程 一枚 1

13-14-5 B議会･選挙
鶴瀬尋常高等小学校児童就学保護規程取扱
細則

竪帳 1

13-14-6 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村大正四年度歳入出追加
予算表

一枚 1
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13-14-7 B議会･選挙 寄附取調表 大正4年7月31日 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

13-15-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村基本
財産蓄積条例改正再議ノ件②入間郡鶴瀬村
立鶴瀬尋常高等小学校基本財産蓄積条例設
定再議ノ件③署名議員選挙ノ件）

大正4年9月29日 竪帳 1

13-15-2 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学校
基本財産蓄積条例

一枚 1

13-15-3 B議会･選挙 鶴瀬村基本財産蓄積条例 一枚 1

13-16-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
四年度歳入出追加予算ノ件②本村第四区々
長及同代理者選任ノ件③署名議員選挙ノ
件）

大正4年10月19日 竪帳 1

13-16-2 B議会･選挙
大正四年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出追加
予算

一枚 1

13-17-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村役場書記定員
ニ関スル規程設定ノ件②本村役場吏員年功
加俸条例設定ノ件③本村学校高等科生徒授
業料徴収規程設定ノ件④入間郡鶴瀬村大正
四年度歳入出追加予算ノ件⑤入間郡鶴瀬村
罹災救助資金大正四年度歳入出追加予算ノ
件⑥本村区長及同代理者満期改選ノ件⑦署
名議員選挙ノ件）

大正5年1月19日 竪帳 1

13-17-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村書記定員ニ関スル規程 一枚 1

13-17-3 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村有給吏員年功加俸条例 竪帳 1

13-17-4 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正四年度歳入出追加予算 竪帳 1

13-17-5 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村大正四年度罹災救助資金歳入
出追加予算

一枚 1

13-18-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
四年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴瀬村
大正五年度歳入出予算議定ノ件③入間郡鶴
瀬村大正五年度罹災救助資金歳入出予算議
定ノ件④村長給料額ヲ定ムルノ件⑤助役給
料額ヲ定ムルノ件⑥収入役給料額ヲ定ムル
ノ件⑦署名議員選挙ノ件）

大正5年2月25日 竪帳 1

13-18-2 B議会･選挙 大正四年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算 竪帳 1
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13-18-3 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正五年度歳入出予算 竪帳 1 予算書添付

13-18-4 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村大正五年度罹災救助資金歳入
出予算

竪帳 1 予算書添付

13-19-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
四年度歳入出追加予算ノ件②本村書記ニ対
シ年功加俸給与ノ件③署名議員選挙ノ件）

大正5年3月11日 竪帳 1

13-19-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正四年度歳入出追加予算 竪帳 1 予算書添付

13-20 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（①本村々長退職申出
ノ件②署名議員選挙ノ件）

大正5年4月22日 竪帳 1

13-21 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（①本村有給村長選挙
ノ件②署名議員選挙ノ件）

大正5年4月28日 竪帳 1

13-22-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
四年度歳入出決算認定ノ件②入間郡鶴瀬村
大正四年度罹災救助資金歳入出決算認定ノ
件③入間郡鶴瀬村罹災救助資金貯蓄及管理
並支出方法規程中改正ノ件④鶴瀬村有給助
役選任ノ件⑤署名議員選挙ノ件）

大正5年7月28日 竪帳 1

13-22-2 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村大正四年度歳入歳出決
算

大正5年7月28日 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

13-22-3 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村大正四年度罹災救助資金歳入
出決算

大正5年7月28日提出 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

13-22-4 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村罹災救助資金貯蓄及管理並支
出方法規程第十三条及第十四条中左ノ通リ
改正ス

一枚 1

13-23-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
五年度歳入出追加予算ノ件②署名議員選挙
ノ件）

大正5年8月7日 竪帳 1

13-23-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正五年度歳入出追加予算 竪帳 1

13-24-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
五年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴瀬村
収入役代理者選任ノ件③署名議員選任ノ
件）

大正5年9月5日 竪帳 1

13-24-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正五年度歳入出追加予算 一枚 1

13-25 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村収入
役退職事由認定ノ件②入間郡鶴瀬村学務委
員選定ノ件③会議録署名議員選任ノ件）

大正5年10月13日 竪帳 1
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13-26 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村収入
役選定ノ件②会議録署名議員選挙ノ件）

大正5年11月16日 竪帳 1

13-27-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
五年度歳入出追加予算ノ件②署名議員選挙
ノ件）

大正5年12月26日 竪帳 1

13-27-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正五年度歳入出追加予算 竪帳 1

13-28 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村々税附加率
議定ノ件②村長給料額ヲ定ムルノ件③助役
給料額ヲ定ムルノ件④収入役給料額ヲ定ム
ルノ件⑤鶴瀬村大正六年度歳入出予算議定
ノ件⑥鶴瀬村大正六年度罹災救助資金歳入
出予算議定ノ件⑦会議録署名議員選挙ノ
件）

大正6年2月24日 竪帳 1

13-29 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村収入役ヲ定ム
ルノ件②本村収入役給料額ヲ定ムルノ件③
署名議員選挙ノ件）

大正6年4月2日 竪帳 1

13-30 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①村会議員・区長・
同代理者・学務委員退職理由認定ノ件②会
議録署名議員選挙ノ件）

大正6年6月2日 竪帳 1

13-31 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正六年度
歳入追加予算ノ件②村会議員・区長代理者
退職理由認定ノ件③道路県補助工事申請ノ
件④学齢児童就学出席奨励交付金受入ノ件
⑤本村収入役代理者退職理由認定ノ件⑥本
村収入役代理者選任ノ件⑦会議録署名議員
選挙ノ件）

大正6年6月26日 竪帳 1

13-32-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
五年度歳入出決算認定ノ件②入間郡鶴瀬村
大正五年度罹災救助資金歳入出決算認定ノ
件③会議録署名議員選挙ノ件）

大正6年8月9日 竪帳 1

13-32-2 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村大正五年度歳入出総計
決算

大正6年8月9日提出 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

13-32-3 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資金対象五年
度歳入出決算

大正6年8月9日提出 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

13-33-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
六年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴瀬村
大正六年度歳出更正予算ノ件③会議録署名
議員選挙ノ件

大正6年9月3日 竪帳 1
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13-33-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正六年度歳入出追加予算 竪帳 1 予算表添付

13-33-3 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正六年度歳出更正予算 竪帳 1 予算表添付

13-34-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
六年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴瀬村
大正六年度予算中流用ノ件③寄附申出ノ件
④会議録署名議員選挙ノ件）

大正7年1月28日 竪帳 1

13-34-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正六年度歳入出追加予算 竪帳 1 予算表添付

13-34-3 B議会･選挙 寄附取調表 一枚 1

13-35-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①村長給料額ヲ定ム
ルノ件②助役給料額ヲ定ムルノ件③収入役
給料額ヲ定ムルノ件④鶴瀬村大正七年度歳
入出予算認定ノ件⑤鶴瀬村大正七年度罹災
救助資金歳入出予算議定ノ件⑥寄附申出ノ
件⑦会議録署名議員選挙ノ件）

大正7年2月25日 竪帳 1

13-35-2 B議会･選挙
大正七年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
案

大正7年2月25日提出 埼玉県入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

13-35-3 B議会･選挙 寄附取調表 一枚 1

13-36-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正六年度
罹災救助資金歳入出追加予算議定ノ件②鶴
瀬村大正六年度歳入出追加予算議定ノ件③
鶴瀬村伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当
金支給規程設定ノ件④会議録署名議員選挙
ノ件）

大正7年3月29日 竪帳 1

13-36-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村伝染病予防救治ニ従事スル者
ノ手当金支給規程

竪帳 1

13-36-3 B議会･選挙
大正六年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出追加予算

一枚 1

13-36-4 B議会･選挙 大正六年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算 一枚 1

13-37 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村々長ニ対シ年
功加俸支給ノ件②本村書記ニ対シ年功加俸
支給ノ件③会議録署名議員選挙ノ件）

大正7年4月30日 竪帳 1

13-38-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
七年度歳入出追加予算ノ件②入間郡鶴瀬村
諸給与規程中改正ノ件③学校基本財産土地
貸付ノ件④会議録署名議員選挙ノ件）

大正7年5月24日 竪帳 1
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13-38-2 B議会･選挙
大正七年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出追加
予算案

一枚 1

13-38-3 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村諸給与規程中改正規程案 竪帳 1

13-39-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正六年歳
入出決算認定ノ件②鶴瀬村罹災救助資金歳
入出決算認定ノ件③本村々税賦課及徴収規
程中改正ノ件④会議録署名議員選挙ノ件）

大正7年8月6日 竪帳 1

13-39-2 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村大正六年度歳入出決算 竪帳 1

13-39-3 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資金大正六年
度歳入出決算

竪帳 1

13-39-4 B議会･選挙 村税賦課徴収規程中改正案 一枚 1

13-40-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正七年度
歳入出追加予算ノ件②会議録署議員選挙ノ
件）

大正7年10月16日 竪帳 1

13-40-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正七年度歳入出追加予算 竪帳 1

13-41-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村大正七年度歳
入出追加予算議定ノ件②村長給料額ヲ定ム
ルノ件③助役給料額ヲ定ムルノ件④収入役
給料額ヲ定ムルノ件⑤諸給与規程中改正ノ
件⑥書記定員ニ関スル規程中改正ノ件⑦本
村々税徴収規程中改正ノ件⑧会議録署名議
員選挙ノ件）

大正7年11月14日 竪帳 1

13-41-2 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村大正七年度歳入出追加予算
表）

竪帳 1

13-41-3 B議会･選挙 鶴瀬村書記定員ニ関スル規程中改正 一枚 1
13-41-4 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村税賦課及徴収規程中改正 一枚 1

13-42-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①村長給料額ヲ定ム
ルノ件②助役給料額ヲ定ムルノ件③収入役
給料額ヲ定ムルノ件④大正八年度本村歳入
出予算議定ノ件⑤大正八年度本村罹災救助
資金歳入出予算議定ノ件⑥会議録署名議員
選挙ノ件）

大正8年2月27日 竪帳 1

13-42-2 B議会･選挙
大正八年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
書

埼玉県入間郡鶴瀬村 竪帳 1

13-42-3 B議会･選挙
大正八年度埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資
金歳入出予算書

埼玉県入間郡鶴瀬村 竪帳 1
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13-43-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①本村大正七年度歳
入出追加予算ノ件②会議録署名議員選挙ノ
件）

大正8年3月26日 竪帳 1

13-43-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村大正七年度歳入出追加予算 竪帳 1

13-44-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村大正
七年度歳入出決算認定ノ件②入間郡鶴瀬村
大正七年度罹災救助資金歳入出決算認定ノ
件③入間郡鶴瀬村諸給与規程中改正ノ件④
会議録署名議員選挙ノ件）

大正8年7月30日 竪帳 1

13-44-2 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村大正七年度歳入出決算 竪帳 1

13-44-3 B議会･選挙
埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資金大正七年
度歳入出決算

竪帳 1

13-44-4 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村諸給与規程中改正 一枚 1

13-45-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①大正八年度本村歳
入出追加予算ノ件②村税制限外課税ノ義ニ
付許可稟請ノ件③会議録署名議員選挙ノ
件）

大正8年8月15日 竪帳 1

13-45-2 B議会･選挙 大正八年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算 竪帳 1

13-46-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①鶴瀬村大正八年度
歳入出追加予算ノ件②村税徴収期ニ関スル
件③会議録署名議員選挙ノ件）

大正8年9月2日 竪帳 1

13-46-2 B議会･選挙
大正八年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出追加
予算

一枚 1

13-47-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①入間郡鶴瀬村諸給
与規程中改正ノ件②入間郡鶴瀬村大正八年
度歳入出追加予算ノ件③寄附申出ノ件④会
議録署名議員選挙ノ件）

大正8年12月20日 竪帳 1

13-47-2 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村諸給与規程中改正 一枚 1

13-47-3 B議会･選挙 大正八年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算案 竪帳 1

13-47-4 B議会･選挙 寄附取調表 一枚 1
14 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会議録 大正15年～昭和6年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
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14-1-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①村長給料額ヲ定ム
ルノ件②助役給料額ヲ定ムルノ件③収入役
給料額ヲ定ムルノ件④大正十五年度村税賦
課率決定ノ件⑤大正十五年度本村歳入出予
算議定ノ件⑥大正十五年度本村罹災救助資
金歳入出予算議定ノ件⑦書記ニ年功加俸支
給ノ件⑧出納臨時検査立会議員選挙ノ件⑨
本村歳計現金預入銀行承認ノ件⑩会議録署
名議員選挙ノ件

大正15年2月28日 竪帳 1

14-1-2 B議会･選挙 大正十五年度鶴瀬村税賦課率 一枚 1

14-1-3 B議会･選挙 大正十五年度入間郡鶴瀬村歳入出予算書 大正15年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-1-4 B議会･選挙
大正十五年度鶴瀬村罹災救助資金歳入出予
算書

大正15年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-2-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①大正十五年度鶴瀬
村歳入出第一回追加予算議定ノ件②鶴瀬村
立農業補修学校名称改称ノ件③鶴瀬村立青
年訓練所設置規程制定ノ件④会議録署名議
員選挙ノ件）

大正15年6月18日 竪帳 1

14-2-2 B議会･選挙
大正十五年度入間郡鶴瀬村歳入出第一回追
加予算書

竪帳 1

14-2-3 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬公民学校学則 竪帳 1
14-2-4 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村立青年訓練所規則 竪帳 1

14-4-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①大正十五年度入間
郡鶴瀬村歳入出第二回追加予算議定ノ件②
大正十五年度入間郡鶴瀬村歳入第一回更正
予算議定ノ件③大正十四年度入間郡鶴瀬村
歳入出決算認定ノ件④大正十四年度入間郡
鶴瀬村罹災救助資金歳入出決算認定ノ件⑤
会議録署名議員選挙ノ件）

大正15年9月4日 竪帳 1

14-4-2 B議会･選挙
大正十五年度入間郡鶴瀬村歳入出第二回追
加予算書

大正15年9月4日提出 竪帳 1

14-4-3 B議会･選挙 大正十五年度入間郡鶴瀬村歳入更正予算書 竪帳 1

14-4-4 B議会･選挙
提出書（大正十四年度入間郡鶴瀬村歳入出
決算書）

大正15年8月7日 鶴瀬村　収入役　常岡角蔵
鶴瀬村長　加治彦三
郎

竪帳 1

14-4-5 B議会･選挙
大正十四年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳
入出決算

竪帳 1
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14-5-1 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録（①大正十五年度鶴瀬
村歳入出第三回追加予算議定ノ件②川越警
察庁舎改築費大正十六年度ニ於テ埼玉県ヘ
寄附ニ関スル件③道路改修工事地元請負ニ
関シ益金処分並ニ損金負担ニ関スル件④会
議録署名議員選挙ノ件）

大正11年11月9日 竪帳 1

14-5-2 B議会･選挙 議案 一枚 1

14-5-3 B議会･選挙
大正十五年度入間郡鶴瀬村歳入出第三回追
加予算書

大正11年11月9日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-6-1 B議会･選挙

昭和二年第一回鶴瀬村会議録（①特別地税
ノ賦課率ニ関スル件②特別地税ノ賦課期日
徴収期日ニ関スル件③延滞金ノ割合ニ関ス
ル件④村長給料額ヲ定ムルノ件⑤助役給料
額ヲ定ムルノ件⑥収入役給料額ヲ定ムルノ
件⑦昭和二年度鶴瀬村歳入出予算議定ノ件
⑧昭和二年度鶴瀬村罹災救助資金歳入出予
算議定ノ件⑨鶴瀬村特別税戸数割条例設定
ノ件⑩鶴瀬村督促手数料条例改正ノ件⑪鶴
瀬村税賦課徴収規程改正ノ件⑫鶴瀬村歳計
現金預入規程設定ノ件⑬鶴瀬村税賦課ニ関
スル件⑭補助ヲ為スノ件⑮会議録署名議員
選挙ノ件）

昭和2年2月28日 竪帳 1

14-6-2 B議会･選挙 議案第一号　特別地税ノ賦課率ニ関スル件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-3 B議会･選挙 特別地税ノ賦課率 一枚 1

14-6-4 B議会･選挙
議案第二号　特別地税ノ賦課期日徴収期日
ニ関スル件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-6-5 B議会･選挙 議案第三号　延滞金ノ割合ニ関スル件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-6-6 B議会･選挙 議案第四号　村長給料額ヲ定ムルノ件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-6-7 B議会･選挙 議案第五号　助役給料額ヲ定ムルノ件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-8 B議会･選挙 議案第六号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-9 B議会･選挙
議案第七号　昭和二年度鶴瀬村歳入出予算
議定ノ件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-10 B議会･選挙
昭和弐年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
書

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-6-11 B議会･選挙
議案第八号　昭和二年度鶴瀬村罹災救助資
金歳入出予算議定ノ件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-12 B議会･選挙
昭和二年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
歳出予算書

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1
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14-6-13 B議会･選挙
議案第九号　鶴瀬村特別税戸数割条例設定
ノ件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-14 B議会･選挙 鶴瀬村特別税戸数割条例 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-6-15 B議会･選挙
議案第十号　鶴瀬村督促手数料条例改正ノ
件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-16 B議会･選挙 鶴瀬村督促手数料条例 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-17 B議会･選挙
議案第十一号　鶴瀬村税賦課徴収規程改正
ノ件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-18 B議会･選挙 鶴瀬村税賦課徴収規程 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-6-19 B議会･選挙
議案第十二号　鶴瀬村歳計現金預入規程設
定ノ件

昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-20 B議会･選挙 鶴瀬村歳計現金預入規程 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-21 B議会･選挙 議案第十三号　鶴瀬村税賦課ニ関スル件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-22 B議会･選挙 村税賦課ニ関スル件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-6-23 B議会･選挙 議案第十四号　補助ヲ為スルノ件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-6-24 B議会･選挙 議案第十五号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和2年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-7-1 B議会･選挙

昭和二年第二回鶴瀬村会議録（①大正十五
年度昭和元年度鶴瀬村歳入歳出第二回更正
予算議定ノ件②大正十五年度昭和元年度鶴
瀬村歳入歳出第四回追加予算議定ノ件③村
費ヨリ寄附ヲ為スノ件④本村県税家屋税調
査委員設置規程設定ノ件⑤本村吏員及名誉
職員表彰規程設定ノ件⑥出納臨時検査立会
議員選挙ノ件⑦会議録署名議員選挙ノ件）

昭和2年3月31日 竪帳 1

14-7-2 B議会･選挙
第一号議案　大正十五年度昭和元年度鶴瀬
村歳入歳出第二回更正予算ノ件

昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-7-3 B議会･選挙
大正十五年昭和元年度鶴瀬村歳入歳出更正
予算（第二回）

昭和2年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-7-4 B議会･選挙
第二号議案　大正十五年昭和元年度鶴瀬村
歳入歳出第四回追加予算議定ノ件

昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-7-5 B議会･選挙
大正十五年昭和元年度入間郡鶴瀬村歳入歳
出（第四回）追加予算

昭和2年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-7-6 B議会･選挙 第三号議案　村費ヨリ寄附ヲ為スノ件 昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-7-7 B議会･選挙
第四号議案　本村県税家屋税調査委員設置
規程設定ノ件

昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-7-8 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村県税家屋税調査委員設置規程 一枚 1

14-7-9 B議会･選挙
第五号議案　本村吏員及名誉職員表彰規程
設定ノ件

昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
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14-7-10 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村吏員及名誉職員表彰規程設 一枚 1

14-7-11 B議会･選挙
第六号議案　出納臨時検査立会議員選挙ノ
件

昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-7-12 B議会･選挙 第七号議案　会議録署名議員選挙ノ件 昭和2年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-8-1 B議会･選挙

昭和二年第三回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村特
別税戸数割調査委員満期改選ノ件②鶴瀬県
税家屋税調査委員選挙ノ件③鶴瀬村歳計現
金預入規定中改正ノ件④村費ヨリ寄附ヲナ
スノ件⑤前本村小学校長ヘ慰労金贈呈ノ件
⑥昭和二年度県税家屋税賦課ニ関スル等差
設定ノ件⑦会議録署名議員選挙ノ件）

昭和2年5月2日 竪帳 1

14-8-2 B議会･選挙

①第一号議案　鶴瀬村特別税戸数割調査委
員満期改選ノ件
②第二号議案　鶴瀬村県税家屋税調査委員
選挙ノ件

昭和2年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-8-3 B議会･選挙
第三号議案　鶴瀬村歳計現金預入規定中改
正ノ件

昭和2年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-8-4 B議会･選挙 第四号議案　村費ヨリ寄附ヲナスノ件 昭和2年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-8-5 B議会･選挙
第五号議案　前本村小学校長ヘ慰労金贈呈
ノ件

昭和2年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-8-6 B議会･選挙
第六号議案　昭和二年度県税家屋税賦課ニ
関スル等差議案

昭和2年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-8-7 B議会･選挙 第七号議案　会議録署名議員選挙ノ件 昭和2年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-1 B議会･選挙

昭和二年第四回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村特
別税戸数割条例中改正ノ件②鶴瀬村特別税
戸数割条例第二条ニヨル昭和二年度本村特
別税戸数割賦課範囲ヲ定ムルノ件③鶴瀬村
特別税戸数割条例第四条ニヨル控除額ヲ定
ムルノ件④資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課スヘ
キ資力算定方法ヲ定ムルノ件⑤戸数割納税
義務者ノ資力決定ノ件⑥鶴瀬停車場ヨリ村
内字勝瀬ニ至ル村道新設ニ付県費補助請願
ノ件⑦本村基本財産土地壱反歩ヲ入間郡乾
繭販売利用組合乾繭場敷地トシテ同組合ヘ
寄附ノ件⑧会議録署名議員選挙ノ件）

昭和2年7月15日 竪帳 1

14-9-2 B議会･選挙
第一号議案　鶴瀬村特別税戸数割条例中改
正条例ノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
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14-9-3 B議会･選挙

第二号議案　鶴瀬村特別税戸数割条例第二
条ニヨル昭和二年度本村特別税戸数割賦課
範囲ヲ定ムルノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-4 B議会･選挙
第三号議案　鶴瀬村特別税戸数割条例第四
条ニヨル控除額ヲ定ムルノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-5 B議会･選挙
第四号議案　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課ス
ヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-6 B議会･選挙
第五号議案　戸数割納税義務者ノ資力決定
ノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-7 B議会･選挙 特別税戸数割納税義務者資力算定調書 竪帳 1

14-9-8 B議会･選挙
第六号議案　鶴瀬停車場ヨリ村内字勝瀬ニ
至ル村道新設ニ付県費補助請願ノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-9 B議会･選挙

第七号議案　本村基本財産土地一段歩ヲ入
間郡乾繭販売利用組合乾繭場敷地トシテ同
組合ヘ寄附ノ件

昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-9-10 B議会･選挙 第八号議案　会議録署名議員選挙ノ件 昭和2年7月15日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-10-1 B議会･選挙

昭和二年第五回鶴瀬村会議録（①大正十五
年昭和元年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決
算認定ノ件②大正十五年昭和元年埼玉県入
間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出決算認定ノ
件③昭和二年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出
（第一回）追加更正予算議定ノ件④会議録
署名議員選挙ノ件）

昭和2年9月12日 竪帳 1

14-10-2 B議会･選挙
第一号議案　大正十五年昭和元年度埼玉県
鶴瀬村歳入出決算認定ノ件

昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-10-3 B議会･選挙
大正十五年昭和元年度埼玉県入間郡鶴瀬村
歳入出決算

昭和2年8月9日
入間郡鶴瀬村収入役　常岡角
蔵

入間郡鶴瀬村　加治
彦三郎

竪帳 1

14-10-4 B議会･選挙

第二号議案　大正十五年昭和元年度埼玉県
入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出決算認定
ノ件

昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-10-5 B議会･選挙
大正十五年昭和元年度埼玉県入間郡鶴瀬村
罹災救助資金歳入出決算

昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-10-6 B議会･選挙
第三号議案　昭和二年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加更正予算議定ノ件

昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-10-7 B議会･選挙
昭和弐年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出追加
更正予算（第一回）

昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-10-8 B議会･選挙 第四号議案　会議録署名議員選挙ノ件 昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-11-1 B議会･選挙

昭和二年第六回鶴瀬村会議録（①鶴瀬消防
組々織改正ノ件②会議録署名議員選挙ノ
件）

昭和2年10月7日 竪帳 1
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14-11-2 B議会･選挙 第一号議案　鶴瀬消防組々織改正ノ件 昭和2年10月7日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 2
14-11-3 B議会･選挙 第二号議案　会議録署名議員選挙ノ件 昭和2年10月7日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-12-1 B議会･選挙

昭和三年第一回鶴瀬村会議録（①本村区長
及同代理者満期改選ノ件②会議録署名議員
選挙ノ件）

昭和3年1月19日 竪帳 1

14-12-2 B議会･選挙 議案第一号　区長、区長代理者推薦ノ件 昭和3年1月19日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-13-1 B議会･選挙

昭和三年第二回鶴瀬村会議録（①本村区長
及同代理者当選辞任ニ付後任者選任ノ件②
村費ヨリ寄附ヲ為スノ件③出納臨時検査立
会議員選挙ノ件④鶴瀬村歳計現金預入規程
設定ノ件⑤特別地税ノ賦課率ニ関スル件⑥
特別地税ノ賦課期日徴収期日ニ関スル件⑦
村長給料額ヲ定ムルノ件⑧助役給料額ヲ定
ムルノ件⑨収入役給料額ヲ定ムルノ件⑩昭
和三年度鶴瀬村歳入出予算議定ノ件⑪昭和
三年度鶴瀬村罹災救助資金歳入出予算議定
ノ件⑫村税賦課ニ関スル件⑬補助ヲ為スノ
件⑭会議録署名議員選挙ノ件）

昭和3年2月28日 竪帳 1

14-13-2 B議会･選挙 通知書（本村第一区々長当選通知） 昭和3年1月19日 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-3 B議会･選挙 辞退届（本村第一区々長当選辞退届） 昭和3年1月20日
入間郡鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

14-13-4 B議会･選挙 通知書（本村第一区々長代理者当選通知） 昭和3年1月19日 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-5 B議会･選挙
辞退書（本村第一区々長代理者当選辞退
届）

昭和3年1月21日
入間郡鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

14-13-6 B議会･選挙 通知書（本村第四区々長当選通知） 昭和3年1月19日 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-7 B議会･選挙 （本村第四区々長当選辞退届届） 昭和3年1月21日
入間郡鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

14-13-8 B議会･選挙 通知書（本村第四区々長代理者当選通知） 昭和3年1月19日 入間郡鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-9 B議会･選挙 議案第一号　区長、区長代理者推薦ノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-10 B議会･選挙 議案第二号　村費ヨリ寄附ヲ為スノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-11 B議会･選挙
議案第三号　出納臨時検査立会議員選挙ノ
件

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-12 B議会･選挙 推薦書（出納臨時検査立会議員指名推薦） 昭和3年2月28日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
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14-13-13 B議会･選挙
議案第四号　鶴瀬村歳計現金預入規程設定
ノ件

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-14 B議会･選挙 議案第五号　特別地税ノ賦課率ニ関スル件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-15 B議会･選挙
議案第六号　特別地税ノ賦課期日徴収期日
ニ関スル件

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-16 B議会･選挙 議案第七号　村長給料額ヲ定ムルノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-13-17 B議会･選挙 議案第八号　助役給料額ヲ定ムルノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-18 B議会･選挙 議案第九号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-19 B議会･選挙
議案第十号　昭和三年度鶴瀬村歳入出予算
議定ノ件

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-20 B議会･選挙
昭和三年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
書

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-13-21 B議会･選挙
議案第十一号　昭和三年度鶴瀬村罹災救助
資金歳入出予算議定ノ件

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-22 B議会･選挙
昭和三年度埼玉県入間郡鶴瀬村罹災救助資
金歳入出予算書

昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-13-23 B議会･選挙 議案第十二号　村税賦課ニ関スル件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-13-24 B議会･選挙 議案第十三号　補助ヲ為スノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-13-25 B議会･選挙 議案第十四号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-14-1 B議会･選挙

昭和三年第二回鶴瀬村会議録（①入間郡鶴
瀬村諸給与規程中改正ノ件②会議録署名議
員選挙ノ件）

昭和3年4月20日 竪帳 1

14-14-2 B議会･選挙
議案第十五号　入間郡鶴瀬村諸給与規程中
改正ノ件

昭和3年4月20日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-14-3 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村諸給与規程中改正 一枚 1

14-14-4 B議会･選挙 議案第十六号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年4月20日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-15-1 B議会･選挙

昭和三年第三回鶴瀬村会議録（①昭和三年
度県税家屋税賦課ニ関スル等差設定ノ件②
村道新設ニ付県費補助請願ノ件③本村第二
区長代理者死亡ニ付後任者選定ノ件④本村
県税家屋税調査委員並ニ特別税戸数割調査
委員退職申出ニ付認定並ニ後任者選定ノ件
⑤会議録署名議員選挙ノ件）

昭和3年5月29日 竪帳 1

14-15-2 B議会･選挙
議案第一七号　昭和三年度県税家屋税賦課
ニ関スル等差議案

昭和3年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
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14-15-3 B議会･選挙

議案第一八号　村道（鶴瀬停車場ヨリ村内
大字勝瀬ニ至ル）新設ニ付県費補助請願ノ
件

昭和3年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-15-4 B議会･選挙 議案第一九号　区長代理者推薦ノ件 昭和3年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-15-5 B議会･選挙
議案第二〇号　家屋税調査委員並ニ特別税
戸数割調査委員選定ノ件

昭和3年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-15-6 B議会･選挙 議案第二一号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-16-1 B議会･選挙 第八四六号　（村会招集告知） 昭和3年7月8日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-16-2 B議会･選挙

昭和三年第四回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村特
別税戸数割条例第二条ニヨル昭和三年度戸
数割賦課範囲ヲ定ムルノ件②鶴瀬村特別税
戸数割条例第四条ニヨル控除額ヲ定ムルノ
件③資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力
算定方法ヲ定ムルノ件④戸数割納税義務者
ノ資力決定⑤会議録署名議員選挙ノ件）

昭和3年7月11日 竪帳 1

14-16-3 B議会･選挙

議案第二二号　鶴瀬村特別税戸数割条例第
二条ニヨル昭和三年度戸数割賦課範囲ヲ定
ムルノ件

昭和3年7月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-16-4 B議会･選挙
議案第二三号　鶴瀬村特別税戸数割条例第
四条ニヨル控除額ヲ定ムルノ件

昭和3年7月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-16-5 B議会･選挙
議案第二四号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和3年7月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-16-6 B議会･選挙
昭和三年度分　戸数割納税義務者資力算定
調書

竪帳 1

14-16-7 B議会･選挙 議案第二六号　会議録署名議員選挙 昭和3年7月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-17-1 B議会･選挙 議発第八七八号　（村会招集告知） 昭和3年7月14日 鶴瀬村長　加治彦三郎 村会議員十二名各位 一枚 1

14-17-2 B議会･選挙

昭和三年第五回鶴瀬村村会議録（①本村々
長満期ニ付改選ノ件②会議録署名議員選挙
ノ件）

昭和3年7月18日 竪帳 1

14-17-3 B議会･選挙 議案第二七号　本村々長満期ニ付改選ノ件 昭和3年7月18日提出 鶴瀬村助役　塩野仙右衛門 一枚 1

14-17-4 B議会･選挙 議案第二八号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年7月18日提出 鶴瀬村助役　塩野仙右衛門 一枚 1

14-18-1 B議会･選挙

昭和三年度第六回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村
長及助役有給条例廃止条例ノ件②鶴瀬村助
役有給条例制定ノ件③会議録署名議員選挙
ノ件）

昭和3年7月23日 竪帳 1

14-18-2 B議会･選挙
議案第二九号　鶴瀬村長及助役有給条例廃
止条例ノ件

昭和3年7月23日提出 鶴瀬村助役　塩野仙右衛門 一枚 1
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14-18-3 B議会･選挙
議案第三〇号　鶴瀬村助役有給条例制定ノ
件

昭和3年7月23日提出 鶴瀬村助役　塩野仙右衛門 一枚 1

14-18-4 B議会･選挙 議案第三一号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年7月23日提出 鶴瀬村助役　塩野仙右衛門 一枚 1

14-19-1 B議会･選挙

昭和三年第七回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村条
例改正条例ノ件②会議録署名議員選挙ノ
件）

昭和3年8月13日 竪帳 1

14-19-2 B議会･選挙 議案第三二号　鶴瀬村条例改正条例ノ件 昭和3年8月13日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野仙右衛門

竪帳 1

14-19-3 B議会･選挙 議案第三三号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年8月13日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野仙右衛門

一枚 1

14-20-1 B議会･選挙
昭和三年第八回鶴瀬村会議録（①本村村長
選挙ノ件②会議録署名議員選挙ノ件）

昭和3年8月25日 竪帳 1

14-20-2 B議会･選挙
議案第一〇二一号　（村長任期満了、欠員
ニ付選挙実施願）

昭和3年8月25日
入間郡鶴瀬村長代理　鶴瀬村
助役　塩野仙右衛門

入間郡鶴瀬村会 一枚 1

14-20-3 B議会･選挙 選挙第一号　選挙書（村長選挙当選者） 昭和3年8月26日選挙
入間郡鶴瀬村会議長　鶴瀬村
長代理　鶴瀬村助役　塩野仙
右衛門

一枚 1

14-21-1 B議会･選挙

昭和三年第九回鶴瀬村会議録（①本村助役
（有給）ヲ定ムルノ件②会議録署名議員選
挙ノ件）

昭和3年8月31日 竪帳 1

14-21-2 B議会･選挙 議案第三五号　助役推薦ノ件 昭和3年8月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定

14-21-3 B議会･選挙 議案第三六号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和3年8月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-22-1 B議会･選挙

昭和三年第十回鶴瀬村会議録（①昭和三年
度鶴瀬村歳入歳出第一回追加更正予算議定
ノ件②村長報酬額ヲ定ムルノ件③助役給料
額ヲ定ムルノ件）

昭和3年9月24日 竪帳 1

14-22-2 B議会･選挙
議案第三七号　昭和三年度鶴瀬村歳入歳出
第一回追加更正予算議定ノ件

昭和3年9月24日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日議決

14-22-3 B議会･選挙
昭和三年度鶴瀬村歳入出第一回追加更正予
算書

昭和3年9月24日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-22-4 B議会･選挙 議案第三八号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和3年9月24日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日議決

14-22-5 B議会･選挙 議案第三九号　助役給料額ヲ定ムルノ件 昭和3年9月24日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日議決

14-23-1 B議会･選挙 議発第八八号　（村会招集告知） 昭和4年1月21日 鶴瀬村長　加治彦三郎 村会議員 一枚 1

14-23-2 B議会･選挙

昭和四年第一回鶴瀬村会議録（①補助ヲ為
スノ件②昭和三年度鶴瀬村歳入出第一回追
加更正予算議定ノ件③寄附ヲ為スノ件

昭和4年1月25日 竪帳 1
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14-23-3 B議会･選挙 議案第一号　補助ヲ為スノ件 昭和4年1月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 原案可決

14-23-4 B議会･選挙
議案第二号　昭和三年度鶴瀬村歳入出第二
回追加更正予算議定ノ件

昭和4年1月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 原案可決

14-23-5 B議会･選挙
昭和三年度入間郡鶴瀬村歳入出第二回追加
更正予算書

昭和4年1月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-23-6 B議会･選挙 議案第三号　寄附ヲ為スノ件 昭和4年1月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 原案可決
14-24-1 B議会･選挙 議発第二一九号　（村会招集告知） 昭和4年2月27日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-24-2 B議会･選挙

昭和四年第二回鶴瀬村会議録（①昭和二年
度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件②昭和
二年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出決
算認定ノ件③村長俸酬額ヲ定ムルノ件④助
役給料額ヲ定ムルノ件⑤収入役給料額ヲ定
ムルノ件⑥昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入出
予算議定ノ件⑦昭和四年度入間郡鶴瀬村罹
災救助資金歳入出予算議定ノ件⑧村税賦課
率ニ関スル件⑨特別地税ノ賦課率ニ関スル
件⑩特別地税ノ賦課期日徴収期日ニ関スル
件⑪鶴瀬村歳計現金預入規程設定ノ件⑫出
納臨時検査立会議員選挙ノ件⑬補助ヲ為ス
ノ件⑭学務委員満期改選ノ件⑮昭和三年度
入間郡鶴瀬村歳入出第三回追加予算議定ノ
件）

昭和4年2月25日 竪帳 1

14-24-3 B議会･選挙
議決第四号　昭和二年度入間郡鶴瀬村歳入
出決算認定ノ件

昭和4年3月6日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-4 B議会･選挙 昭和二年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算 昭和3年7月5日
入間郡鶴瀬村収入役　常岡角
蔵

入間郡鶴瀬村長　加
治彦三郎

竪帳 1

14-24-5 B議会･選挙
議決第五号　昭和二年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和4年3月6日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-6 B議会･選挙
昭和二年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出決算書

昭和4年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-24-7 B議会･選挙 議決第六号　村長俸酬額ヲ定ムルノ件 昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-8 B議会･選挙 議決第七号　助役給料額ヲ定ムルノ件 昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-9 B議会･選挙 議決第八号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-10 B議会･選挙
議案第九号　昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入
出予算議定ノ件

昭和4年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 昭和4年3月1日議決

14-24-11 B議会･選挙 昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入出予算書 昭和4年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-24-12 B議会･選挙
議決第十号　昭和四年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出予算議定ノ件

昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出
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14-24-13 B議会･選挙
昭和四年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出予算書

昭和4年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-24-14 B議会･選挙 議決第一一号　村税賦課率ニ関スル件 昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-15 B議会･選挙
議決第一二号　特別地税ノ賦課率ニ関スル
件

昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-16 B議会･選挙
議決第一三号　特別地税ノ賦課期日徴収期
日ニ関スル件

昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-17 B議会･選挙
議決第一四号　鶴瀬村歳計現金預入規程設
定ノ件

昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-18 B議会･選挙 議決第一六号　補助ヲ為スノ件 昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-19 B議会･選挙
議決第一八号　昭和三年度入間郡鶴瀬村歳
入出第三回追加予算議定ノ件

昭和4年3月1日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
昭和4年2月25日提
出

14-24-20 B議会･選挙
昭和三年度入間郡鶴瀬村歳入出第三回追加
予算書

昭和4年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-25-1 B議会･選挙 議発第三五六号　（村会招集告知） 昭和4年3月28日 鶴瀬村長　加治彦三郎 村会議員十一名 一枚 1

14-25-2 B議会･選挙

昭和四年度第三回鶴瀬村会議録（①鶴瀬小
学校財産充用及積戻ニ関スル規程設定ノ件
②本村第一区長死亡ニ付後任者選任ノ件③
本村第四区長退職理由認定並ニ後任者選任
ノ件④入間郡鶴瀬村諸給与規程改正ノ件）

昭和4年3月31日 竪帳 1

14-25-3 B議会･選挙
議決第一九号　鶴瀬小学校基本財産充用及
積戻ニ関スル規程

昭和4年3月31日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-25-4 B議会･選挙 積戻年次表　本村小学校基本財産 一枚 1
14-25-5 B議会･選挙 議案第二〇号　区長推薦書 昭和4年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-25-6 B議会･選挙
議案第二一号　第四区長退職理由認定及ビ
後任者推薦ノ件

昭和4年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-25-7 B議会･選挙 退職届（第四区長退職） 昭和4年3月25日 一枚 1
14-25-8 B議会･選挙 区長推薦書（第四区長推薦） 昭和4年3月31日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-25-9 B議会･選挙
議決第二二号　入間郡鶴瀬村諸給与規程中
改正規程

昭和4年3月31日議決 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-26-1 B議会･選挙 議発第五〇六号　（村会招集告知） 昭和4年4月29日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-26-2 B議会･選挙 議発第五〇七号　（村会議案追加告知） 昭和4年5月2日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

-　54　-



旧鶴瀬村行政文書目録
番号 分類 表題・内容 年代 差出・作成 受取 形態 数量 備考

14-26-3 B議会･選挙

昭和四年第四回鶴瀬村会議録（①本村収入
役ヲ定ムルノ件②鶴瀬村小学校財産充用及
積戻ニ関スル規程設定ノ件③家屋税並ニ戸
数割調査委員ヲ定ムルノ件④昭和四年度入
間郡鶴瀬村歳入出第一回追加更正予算議定
ノ件⑤出納臨時検査立会議員選挙ノ件）

昭和4年5月2日 竪帳 1

14-26-4 B議会･選挙 議案第二三号　収入役推薦書 昭和4年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定

14-26-5 B議会･選挙
議案第二四号　鶴瀬村小学校財産充用及積
戻ニ関スル規程

昭和4年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 原案可決

14-26-6 B議会･選挙 積戻年次表　本村小学校基本財産 一枚 1

14-26-7 B議会･選挙
議案第二五号　家屋税並戸数割調査委員推
薦書

昭和4年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日決定

14-26-8 B議会･選挙
議決第二六号　昭和四年度入間郡鶴瀬村歳
入出第一回追加更正予算議定ノ件

昭和4年5月2日原案可決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-26-9 B議会･選挙
昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入出第一回追加
更正予算書

昭和4年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-26-10 B議会･選挙
議案第二七号　出納臨時検査立会議員推薦
書

昭和4年5月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定

14-27-1 B議会･選挙

昭和四年第五回鶴瀬村会議録（①昭和四年
度県税家屋税賦課ニ関スル等差設定ノ件②
村道新設ニ付県費補助請願ノ件③本村収入
役代理吏員選任ノ件）

昭和4年5月29日 竪帳 1

14-27-2 B議会･選挙
議決第二八号　昭和四年度県税家屋税賦課
ニ関スル等差

昭和4年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 原案可決

14-27-3 B議会･選挙

議決第二九号　村道（鶴瀬停車場ヨリ村内
大字勝瀬ニ至ル）新設ニ付県費補助請願ノ
件

昭和4年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定

14-27-4 B議会･選挙 議案第三〇号　収入役代理吏員推薦書 昭和4年5月29日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定
14-28-1 B議会･選挙 議発第九〇二号　（村会招集告知） 昭和4年7月9日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-28-2 B議会･選挙

昭和四年度第六回鶴馬村会議録（①資産ノ
状況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定方法ヲ
定ムルノ件②戸数割納税義務者ノ資力決定
ノ件③昭和三年度入間郡鶴瀬村歳入出決算
認定ノ件④昭和三年度入間郡鶴瀬村罹災救
助資金歳入出決算認定ノ件⑤鶴瀬村々道路
線廃止ノ件）

昭和4年7月12日 竪帳 1

14-28-3 B議会･選挙
議決第三一号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和4年7月12日提出議決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-28-4 B議会･選挙
議決第三二号　戸数割納税義務者ノ資力決
算ノ件

昭和4年7月12日提出議決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
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14-28-5 B議会･選挙 戸数割納税義務者資力調書 竪帳 1

14-28-6 B議会･選挙
議決第三三号　昭和三年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件

昭和4年7月12日提出議決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-28-7 B議会･選挙 昭和三年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算 昭和4年6月19日 鶴瀬村収入役　常岡角蔵
鶴瀬村長　加治彦三
郎

竪帳 1

14-28-8 B議会･選挙
議決第三四号　昭和三年度入間郡鶴瀬村罹
災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和4年7月12日提出議決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-28-9 B議会･選挙
昭和三年度入間郡鶴瀬村罹災救助金歳入出
決算書

昭和4年7月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-28-10 B議会･選挙
議案第三五号　勅令第四百七十四号ニ依リ
村道路線廃止諮問

昭和4年7月12日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-28-11 B議会･選挙 路線廃止調書 一枚 1

14-28-12 B議会･選挙 答申書（路線廃止異議無し） 昭和4年7月12日
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　加
治彦三郎

鶴瀬村長　加治彦三
郎

一枚 1

14-29-1 B議会･選挙 議発第一一八四号　（村会招集告知） 昭和4年9月13日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-29-2 B議会･選挙 議発第一二〇七号　（村会議案追加告知） 昭和4年9月17日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-29-3 B議会･選挙

昭和四年第五回鶴瀬村会議録（①小学校舎
増築ニ関スル件②起債ノ件③昭和四年度鶴
瀬村歳入出第二回追加予算議定ノ件④鶴瀬
村基本財産充用及積戻ニ関スル規程設定ノ
件⑤鶴瀬村小学校基本財産充用及積戻ニ関
スル規程設定ノ件）

昭和4年9月17日 竪帳 1

14-29-4 B議会･選挙 議決第三六号　小学校舎増築ニ関スル件 昭和4年9月17日原案可決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-29-5 B議会･選挙 議決第三七号　起債ノ件 昭和4年9月17日原案可決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-29-6 B議会･選挙 逓信省資金年賦償還額（六分） 一枚 1
14-29-7 B議会･選挙 教育資金年賦償還額（五分） 一枚 1

14-29-8 B議会･選挙 町村吏員互助会資金年額償還額（六分） 一枚 1

14-29-9 B議会･選挙
議決第三八号　昭和四年度鶴瀬村歳入出第
二回追加予算議定ノ件

昭和4年9月17日原案可決鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-29-10 B議会･選挙
昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入出第二回追加
予算書

昭和4年9月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-29-11 B議会･選挙
議案第三九号　鶴瀬村基本財産充用及積戻
ニ関スル規程

昭和4年9月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 原案可決

14-29-12 B議会･選挙 積戻年次表　村基本財産 一枚 1

14-29-13 B議会･選挙
議案第四〇号　鶴瀬村小学校基本財産充用
及積戻ニ関スル規程

昭和4年9月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 原案可決

14-29-14 B議会･選挙 積戻年次表　小学校基本財産 竪帳 1
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14-30-1 B議会･選挙

昭和五年第一回鶴瀬村会議録（①昭和四年
度鶴瀬村歳入出第三回追加予算議定ノ件②
村長俸酬額ヲ定ムルノ件③助役給料額ヲ定
ムルノ件④収入役給料額ヲ定ムルノ件⑤昭
和五年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議定ノ件
⑥昭和五年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳
入出予算議定ノ件⑦村税附加率ニ関スル件
⑧特別地税ノ賦課期日徴収期日ニ関スル件
⑨特別地税ノ賦課率ニ関スル件⑩出納臨時
検査立会議員選挙ノ件⑪補助ヲ為スノ件⑫
鶴瀬村諸給与条例設定ノ件⑬小学校校舎増
築ニ関スル件⑭起債ヲ為スノ件⑮鶴瀬村小
学校基本財産充用及積戻規定設定ノ件⑯鶴
瀬村基本財産充用及積戻規定設定ノ件⑰鶴
瀬村歳計現金預入規程設定ノ件⑱鶴瀬村基
本財産蓄積停止条例ノ件⑲鶴瀬村小学校基
本財産蓄積停止条例ノ件）

昭和5年2月28日 竪帳 1

14-30-2 B議会･選挙 議発第二八四号　（村会招集告知） 昭和5年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-3 B議会･選挙 議発第二九五号　（村会議案追加告知） 昭和5年2月28日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-4 B議会･選挙
議第一号　昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入出
第三回追加予算議定ノ件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-5 B議会･選挙
昭和四年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出第三
回追加予算書

竪帳 1

14-30-6 B議会･選挙 議案第二号　村長俸酬額ヲ定ムルノ件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-30-7 B議会･選挙 議案第三号　助役給料額ヲ定ムルノ件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
14-30-8 B議会･選挙 議第四号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-9 B議会･選挙
議案第五号　昭和五年度入間郡鶴瀬村歳入
出予算議定ノ件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-10 B議会･選挙
昭和五年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
書

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-30-11 B議会･選挙
議案第六号　昭和五年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出予算議定ノ件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-12 B議会･選挙
昭和五年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出予算書

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

14-30-13 B議会･選挙
議案第八号　特別地税ノ賦課期日徴収期日
ニ関スル件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-14 B議会･選挙 議案第九号　特別地税ノ賦課率ニ関スル件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-15 B議会･選挙 議案第一一号　補助ヲ為スノ件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
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14-30-16 B議会･選挙 議案第一二号　鶴瀬村諸給与条例 竪帳 1

14-30-17 B議会･選挙 議案第一三号　小学校舎増築ニ関スル件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-18 B議会･選挙 議案第一四号　起債ヲ為スノ件 昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-19 B議会･選挙 教育資金年賦償還額（五分）元金四千円 一枚 1

14-30-20 B議会･選挙
議案第一五号　鶴瀬村小学校基本財産充用
及積戻ニ関スル規程

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-21 B議会･選挙 積戻年次表　小学校基本財産 一枚 1

14-30-22 B議会･選挙
議案第一六号　鶴瀬村基本財産充用及積戻
ニ関スル件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-23 B議会･選挙 積戻年次表　村基本財産 一枚 1

14-30-24 B議会･選挙
議案第一七号　鶴瀬村歳計現金預入規程設
定ノ件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-25 B議会･選挙
議案第一八号　鶴瀬村基本財産蓄積停止条
例ノ件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-26 B議会･選挙
議案第一九号　鶴瀬村小学校基本財産蓄積
停止条例ノ件

昭和5年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

14-30-27 B議会･選挙 昭和五年鶴瀬村事務報告書 竪帳 1
14-30-28 B議会･選挙 議決書（村長不信任案可決） 昭和5年3月6日 竪帳 1

14-31-1 B議会･選挙

（昭和五年第一回鶴瀬村会議案の内、五・
六・八・九・一一・一二・一三・一四・一
五・一六・一七・一八・一九号議案を撤
回）

昭和5年3月28日
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1

14-31-2 B議会･選挙
議案第五号　昭和五年度埼玉県入間郡鶴瀬
村歳入出予算案

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-3 B議会･選挙
議案第六号　昭和五年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出予算案

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-4 B議会･選挙 議案第七号　村税賦課率ニ関スル件 昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-5 B議会･選挙 議案第八号　補助ヲ為スノ件 昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-6 B議会･選挙 議案第一一号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-7 B議会･選挙
議案第一二号　村基本財産蓄積停止条例設
定ノ件

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-8 B議会･選挙
議案第一三号　小学校基本財産蓄積停止条
例設定ノ件

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-9 B議会･選挙 議案第一〇号　鶴瀬村諸給与条例 （昭和5年3月28日提出）
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

竪帳 1 原案可決

14-31-10 B議会･選挙
議案第一四号　区長及代理者設置規程中改
正ノ件

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

-　58　-



旧鶴瀬村行政文書目録
番号 分類 表題・内容 年代 差出・作成 受取 形態 数量 備考

14-31-11 B議会･選挙 議案第一五号　学務委員組織規程設定ノ件 昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-12 B議会･選挙 議案第一六号　村会議規則中改正ノ件 昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-13 B議会･選挙 （参照）鶴瀬村会議規則抄録 一枚 1

14-31-14 B議会･選挙
議案第一七号　延滞金ノ割合ニ関スル件規
程設定ノ件

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1 原案可決

14-31-15 B議会･選挙
議案第九号　昭和五年度出納臨時検査立会
議員選挙ノ件

昭和5年3月28日提出
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

一枚 1

14-31-16 B議会･選挙
選挙第一号　選挙書（出納臨時検査立会議
員当選者）

昭和5年3月28日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長職務
管掌　埼玉県属　守屋陸蔵

一枚 1

14-32-1 B議会･選挙
昭和五年第二回鶴瀬村会議録（①村長選挙
ノ件②収入役選挙ノ件）

昭和5年4月22日 竪帳 1

14-32-2 B議会･選挙 選挙第二号　（鶴瀬村長選挙当選者告知） 昭和5年4月22日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長職務
管掌　埼玉県属　守屋陸蔵

一枚 1

14-32-3 B議会･選挙
選挙第三号　（鶴瀬村収入役選挙当選者告
知）

昭和5年4月22日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長職務
管掌　埼玉県属　守屋陸蔵

一枚 1

14-32-4 B議会･選挙 議発第五九七号　（村会招集告知） 昭和5年4月19日
入間郡鶴瀬村長職務管掌　埼
玉県属　守屋陸蔵

村会議員十二名 一枚 1

14-32-5 B議会･選挙 （村会招集告知起案） 昭和5年4月19日
鶴瀬村長職務管掌　埼玉県属
守屋陸蔵

竪帳 1

14-32-6 B議会･選挙
請求書（村長選挙ノ件ニ付鶴瀬村会招集請
求）

昭和5年4月 一枚 1

14-33 B議会･選挙

昭和五年度第三回鶴瀬村会々議録（①時務
報告ノ件②戸数割賦課ニ当リ資産斟酌ニ付
資力算定方法承認ノ件③戸数割納税義務者
資力決定ノ件④村条例第一号中「有給助
役」廃止ノ件⑤村長報酬額及収入役給料額
ヲ定ムルノ件⑥署名議員選挙ノ件）

昭和5年6月30日 竪帳 1
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14-34-1 B議会･選挙

昭和六年第一回鶴瀬村会会議録（①昭和五
年度鶴瀬村歳入出第一回追加更正予算ノ件
②村長報酬額ヲ定ムルノ件③収入役報酬額
ヲ定ムルノ件④昭和四年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件⑤昭和六年度入間郡鶴瀬
村歳入出予算議定ノ件⑥昭和四年度入間郡
鶴瀬村罹災救助資金歳入出決算認定ノ件⑦
昭和六年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出予算議定ノ件⑧補助ヲ為スノ件⑨村税賦
課率ニ関スル件⑩県税附加税賦課徴収期日
ニ関スル件⑪会議録署名議員選挙ノ件）

昭和6年2月27日 竪帳 1

14-34-2 B議会･選挙 告知書（村会議案訂正告知） 昭和6年3月4日 鶴瀬村長　荒野喜蔵 鶴瀬村会議員 一枚 1

14-34-3 B議会･選挙
議案第一号　昭和五年度入間郡鶴瀬村歳入
出第一回追加更正予算認定ノ件

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 原案否決

14-34-4 B議会･選挙 昭和五年度鶴瀬村歳入出第一回更正予算案 竪帳 1

14-34-5 B議会･選挙 議案第二号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 原案可決

14-34-6 B議会･選挙 議案第三号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 原案可決

14-34-7 B議会･選挙
議案第四号　昭和四年度入間郡鶴瀬村歳入
出決算認定ノ件

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 原案可決

14-34-8 B議会･選挙
昭和四年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

竪帳 1

14-34-9 B議会･選挙
議案第五号　昭和六年度入間郡鶴瀬村歳入
出予算議定ノ件

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-10 B議会･選挙
昭和六年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
案

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 竪帳 1

14-34-11 B議会･選挙
議案第六号　昭和四年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入決算認定ノ件

昭和6年2月27日 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-12 B議会･選挙
昭和四年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
決算書

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 竪帳 1

14-34-13 B議会･選挙
議案第七号　昭和六年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出予算議定ノ件

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-14 B議会･選挙
昭和六年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出予算案

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 竪帳 1

14-34-15 B議会･選挙 議案第八号　補助ヲ為スノ件 昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決
14-34-16 B議会･選挙 議決第九号　村税賦課率ニ関スル件 昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-17 B議会･選挙
議決第一〇号　県税附加税ノ賦課徴収期日
ニ関スル件

昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決
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14-34-18 B議会･選挙 議案第一一号　会議録署名議員選挙ノ件 昭和6年2月27日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-19 B議会･選挙 推薦第一号　助役推薦ノ件 昭和6年3月21日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 同日原案可決

14-34-20 B議会･選挙
急施議案第一号　昭和新道ニ対スル県補助
金交附ヲ昭和六年度ヘ繰越申請ノ件

昭和6年3月28日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-21 B議会･選挙
急施議案第二号　本村大字鶴馬字宿所在県
廃道ヲ里道編入ニ関スル諮問ノ件

昭和6年3月28日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-22 B議会･選挙 急施議案第三号　昭和五年度更正予算之件 昭和6年3月28日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-23 B議会･選挙
急施議案第四号　歳計現金預入規程設定ノ
件

昭和6年3月28日提出 一枚 1 原案可決

14-34-24 B議会･選挙 急施議案第五号　寄附金受入認定ノ件 昭和6年3月28日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-25 B議会･選挙
急施議案第六号　名誉助役報酬額ヲ定ムル
ノ件

昭和6年3月28日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 3月28日原案可決

14-34-26 B議会･選挙 昭和五年度鶴瀬村歳入出第一回更正予算案 竪帳 1

14-34-27 B議会･選挙
①通告書（村会続会開議致シ度ニ付参集通
告）②通告書（村会議案通告）

昭和6年3月29日 鶴瀬村長　荒野喜蔵 鶴瀬村会議員 一枚 1

14-34-28 B議会･選挙
急施議案第一号　昭和六年度出納臨時検査
立会議員選挙ノ件

昭和6年3月30日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 原案撤回

14-34-29 B議会･選挙
急施推薦議案第三号　区長並ニ代理者推薦
決定ノ件

昭和6年3月30日提出 鶴瀬村長　荒野喜蔵 一枚 1 原案可決

14-34-30 B議会･選挙 議発第九九四号　（村会招集告知） 昭和6年5月13日 鶴瀬村助役　塩野美雄 鶴瀬村会議員十二名 一枚 1

14-34-31 B議会･選挙 議発第九九五号　（村会議案追加告知） 昭和6年5月13日 鶴瀬村助役　塩野美雄 鶴瀬村会議員十二名 一枚 1

14-34-32 B議会･選挙
議案第一三号　昭和六年度出納臨時検査立
会議員選挙ノ件

昭和6年5月14日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 指名推薦可決

14-34-33 B議会･選挙 推薦書（出納臨時検査立会議員推薦） 昭和6年5月14日指名推薦
鶴瀬村会議長　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

14-34-34 B議会･選挙 議案第一二号　戸数割調査委員推薦書 昭和6年5月14日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 原案可決
15 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会議録 昭和3年～昭和19年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

15-1 B議会･選挙
昭和三年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

昭和4年7月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

15-2 B議会･選挙
昭和四年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

昭和6年3月28日 竪帳 1

15-3-1 B議会･選挙
議案第三四号　昭和五年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

15-3-2 B議会･選挙
昭和五年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

昭和7年3月7日 竪帳 1
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15-4 B議会･選挙
昭和六年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

昭和8年2月27日認定 竪帳 1

15-5-1 B議会･選挙

議案第二〇号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件、昭和七年入間郡鶴瀬村
罹災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和8年8月21日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案認定

15-5-2 B議会･選挙
昭和七年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

昭和8年8月21日 竪帳 1

15-6-1 B議会･選挙

議案第二一号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件、昭和八年入間郡鶴瀬村
罹災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和9年9月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案認定

15-6-2 B議会･選挙
昭和八年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

昭和9年9月11日 竪帳 1

15-7-1 B議会･選挙

議案第四号　昭和九年度入間郡鶴瀬村歳入
出決算認定ノ件、昭和九年入間郡鶴瀬村罹
災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和11年2月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案認定

15-7-2 B議会･選挙 昭和九年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 昭和11年2月28日 竪帳 1
15-8 B議会･選挙 昭和拾年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 昭和12年2月27日 竪帳 1

15-9-1 B議会･選挙

議案第一号　昭和十一年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件、昭和十一年入間郡鶴瀬
村罹災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和13年2月20日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案認定

15-9-2 B議会･選挙 昭和十一年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 昭和13年2月20日 竪帳 1

15-10 B議会･選挙 昭和十二年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 昭和13年11月11日 竪帳 1

15-11 B議会･選挙 昭和十三年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 昭和15年1月22日 竪帳 1

16 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会々議録 昭和6年～昭和10年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
16-1-1 B議会･選挙 議発第一二五一号　（村会招集告知） 昭和6年6月22日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-1-2 B議会･選挙

昭和六年第二回鶴瀬村会議録（①資産ノ状
況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定方法ヲ定
ムルノ件②戸数割納税義務者ノ資力決定ノ
件③本村収入役ヲ定ムルノ件④本村収入役
代理吏員ヲ定ムルノ件⑤河川堤塘敷占用継
続申請ノ件）

昭和6年6月25日 竪帳 1

16-1-3 B議会･選挙
議案第一三号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和6年6月25日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-1-4 B議会･選挙
議案第一四号　戸数割納税義務者ノ資力決
定ノ件

昭和6年6月25日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決
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16-1-5 B議会･選挙 戸数割納税義務者資力調書 竪帳 1
16-1-6 B議会･選挙 議案第一五号　収入役推薦書 昭和6年6月25日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日決定
16-1-7 B議会･選挙 議案第一六号　収入役代理吏員推薦書 昭和6年6月25日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日決定

16-1-8 B議会･選挙
議案第一七号　河川堤塘敷占用継続申請ノ
件

昭和6年6月25日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-2-1 B議会･選挙 議発第一三五一号　（村会招集告知） 昭和6年7月9日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-2-2 B議会･選挙 議発第一三五四号　（村会議案追加告知） 昭和6年7月11日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-2-3 B議会･選挙

昭和六年第三回鶴瀬村会議録（①町村道路
線廃止ニ関スル件②小学校々地拡張ニ関ス
ル件③本村小学校々地一部交換ノ件④町村
道路線認定ニ関スル件⑤本村収入役給料額
ヲ定ムルノ件）

昭和6年7月11日 竪帳 1

16-2-4 B議会･選挙
第十八号　諮問案（町村道路線廃止ニ付村
会ノ意見ヲ諮ル）

昭和6年7月11日 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1

16-2-5 B議会･選挙
答申書（諮問相成候町村道路廃止ニ関スル
件異議無シ）

昭和6年7月11日
鶴瀬村会議長　鶴瀬村助役
塩野美雄

鶴瀬村長代理　鶴瀬
村助役　塩野美雄

一枚 1

16-2-6 B議会･選挙 議案第一九号　小学校々地拡張ニ関スル件 昭和6年7月11日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-2-7 B議会･選挙
議案第二〇号　本村小学校々地一部交換ノ
件

昭和6年7月11日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-2-8 B議会･選挙
第二一号　諮問案（町村道ノ路線認定ニ付
村会ノ意見ヲ諮ル）

昭和6年7月11日 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1

16-2-9 B議会･選挙
答申書（諮問相成候町村道ノ路線認定ニ関
スル件異議無シ）

昭和6年7月11日
鶴瀬村会議長　鶴瀬村助役
塩野美雄

鶴瀬村長代理　鶴瀬
村助役　塩野美雄

一枚 1

16-2-10 B議会･選挙
議案第二二号　本村収入役給料額ヲ定ムル
ノ件

昭和6年7月11日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-3-1 B議会･選挙 議発第一四五三号　（村会招集告知） 昭和6年8月2日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-3-2 B議会･選挙

昭和六年第四回鶴瀬村会議録（①本村立小
学校舎増築ニ関スル件②鶴瀬村財産充用処
分及積戻ニ関スル件③昭和六年度鶴瀬村歳
入出第一回追加予算議定ノ件）

昭和6年8月5日 竪帳 1

16-3-3 B議会･選挙 議案第二三号　小学校舎増築ニ関スル件 昭和6年8月5日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-3-4 B議会･選挙
議案第二四号　鶴瀬村財産充用処分及積戻
ニ関スル規程

昭和6年8月5日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-3-5 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年二分五厘）

一枚 1
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16-3-6 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年二分五厘）

一枚 1

16-3-7 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年二分五厘）

一枚 1

16-3-8 B議会･選挙
議案第二五号　昭和六年度鶴瀬村歳入出第
一回追加予算案

昭和6年8月5日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-3-9 B議会･選挙
昭和六年度入間郡鶴瀬村歳入出第一回追加
予算書

昭和6年8月5日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-4-1 B議会･選挙 議発第一五七一号　（村会招集告知） 昭和6年8月23日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-4-2 B議会･選挙
昭和六年第五回鶴瀬村会議録（鶴瀬村財産
充用処分及積戻ニ関スル件）

昭和6年8月26日 竪帳 1

16-4-3 B議会･選挙
議案第二六号　鶴瀬村財産充用処分及積戻
ニ関スル規程

昭和6年8月26日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-4-4 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-4-5 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-4-6 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-5-1 B議会･選挙 議発第一八九一号　（村会招集告知） 昭和6年10月27日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-5-2 B議会･選挙
議発第八八号　（十月三十一日招集村会続
会招集告知）

昭和7年1月20日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-5-3 B議会･選挙 議発第八九号　（村会議案追加告知） 昭和7年1月20日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-5-4 B議会･選挙

昭和六年第六回鶴瀬村会議録（①小学校増
築並ニ移転工事施工ニ関スル件②本村小学
校建築臨時委員設置規程設定ノ件③本村小
学校々地内立木（桐材）処分ニ関スル件④
小学校建築臨時委員推薦ノ件⑤小学校舎改
築ニ関スル件⑥昭和六年度鶴瀬村歳出追加
更正予算議定ノ件⑦区長同代理者選任ノ
件）

昭和7年1月21日 竪帳 1

16-5-5 B議会･選挙
議案第二七号　小学校増築並ニ移転工事施
工ニ関スル件

昭和6年10月31日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1
昭和7年1月21日原
案決定

16-5-6 B議会･選挙
議案第二八号　本村小学校建築臨時委員設
置規程設定ノ件

昭和6年10月31日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-5-7 B議会･選挙
議案第二九号　本村小学校々地内立木（桐
材）処分ニ関スル件

昭和6年10月31日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-5-8 B議会･選挙
議案第三〇号　小学校建築臨時委員推薦ノ
件

昭和6年10月31日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-5-9 B議会･選挙 議案第三一号　小学校舎改築ニ関スル件 昭和7年1月21日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1
昭和7年1月21日原
案決定
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16-5-10 B議会･選挙
議案第三二号　昭和六年度鶴瀬村歳出追加
更正予算議定ノ件

昭和7年1月21日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-5-11 B議会･選挙 昭和六年度鶴瀬村歳出追加更正予算書 昭和7年1月21日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1
16-5-12 B議会･選挙 議案第三三号　区長同代理者推薦書 昭和7年1月21日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決
16-6-1 B議会･選挙 議発第三一七号　（村会招集告知） 昭和7年2月26日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-6-2 B議会･選挙

昭和七年第一回鶴瀬村会議録（①昭和五年
度鶴瀬村歳入出決算認定ノ件②昭和五年度
鶴瀬村罹災救助資金歳入出決算認定ノ件③
村長報酬額ヲ定ムルノ件④助役報酬額ヲ定
ムルノ件⑤収入役給料額ヲ定ムルノ件⑥村
税賦課率ニ関スル件⑦特別地税ノ賦課率ニ
関スル件⑧歳計現金預入規程設定ノ件⑨出
納臨時検査立会議員選挙ノ件⑩補助ヲ為ス
ノ件⑪昭和七年度入間郡鶴瀬村歳入出予算
議定ノ件⑫昭和七年度鶴瀬村罹災救助資金
歳入出予算議定ノ件）

昭和7年3月7日 竪帳 1

16-6-3 B議会･選挙
議案第三四号　昭和五年度鶴瀬村歳入出決
算認定ノ件

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-4 B議会･選挙
昭和五年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

竪帳 1

16-6-5 B議会･選挙
議案第三五号　昭和五年度入間郡鶴瀬村罹
災救助資金歳入決算認定ノ件

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-6 B議会･選挙
昭和五年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出決算書

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1

16-6-7 B議会･選挙 議案第三六号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-8 B議会･選挙 議案第三七号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-9 B議会･選挙 議案第三八号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-10 B議会･選挙 議案第三九号　村税賦課率ニ関スル件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-11 B議会･選挙 議案第四〇号　特別地税賦課率ニ関スル件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-12 B議会･選挙 議案第四一号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-13 B議会･選挙
議案第四二号　出納臨時検査立会議員選挙
ノ件

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-6-14 B議会･選挙 推薦書（出納臨時検査立会議員推薦） 昭和7年3月7日決定 鶴瀬村議長　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案決定
16-6-15 B議会･選挙 議案第四三号　補助ヲ為スノ件 昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-16 B議会･選挙
議案第四四号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳
入出予算議定ノ件

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決
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16-6-17 B議会･選挙 昭和七年度入間郡鶴瀬村歳入出予算書 竪帳 1

16-6-18 B議会･選挙
議案第四五号　昭和七年度鶴瀬村罹災救助
資金歳入出予算議定ノ件

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 3月7日原案可決

16-6-19 B議会･選挙
昭和七年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出予算書

昭和7年2月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1

16-7-1 B議会･選挙 議発第四九三号　（村会招集告知） 昭和7年3月26日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-7-2 B議会･選挙

昭和七年第二回鶴瀬村会議録（昭和六年度
入間郡鶴瀬村歳入出第三回追加予算議定ノ
件）

昭和7年3月29日 竪帳 1

16-7-3 B議会･選挙
昭和六年度入間郡鶴瀬村歳入出第三回追加
予算書

昭和7年3月29日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 議決第四六号

16-8-1 B議会･選挙 議発第九六五号　（村会招集告知） 昭和6(7)年6月18日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-8-2 B議会･選挙

昭和七年第三回鶴瀬村会議録（①資産ノ状
況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定方法ヲ定
ムルノ件②戸数割納税義務者ノ資力決定ノ
件③昭和七年度入間郡鶴瀬村歳入出第一回
追加予算議定ノ件）

昭和7年6月22日 竪帳 1

16-8-3 B議会･選挙
議案第壱号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課ス
ヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和7年6月22日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-8-4 B議会･選挙
議案第二号　戸数割納税義務者資力決定ノ
件

昭和7年6月22日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-8-5 B議会･選挙 戸数割資力算定調書 竪帳 1

16-8-6 B議会･選挙
議案第三号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳入
出第一回追加予算書

昭和7年6月22日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-9-1 B議会･選挙 議発第一〇五三号　（村会招集告知） 昭和7年7月6日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-9-2 B議会･選挙

昭和七年第四回鶴瀬村会議録（昭和七年度
入間郡鶴瀬村歳入出第二回追加更正予算議
定ノ件）

昭和7年7月9日 竪帳 1

16-9-3 B議会･選挙
議案第四号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳入
出第二回追加更正予算書

昭和7年6月9日 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-10-1 B議会･選挙 議発第一四二九号　（村会招集告知） 昭和7年9月26日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-10-2 B議会･選挙 議発第一四三九号　（村会議案追加告知） 昭和7年9月28日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-10-3 B議会･選挙

昭和七年第五回鶴瀬村会議録（①農村振興
町村土木事業費補助申請ノ件②昭和七年度
鶴瀬村歳入出第二回追加予算議定ノ件③本
村第一区々長退職事由認定並ニ後任者選定
ノ件）

昭和7年9月28日 竪帳 1

16-10-4 B議会･選挙
議案第五号　農村振興町村土木事業補助申
請ノ件

昭和7年9月28日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 9月28日可決

16-10-5 B議会･選挙
議案第六号　昭和七年度鶴瀬村歳入出第二
回追加予算書

昭和7年9月28日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決
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16-10-6 B議会･選挙 議案第七号　区長推薦書 昭和7年9月28日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決
16-11-1 B議会･選挙 議発第一六四一号　（村会招集告知） 昭和7年10月31日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-11-2 B議会･選挙

昭和七年第六回鶴瀬村会議録（①農村振興
小開墾事業費補助申請ノ件②昭和七年度入
間郡鶴瀬村歳入出（第三回）追加予算議定
ノ件）

昭和7年11月2日 竪帳 1

16-11-3 B議会･選挙
議案第八号　農村振興小開墾事業費補助申
請ノ件

昭和7年11月2日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

16-11-4 B議会･選挙
議案第九号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳入
出第三回追加予算書

昭和7年11月2日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

16-12-1 B議会･選挙 議発第一八七三号　（村会招集告知） 昭和7年12月21日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

16-12-2 B議会･選挙

昭和七年第七回鶴瀬村会議録（①本村立小
学校舎改築並ニ移転変更ノ件②昭和七年度
入間郡鶴瀬村歳入出更正（第二回）予算議
定ノ件）

昭和7年12月23日 竪帳 1

16-12-3 B議会･選挙
議案第一〇号　本村立小学校舎改築並移転
変更ノ件

昭和7年12月23日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

竪帳 1 同日原案可決

16-12-4 B議会･選挙
議案第一一号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳
出更正（第二回）予算書

昭和7年12月23日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

竪帳 1 同日原案可決

16-13-1 B議会･選挙 議発第二一九号　（村会招集告知） 昭和8年2月24日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

16-13-2 B議会･選挙

昭和八年第一回鶴瀬村会議録（①昭和六年
度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件②昭和
六年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出決
算認定ノ件③村長報酬額ヲ定ムルノ件④助
役報酬額ヲ定ムルノ件⑤収入役給料額ヲ定
ムルノ件⑥村税賦課率ニ関スル件⑦歳計現
金預入規程設定ノ件⑧補助ヲ為スノ件⑨昭
和八年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議定ノ件
⑩昭和八年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳
入出予算議定ノ件

昭和8年2月27日 竪帳 1

16-13-3 B議会･選挙

議案第一号　昭和六年度入間郡鶴瀬村歳入
出決算・昭和六年度入間郡鶴瀬村罹災救助
資金歳入出決算認定ノ件

昭和8年2月27日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案認定

16-13-4 B議会･選挙
昭和六年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

竪帳 1

16-13-5 B議会･選挙
昭和六年度入間郡鶴瀬村罹災救助資歳入出
決算

竪帳 1

16-13-6 B議会･選挙 議案第二号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

-　67　-



旧鶴瀬村行政文書目録
番号 分類 表題・内容 年代 差出・作成 受取 形態 数量 備考

16-13-7 B議会･選挙 議案第三号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

16-13-8 B議会･選挙 議案第四号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

16-13-9 B議会･選挙 議案第五号　村税附加率ニ関スル件 昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

竪帳 1 同日原案可決

16-13-10 B議会･選挙 議案第六号　補助ヲ為スノ件 昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

竪帳 1 同日原案可決

16-13-11 B議会･選挙 議案第七号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

16-13-12 B議会･選挙
議案第八号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳入
出予算議定ノ件

昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

16-13-13 B議会･選挙 昭和八年度入間郡鶴瀬村歳入出予算書 竪帳 1

16-13-14 B議会･選挙
議案第九号　昭和八年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出予算議定ノ件

昭和8年2月27日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

16-13-15 B議会･選挙
昭和八年度入間郡鶴瀬村罹災救助資歳入出
予算

竪帳 1

16-13-16 B議会･選挙 昭和七年鶴瀬村事務報告書 竪帳 1

16-14-1 B議会･選挙 議発第三七九号　（村会招集告知） 昭和8年3月8日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

16-14-2 B議会･選挙
昭和八年第二回鶴瀬村会議録（学務委員推
薦ノ件）

昭和8年3月11日 竪帳 1

16-14-3 B議会･選挙 議案第十号　学務委員推薦ノ件 昭和8年3月11日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

竪帳 1 推薦決定

16-15-1 B議会･選挙

昭和八年第三回鶴馬村会議録（①村長選挙
ノ件②昭和八年度出納臨時検査立会議員選
挙ノ件）

昭和8年4月20日 竪帳 1

16-15-2 B議会･選挙
議発第六六号　選挙要求書（村長其職ヲ辞
シ欠員ニ付）

昭和8年4月20日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

16-15-3 B議会･選挙
選挙第二号　昭和八年度出納臨時検査立会
議員選挙当選者告示

昭和8年4月20日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長代理
鶴瀬村助役　塩野美雄

一枚 1

16-15-4 B議会･選挙
議発第六一七号　選挙要求書（昭和八年度
出納臨時検査会議員選挙実施）

昭和8年4月20日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

16-16-1 B議会･選挙 議発第六七〇号　（村会招集告知） 昭和8年4月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-16-2 B議会･選挙 議発第六九三号　（村会議案追加告知） 昭和8年4月28日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-16-3 B議会･選挙

昭和八年第四回鶴瀬村会議録（①昭和八年
度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算議定ノ件②
第二区々長代理者退職事由認定並ニ後任者
選定ノ件③村長報酬額ヲ定ムルノ件④本村
学務委員退職事由認定並ニ後任者選定ノ
件）

昭和8年4月28日 竪帳 1
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16-16-4 B議会･選挙
議案第一一号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
入出第一回追加予算書

昭和8年4月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-16-5 B議会･選挙 議案第一二号　区長代理者推薦書 昭和8年4月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案決定

16-16-6 B議会･選挙 議案第一三号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和8年4月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-16-7 B議会･選挙 議案第一四号　学務委員推薦書 昭和8年4月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案決定
16-17-1 B議会･選挙 議発第七一八号　（村会招集告知） 昭和8年5月2日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-17-2 B議会･選挙
昭和八年第五回鶴瀬村会議録（小学校建築
委員推薦ノ件）

昭和8年5月3日 竪帳 1

16-17-3 B議会･選挙 議案第一五号　小学校建築委員推薦ノ件 昭和8年5月3日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案決定

16-18-1 B議会･選挙 議発第九九五号　（村会議案追加告知） 昭和8年6月17日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-18-2 B議会･選挙 議発第九八二号　（村会招集告知） 昭和8年6月14日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-18-3 B議会･選挙

昭和八年第六回鶴瀬村会議録（①寄附採納
ニ関スル件②昭和八年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加（第二回）予算議定ノ件③戸数割調
査員推薦ノ件④寄附ヲ為スノ件）

昭和8年6月17日 竪帳 1

16-18-4 B議会･選挙 議案第一二号　寄附採納ニ関スル件 昭和8年6月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-18-5 B議会･選挙 寄附申込書 昭和8年 一枚 1

16-18-6 B議会･選挙
議案第一三号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
入出（第二回）追加予算書

昭和8年6月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-18-7 B議会･選挙 議案第一四号　戸数割調査員推薦書 昭和8年6月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決
16-18-8 B議会･選挙 議案第一五号　寄附ヲ為スノ件 昭和8年6月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-19-1 B議会･選挙 議発第一〇五一号　（村会招集告知） 昭和8年6月27日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-19-2 B議会･選挙

昭和八年第七回鶴瀬村会議録（①資産ノ状
況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定方法ヲ定
ムルノ件②戸数割納税義務者資力決定ノ件
③本村学務委員退職事由認定並ニ後任者選
定ノ件④小学校建築臨時委員推薦ノ件）

昭和8年6月30日 竪帳 1

16-19-3 B議会･選挙
議案第一六号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和8年6月30日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-19-4 B議会･選挙
議案第一七号　戸数割納税義務者資力決定
ノ件

昭和8年6月30日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-19-5 B議会･選挙 戸数割資力算定調書 竪帳 1
16-19-6 B議会･選挙 議案第一八号　学務委員推薦書 昭和8年6月30日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-19-7 B議会･選挙 議案第一九号　小学校建築委員推薦 昭和8年6月30日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
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16-20-1 B議会･選挙

昭和八年度第八回鶴瀬村会議録（①昭和七
年度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件、昭
和七年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出
決算認定ノ件②昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
入出追加更正予算議定ノ件）

昭和8年8月21日 竪帳 1

16-20-2 B議会･選挙 議発第一三二二号　（村会招集告知） 昭和8年8月18日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-20-3 B議会･選挙

議案第二〇号　昭和七年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件、昭和七年度入間郡鶴瀬
村罹災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和8年8月21日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案認定

16-20-4 B議会･選挙
昭和七年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

竪帳 1

16-20-5 B議会･選挙
昭和七年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出決算

竪帳 1

16-20-6 B議会･選挙
議案第二一号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
入出追加更正予算書

昭和8年8月21日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 2 同日原案可決

16-21-1 B議会･選挙 議発第一四三二号　（村会招集告知） 昭和8年9月6日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-21-2 B議会･選挙
昭和八年第九回鶴瀬村会議録（小学校舎設
計中一部変更ニ関スル件）

昭和8年9月7日 竪帳 1

16-21-3 B議会･選挙
議決第二二号　小学校舎設計中一部変更ニ
関スル件

昭和8年9月7日原案議決
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

16-21-4 B議会･選挙 車寄設計書 昭和8年9月 竪帳 1
16-22-1 B議会･選挙 議発第一六八一号　（村会招集告知） 昭和8年10月19日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-22-2 B議会･選挙

昭和八年第十回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村財
産充用処分及積戻ニ関スル規程中改正ノ件
②昭和八年度入間郡鶴瀬村歳出追加更正予
算議定ノ件③農村振興土木事業監督費納付
ニ関スル件）

昭和8年10月23日 竪帳 1

16-22-3 B議会･選挙
議案第二三号　鶴瀬村財産充用処分及積戻
ニ関スル規程中改正ノ件

昭和8年10月23日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-22-4 B議会･選挙
理由書（小学校校舎増築工事・旧校舎修繕
費不足之為充用金ノ積戻規程改正）

一枚 1

16-22-5 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-22-6 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-22-7 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-22-8 B議会･選挙
参照　議案第二六号　鶴瀬村充用処分及積
戻ニ関スル規程

昭和6年8月26日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1
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16-22-9 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-22-10 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-22-11 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-22-12 B議会･選挙
議案第二四号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
出追加更正予算書

昭和8年10月23日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-22-13 B議会･選挙
議案第二五号　農村振興土木事業監督費納
付ニ関スル件

昭和8年10月23日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-23-1 B議会･選挙 議発第一七五号　（村会招集告知） 昭和9年2月2日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-23-2 B議会･選挙

昭和九年第一回鶴瀬村会議録（①公用財産
売却ニ関スル件②寄附採納ニ関スル件③一
時ノ借入金ヲ為スノ件）

昭和9年2月5日 竪帳 1

16-23-3 B議会･選挙 議案第一号　公用財産売却ニ関スル件 昭和9年2月5日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-23-4 B議会･選挙 議案第二号　寄附採納ニ関スル件 昭和9年2月5日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-23-5 B議会･選挙 議案第三号　一時ノ借入金ヲ為スノ件 昭和9年2月5日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-24-1 B議会･選挙 議発第三〇七号　（村会招集告知） 昭和9年2月24日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-24-2 B議会･選挙

昭和九年第二回鶴瀬村会議録（①昭和八年
度入間郡鶴瀬村歳入出（第五回）追加予算
議定ノ件②村長報酬額ヲ定ムルノ件③助役
報酬額ヲ定ムルノ件④収入役給料額ヲ定ム
ルノ件⑤村税附加率ニ関スル件⑥鶴瀬村歳
計現金預入規定設定ノ件⑦補助ヲ為スノ件
⑧昭和九年度鶴瀬村歳入出予算議定ノ件⑨
昭和九年度鶴瀬村罹災救助資金歳入出予算
議定ノ件）

昭和9年2月27日 竪帳 1

16-24-3 B議会･選挙
議案第四号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳入
出（第五回）追加予算書

昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-24-4 B議会･選挙 議案第五号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-24-5 B議会･選挙 議案第六号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-24-6 B議会･選挙 議案第七号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-24-7 B議会･選挙 議案第八号　村税附加率ニ関スル件 昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-24-8 B議会･選挙 議案第九号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-24-9 B議会･選挙 議案第一〇号　補助ヲ為スノ件 昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-24-10 B議会･選挙
議案第一壱号　昭和九年度入間郡鶴瀬村歳
入出予算書

昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-24-11 B議会･選挙
議案第一二号　昭和九年度入間郡鶴瀬村罹
災救助資金歳入出予算書

昭和9年2月27日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決
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16-25-1 B議会･選挙 議発第五〇二号　（村会招集告知） 昭和9年3月31日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-25-2 B議会･選挙

昭和九年度第三回鶴瀬村会議録（①一時ノ
借入金ヲ為スノ件②昭和九年度出納臨時検
査立会議員選挙ノ件）

昭和9年4月2日 竪帳 1

16-25-3 B議会･選挙 議案第一三号　一時ノ借入金ヲ為スノ件 昭和9年4月2日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-25-4 B議会･選挙
選挙第一号　昭和九年度出納臨時検査立会
議員選挙当選者

昭和9年4月2日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

16-25-5 B議会･選挙
議発第五一二号　選挙要求書（昭和九年度
出納臨時検査立会議員選挙実施）

昭和9年4月2日 鶴瀬村長　加治彦三郎 鶴瀬村会 一枚 1

16-26-1 B議会･選挙 議発第七〇四号　（村会招集告知） 昭和9年5月1日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-26-2 B議会･選挙 議発第六一七号　（村会議案追加告知） 昭和9年3(5)月3日
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1

16-26-3 B議会･選挙

昭和九年第四回鶴瀬村会議録（①村長選挙
ノ件②皇太子殿下御誕生記念鶴瀬尋常高等
小学校在学児童一銭蓄積規程設定ノ件）

昭和9年5月3日 竪帳 1

16-26-4 B議会･選挙 選挙第二号　鶴瀬村長選挙当選者 昭和9年5月3日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長代理
鶴瀬村助役　塩野美雄

一枚 1

16-26-5 B議会･選挙

議案第一四号　皇太子殿下御誕生記念鶴瀬
尋常高等小学校在学児童一銭蓄積規程設定
ノ件

昭和9年5月3日提出
鶴瀬村長代理　鶴瀬村助役
塩野美雄

一枚 1 同日原案可決

16-26-6 B議会･選挙
皇太子殿下御誕生紀念鶴瀬尋常高等小学校
在学児童一銭蓄積規程

一枚 1

16-26-7 B議会･選挙
皇太子殿下御誕生記念鶴瀬尋常高等小学校
児童一銭蓄積規程意見書

一枚 1

16-27-1 B議会･選挙 議発第六五一号　（村会招集告知） 昭和9年5月9日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-27-2 B議会･選挙

昭和九年第五回鶴瀬村会議録（昭和九年度
農村振興土木事業本村地内県道（南畑所沢
間）改良費ヲ町村道改良費ヘ変更方陳情ノ
件）

昭和9年5月10日 竪帳 1

16-27-3 B議会･選挙

議案第一四号　昭和九年度農村振興土木事
業本村地内県道（南畑所沢間）改良費ヲ町
村道改良費ヘ変更方陳情ノ件

昭和9年5月10日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-27-4 B議会･選挙

陳情書（昭和九年度農村振興土木事業本村
地内県道南畑所沢間改良費ヲ町村道改良費
ヘ変更方陳情）

昭和9年5月 一枚 1

16-28-1 B議会･選挙 議発第八一二号　（村会招集告知） 昭和9年6月7日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-28-2 B議会･選挙
昭和九年第六回鶴瀬村会議録（本村収入役
辞職申出ニ付認定並ニ後任者選定ノ件）

昭和9年6月7日 竪帳 1

16-28-3 B議会･選挙 議案第一五号　収入役推薦書 昭和9年6月7日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定
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16-29-1 B議会･選挙 議発第八二五号　（村会招集告知） 昭和9年6月12日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-29-2 B議会･選挙 議発第八四四号　（村会議案追加告知） 昭和9年6月14日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-29-3 B議会･選挙

昭和九年第七回鶴瀬村会議録（①資産ノ状
況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定方法ヲ定
ムルノ件②戸数割納税義務者資力決定ノ件
③収入役給料額ヲ定ムルノ件④本村収入役
代理吏員ヲ定ムルノ件⑤鶴瀬尋常高等小学
校基本財産一時充用処分及積戻シニ関スル
規程ノ件）

昭和9年6月14日 竪帳 1

16-29-4 B議会･選挙
議案第一六号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和9年6月14日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-29-5 B議会･選挙
議案第一七号　戸数割納税義務者ノ資力決
定ノ件

昭和9年6月14日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-29-6 B議会･選挙 昭和九年資力算定書　全 竪帳 1

16-29-7 B議会･選挙 議案第一八号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和9年6月14日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-29-8 B議会･選挙 議案第一九　収入役代理吏員推薦ノ件 昭和9年6月14日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日推薦可決

16-29-9 B議会･選挙
議発第八四五号　（小学校基本財産一時借
入ノ件取消）

昭和9年6月14日
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

16-29-10 B議会･選挙
議案第二〇号　鶴瀬尋常高等小学校基本財
産一時充用処分及積戻ニ関スル規程ノ件

昭和9年6月14日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-29-11 B議会･選挙
鶴瀬尋常高等小学校基本財産一時充用処分
及積戻ニ関スル規程

竪帳 1

16-29-12 B議会･選挙 積戻表 一枚 1
16-30-1 B議会･選挙 議発第一一八九号　（村会招集告知） 昭和9年9月8日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-30-2 B議会･選挙

議案第二一号　昭和八年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算認定ノ件・昭和八年度入間郡鶴瀬
村罹災救助資金歳入出決算ノ件

昭和9年9月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定

16-30-3 B議会･選挙
昭和八年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

竪帳 1

16-30-4 B議会･選挙
昭和八年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入
出決算

竪帳 1

16-30-5 B議会･選挙
議案第二二号　昭和九年度入間郡鶴瀬村歳
入出追加更正（第一回）予算書

昭和9年9月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日決定

16-30-6 B議会･選挙
議案第二三号　農村振興土木事業監督費納
付ニ関スル件

昭和9年9月11日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日決定
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16-30-7 B議会･選挙

昭和九年第八回鶴瀬村会議録（①昭和八年
度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件・昭和
八年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出決
算認定ノ件②昭和九年度入間郡鶴瀬村歳入
出第一回追加更正予算議定ノ件③農村振興
土木事業監督費納付ニ関スル件）

昭和9年9月11日 竪帳 1

16-31-1 B議会･選挙 議発第五〇号　（村会招集告知） 昭和10年1月14日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
16-31-2 B議会･選挙 議案第一号　寄附採納ニ関スル件 昭和10年1月17日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-31-3 B議会･選挙

地方財政調整交付金制度確立促進ニ関シ内
閣総理大臣、大蔵大臣ニ意見書提出ニ関ス
ル件

昭和10年1月17日提出
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1 同日原案可決

16-31-4 B議会･選挙
意見書（地方財政調整交付金制度ヲ速ニ設
定セラレンコトヲ望ム）

昭和10年1月17日 鶴瀬村会議長　加治彦三郎
内閣総理大臣　岡田
啓介　他2名

一枚 1

16-31-5 B議会･選挙

昭和十年第一回鶴瀬村会議録（①寄附採納
ニ関スル件②地方財政調整交付金制度確立
促進ニ関シ三大臣ニ意見書提出ニ関スル
件）

昭和10年1月17日 竪帳 1

16-31-6 B議会･選挙
意見書（地方財政調整交付金制度ヲ速ニ設
定セラレンコトヲ望ム）

昭和10年1月17日
入間郡鶴瀬村会議長　加治彦
三郎

内閣総理大臣　岡田
啓介　他2名

一枚 1

16-32-1 B議会･選挙 議発第二六四号　（村会招集告知） 昭和10年2月21日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
16-32-2 B議会･選挙 議案第二号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
16-32-3 B議会･選挙 議案第三号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-4 B議会･選挙 議案第四号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-5 B議会･選挙 議案第五号　村税附加率ニ関スル件 昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-6 B議会･選挙 議案第六号　歳計現金預入規定設定ノ件 昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-7 B議会･選挙 議案第七号　補助ヲ為スノ件 昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-8 B議会･選挙
議案第八号　昭和十年度入間郡鶴瀬村歳入
出予算書

昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-32-9 B議会･選挙
議案第九号　昭和十年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出予算書

昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-32-10 B議会･選挙
議発第二九三号　選挙要求書（昭和十年度
出納臨時検査立会議員選挙実施）

昭和10年2月25日 鶴瀬村長　加治彦三郎 鶴瀬村会 竪帳 1

16-32-11 B議会･選挙
選挙第一号　昭和十年度出納臨時検査立会
議員選挙当選者

昭和10年2月25日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　加
治彦三郎

一枚 1

16-32-12 B議会･選挙
議案第十号　昭和九年度入間郡鶴瀬村鶴瀬
村歳出追加更正（第二回）予算書

昭和10年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-32-13 B議会･選挙
議案第十二号　鶴瀬村基本財産蓄積条例停
止条例

昭和10年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
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16-32-14 B議会･選挙 参照　鶴瀬村基本財産蓄積条例停止条例 一枚 1

16-32-15 B議会･選挙
参照　埼玉県入間郡鶴瀬村基本財産蓄積条
例

一枚 1

16-32-16 B議会･選挙
議案第十三号　鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学
校基本財産蓄積条例停止条例

昭和10年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-17 B議会･選挙
参照　鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学校基本財
産蓄積条例

一枚 1

16-32-18 B議会･選挙
議案第一四号　鶴瀬村財産充用処分及積戻
ニ関スル規程中改正ノ件

昭和10年2月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-32-19 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-32-20 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-32-21 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-32-22 B議会･選挙
参照　議決第二六号　鶴瀬村財産充用処分
及積戻ニ関スル件規程

昭和6年8月26日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

16-32-23 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-32-24 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-32-25 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

16-32-26 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村財産表 一枚 1

16-32-27 B議会･選挙
自昭和九年一月至昭和九年十二月入間郡鶴
瀬村事務報告書

竪帳 1
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16-32-28 B議会･選挙

昭和十年第二回鶴瀬村会議録（①村長報酬
額ヲ定ムルノ件②助役報酬額ヲ定ムルノ件
③収入役給料額ヲ定ムルノ件④村税附加率
ニ関スル件⑤鶴瀬村歳計現金預入規程設定
ノ件⑥補助ヲナスノ件⑦昭和十年度入間郡
鶴瀬村歳入出予算議定ノ件⑧昭和十年度入
間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出予算議定ノ
件⑨昭和九年度入間郡鶴瀬村鶴瀬村歳出追
加更正（第二回）予算議定ノ件⑩昭和十年
度出納臨時検査立会議員選挙ノ件⑪埼玉県
入間郡鶴瀬村基本財産蓄積条例停止条例ノ
件⑫埼玉県入間郡鶴瀬村小学校基本財産蓄
積条例停止条例ノ件⑬鶴瀬村財産充用処分
及積戻ニ関スル件規程中改正ノ件）

昭和10年2月25日 竪帳 1

16-33-1 B議会･選挙 議発第四四九号　（村会招集告知） 昭和10年3月22日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1
16-33-2 B議会･選挙 議案第一四号　助役推薦書 昭和10年3月25日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日推薦確定

16-33-3 B議会･選挙
昭和十年第三回鶴瀬村会議録（助役ヲ定ム
ルノ件）

昭和10年3月25日 竪帳 1

16-34-1 B議会･選挙 議発第八八一号　（村会招集告知） 昭和10年5月27日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-34-2 B議会･選挙 議案第一五号　一時ノ借入金ヲ為スノ件 昭和10年5月30日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-34-3 B議会･選挙
昭和十年第三回鶴瀬村会議録（一時ノ借入
金ヲ為スノ件）

昭和10年5月30日 竪帳 1

16-35-1 B議会･選挙 議発第一〇〇四号　（村会招集告知） 昭和10年6月14日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-35-2 B議会･選挙

昭和十年度第四回鶴瀬村会議録（①資産ノ
状況ヲ斟酌シテ賦課スベキ資力算定方法ヲ
定ムルノ件②戸数割納税義務者資力決定ノ
件③鶴瀬公民学校名称変更ノ件④入間郡鶴
瀬村立青年訓練所規則廃止ノ件⑤昭和十年
度鶴瀬村歳入出追加更正予算議定ノ件）

昭和10年6月18日 竪帳 1

16-35-3 B議会･選挙
議案第一六号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スベキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和10年6月18日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-35-4 B議会･選挙
議案第一七号　戸数割納税義務者ノ資力決
定ノ件

昭和10年6月18日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-35-5 B議会･選挙 議案第一八号　鶴瀬公民学校名称変更ノ件 昭和10年6月18日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-35-6 B議会･選挙
議案第一九号　入間郡鶴瀬村立青年訓練所
規則廃止ノ件

昭和10年6月18日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
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16-35-7 B議会･選挙
議案第二〇号　昭和十年度鶴瀬村歳入出追
加更正予算書

昭和10年6月18日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

16-35-8 B議会･選挙 戸数割資力算定調書 竪帳 1
16-35-9 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村青年学校学則 竪帳 1
16-36-1 B議会･選挙 議発第一三二四号　（村会招集告知） 昭和10年8月27日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

16-36-2 B議会･選挙

昭和十年第五回鶴瀬村会議録（①農村振興
土木事業監督費納付ニ関スル件②昭和十年
度鶴馬村歳入出（第二回）追加予算議定ノ
件）

昭和10年8月30日 竪帳 1

16-36-3 B議会･選挙
議案第二一号　農村振興土木事業監督費納
付ニ関スル件

昭和10年8月30日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

16-36-4 B議会･選挙
議案第二二号　昭和十年度入間郡鶴馬村歳
入出（第二回）追加予算書

竪帳 1

17 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会議録 昭和15年～昭和20年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

17-1-1 B議会･選挙

昭和拾五年第壱回鶴瀬村会議録（①昭和十
四年度鶴瀬村歳入出追加予算議定ノ件②昭
和十三年度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ
件・昭和十三年度入間郡鶴瀬村罹災救助歳
入出決算認定ノ件③鶴瀬村区長同代理者推
薦ノ件

昭和15年1月22日 竪帳 1

17-1-2 B議会･選挙
議案第一号　昭和十四年度入間郡鶴瀬村歳
入出追加予算書

昭和15年1月22日 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 同日原案可決

17-1-3 B議会･選挙

議案第二号　昭和十三年度入間郡鶴瀬村歳
入出決算・昭和十三年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和15年1月22日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決

17-1-4 B議会･選挙 昭和十三年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 竪帳 1

17-1-5 B議会･選挙
昭和十三年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳
入出決算書

竪帳 1

17-1-6 B議会･選挙 議案第三号　区長、同代理者推薦書 昭和15年1月22日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1 同日原案可決
17-2-1 B議会･選挙 議発第四五八号　（村会招集告知） 昭和15年2月26日 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1

17-2-2 B議会･選挙

昭和十五年第二回鶴瀬村会議録（①村長報
酬額ヲ定ムルノ件②助役報酬額ヲ定ムルノ
件③収入役給料額ヲ定ムルノ件④村税賦課
率ニ関スル件⑤鶴瀬村歳計現金預入規定設
定ノ件⑥補助ヲ為スノ件⑦昭和十五年度入
間郡鶴瀬村歳入出予算議定ノ件⑧昭和十五
年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出予算
議定ノ件

昭和15年2月29日 竪帳 1

17-2-3 B議会･選挙 議案第四号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和15年2月29日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決
17-2-4 B議会･選挙 議案第五号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和15年2月29日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決
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17-2-5 B議会･選挙 議案第六号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和15年2月29日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決

17-2-6 B議会･選挙 議案第七号　村税賦課率ニ関スル件 昭和15年2月29日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決

17-2-7 B議会･選挙 議案第八号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和15年2月29日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決

17-2-8 B議会･選挙 議案第九号　補助ヲ為スノ件 昭和15年2月29日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決
17-3-1 B議会･選挙 議決書其他本県知事宛送付案 昭和15年3月28日 （村長） 一枚 1

17-3-2 B議会･選挙

昭和拾五年第参回鶴瀬村会議録（①昭和十
四年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算ノ件②
寄附採納ニ関スル件③昭和十四年度入間郡
鶴瀬村歳入出追加更正予算ノ件）

昭和15年3月27日 竪帳 1

17-3-3 B議会･選挙
議案第十二号　昭和十四年度入間郡鶴瀬村
歳入出追加予算書

昭和15年3月27日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-3-4 B議会･選挙 議案第一三号　寄附採納ニ関スル件 昭和15年3月27日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 一枚 1 同日原案可決

17-3-5 B議会･選挙
議案第一四号　昭和十四年度入間郡鶴瀬村
歳入出追加更正予算書

昭和15年3月27日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-4-1 B議会･選挙
議案第一五号　基本財産一時充用ヲ為スノ
件

昭和15年5月6日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-4-2 B議会･選挙
昭和拾五年第四回鶴瀬村会議録（基本財産
一時充用ヲ為スノ件）

昭和15年5月6日 竪帳 1

17-5-1 B議会･選挙 議発第二六二二号（村会招集告知） 昭和15年10月20日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-5-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和15年10月24日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-5-3 B議会･選挙

昭和十五年度第五回鶴瀬村会議録（①鶴瀬
村々税賦課徴収条例設定ノ件②鶴瀬村民税
賦課ニ関スル規定設定ノ件③鶴瀬村財産充
用処分及積戻ニ関スル規程中改正ノ件④昭
和十五年度入間郡鶴瀬村歳入出追加更正予
算議定ノ件⑤昭和十五年度臨時出納検査立
会議員選挙ノ件⑥寄附ヲ為スノ件⑦臨時村
税増徴条例設定ノ件）

昭和15年10月24日 竪帳 1

17-5-4 B議会･選挙
議案第一六号　鶴瀬村々税賦課徴収条例設
定ノ件

昭和15年10月24日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-5-5 B議会･選挙 鶴瀬村々税賦課徴収条例 竪帳 1

17-5-6 B議会･選挙
議案第一七号　鶴瀬村民税賦課ニ関スル規
程

昭和15年10月24日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日一部修正可決

17-5-7 B議会･選挙
議案第一八号　鶴瀬村財産充用処分及積戻
ニ関スル規程中改正

昭和15年10月24日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-5-8 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1
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17-5-9 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-5-10 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-5-11 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金四千
円　利子年三分）

一枚 1

17-5-12 B議会･選挙
参照　議決第二六号　鶴瀬村財産充用処分
及積戻ニ関スル件規程

昭和6年8月26日 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1

17-5-13 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-5-14 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-5-15 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-5-16 B議会･選挙
参照　議決第二一号　小学校基本財産ヲ役
場費ニ充当スルノ件

昭和11年4月20日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

17-5-17 B議会･選挙
議決第二三号　鶴瀬村小学校基本財産充用
処分及積戻ニ関スル規程

昭和11年4月30日 鶴瀬村長　加治彦三郎 一枚 1

17-5-18 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金四千
円　利子年三分）

竪帳 1

17-5-19 B議会･選挙
選挙第一号　昭和十五年度出納臨時検査立
会議員選挙当選者

昭和15年10月24日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　飛
田和弥五郎

一枚 1

17-5-20 B議会･選挙 議案第二〇号　寄附ヲ為スノ件 昭和15年10月24日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-5-21 B議会･選挙 議案第二一号　臨時村税増徴条例設定ノ件 昭和15年10月24日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-5-22 B議会･選挙 臨時村税増徴条例 一枚 1

17-6-1 B議会･選挙
昭和十五年度第七回鶴瀬村会議録（鶴瀬村
基本財産土地処分ニ関スル件）

昭和15年12月13日 竪帳 1

17-6-2 B議会･選挙
議案第二三号　鶴瀬村基本財産土地処分ニ
関スル件

昭和15年12月13日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-7-1 B議会･選挙

昭和十六年第一回鶴瀬村会議録（①昭和十
四年度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件②
昭和十四年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳
入出決算認定ノ件）

昭和16年2月25日 竪帳 1

17-7-2 B議会･選挙

議案第二四号　昭和十四年度入間郡鶴瀬村
歳入出決算・昭和十四年度入間郡鶴瀬村罹
災救助資金歳入出決算認定ノ件

昭和16年2月25日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案認定

17-7-3 B議会･選挙 昭和十四年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 竪帳 1

17-7-4 B議会･選挙
昭和十四年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳
入出決算書

竪帳 1
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17-8-1 B議会･選挙

昭和十五年第六回鶴瀬村会議録（資産ノ状
況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定方法ヲ定
ムルノ件）

昭和15年11月22日 竪帳 1

17-8-2 B議会･選挙
議案第二二号　資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件

昭和15年11月22日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-8-3 B議会･選挙
昭和十五年度　村民税家族人員資力算定調
書

竪帳 1

17-9-1 B議会･選挙 （村会の議決書・会議録謄本送付文起案） 昭和16年3月3日 村長 埼玉県知事 一枚 1

17-9-2 B議会･選挙

昭和十六年第二回鶴瀬村会議録（①村長報
酬額ヲ定ムルノ件②助役報酬額ヲ定ムルノ
件③収入役給料額ヲ定ムルノ件④鶴瀬村歳
計現金預入規程設定ノ件⑤補助ヲ為スノ件
⑥昭和十六年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議
定ノ件⑦昭和十六年度入間郡鶴瀬村罹災救
助資金歳入出予算議定ノ件）

昭和16年2月28日 竪帳 1

17-9-3 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村会議録謄本（河川敷地附属物
樋門一ヶ所・樋管一ヶ所占用方本県知事ヘ
許可申請ノ件

大正15年6月28日 竪帳 1
17-9-2と17-9-5の
間に挟み込み

17-9-4 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議録（①村基本財産土地交
換ニ関スル件②会議録署名議員選挙ノ件）

昭和2年4月9日 竪帳 1
17-9-2と17-9-5の
間に挟み込み

17-9-5 B議会･選挙 議案第二五号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和16年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-9-6 B議会･選挙 議案第二六号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和16年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-9-7 B議会･選挙 議案第二七号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和16年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-9-8 B議会･選挙 議案第二八号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和16年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-9-9 B議会･選挙 議案第二九号　補助ヲ為スノ件 昭和16年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決
17-9-10 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村財産表 一枚 1
17-9-11 B議会･選挙 昭和十五年自一月至十二月事務報告 竪帳 1

17-10-1 B議会･選挙 （村会の議決書・会議録謄本送付文起案） 昭和16年3月15日 村長 知事 一枚 1

17-10-2 B議会･選挙

昭和十六年第三回鶴瀬村会議録（①鶴瀬
村々税賦課徴収条例中改正条例ノ件②昭和
十五年度入間郡鶴瀬村歳入出予算追加更正
予算議定ノ件③本村学務委員任期満了ニ付
改選ノ件）

昭和16年3月12日 竪帳 1
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17-10-3 B議会･選挙
議案第三二号　鶴瀬村々税賦課徴収条例中
改正条例案

昭和16年3月12日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-11 B議会･選挙 （村会の議決書・会議録謄本送付文起案） 昭和16年3月1日 村長 埼玉県知事 一枚 1

17-12-1 B議会･選挙 （村会の議決書・会議録謄本送付文起案） 昭和16年12月5日 村長 埼玉県知事 一枚 1

17-12-2 B議会･選挙

昭和十六年第四回鶴瀬村会議録（①昭和十
六年度入間郡鶴瀬村歳入出（第一回）追加
予算議定ノ件②昭和十五年十二月十三日村
会ノ議決ヲ経タル鶴瀬村基本財産土地処分
中止ノ件③村民税調査委員選任ノ件④昭和
十六年度出納臨時検査立会議員選挙ノ件）

昭和16年9月27日 竪帳 1

17-12-3 B議会･選挙

議案第三六号　昭和十五年十二月十三日村
会ノ議決ヲ経タル鶴瀬村基本財産土地処分
中止ノ件

昭和16年9月27日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-12-4 B議会･選挙 議案第三七号　村民税調査委員選任ノ件 昭和16年9月27日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-12-5 B議会･選挙
選挙第一号　昭和十六年度出納臨時検査立
会議員選挙当選者

昭和16年9月27日選挙 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-13-1 B議会･選挙
鶴議第三六〇四号　（村会の議決書・会議
録謄本送付文）

昭和16年12月5日 鶴瀬村長 埼玉県知事宮野省三 一枚 1

17-13-2 B議会･選挙 （村会の議決書・会議録謄本送付文起案） 昭和16年12月5日 村長 埼玉県知事 一枚 1

17-13-3 B議会･選挙 （村会招集告知） 昭和16年11月25日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-13-4 B議会･選挙

昭和十六年度第五回鶴瀬村会議録（①昭和
十五年度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件
②昭和十五年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金
歳入出決算認定ノ件③昭和十六年度村民税
ニ関シ資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課スベキ資
力算定方法ヲ定ムルノ件④起債ヲ為スノ件
⑤自作農創設維持資金ノ貸付ヲ為スノ件⑥
昭和十六年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算
議定ノ件）

昭和16年11月28日 竪帳 1

17-14-1 B議会･選挙 議発第三八三号　（村会招集告知） 昭和17年2月24日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
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17-14-2 B議会･選挙

昭和十七年第一回鶴瀬村会議録（①村長報
酬額ヲ定ムルノ件②助役報酬額ヲ定ムルノ
件③収入役給料額ヲ定ムルノ件④鶴瀬村歳
計現金預入規程設定ノ件⑤補助ヲ為スノ件
⑥昭和十七年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議
定ノ件⑦昭和十七年度入間郡鶴瀬村罹災救
助資金歳入出予算議定ノ件）

昭和17年2月28日 竪帳 1

17-14-3 B議会･選挙 議案第一号　村長報配額ヲ定ムルノ件 昭和17年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-14-4 B議会･選挙 議案第二号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和17年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-14-5 B議会･選挙 議案第三号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和17年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-14-6 B議会･選挙 議案第四号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和17年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-14-7 B議会･選挙 議案第五号　補助ヲ為スノ件 昭和17年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-15-1 B議会･選挙 議発第六〇七号　（村会招集告知） 昭和17年3月24日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-15-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和17年3月26日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-15-3 B議会･選挙

昭和十七年第二回鶴瀬村会議録（①昭和十
六年度入間郡鶴瀬村歳入出（第三回）追加
更正予算認定ノ件②鶴瀬村財産充用処分及
積戻ニ関スル規程中改正ノ件）

昭和17年3月26日 竪帳 1

17-16 B議会･選挙
発第三二三号　選挙要求書（任期満了ニ付
村長選挙実施）

昭和17年5月11日
鶴瀬村長代理　助役　塩野美
雄

一枚 1

17-17-1 B議会･選挙 当選通知書（村長選挙当選通知） 昭和17年5月11日
鶴瀬村長代理　助役　塩野美
雄

飛田和弥五郎 一枚 1

17-17-2 B議会･選挙 選挙第一号　鶴瀬村長選挙（当選者告示） 昭和17年5月11日
鶴瀬村長代理　助役　塩野美
雄

一枚 1

17-18 B議会･選挙
昭和十七年第三回鶴瀬村会議録（村長選挙
ノ件）

昭和17年5月11日 竪帳 1

17-19 B議会･選挙 承諾書（村長当選承諾） 昭和17年5月12日 飛田和弥五郎
鶴瀬村長代理　助役
塩野美雄

一枚 1

17-20-1 B議会･選挙 議発第一九六四号　（村会招集告知） 昭和17年8月4日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-20-2 B議会･選挙

昭和十七年第四回鶴瀬村会議録（①本村収
入役ヲ定ムルノ件②鶴瀬村々民税賦課ニ関
スル規程改正ノ件③鶴瀬村税賦課徴収条例
中改正条例ノ件）

昭和17年8月7日 竪帳 1

17-20-3 B議会･選挙 議案第一〇号　収入役推薦書 昭和17年8月7日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-20-4 B議会･選挙
議案第一一号　鶴瀬村々民税賦課ニ関スル
規程改正ノ件

昭和17年8月7日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-20-5 B議会･選挙 鶴瀬村村民税見立賦課ニ関スル規程 竪帳 1
17-20-6 B議会･選挙 参照　鶴瀬村民税賦課ニ関スル規程 一枚 1
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17-20-7 B議会･選挙
議案第一二号　村税賦課徴収条例中改正条
例ノ件

昭和17年8月7日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-20-8 B議会･選挙 鶴瀬村々税賦課徴収条例中改正条例ノ件 竪帳 1

17-20-9 B議会･選挙
参照　鶴瀬村々税賦課徴収条例中改正条例
ノ件

竪帳 1

17-21-1 B議会･選挙 議発第二一六三号　（村会招集告知） 昭和17年8月26日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-21-2 B議会･選挙

昭和十七年第五回鶴瀬村会議録（①本村第
二区長第三区長辞任申出ニ付後任者ヲ定ム
ルノ件②収入役代理書記選定ノ件③昭和十
七年度臨時出納検査立会議員選挙ノ件）

昭和17年8月29日 竪帳 1

17-21-3 B議会･選挙 議案第一三号　区長推薦書 昭和17年8月29日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-21-4 B議会･選挙 議案第一四号　収入役代理書記推薦書 昭和17年8月29日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-21-5 B議会･選挙
選挙要求書（昭和十七年度出納臨時検査立
会議員選挙実施）

昭和17年8月29日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-21-6 B議会･選挙
選挙第二号　昭和十七年度出納臨時検査立
会議員選挙当選者

昭和17年8月29日選挙
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　飛
田和弥五郎

一枚 1

17-22-1 B議会･選挙 議発第二六八二号　（村会招集告知） 昭和17年10月16日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-22-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和17年10月20日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-22-3 B議会･選挙

昭和十七年度第六回鶴瀬村会議録（①鶴瀬
村々税賦課徴収条例中改正条例ノ件②昭和
十七年度入間郡鶴瀬村歳入出追加更正予算
議定ノ件）

昭和17年10月20日 竪帳 1

17-22-4 B議会･選挙
議案第十五号　村税賦課徴収条例中改正条
例ノ件

昭和17年10月20日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-22-5 B議会･選挙 鶴瀬村々税賦課徴収条例中改正条例ノ件 竪帳 1

17-22-6 B議会･選挙
議案第一六号　村税賦課徴収条例中改正条
例ノ件

昭和17年10月20日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-22-7 B議会･選挙 鶴瀬村々税賦課徴収条例中改正条例ノ件 昭和17年10月20日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1

17-23-1 B議会･選挙 議発第二八一九号　（村会招集告知） 昭和17年11月9日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-23-2 B議会･選挙

昭和十七年度第七回鶴瀬村会議録（昭和十
七年度村民税ニ関シ資産ノ状況ヲ斟酌シテ
賦課スベキ資力算定方法ヲ定ムルノ件）

昭和17年11月12日 竪帳 1

17-23-3 B議会･選挙

議案第一八号　昭和十七年度村民税ニ関シ
資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定
方法ヲ定ムルノ件

昭和17年11月12日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-23-4 B議会･選挙 村民税一人別税額人頭割調書　十七年度 竪帳 1
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17-24-1 B議会･選挙 議発第三一五一号　（村会招集告知） 昭和17年12月23日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-24-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和17年12月26日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-24-3 B議会･選挙

昭和十七年度第八回鶴瀬村会議録（①本村
第一区長代理者辞任申出ニ付後任者ヲ定ム
ルノ件②本村第三区長辞任申出ニ付後任者
ヲ定ムルノ件）

昭和17年12月26日 竪帳 1

17-24-4 B議会･選挙 議案第一九号　区長代理者推薦書 昭和17年12月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-24-5 B議会･選挙 議案第二〇号　区長推薦書 昭和17年12月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-25-1 B議会･選挙 議発第三二八号　（村会招集告知） 昭和18年2月24日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-25-2 B議会･選挙

昭和十八年度第一回鶴瀬村会議録（①昭和
十六年度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件
②昭和十六年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金
歳入出決算認定ノ件③村長報酬額ヲ定ムル
ノ件④助役報酬額ヲ定ムルノ件⑤収入役給
料額ヲ定ムルノ件⑥鶴瀬村歳計現金預入規
程設定ノ件⑦補助ヲ為スノ件⑧昭和十八年
度入間郡鶴瀬村歳入出予算議定ノ件⑨昭和
十八年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金歳入出
予算議定ノ件⑩鶴瀬村々税賦課徴収条例中
改正条例ノ件⑪昭和十七年度入間郡鶴瀬村
歳入出（第二回）追加更正予算議定ノ件⑫
鶴瀬村防空従事者扶助金支給規程設定ノ
件）

昭和18年2月28日 竪帳 1

17-25-3 B議会･選挙 議案第三号　村長報酬額ヲ定ムルノ件 昭和18年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-25-4 B議会･選挙 議案第四号　助役報酬額ヲ定ムルノ件 昭和18年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-25-5 B議会･選挙 議案第五号　収入役給料額ヲ定ムルノ件 昭和18年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-25-6 B議会･選挙 議案第六号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和18年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-25-7 B議会･選挙 議案第七号　補助ヲ為スノ件 昭和18年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-26-1 B議会･選挙 議発第六六一号　（村会招集告知） 昭和18年3月22日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-26-2 B議会･選挙

昭和十八年第二回鶴瀬村会議録（昭和十七
年度入間郡鶴瀬村歳入出（第三回)追加予
算議定ノ件

昭和18年3月25日 竪帳 1

17-27-1 B議会･選挙 議発第九〇九号　（村会招集告知） 昭和18年4月16日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-27-2 B議会･選挙 議発第九一九号　（村会延期告知） 昭和18年4月17日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-27-3 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和18年4月23日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-27-4 B議会･選挙

昭和十八年第三回鶴瀬村会議録（①鶴瀬村
助役定数増加及有給条例設定ノ件②鶴瀬村
諸給与条例中改正条例ノ件③学務委員推薦
ノ件）

昭和18年4月23日 竪帳 1
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17-27-5 B議会･選挙
議案第一三号　鶴瀬村助役定数増加及有給
条例案

昭和18年4月23日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-27-6 B議会･選挙
議案第一五号　鶴瀬村諸給与条例中改正条
例案

昭和18年4月23日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-27-7 B議会･選挙 議案第一六号　学務委員推薦ノ件 昭和18年4月23日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-27-8 B議会･選挙 通知書（本村第二区長代理者推薦ニ付） 昭和18年4月23日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-27-9 B議会･選挙 御受書（本村第二区長代理者推薦ニ付） 昭和18年4月
鶴瀬村長　飛田和弥
五郎

一枚 1

17-27-10 B議会･選挙 通知書（本村学務委員推薦ニ付） 昭和18年4月23日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-27-11 B議会･選挙 御受書（本村学務委員推薦ニ付） 昭和18年4月
鶴瀬村長　飛田和弥
五郎

一枚 1

17-28-1 B議会･選挙 議発第一二六一号　（村会招集告知） 昭和18年5月24日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-28-2 B議会･選挙
昭和十八年度第四回鶴瀬村会議録（
助役推薦ノ件）

昭和18年5月27日 竪帳 1

17-28-3 B議会･選挙 議案第一六号　助役推薦ノ件 昭和18年5月27日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-28-4 B議会･選挙
発第一二七八号　告知書（本村有給助役決
定ニ付）

昭和18年5月27日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-28-5 B議会･選挙 承諾書（本村有給助役決定ヲ承諾ニ付） 昭和18年
鶴瀬村長　飛田和弥
五郎

竪帳 1

17-29-1 B議会･選挙 議発第一五八四号　（村会招集告知） 昭和18年6月28日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-29-2 B議会･選挙
昭和十八年第五回鶴瀬村会議録（名誉職員
表彰ノ件）

昭和18年7月1日 竪帳 1

17-29-3 B議会･選挙 議案第一七号　名誉職員表彰ノ件 昭和18年7月1日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-30-1 B議会･選挙 議発第一七八八号　（村会招集告知） 昭和18年8月6日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-30-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和18年8月9日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-30-3 B議会･選挙

昭和十八年度第六回鶴瀬村会議録（①鶴瀬
村外四箇村青年学校組合設置ノ件②防空法
ニ基ク実費弁償支給規定設定ノ件③鶴瀬村
名誉職員諸給与条例設定ノ件④鶴瀬村有給
職員諸給与規則設定ノ件⑤鶴瀬村外四箇村
青年学校組合組合議員選挙ノ件

昭和18年8月9日 竪帳 1

17-30-4 B議会･選挙
議案第一八号　鶴瀬村外四箇村青年学校組
合設置ノ件

昭和18年8月9日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-30-5 B議会･選挙 鶴瀬村外四箇村青年学校組合規約 竪帳 1

17-30-6 B議会･選挙
議案第一九号　防空法ニ基ク実費弁償支給
規程設定ノ件

昭和18年8月9日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-30-7 B議会･選挙 防空法ニ基ク実費弁償支給規程 竪帳 1

17-30-8 B議会･選挙
議案第二〇号　鶴瀬村名誉職員諸給与条例
設定ノ件

昭和18年8月9日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-30-9 B議会･選挙 鶴瀬村名誉職員諸給与条例案 竪帳 1
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17-30-10 B議会･選挙
議案第二一号　鶴瀬村有給職員諸給与規則
設定ノ件

昭和18年8月9日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-30-11 B議会･選挙 鶴瀬村有給職員諸給与規則案 竪帳 1

17-30-12 B議会･選挙
議発第一七九〇号　選挙要求書（鶴瀬村外
四箇村青年学校組合組合議員選挙実施）

昭和18年8月9日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 鶴瀬村会 一枚 1

17-31-1 B議会･選挙 議発第二五七六号　（村会招集告知） 昭和18年11月12日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-31-2 B議会･選挙

昭和十八年第七回鶴瀬村会議録（昭和十八
年度村民税ニ関シ資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦
課スベキ資力算定方法ヲ定ムルノ件）

昭和18年11月15日 竪帳 1

17-31-3 B議会･選挙

議案第二二号　昭和十八年度村民税ニ関シ
資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定
方法ヲ定ムルノ件

昭和18年11月15日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-31-4 B議会･選挙 村民税一人別税額人頭割調書　十八年度 竪帳 1

17-32-1 B議会･選挙
（昭和十八年度歳入出予算編成ノ内示会開
催ニ付予算書持参通知）

昭和19年2月22日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-32-2 B議会･選挙 内示会日時変更ノ件 昭和19年2月23日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-33-1 B議会･選挙 議発第四〇三号　（村会招集告知） 昭和19年2月24日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-33-2 B議会･選挙

昭和十九年第一回鶴瀬村会々議録（①昭和
十七年度入間郡鶴瀬村歳入出決算認定ノ件
②昭和十七年度入間郡鶴瀬村罹災救助資金
歳入出決算認定ノ件③昭和十八年入間郡鶴
瀬村歳入出追加更正予算議定ノ件④昭和十
九年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議定ノ件⑤
河川敷占用並ニ河川附近地工作物設置ノ件
⑥鶴瀬村歳計現金預入規程設定ノ件⑦補助
ヲ為スノ件）

昭和19年2月28日 竪帳 1

17-33-3 B議会･選挙 議案第五号　補助ヲ為スノ件 昭和19年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-33-4 B議会･選挙 議案第六号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和19年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-33-5 B議会･選挙
議案第七号　河川敷占用並ニ河川附近地工
作物設置ノ件

昭和19年2月28日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-34-1 B議会･選挙 議発第二一一一号　（村会招集告知） 昭和19年6月13日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-34-2 B議会･選挙

昭和十九年第二回鶴瀬村会議録（①鶴瀬
村々賦課徴収条例中改正条例ノ件②昭和十
九年度入間郡鶴瀬村歳入出追加更正予算議
定ノ件）

昭和19年6月15日 竪帳 1

17-34-3 B議会･選挙
議案第八号　鶴瀬村々賦課徴収条例中改正
条例ノ件

昭和19年6月15日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
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17-35-1 B議会･選挙 議発第二二八一号　（村会招集告知） 昭和19年7月1日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-35-2 B議会･選挙

昭和十九年第三回入間郡鶴瀬村会議録
（①鶴瀬村々賦課徴収条例中追加条例ノ件
②昭和十九年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議
定ノ件）

昭和19年7月4日 竪帳 1

17-35-3 B議会･選挙
議案第一〇号　鶴瀬村々賦課徴収条例中追
加条例ノ件

昭和19年7月4日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-36-1 B議会･選挙 議発第三三八七号　（村会招集告知） 昭和19年11月20日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-36-2 B議会･選挙

昭和十九年第四回入間郡鶴瀬村会議録
（①昭和十八年度入間郡鶴瀬村歳入出決算
認定ノ件②昭和十八年度入間郡鶴瀬村罹災
救助資金歳入出決算認定ノ件③昭和十九年
度村民税ニ関シ資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課
スヘキ資力算定方法ヲ定ムルノ件）

昭和19年11月24日 竪帳 1

17-36-3 B議会･選挙

議案第一四号　昭和十九年度村民税ニ関シ
資産ノ状況ヲ斟酌シテ賦課スヘキ資力算定
方法ヲ定ムルノ件

昭和19年11月24日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-36-4 B議会･選挙 昭和十九年度村民税個人別調書 鶴瀬村役場 竪帳 1
17-37-1 B議会･選挙 議発第一四〇号　（村会招集告知） 昭和20年1月19日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-37-2 B議会･選挙

昭和十九年第五回入間郡鶴瀬村会議録
（①鶴瀬村基本財産蓄積条例停止条例ノ件
②鶴瀬村税賦課徴収条例中改正条例ノ件③
昭和十九年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算
議定ノ件）

昭和20年1月22日 竪帳 1

17-37-3 B議会･選挙
議案第十五号　鶴瀬村基本財産蓄積停止条
例

昭和20年1月22日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-37-4 B議会･選挙 蓄積条例写 一枚 1

17-37-5 B議会･選挙
議案第十六号　鶴瀬村税賦課徴収条例中改
正条例

昭和20年1月22日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-38 B議会･選挙
（昭和二十年度歳入出予算編成ノ内示会開
催ニ付予算書持参通知）

昭和20年2月19日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-39-1 B議会･選挙 議発第一二六八号　（村会招集告知） 昭和20年2月23日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 2
17-39-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和20年2月26日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-39-3 B議会･選挙

昭和二十年第二回入間郡鶴瀬村会議録
（①歳計現金預入規程設定ノ件②昭和二十
年度入間郡鶴瀬村歳入出予算議定ノ件③鶴
瀬村立鶴瀬尋常高等小学校基本財産蓄積条
例停止条例ノ件④補助ヲ為スノ件⑤鶴瀬
村々税賦課徴収条例中改正条例ノ件⑥昭和
十九年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算議定
ノ件）

昭和20年2月26日 竪帳 1
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17-39-4 B議会･選挙 議案第四号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-5 B議会･選挙
議案第六号　鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学校
基本財産蓄積条例停止条例

昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-6 B議会･選挙
参照　埼玉県入間郡鶴瀬村立鶴瀬尋常高等
小学校基本財産蓄積条例

一枚 1

17-39-7 B議会･選挙 議案第七号　補助ヲ為スノ件 昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-8 B議会･選挙
議案第八号　鶴瀬村々税賦課徴収条例中改
正条例

昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-9 B議会･選挙 議案第四号　歳計現金預入規程設定ノ件 昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-10 B議会･選挙
議案第六号　鶴瀬村立鶴瀬尋常高等小学校
基本財産蓄積条例停止条例

昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-11 B議会･選挙
参照　埼玉県入間郡鶴瀬村立鶴瀬尋常高等
小学校基本財産蓄積条例

大正4年度施行 一枚 1

17-39-12 B議会･選挙 議案第七号　補助ヲ為スノ件 昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-39-13 B議会･選挙
議案第八号　鶴瀬村々税賦課徴収条例中改
正条例

昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-40-1 B議会･選挙 議発第五二二号　（村会招集告知） 昭和20年3月19日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-40-2 B議会･選挙

昭和二十年第三回入間郡鶴瀬村会議録（昭
和十九年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算議
定ノ件）

昭和20年3月22日 竪帳 1

17-41-1 B議会･選挙 議発第一一一〇号　（村会招集告知） 昭和20年6月12日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-41-2 B議会･選挙 議発第一一二四号　（村会議案追加告知） 昭和20年6月15日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-41-3 B議会･選挙

昭和二十年第四回入間郡鶴瀬村会議録
（昭和二十年度入間郡鶴瀬村歳入出追加更
正予算議定ノ件②出納臨時検査立会議員選
挙ノ件③村道路線認定ニ関スル件）

昭和20年6月15日 竪帳 1

17-41-4 B議会･選挙
発一一二三号　選挙要求書（昭和二十年度
出納臨時検査立会議員選挙実施）

昭和20年6月15日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-41-5 B議会･選挙
選挙第一号　昭和二十年度出納臨時検査立
会議員選挙当選者

昭和20年6月15日
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　飛
田和弥五郎

一枚 1

17-41-6 B議会･選挙 第十三号　諮問案（町村道路廃止ニ付） 昭和20年6月15日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1

17-41-7 B議会･選挙 町村道路廃止調書 竪帳 1

17-41-8 B議会･選挙
（町村道路廃止ニ関スル件異議無キニ付答
申）

昭和20年6月15日
鶴瀬村会議長　鶴瀬村長　飛
田和弥五郎

鶴瀬村長　飛田和弥
五郎

一枚 1

17-42-1 B議会･選挙 議発第二〇六四号　（村会招集告知） 昭和20年12月27日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
17-42-2 B議会･選挙 告知書（村会議案追加告知） 昭和20年12月30日 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1
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17-42-3 B議会･選挙

昭和二十年第五回入間郡鶴瀬村会議録
（①昭和十九年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入
出決算認定ノ件②昭和二十年度村民税ニ関
シ資産ノ状況ヲ斟酌シ賦課スヘキ資力算定
方法ヲ定ムルノ件③寄附採納ニ関スル件④
昭和二十年度入間郡鶴瀬村歳入出追加予算
議定ノ件）

昭和20年12月30日 竪帳 1

17-42-4 B議会･選挙

議案第一四号　昭和二十年度村民税ニ関シ
資産ノ状況ヲ斟酌シ賦課スヘキ資力算定方
法ヲ定ムルノ件

昭和20年12月30日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-42-5 B議会･選挙 昭和弐拾年度村民税個数一人別調書 竪帳 1
17-42-6 B議会･選挙 議案第十五号　寄附採納ニ関スル件 昭和20年12月30日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決
17-43 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村財産表 一枚 1
17-44 B議会･選挙 事務報告書 竪帳 1
17-45 B議会･選挙 昭和十六年自一月至十二月事務報告 竪帳 1
17-46 B議会･選挙 議案第三四号　学務委員推薦ノ件 昭和16年3月12日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-47 B議会･選挙
議案第九号　鶴瀬村財産充用処分及積戻ニ
関スル規程中改正ノ件

昭和17年3月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 一枚 1 同日原案可決

17-48 B議会･選挙
積戻年次表　村基本財産（充用金六千四百
七十円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-49 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金一万
一千円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-50 B議会･選挙
積戻年次表　罹災救助資金（充用金千六百
円　利子年四分二厘）

一枚 1

17-51 B議会･選挙
積戻年次表　小学校基本財産（充用金四千
円　利子年三分）

一枚 1

17-52 B議会･選挙
参照　議決第二六号　鶴瀬村財産充用処分
及積戻ニ関スル規程

昭和6年8月26日提出 鶴瀬村助役　塩野美雄 一枚 1 同日原案可決

17-53 B議会･選挙
議案第九号　昭和十九年度入間郡鶴瀬村歳
入出追加予算書

昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

17-54 B議会･選挙
議案第五号　昭和二十年度埼玉県入間郡鶴
瀬村歳入歳出予算書

昭和20年2月26日提出 鶴瀬村長　飛田和弥五郎 竪帳 1 同日原案可決

18 B議会･選挙 鶴瀬村会議録 昭和26年～昭和27年 鶴瀬村役場 竪帳 1

18-1-1 B議会･選挙

昭和二十六年第一回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①昭和二十五年度鶴瀬村歳入歳出追加
更正予算議定の件②鶴瀬村職員退職手当条
例の一部を改正する件③鶴瀬村職員に対す
る年末手当の支給に関する条例を定める件
④固定資産評価員の選任について議会の同
意を求める件

昭和26年1月17日
入間郡鶴瀬村議会議長　磨田
清三郎

埼玉県知事　大澤雄
一

竪帳 1
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18-1-2 B議会･選挙
議案第9号　昭和25年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年1月17日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

18-1-3 B議会･選挙
議案第十号　（鶴瀬村職員退職手当条例の
一部を改正する件）

昭和26年1月17日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案可決

18-1-4 B議会･選挙
鶴瀬村職員退職手当条例の一部を改正する
条例

一枚 1

18-1-5 B議会･選挙
議案第十一号　（鶴瀬村職員に対する年末
手当の支給に関する条例を定める件）

昭和26年1月17日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案可決

18-1-6 B議会･選挙
鶴瀬村職員に対する年末手当の支給に関す
る条例

竪帳 1

18-1-7 B議会･選挙
議案第十二号　固定資産評価員を選任する
について議会の同意を求める件

昭和26年1月17日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案同意

18-2-1 B議会･選挙 議発第三五二号　（村議会招集告知） 昭和26年2月20日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

18-2-2 B議会･選挙 議発第三七二号　（村議会議案追加告知） 昭和26年2月23日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

18-2-3 B議会･選挙

昭和二十六年第二回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村職員諸給与条例の一部を改正
する件②助役選任について議会の同意を求
める件③職員の給与に関する条例を定める
件④職員の服務の宣誓に関する条例を定め
る件⑤職務に専念する義務の特例に関する
条例を定める件

昭和26年2月23日
入間郡鶴瀬村議会議長　磨田
清三郎

埼玉県知事　大澤雄
一

竪帳 1

18-2-4 B議会･選挙
議案第五号　（鶴瀬村職員諸給与条例の一
部を改正する件）

昭和26年2月23日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案可決

18-2-5 B議会･選挙
鶴瀬村職員諸給与条例の一部を改正する条
例

一枚 1

18-2-6 B議会･選挙
議案第六号　助役を選任するについて議会
の同意を求める件

昭和26年2月23日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案同意

18-2-7 B議会･選挙
議案第七号　（職員の給与に関する条例を
定める件）

昭和26年2月23日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案同意

18-2-8 B議会･選挙 職員の給与に関する条例 竪帳 1

18-2-9 B議会･選挙
議案第八号　（職員の服務の宣誓に関する
条例を定める件）

昭和26年2月23日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案同意

18-2-10 B議会･選挙 職員の服務の宣誓に関する条例 竪帳 1

18-2-11 B議会･選挙
議案第九号　（職務に専念する義務の特例
に関する条例を定める件）

昭和26年2月23日提出 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1 同日原案同意

18-2-12 B議会･選挙 職務に専念する義務の特例に関する条例 一枚 1

18-3-1 B議会･選挙 議発第四六二号　（村議会招集告知） 昭和26年3月26日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1
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18-3-2 B議会･選挙 議発第六五〇号　（村議会議案追加告知） 昭和26年3月27日 鶴瀬村長　横田善一 一枚 1

18-3-3 B議会･選挙

昭和二十六年第三回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①昭和二十四年度鶴瀬村歳入歳出決算
認定の件②昭和二十五年度鶴瀬村歳入歳出
追加更正予算議定の件③昭和二十六年度鶴
瀬村歳入歳出予算議定の件④昭和二十四年
度鶴瀬村国民健康保険歳入歳出決算認定の
件⑤昭和二十六年度鶴瀬村国民健康保険歳
入歳出予算議定の件）⑤会議録署名議員を
定める件

昭和26年3月30日
入間郡鶴瀬村議会議長　磨田
清三郎

埼玉県知事　大澤雄
一

竪帳 1

18-3-4 B議会･選挙
議案第10号　昭和24年度鶴瀬村歳入歳出決
算

昭和26年3月30日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

18-3-5 B議会･選挙
議案第11号　昭和25年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年3月30日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

18-3-6 B議会･選挙
議案第12号　入間郡鶴瀬村昭和26年度歳入
歳出予算

昭和26年3月30日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

18-3-7 B議会･選挙
議案第13号　昭和24年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出決算

昭和26年3月30日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案認定

18-3-8 B議会･選挙
議案第14号　昭和26年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算書

昭和26年3月30日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

18-4-1 B議会･選挙 議発第九五四号　（村議会招集告知） 昭和26年5月1日 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

18-4-2 B議会･選挙
昭和二十六年第四回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①議長選挙の件②副議長選挙の件）

昭和26年5月4日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県入間郡鶴瀬村
長　吉田繁太郎

竪帳 1

18-4-3 B議会･選挙 議長及び副議長当選者 昭和26年5月4日選挙
鶴瀬村議会臨時議長　塩野美
雄

一枚 1

18-5-1 B議会･選挙 議発第一二六二号　（村議会招集告知） 昭和26年6月7日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-5-2 B議会･選挙
議発第一二九一号　（村議会議案追加告
知）

昭和26年6月9日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-5-3 B議会･選挙

昭和二十六年第五回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村条例の一部改正の件②町村道
廃止処分の件③鶴瀬村監査委員条例廃止の
件④鶴瀬村国民健康保険条例の一部改正の
件⑤会議録署名議員を定める件）

昭和26年6月11日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一

竪帳 1

18-5-4 B議会･選挙
議案第一五号　（鶴瀬村条例の一部改正の
件）

昭和26年6月11日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-5-5 B議会･選挙 鶴瀬村税条例の一部を改正する条例（案） 竪帳 1
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18-5-6 B議会･選挙 議案第一七号　（町村道廃止処分の件） 昭和26年6月11日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-5-7 B議会･選挙 別紙　廃止調書 一枚 1
18-5-8 B議会･選挙 廃止道路交付調書 一枚 1

18-5-9 B議会･選挙
議案第十八号　（鶴瀬村監査委員条例廃止
の件）

昭和26年6月11日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-5-10 B議会･選挙 監査委員条例を廃止する条例 竪帳 1

18-5-11 B議会･選挙
議案第一六号　（鶴瀬村国民健康保険条例
の一部改正の件）

昭和26年6月11日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-5-12 B議会･選挙
鶴瀬村国民健康保険条例の一部を改正する
条例

竪帳 1

18-6-1 B議会･選挙 議発第一五二六号　（村議会招集告知） 昭和26年7月5日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-6-2 B議会･選挙

昭和二十六年第六回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①助役を選任するについて議会の同意
を求める件②収入役を選任するについて議
会の同意を求める件③固定資産税評価員を
選任するについて議会の同意を求める件④
村長の給与額を定める件⑤収入役の給与額
を定める件⑥収入役の給与額を定める件⑦
会議録署名議員を定める件）

昭和26年7月9日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一　埼玉県入間郡鶴
瀬村長　吉田繁太郎

竪帳 1

18-6-3 B議会･選挙
議案第十九号　助役を選任するについて議
会の同意を求める件

昭和26年7月9日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案同意

18-6-4 B議会･選挙
議案第二十号　収入役を選任するについて
議会の同意を求める件

昭和26年7月9日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案同意

18-6-5 B議会･選挙
議案第二十一号　固定資産税評価員を選任
するについて議会の同意を求める件

昭和26年7月9日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案同意

18-6-6 B議会･選挙 議案第二十二号　村長の給与額を定める件 昭和26年7月9日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-6-7 B議会･選挙 議案第二十三号　助役の給与額を定める件 昭和26年7月9日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-6-8 B議会･選挙
議案第二十四号　収入役の給与額を定める
件

昭和26年7月9日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-1 B議会･選挙 議発第一九四七号　（村議会招集告知） 昭和26年8月18日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1
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18-7-2 B議会･選挙

昭和二十六年第七回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①職員の定数条例の一部改正の件②村
税条例の一部改正の件③職員の退職手当支
給条例の一部改正の件④農業委員会委員の
報酬額等の条例を定める件⑤職員の分限に
関する手続及効果に関する条例を定める件
⑥職員の懲戒に関する手続及効果に関する
条例を定める件⑦職員の勤務時間に関する
条例を定める件⑧固定資産税評価審査委員
会委員を選任するについて議会の同意を求
める件⑨昭和二十六年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算議定の件⑩鶴瀬支会公平委員会
規約の承認を求める件⑪会議録署名議員を
定める件

昭和26年8月22日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一　埼玉県入間郡鶴
瀬村長　吉田繁太郎

竪帳 1

18-7-3 B議会･選挙
議案第二五号　（鶴瀬村職員の定数条例の
一部改正の件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-4 B議会･選挙 鶴瀬村職員定数条例の一部を改正する条例 一枚 1

18-7-5 B議会･選挙
議案第二六号　（鶴瀬村税条例の一部改正
の件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-6 B議会･選挙 鶴瀬村税条例の一部を改正する条例 一枚 1

18-7-7 B議会･選挙
議案第二七号　（鶴瀬村職員の退職手当支
給条例の一部改正の件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-8 B議会･選挙
鶴瀬村職員退職手当支給条例の一部を改正
する条例

一枚 1

18-7-9 B議会･選挙
議案第二八号　（鶴瀬村農業委員会委員の
報酬額等の条例を定める件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日一部修正可決

18-7-10 B議会･選挙 鶴瀬村農業委員会委員の報酬支給条例 一枚 1

18-7-11 B議会･選挙
議案第二九号　（職員の分限に関する手続
及効果に関する条例を定める件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-12 B議会･選挙
職員の分限に関する手続及び効果に関する
条例

竪帳 1

18-7-13 B議会･選挙
議案第三〇号　（職員の懲戒に関する手続
及効果に関する条例を定める件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-14 B議会･選挙
職員に対する懲戒に関する手続及び効果に
関する条例

竪帳 1

18-7-15 B議会･選挙
議案第三一号　（職員の勤務時間に関する
条例を定める件）

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-16 B議会･選挙 職員の勤務時間に関する条例 竪帳 1
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18-7-17 B議会･選挙

議案第三二号　固定資産税評価審査委員会
委員を選任するについて議会の同意を求め
る件

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-18 B議会･選挙
議案第33号　昭和26年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-7-19 B議会･選挙
議案第三四号　鶴瀬支会公平委員会規約を
定める件

昭和26年8月22日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-7-20 B議会･選挙 鶴瀬支会公平委員会規約 竪帳 1

18-8-1 B議会･選挙 議発第二九三八号　（村議会招集告知） 昭和26年12月17日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-8-2 B議会･選挙

昭和二十六年第八回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村固定資産評価審査委員会条例
を定める件②鶴瀬村固定資産評価審査委員
費用弁償条例を定める件③鶴瀬村税条例の
一部改正の件④鶴瀬村手数料条例の一部改
正の件⑤職員の給与に関する条例の一部改
正の件⑥昭和二十六年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算議定の件⑦会議録署名議員を定
める件

昭和26年12月20日 竪帳 1

18-8-3 B議会･選挙
議案第一三号　（鶴瀬村固定資産評価審査
委員会条例を定める件）

昭和26年12月20日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-8-4 B議会･選挙 鶴瀬村固定資産評価審査委員会条例 竪帳 1

18-8-5 B議会･選挙
議案第一四号　（鶴瀬村固定資産評価審査
委員費用弁償条例を定める件）

昭和26年12月20日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-8-6 B議会･選挙 鶴瀬村固定資産評価審査委員費用弁償条例 一枚 1

18-8-7 B議会･選挙
議案第一五号　鶴瀬村税条例の一部を改正
する条例を別紙のように定める

昭和26年12月20日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-8-8 B議会･選挙 鶴瀬村税条例の一部を改正する条例 一枚 1

18-8-9 B議会･選挙
議案第一六号　（鶴瀬村手数料条例の一部
改正の件）

昭和26年12月20日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-8-10 B議会･選挙 鶴瀬村手数料条例の一部を改正する条例 竪帳 1

18-8-11 B議会･選挙
議案第一七号　（職員の給与に関する条例
の一部改正の件）

昭和26年12月20日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-8-12 B議会･選挙
職員に給与に関する条例の一部を改正する
条例

竪帳 1

18-8-13 B議会･選挙
議案第18号　昭和26年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年12月20日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-9-1 B議会･選挙 議発第七四一号　（村議会招集告知） 昭和27年3月26日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1
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18-9-2 B議会･選挙 議発第七八六号　（村議会議案追加告知） 昭和27年3月29日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-9-3 B議会･選挙

昭和二十七年第一回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①昭和二十五年度鶴瀬村歳入歳出決算
認定の件②村長の給与額を定める件③助役
の給与額を定める件④収入役の給与額を定
める件⑤昭和二十七年度鶴瀬村歳入歳出予
算議定の件⑥昭和二十六年度鶴瀬村歳入歳
出追加予算議定の件⑦昭和二十五年度鶴瀬
村国民健康保険決算認定の件⑧昭和二十七
年度鶴瀬村国民健康保険歳入歳出予算議定
の件⑨会議録署名議員を定める件

昭和27年3月31日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一　埼玉県入間郡鶴
瀬村長　吉田繁太郎

竪帳 1

18-9-4 B議会･選挙
議案第1号　昭和25年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出決算書

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-9-5 B議会･選挙 議案第二号　村長の給与額を定める件 昭和27年3月31日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決
18-9-6 B議会･選挙 議案第三号　助役の給与額を定める件 昭和27年3月31日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-9-7 B議会･選挙 議案第四号　収入役の給与額を定める件 昭和27年3月31日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-9-8 B議会･選挙
議案第5号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算書

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-9-9 B議会･選挙
議案第6号　昭和25年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出決算

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-9-10 B議会･選挙
議案第7号　昭和27年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-10-1 B議会･選挙 議発第一〇二三号　（村議会招集告知） 昭和27年4月25日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-10-2 B議会･選挙 議発第一〇六四号　（村議会議案追加告知 昭和27年4月26日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-10-3 B議会･選挙

昭和二十七年第二回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村監査委員条例を定める件②鶴
瀬村監査委員を選任するについて議会の同
意を求める件③鶴瀬村税条例中一部改正の
件④鶴瀬村国民健康保険条例改正の件⑤鶴
瀬村国民健康保険税条例を定める件⑥会議
録署名議員を定める件

昭和27年4月30日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一　埼玉県入間郡鶴
瀬村長　吉田繁太郎

竪帳 1

18-10-4 B議会･選挙
議案第九号　鶴瀬村監査委員条例を定める
件

昭和27年4月30日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-10-5 B議会･選挙 鶴瀬村監査委員条例 一枚 1

18-10-6 B議会･選挙
議案第十号　監査委員を選任するについて
議会の同意を求める件

昭和27年4月30日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決
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18-10-7 B議会･選挙
議案第十一号　（鶴瀬村税条例中一部改正
の件）

昭和27年4月30日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-10-8 B議会･選挙 鶴瀬村税条例の一部を改正する条例 竪帳 1

18-10-9 B議会･選挙
議案第十二号　鶴瀬村国民健康保険条例改
正の件

昭和27年4月30日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-10-10 B議会･選挙 鶴瀬村国民健康保険条例 竪帳 1

18-10-11 B議会･選挙
議案第十三号　鶴瀬村国民健康保険税条例
を定める件

昭和27年4月30日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-10-12 B議会･選挙 鶴瀬村国民健康保険税条例 竪帳 1

18-11-1 B議会･選挙 議発第一六六七号　（村議会招集告知） 昭和27年6月27日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-11-2 B議会･選挙

昭和二十七年第三回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村税条例中一部改正の件②職員
の旅費に関する条例を定める件③村道改修
工事施工について議会の同意を求める件④
会議録署名議員を定める件

昭和27年7月3日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一　埼玉県入間郡鶴
瀬村長　吉田繁太郎

竪帳 1

18-11-3 B議会･選挙
議案第十四号　（鶴瀬村税条例中一部改正
の件）

昭和27年7月3日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-11-4 B議会･選挙 鶴瀬村税条例の一部を改正する条例 一枚 1

18-11-5 B議会･選挙
議案第十五号　（職員の旅費に関する条例
を定める件）

昭和27年7月3日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-11-6 B議会･選挙 鶴瀬村職員の旅費に関する条例 竪帳 1

18-11-7 B議会･選挙
議案第十六号　（村道改修工事施工につい
て議会の同意を求める件）

昭和27年7月3日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

18-12-1 B議会･選挙 議発第二三七五号　（村議会招集告知） 昭和27年9月13日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-12-2 B議会･選挙

昭和二十七年第四回入間郡鶴瀬村議会会議
録（昭和二十七年度鶴瀬村歳入出追加予算
議定の件）

昭和27年9月16日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一　鶴瀬村長　吉田
繁太郎

竪帳 1

18-12-3 B議会･選挙
議案第17号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加予算

昭和27年9月16日提出 竪帳 1 同日原案可決

18-13-1 B議会･選挙 議発第二五三〇号　（村議会招集告知） 昭和27年10月20日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-13-2 B議会･選挙

昭和二十七年第五回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村教育委員会委員選挙の件②鶴
瀬村選挙管理委員同補充員選挙の件③臨時
出納検査立会議員選挙の件④鶴瀬村固定資
産評価審査委員選任するについて議会の同
意を求める件

昭和27年10月23日 竪帳 1

18-13-3 B議会･選挙
選挙要求書　第一号（鶴瀬村教育委員会委
員選挙実施）

昭和27年10月23日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日選挙
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18-13-4 B議会･選挙
選挙要求書　第二号（鶴瀬村選挙管理委員
同補充員選挙実施）

昭和27年10月23日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日選挙

18-13-5 B議会･選挙
選挙要求書　第三号（臨時出納検査立会議
員選挙実施）

昭和27年10月23日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日選挙

18-13-6 B議会･選挙

議案第十八号　固定資産評価審査委員会委
員を選任するについて議会の同意を求める
件

昭和27年10月23日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-13-7 B議会･選挙

選挙書（教育委員会委員選挙・選挙管理委
員同補充員選挙・臨時出納検査立会議員選
挙当選者）

昭和27年10月23日選挙 鶴瀬村議会議長　塩野美雄 一枚 1

18-13-8 B議会･選挙

昭和二十七年第五回鶴瀬村議会会議録写
（教育委員会委員選挙・選挙管理委員同補
充員選挙・臨時出納検査立会議員選挙当選
者、固定資産評価審査委員選任者）

昭和27年11月4日 鶴瀬村議会書記 一枚 1

18-14-1 B議会･選挙 議発第三〇一〇号　（村議会招集告知） 昭和27年12月23日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-14-2 B議会･選挙
議発第三〇三三号　（村議会議案追加告
知）

昭和27年12月26日 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1

18-14-3 B議会･選挙

昭和二十七年第六回入間郡鶴瀬村議会会議
録（①鶴瀬村教育委員会委員の報酬並びに
費用弁償条例を定める件②鶴瀬村教育委員
会教育長の給与等に関する条例を定める件
③鶴瀬村消防団設置条例中一部改正の件④
鶴瀬村職員退職手当支給条例中一部改正の
件⑤職員の給与に関する条例中一部改正の
件⑥昭和二十七年度鶴瀬村歳入歳出追加予
算議定の件⑦会議録署名議員を定める件）

昭和27年12月26日
入間郡鶴瀬村議会議長　塩野
美雄

埼玉県知事　大澤雄
一

竪帳 1

18-14-4 B議会･選挙
議案第十九号　（鶴瀬村教育委員会委員の
報酬並びに費用弁償条例を定める件）

昭和27年12月26日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-14-5 B議会･選挙
鶴瀬村教育委員会委員の報酬及び費用弁償
条例

一枚 1

18-14-6 B議会･選挙
議案第二〇号　（鶴瀬村教育委員会教育長
の給与等に関する条例を定める件）

昭和27年12月26日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-14-7 B議会･選挙
鶴瀬村教育委員会教育長の給与に関する条
例

一枚 1

18-14-8 B議会･選挙
議案第二一号　（鶴瀬村消防団設置条例中
一部改正の件）

昭和27年12月26日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決
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18-14-9 B議会･選挙
鶴瀬村消防団設置条例の一部を改正する条
例

一枚 1

18-14-10 B議会･選挙
議案第二二号　（鶴瀬村職員退職手当支給
条例中一部改正の件）

昭和27年12月26日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-14-11 B議会･選挙
鶴瀬村職員退職手当支給条例の一部を改正
する条例

一枚 1

18-14-12 B議会･選挙
議案第二三号　（職員の給与に関する条例
中一部改正の件）

昭和27年12月26日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 一枚 1 同日原案可決

18-14-13 B議会･選挙
職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例

竪帳 1

18-14-14 B議会･選挙
議案第24号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算

昭和27年12月26日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

19 Ｃ財政 協議費予算精算簿 明治17年度 鶴馬村連合戸長役場 竪帳 1

19-1 Ｃ財政
（明治十七年度鶴馬村連合村費予算報告
書）

明治18年5月15日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-2 Ｃ財政
（明治十七年度鶴馬村々費予算総額報告
書）

明治18年4月25日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-3 Ｃ財政
（明治十八年度鶴馬村連合村費予算報告
書）

明治18年9月12日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-4 Ｃ財政 （明治十八年度鶴馬村々費予算報告書） 明治18年9月18日
入間郡鶴馬村連合戸長代理
筆生　横田藤内

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-5 Ｃ財政
連合村費報告（明治十七年度鶴馬村連合村
費精算報告書）

明治18年11月10日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-6 Ｃ財政
連合村費予算報告（明治十八年度入間郡勝
瀬村駒林村連合村費予算報告書）

明治18年11月18日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-7 Ｃ財政
鶴第二十二号　村費予算報告書進達（明治
十八年度勝瀬村収支予算報告書）

明治19年2月18日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-8 Ｃ財政
鶴第二十七号　村費予算報告表進達（明治
十八年度鶴馬村々費収支予算報告書）

明治19年2月20日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-9 Ｃ財政
鶴第三十四号　総額表進達（明治十八年度
鶴馬村他二ヶ村々費予算総額表進達）

明治19年3月9日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-10 Ｃ財政
鶴第三十三号　総額表進達（明治十七年度
鶴馬村他二ヶ村々費精算総額表進達）

明治19年3月9日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-11 Ｃ財政
鶴第四十五号　（明治十七年度村費教育費
精算額調進達）

明治19年3月30日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県入間高麗郡長
伊藤栄

竪帳 1

19-12 Ｃ財政
鶴第五拾六号　明治十九年度入間郡鶴馬村
連合村費予算報告表

明治19年4月19日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1
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19-13 Ｃ財政
鶴第七拾三号　明治十九年度入間郡勝瀬
村々費予算報告表

明治19年5月21日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-14 Ｃ財政
鶴第八拾号　明治十九年度入間郡鶴馬村々
費予算報告表

明治19年6月4日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-15 Ｃ財政
鶴第八十二号　総額表進達（明治十九年度
入間郡鶴馬村他二ヶ村々費予算総額表進
達）

明治19年6月9日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県令　吉田清英 竪帳 1

19-16 Ｃ財政
鶴第百号　明治十八年度入間郡鶴馬村連合
村費精算報告表

明治19年7月31日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-17 Ｃ財政
鶴第百壱号　明治十八年度入間郡鶴馬村々
費精算報告表

明治19年7月31日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-18 Ｃ財政
鶴第百四号　明治十八年度入間郡勝瀬村々
費精算報告表

明治19年7月31日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-19 Ｃ財政
鶴第百弐号　明治十八年度入間郡勝瀬学校
連合村費精算報告表

明治19年7月31日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-20 Ｃ財政
鶴百六号　村費総額表進達（明治十八年度
鶴馬村外二ヶ村々費精算総額表進達）

明治19年7月31日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-21 Ｃ財政
鶴第六十六号　明治十九年度勝瀬村々費精
算報告書

明治20年4月12日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

一枚 1

19-22 Ｃ財政
鶴第六十五号　明治二十年度鶴馬村連合村
費予算報告書

明治20年4月12日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-23 Ｃ財政
鶴第八拾壱号　明治十九年度鶴馬村々費精
算報告書

明治20年5月23日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

一枚 1

19-24 Ｃ財政
鶴第七拾五号　明治十九年度鶴馬村連合村
費精算報告書

明治20年5月23日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-25 Ｃ財政
鶴第七拾六号　明治十九年度鶴馬村負担村
費精算額取調書

明治20年5月23日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-26 Ｃ財政
鶴第七拾七号　明治十九年度勝瀬村負担村
費精算額取調書

明治20年5月23日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-27 Ｃ財政
鶴第八拾六号　明治十九年度鶴馬村連合負
担村費精算額取調書

明治20年5月23日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-28 Ｃ財政
鶴第五十八号　（明治二十一年度鶴馬村連
合村費予算報告書進達起案）

明治21年4月25日 竪帳 1

19-29 Ｃ財政 鶴第五三号　村会開会報告按伺 明治21年4月 一枚 1

19-30 Ｃ財政
鶴第七拾号　明治二十年度鶴馬村連合村費
精算報告書

明治21年5月29日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-31 Ｃ財政
鶴第七十一号　明治二十年度鶴馬村連合負
担ノ村費精算額取調書

明治21年5月29日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-32 Ｃ財政
鶴第七十二号　明治二十年度鶴馬村負担ノ
村費精算額取調書

明治21年5月29日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1
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19-33 Ｃ財政
鶴第七十三号　明治二十年度勝瀬村負担ノ
村費精算額取調書

明治21年5月29日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-34 Ｃ財政
鶴第四〇号　（入間郡鶴馬村連合部内戸別
等級規定決議書）

明治20年3月15日
入間郡鶴馬村連合戸長　上田
毎吉

埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-35 Ｃ財政
第三号　明治二十一年度鶴馬村連合村費精
算報告書

明治22年7月15日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-36 Ｃ財政
第四号　明治二十一年度鶴馬村連合負担ノ
村費精算額取調書

明治22年7月15日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-37 Ｃ財政
第五号　明治二十一年度鶴馬村負担ノ村費
精算額取調書

明治22年7月15日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-38 Ｃ財政
第六号　明治二十一年度勝瀬村負担ノ村費
精算額取調書

明治22年7月15日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-39 Ｃ財政
第七号　明治二十一年駒林村負担ノ村費精
算額取調書

明治22年7月15日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

19-40 Ｃ財政
鶴第一八号　村会々開報告書（明治二十五
年度村税予算議定ニ付）

明治25年3月4日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間高麗郡長
伊藤栄

一枚 1

19-41 Ｃ財政
鶴第五二号　（明治二十五年度村税戸数割
徴収法村会議決ニ付許可稟請）

明治25年7月25日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間高麗郡長
伊藤栄

竪帳 1

19-42 Ｃ財政
発第四四号　（明治二十五年度村税戸数割
ニ等級設定ノ件許可書）

明治25年8月1日 入間高麗郡長　伊藤栄 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1

19-43 Ｃ財政
鶴第五六号　（明治二十五年度地方税戸数
割賦課徴収法決議ニ付報告）

明治25年7月25日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉知事　久保田貫
一

竪帳 1

19-44 Ｃ財政
鶴第七三号　（明治二十六年度地方税戸数
割徴収法之儀二十五年度同様ニ賦課徴収ス
ル旨報告）

明治26年9月19日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内 埼玉知事　銀林綱男 竪帳 1

19-45 Ｃ財政
鶴第四一号　村税戸別割等級設定賦課徴収
ニ付申請書

明治27年5月4日 村長 郡長 竪帳 1

19-46 Ｃ財政
発第八号　（村税戸別割ニ等級設定ノ件許
可）

明治27年5月5日 入間高麗郡長　伊藤栄 入間郡鶴瀬村 一枚 1

19-47 Ｃ財政
鶴第三一号　地方税戸数割等級設定徴収報
告書

明治28年4月17日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県知事　男爵
千家尊福

竪帳 1

19-48 Ｃ財政
鶴第三二号　（明治二十八年村税戸別割地
方税戸数割賦課徴収決議ニ付報告）

明治28年4月17日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間高麗郡長
平井光長

竪帳 1

20 Ｃ財政 埼玉県入間郡鶴瀬村歳入歳出決算簿
明治22年度～昭和2年
度

入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

20-1 Ｃ財政
鶴第五三号　（入間郡鶴瀬村明治二十二年
度村税決算報告書）

明治23年6月19日 邨長 郡長 竪帳 1

20-2 Ｃ財政
□□三五号　（入間郡鶴瀬村明治二十三年
度村税決算及明治二十四年度村税予算報告
書）

明治24年6月2日 村長 郡長 竪帳 1
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20-3 Ｃ財政
鶴第四七号　（入間郡鶴瀬村明治二十四年
度村税決算報告書）

明治25年6月15日 村長 郡長 竪帳 1

20-4 Ｃ財政
鶴第四一号　（入間郡鶴瀬村明治二十五年
度村税決算報告書）

明治26年5月30日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間高麗郡長
伊藤栄

竪帳 1

20-5 Ｃ財政
鶴第五〇号　（入間郡鶴瀬村明治二十六年
度村税決算報告書）

明治27年6月25日 村長 郡長 竪帳 1

20-6 Ｃ財政
鶴第五三号　（入間郡鶴瀬村明治二十七年
度村税決算報告書）

明治28年6月27日 村長 郡長 竪帳 1

20-7 Ｃ財政
鶴第六四号　（入間郡鶴瀬村明治二十八年
度村税決算報告書）

明治29年6月30日 鶴瀬村長 入間郡長 竪帳 1

20-8 Ｃ財政
鶴第七九号　（入間郡鶴瀬村明治二十九年
度村税決算報告書）

明治30年7月30日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間郡長　平
井光長

竪帳 1

20-9 Ｃ財政
鶴第六四号　（入間郡鶴瀬村明治三十年度
村税決算報告書）

明治31年6月30日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間郡長　島
嵜廣太郎

竪帳 1

20-10 Ｃ財政
鶴第六三号　（入間郡鶴瀬村明治三十一年
度村税決算報告書）

明治32年8月25日 入間郡鶴瀬村長　横田藤内
埼玉県入間郡長　島
嵜廣太郎

竪帳 1

20-11 Ｃ財政
鶴第六九五号　（入間郡鶴瀬村明治三十二
年度村税決算報告書）

明治33年7月5日 入間郡鶴瀬村助役　内田菊三
埼玉県入間郡長　島
嵜廣太郎

竪帳 1

20-12 Ｃ財政
鶴第一〇一四号　（入間郡鶴瀬村明治三十
三年度村税決算報告書）

明治34年9月10日 入間郡鶴瀬村長　加治幸之助
埼玉県入間郡長　島
嵜廣太郎

竪帳 1

20-13 Ｃ財政
第九三八号　（入間郡鶴瀬村明治三十四年
度村税決算報告書）

明治35年9月10日 入間郡鶴瀬村長　加治幸之助
埼玉県入間郡長　嶋
嵜廣太郎

竪帳 1

20-14 Ｃ財政
第七七六号　（入間郡鶴瀬村明治三十五年
度歳入出決算報告書）

明治36年7月10日 村長 郡長 竪帳 1

20-15 Ｃ財政
第八五六号　（入間郡鶴瀬村明治三十六年
度歳入出決算報告書）

明治37年7月31日 村長 郡長 竪帳 1

20-16 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治卅七年度歳入出総
計決算

明治38年7月16日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

20-17 Ｃ財政
第九五六号　報告書（入間郡鶴瀬村明治三
十八年度歳入出決算表）

明治39年8月31日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1

20-18 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治三十九年度歳入出
総計決算

明治40年7月8日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

20-19 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四十年度歳入出総
計決算

明治41年8月27日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

20-20 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四十一年度歳入出
総計決算

明治42年7月29日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

20-21 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四十二年度歳入出
総計決算

明治43年6月30日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

20-22 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四十三年度歳入出
総計決算

明治44年6月27日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

20-23 Ｃ財政 入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出決算書 大正元年8月23日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1
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20-24 Ｃ財政 入間郡鶴瀬村大正元年度歳入出決算書 大正2年8月30日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　塩野
豊吉

竪帳 1

20-25 Ｃ財政
村費決算報告（入間郡鶴瀬村大正二年度歳
入出決算報告書）

大正3年8月1日 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

20-26 Ｃ財政
村費決算報告（入間郡鶴瀬村大正三年度歳
入出決算報告書）

大正4年7月31日 入間郡鶴瀬村長　金子傳三郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

20-27 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村大正四年度歳入出総計
決算

大正5年7月28日 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

20-28 Ｃ財政
歳入出決算報告（入間郡鶴瀬村大正五年度
歳入出決算報告書）

大正6年8月9日 入間郡鶴瀬村長　横田友七
入間郡長　奥田榮之
助

竪帳 1

20-29 Ｃ財政
議発第一一八一号　村費歳入出決算報告
（入間郡鶴瀬村大正六年度歳入出決算報告
書）

大正7年8月7日 入間郡鶴瀬村長　横田友七 入間郡長　村松武美 竪帳 1

20-30 Ｃ財政 埼玉県入間郡鶴瀬村大正七年度歳入出決算 竪帳 1

20-31 Ｃ財政
議発第一一二一号　村費決算報告（入間郡
鶴瀬村大正八年度歳入出決算報告書）

大正9年8月9日 入間郡鶴瀬村長　横田友七 入間郡長　村松武美 竪帳 1

20-32 Ｃ財政
大正九年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出決算
書

埼玉県入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

20-33 Ｃ財政 大正十年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 大正11年8月8日提出 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

20-34 Ｃ財政 大正十一年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 大正12年8月10日提出 入間郡鶴瀬村長　横田友七 竪帳 1

20-35 Ｃ財政 大正十二年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 大正13年8月16日提出
埼玉県入間郡鶴瀬村長　加治
彦三郎

竪帳 1

20-36 Ｃ財政 大正十三年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 大正14年7月28日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

20-37 Ｃ財政 大正十四年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 大正15年9月4日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1

20-38 Ｃ財政
第一号議案　（入間郡鶴瀬村大正十五年・
昭和元年度歳入出決算認定ノ件）

昭和2年9月12日提出 鶴瀬村長　加治彦三郎 竪帳 1 決算書添付

20-39 Ｃ財政 昭和弐年度入間郡鶴瀬村歳入出決算書 竪帳 1

21 Ｃ財政 埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算
明治40年度～大正2年
度

入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

21-1 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四拾年度歳入出総
計予算

明治40年3月21日提出
埼玉県入間郡鶴瀬村助役　塩
野豊吉

竪帳 1

21-2 Ｃ財政
埼玉県入間郡鶴瀬村明治四拾壱年度歳入出
総計予算

明治41年2月17日提出
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

竪帳 1

21-3 Ｃ財政 鶴瀬村明治四十年度歳入出追加予算表 一枚 1

21-4 Ｃ財政
第八八六号　報告（入間郡鶴瀬村明治四十
一年度追加予算）

明治41年9月29日
入間郡鶴瀬村長助役　塩野豊
吉

入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1
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21-5 Ｃ財政
第二六〇号　報告書（入間郡鶴瀬村明治四
十二年度歳入出予算）

明治42年3月19日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 竪帳 1

21-6 Ｃ財政
第二六二号　進達（入間郡鶴瀬村明治四十
一年度歳入出追加予算表）

明治42年3月19日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 竪帳 1

21-7 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十二年度歳入出追加予
算

一枚 1

21-8 Ｃ財政
第七二一号　提出（入間郡鶴瀬村明治四十
二年度歳入出追加予算表）

明治42年7月29日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 竪帳 1

21-9 Ｃ財政
第一七七号　提出書（入間郡鶴瀬村明治四
十三年度歳入出予算表及財産明細表）

明治43年3月10日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1

21-10 Ｃ財政
第九五二号　提出書（入間郡鶴瀬村明治四
十三年度歳入出追加予算）

明治43年11月2日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1

21-11 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十三年度歳入出更正予
算表

竪帳 1

21-12 Ｃ財政 明治四十三年度鶴瀬村歳入更正予算表 一枚 1

21-13 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十三年度歳入歳出更正
予算表

竪帳 1

21-14 Ｃ財政
提出書（入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入
出予算）

明治44年3月16日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡役所 竪帳 1

21-15 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳出更正予算
表原案

一枚 1

21-16 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表原案

一枚 1

21-17 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

一枚 1

21-18 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳出更正予算
表

一枚 1

21-19 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

一枚 1

21-20 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳出更正予算
表

一枚 1

21-21 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

一枚 1

21-22 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村明治四十四年度歳入出追加予
算表

一枚 1

21-23-1 Ｃ財政
第二三〇号　報告書（入間郡鶴瀬村明治四
十五年度歳入出予算・罹災救助資金歳入出
予算書）

昭和45年3月7日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1
明治四十五年度歳
入出予算書のみ添
付

21-23-2 Ｃ財政
決議書（予算額内過不足等之節ハ流用支払
フ事）

昭和45年2月23日 一枚 1
明治四十五年度歳
入出予算書内に挟
み込み
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21-24 Ｃ財政 入間郡鶴瀬村大正元年度歳入出追加予算書 一枚 1

21-25 Ｃ財政
入間郡鶴瀬村大正元年度歳入出追加予算説
明

一枚 1

21-26 Ｃ財政 大正二年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算 大正2年3月6日
埼玉県入間郡鶴瀬村長　塩野
豊吉

竪帳 1

21-27 Ｃ財政
大正二年度埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出追加
予算

竪帳 1

21-28 Ｃ財政
村費追加予算報告（入間郡鶴瀬村大正二年
度歳入出追加予算）

大正2年8月31日 鶴瀬村助役　横田友七
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

21-29 Ｃ財政
村費追加予算報告（大正二年度鶴瀬村歳入
出追加予算）

大正3年1月10日 鶴瀬村助役　横田友七
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

21-30 Ｃ財政
村費更正予算報告（入間郡鶴瀬村大正二年
度歳入出更正予算）

大正3年1月10日 鶴瀬村助役　横田友七
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

21-31 Ｃ財政
村費追加予算報告（入間郡鶴瀬村大正二年
度歳出追加予算）

大正3年3月20日 鶴瀬村助役　横田友七
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1

22 Ｃ財政 （埼玉県入間郡鶴瀬村歳入出予算書） 昭和21年～昭和31年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

22-1 Ｃ財政
議案第一号　昭和二十一年度入間郡鶴瀬村
歳入出予算書

昭和21年2月27日提出 鶴瀬村長　飛田和彌五郎 竪帳 1 同日一部修正可決

22-2 Ｃ財政
議案第八号　昭和二十一年度入間郡鶴瀬村
歳入出追加更正予算書

昭和21年11月25日提出 鶴瀬村長　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

22-3 Ｃ財政
議案第六号　昭和二十一年度入間郡鶴瀬村
歳入出追加更正予算書

昭和22年2月27日提出 鶴瀬村長　塩野美雄 竪帳 1

22-4 Ｃ財政
議決第九号　昭和二十一年度鶴瀬村歳入出
追加予算書

昭和22年3月30日提出 鶴瀬村長代理助役　栗原賢三 竪帳 1 同日原案可決

22-5 Ｃ財政
議決第六号　昭和二十二年度入間郡鶴瀬村
歳入出予算

昭和22年2月27日提出 鶴瀬村長　塩野美雄 竪帳 1 同日原案可決

22-6 Ｃ財政
議案第十四号　昭和二十二年度入間郡鶴瀬
村歳入出追加更正予算

昭和22年10月8日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-7 Ｃ財政
議案第一号　昭和二十二年度入間郡鶴瀬村
歳入出追加更正予算

昭和23年2月8日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-8 Ｃ財政
議案第六号　昭和二十二年度入間郡鶴瀬村
歳入出追加予算

昭和23年3月30日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-9 Ｃ財政
議案第8号　昭和23年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算

昭和23年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-10 Ｃ財政
議案第17号　昭和23年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算

昭和23年6月5日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-11 Ｃ財政
議案第31号　昭和23年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和23年12月20日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-12 Ｃ財政
議案第2号　昭和23年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加予算

昭和24年3月19日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決
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22-13 Ｃ財政
議案第3号　昭和23年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加更正予算

昭和24年3月19日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-14 Ｃ財政
議案第6号　昭和24年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算

昭和24年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-15 Ｃ財政
議案第1号　昭和24年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加更正予算

昭和25年1月30日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-16 Ｃ財政
議案第3号　昭和24年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和25年3月30日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-17 Ｃ財政
議案第7号　昭和24年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算

昭和24年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1

22-18 Ｃ財政
議案第4号　昭和25年度鶴瀬村歳入歳出予
算

昭和25年3月30日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-19 Ｃ財政
議決第5号　昭和二十五年度鶴瀬村国民健
康保険歳入歳出予算書

昭和25年5月16日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-20 Ｃ財政
議案第9号　昭和25年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年1月17日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-21 Ｃ財政
議案第11号　昭和25年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年3月30日提出 鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-22 Ｃ財政
議案第12号　入間郡鶴瀬村昭和26年度歳入
歳出予算

昭和26年3月30日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-23 Ｃ財政
議決第14号　昭和二十六年度鶴瀬村国民健
康保険歳入歳出予算書

昭和26年3月30日提出 入間郡鶴瀬村長　横田善一 竪帳 1 同日原案可決

22-24 Ｃ財政
議案第33号　昭和26年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年8月22日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-25 Ｃ財政
議案第18号　昭和26年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和26年12月20日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1

22-26 Ｃ財政
議案第8号　昭和26年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-27 Ｃ財政
議案第5号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算書

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-28 Ｃ財政
議案第7号　昭和27年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算

昭和27年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-29 Ｃ財政
議案第17号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加予算

昭和27年9月16日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-30 Ｃ財政
議案第24号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算

昭和27年12月26日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-31 Ｃ財政
議案第3号　昭和27年度鶴瀬村歳入出追加
予算書

昭和28年2月7日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-32 Ｃ財政
議案第6号　昭和27年度入間郡鶴瀬村歳入
出追加予算書

昭和28年3月3日提出 鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-33 Ｃ財政
議案第7号　昭和28年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算書

昭和28年3月9日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決
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22-34 Ｃ財政
議案第8号　昭和28年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算

昭和28年3月9日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-35 Ｃ財政
議案第9号　昭和27年度鶴瀬村国民健康保
険歳入出追加更正予算

昭和28年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-36-1 Ｃ財政
議案第15号　昭和28年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算

昭和28年9月8日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-36-2 Ｃ財政
議案第16号　昭和28年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算書（案）

昭和28年12月26日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1

22-39 Ｃ財政
議案第9号　昭和28年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算（案）

昭和29年3月5日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-40 Ｃ財政
議案第10号　昭和28年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出追加更正予算

昭和29年3月29日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-41-1 Ｃ財政
議案第14号　昭和28年度鶴瀬村歳入歳出予
算（案）

昭和29年3月29日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-41-2 Ｃ財政
議案第16号　昭和28年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出追加予算書（案）

昭和28年12月26日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-37 Ｃ財政
議案第4号　昭和29年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算書（案）

昭和29年3月5日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-38 Ｃ財政
議案第5号　昭和29年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算書（案）

昭和29年2月5日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-42 Ｃ財政
議案第18号　昭和29年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算

昭和29年6月9日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1

22-43 Ｃ財政
議案第21号　昭和29年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算

昭和29年9月24日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-45 Ｃ財政
議案第1号　昭和29年度鶴瀬村歳入歳出追
加更正予算（案）

昭和30年3月24日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-44 Ｃ財政
議案第2号　昭和29年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出追加更正予算（案）

昭和29年3月24日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-46 Ｃ財政
議案第5号　昭和30年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算（案）

昭和30年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-47 Ｃ財政
議案第6号　昭和30年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算（案）

昭和30年3月31日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-48 Ｃ財政
議案第12号　昭和30年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算（案）

昭和30年7月14日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-49 Ｃ財政
議案第22号　昭和30年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算（案）

昭和30年12月26日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-50 Ｃ財政
議案第1号　昭和30年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算（案）

昭和31年2月29日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-51 Ｃ財政
議案第3号　昭和31年度入間郡鶴瀬村歳入
歳出予算（案）

昭和31年3月23日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

22-52 Ｃ財政
議案第4号　昭和31年度鶴瀬村国民健康保
険歳入歳出予算（案）

昭和31年3月23日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決
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22-53 Ｃ財政
議案第11号　昭和31年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算（案）

昭和31年8月4日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1

22-54 Ｃ財政
議案第14号　昭和31年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算案

昭和31年9月19日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1

22-55 Ｃ財政
議案第22号　昭和31年度鶴瀬村歳入歳出追
加予算（案）

昭和31年9月28日提出 入間郡鶴瀬村長　吉田繁太郎 竪帳 1 同日原案可決

23 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
24 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
25 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
26 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
27 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
28 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
29 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
30 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
31 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
32 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
33 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
34 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
35 Ｄ税務 地租名寄帳 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
36 Ｄ税務 土地名寄帳　第拾七号 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
37 Ｄ税務 土地名寄帳　第拾八号 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
38 Ｄ税務 土地名寄帳　第拾九号 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1
39 Ｄ税務 土地名寄帳　第弐拾号 明治 鶴瀬村役場 竪帳 1

40 Ｄ税務 廃止届編冊
昭和2年4月～昭和7年
9月

鶴瀬村役場 竪帳 1

41 Ｄ税務 神社寺院土地名寄帳 昭和31年 鶴瀬村役場 竪帳 1
42-1 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第弐号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
42-2 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第参号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 2
43 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第四号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
44 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第五号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
45 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第六号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
46 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第八号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
47 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第九号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
48 Ｆ土地 （明治二十年調　土地台帳） 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1 表紙欠
49 Ｆ土地 （明治二十年調　土地台帳） 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1 表紙欠
50 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第拾参号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
51 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第拾四号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
52 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　第拾五号 明治20年 入間郡鶴馬村 竪帳 1
53 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　伊号 明治20年 入間郡勝瀬村 竪帳 1
54 Ｆ土地 明治二十年調　土地台帳　登号　 明治20年 入間郡勝瀬村 竪帳 1
55 Ｆ土地 （明治二十年調　土地台帳　第保号） 明治20年 入間郡勝瀬村 竪帳 1 表紙欠
56 Ｆ土地 土地台帳 明治 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
57 Ｆ土地 土地台帳 明治 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
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58 Ｆ土地 土地台帳 明治 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
59 Ｆ土地 地価帳拾二冊ノ内第壱号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
60 Ｆ土地 地価帳拾二冊ノ内第弐号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
61 Ｆ土地 地価帳拾二冊ノ内第三号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
62 Ｆ土地 地価帳拾二冊ノ内第四号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
63 Ｆ土地 地価帳拾二冊ノ内第八号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1

64 Ｆ土地 修正地価帳 明治22年11月19日 委員　大沢惣八他
埼玉県知事　吉田清
英

竪帳 1

65 Ｉ教育 新制中学建築関係書綴 昭和22年～昭和24年 鶴瀬村役場 竪帳 1
66 Ｉ教育 中学校特別教室新築関係綴 昭和29年 鶴瀬村役場 竪帳 1
67 Ｋ社寺・兵事 動員ニ関スル書類綴 明治40年～大正3年 鶴瀬村役場 竪帳 1

67-1 Ｋ社寺・兵事
動第一号　（充員召集令状交付時間調査表
調製・進達ノ件通達）

明治40年9月6日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-2 Ｋ社寺・兵事
動第二号　（動員計画上身体健否の程度必
要ニ付照会）

明治40年9月11日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-3 Ｋ社寺・兵事
動埼第十号　（第一師団召集事務規定改正
ニ付内訓）

明治40年10月24日 埼玉県知事　大久保利武
郡役所　警察署　警
察文書　町村役場

竪帳 1 改正規程条文添付

67-4 Ｋ社寺・兵事 動第八号　（第一国民兵役転入者通達） 明治40年10月25日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-5 Ｋ社寺・兵事 動第九号　（国民兵役転入者通達） 明治40年11月20日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-6 Ｋ社寺・兵事
動第一三号　（動員計画上必要ニ付物資調
査ノ件照会）

明治40年12月21日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

竪帳 1
給養品調査表他調
査表添付

67-7 Ｋ社寺・兵事
動第一六号　（召集諸費概算表報告ノ件照
会）

明治41年1月20日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-8 Ｋ社寺・兵事
動第一七号　（召集諸費概算表報告無キニ
付督促）

明治41年1月24日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-9 Ｋ社寺・兵事
動第二一号　（第四師団馬匹徴発準備書類
并実施方法ニ関スル規定）

明治41年2月5日 入間郡長　島﨑廣太郎
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-10 Ｋ社寺・兵事
動馬第二号　（馬匹徴発令下達時間調査表
提出ノ件通達）

明治41年3月6日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-11 Ｋ社寺・兵事
動第二四号　（第四師団召集及馬匹徴発事
務規定送付ニ付事務処理ノ件通達）

明治41年3月12日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-12 Ｋ社寺・兵事
動馬第五号　（明治四十一年徴発馬匹配当
ニ付馬匹出場名簿調製提出ノ件通達）

明治41年3月31日 入間郡長　市川春太郎
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-13 Ｋ社寺・兵事
動馬第八号　（明治四十一年徴発馬匹配当
ニ付馬匹差出場所ノ件通達）

明治41年4月28日 入間郡長　市川春太郎
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-14 Ｋ社寺・兵事
動馬第一〇号　（徴発馬匹差出場所到着時
刻通達）

明治41年4月29日 入間郡長　市川春太郎
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1
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67-15 Ｋ社寺・兵事

動第三五号　（馬匹徴発事務規定ハ第四師
団規定ニ準拠シ、召集事務ハ第一師団規定
ニ準拠スベキ旨通牒）

明治41年4月28日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-16 Ｋ社寺・兵事
動埼第四号　（第一師団召集事務規定第十
五条・十七条・七十七条改正ニ付内訓）

明治41年5月8日 埼玉県知事　島田剛太郎
郡役所　警察署　警
察文書　町村役場

一枚 1

67-17 Ｋ社寺・兵事
動馬第一〇号　（徴発馬匹差出場所到着時
刻通達）

明治41年4月29日 入間郡長　市川春太郎
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-18 Ｋ社寺・兵事
召地第一〇号　第四師団召集及馬匹徴発事
務規定制定）

明治41年1月25日 第四師団長　男爵　井上光 一枚 1

67-19 Ｋ社寺・兵事
動埼第八号　（第一師団召集事務規定改正
ニ付内訓）

明治41年6月29日 埼玉県知事　島田剛太郎
郡役所　警察署　警
察文書　町村役場

一枚 1

67-20 Ｋ社寺・兵事
動第三六号　（動員手簿必要事項ヲ了知シ
調製スベキ旨通牒）

明治41年4月28日 入間郡役所
鶴瀬村長　横田源九
郎

竪帳 1

充員召集事務・臨
時召集事務・国民
兵召集事務・馬匹
徴発事務添付

67-21 Ｋ社寺・兵事
動第四六号　通牒（召集及徴発事務諸規定
ニ遵拠シ処置スベキニ付）

明治41年8月24日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-22 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治41年10月6日 鶴瀬村役場
入間郡長　島﨑廣太
郎

一枚 1

67-23 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治40年10月16日 鶴瀬村役場
入間郡長　島﨑廣太
郎

一枚 1

67-24 Ｋ社寺・兵事
第九一七号　進達書（第一師団被徴発被雇
傭人員調表進達）

明治40年11月14日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 一枚 1

67-25 Ｋ社寺・兵事 第三八号　進達書（物資調査表進達） 明治41年1月17日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1

67-26 Ｋ社寺・兵事 第六九号　進達書（召集諸費概算表進達） 明治41年1月27日 鶴瀬村長　横田源九郎
入間郡長　嶋﨑廣太
郎

一枚 1

67-27 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治41年3月24日 鶴瀬村役場
入間郡長　島﨑廣太
郎

一枚 1

67-28 Ｋ社寺・兵事
第一八五号　進達書（馬匹出入表・馬匹連
名簿進達）

明治41年3月17日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 一枚 1

67-29 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治41年5月20日 鶴瀬村役場
入間郡長　市川春太
郎

一枚 1

67-30 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治41年6月22日 鶴瀬村役場
入間郡長　市川春太
郎

一枚 1

67-31 Ｋ社寺・兵事
動第壱号　通牒（充員召集令状交付時間調
査票提出通牒）

明治41年9月10日 鶴瀬村長 入間郡役所 一枚 1

67-32 Ｋ社寺・兵事
動第四九号　通達（陸軍召集事務検閲ニ付
関係書類携帯之上登庁通達）

明治41年9月18日 鶴瀬村長
入間郡長　市川春太
郎

竪帳 1
召集事務検閲日割
表添付
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67-33 Ｋ社寺・兵事

動馬第壱号　通牒（第十六師団馬匹徴発事
務ハ当分ノ内第四師団召集及馬匹徴発事務
規定ニ依ルベキ旨通牒）

明治41年10月21日 鶴瀬村長 入間郡役所 一枚 1

67-34 Ｋ社寺・兵事
動第五三号　通牒（第一国民兵役転入者通
達）

明治41年10月26日 鶴瀬村長 入間郡役所 一枚 1

67-35 Ｋ社寺・兵事
動第五四号　（第十四師団召集事務規定ニ
拠リ爾今取扱成ルベキ旨通達）

明治41年11月24日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 鶴瀬村長 一枚 1

67-36 Ｋ社寺・兵事
動馬第一四号　通牒（徴発馬匹出場名簿提
出）

明治42年1月29日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 鶴瀬村長 一枚 1

67-37 Ｋ社寺・兵事
動第五五号　通牒（召集及徴発事務検閲実
施ニ付諸事遺漏ナキ様整理置旨通牒）

明治42年2月8日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-38 Ｋ社寺・兵事
動馬第四号　（第十六師団召集及馬匹徴発
事務規定送付）

明治42年2月15日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-39 Ｋ社寺・兵事
動馬第一五号　（徴発馬匹出場名簿提出督
促）

明治42年2月16日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-40 Ｋ社寺・兵事

動第五六号　通知（動第五五号ヲ以テ召集
及徴発事務検閲施行ノ旨通牒置候処第一師
団長管轄区域全部ノ検閲無キ旨通知）

明治42年2月15日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-41 Ｋ社寺・兵事
動馬第五号　（徴発馬匹配当及差出場所到
着時刻通達）

明治42年2月23日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 鶴瀬村長 一枚 1

67-42 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治42年4月5日 鶴瀬村役場
入間郡長　市川春太
郎

一枚 1

67-43 Ｋ社寺・兵事
動第七号　送付（第一国民兵役転入者ノ戦
時名簿送付）

明治42年4月20日 入間郡長 鶴瀬村長 一枚 1

67-44 Ｋ社寺・兵事
動第一〇号　送付（動員行務規程及馬匹徴
発事務規定関連図送付）

明治42年4月20日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-45 Ｋ社寺・兵事
動第一一号　送付（第十四師団人員徴発及
雇傭規定送付）

明治42年4月28日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-46 Ｋ社寺・兵事
動第一二号　送付（動埼第四号訓令動員行
務規定廃止達ニ付）

明治42年4月29日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-47 Ｋ社寺・兵事
動埼第四号　（明治四十年七月動埼第七号
動員行務規定廃止）

明治42年4月26日 埼玉県知事　島田剛太郎
熊谷聯隊区内　郡役
所　町村役場

一枚 1

67-48 Ｋ社寺・兵事
第四七五号　進達（第十四師団被徴発被雇
傭人員調査表）

明治42年5月10日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 竪帳 1 調査表添付

67-49 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治42年6月12日 鶴瀬村役場
入間郡長　市川春太
郎

一枚 1

67-50 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治42年6月22日 鶴瀬村役場
入間郡長　市川春太
郎

一枚 1

67-51 Ｋ社寺・兵事
動第二七号　（動員計画上必要ニ付略絵図
提出通達）

明治42年7月23日 埼玉県入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1
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67-52 Ｋ社寺・兵事 第七一七号　（本村縮絵図提出） 明治42年8月5日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 一枚 1

67-53 Ｋ社寺・兵事
動第三〇号　（召集事務検閲相成ニ付整備
措置通知）

明治42年8月7日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-54 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹差出場所到着時刻表 竪帳 1
67-55 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹差出場所到着時刻表 竪帳 1
67-56 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹差出場所到着時刻表 竪帳 1
67-57 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹出場名簿 鶴瀬村 竪帳 1
67-58 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹出場名簿 鶴瀬村 竪帳 1
67-59 Ｋ社寺・兵事 永久不合格馬匹 鶴瀬村 一枚 1
67-60 Ｋ社寺・兵事 出戦軍隊手牒控 一枚 1
67-61 Ｋ社寺・兵事 馬匹調査表 明治40年11月調 鶴瀬村長　横田源九郎 一枚 1
67-62 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹配当表 明治41年3月調製 入間郡役所 一枚 1
67-63 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹配当表 明治41年3月調製 入間郡役所 一枚 1

67-64 Ｋ社寺・兵事
第百九十五号　進達書（馬匹徴発令下達時
間調査表進達）

明治41年3月10日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1
馬匹徴発令下達時
間調査表添付

67-65 Ｋ社寺・兵事 馬匹出入表 明治41年7月1日調 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 一枚 1

67-66 Ｋ社寺・兵事
第一〇三五号　進達（馬匹徴発令下達時間
調査表進達）

明治41年11月24日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 竪帳 1
馬匹徴発令下達時
間調査表添付

67-67 Ｋ社寺・兵事 馬匹出入表 明治42年3月15日調 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 一枚 1

67-68 Ｋ社寺・兵事
第一〇三一号　進達（明治四十二年度第一
師団被徴発被雇傭人員調表進達）

明治41年11月20日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 竪帳 1
第一師団被徴発人
員表・被雇傭人員
調表添付

67-69 Ｋ社寺・兵事 入間郡第一国民兵人員表 明治41年11月調 鶴瀬村役場 一枚 1
67-70 Ｋ社寺・兵事 第二国民兵人員表 明治41年11月30日調 鶴瀬村役場 一枚 1

67-71 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治43年4月15日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡長 一枚 1

67-72 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治43年6月10日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡長 一枚 1

67-73 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治43年7月24日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡長 一枚 1

67-74 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治43年6月29日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡長 一枚 1

67-75 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治43年7月15日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡長 一枚 1

67-76 Ｋ社寺・兵事
細則第二十三条第一項報告書（召集令状発
送・交付）

明治43年8月17日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡長 一枚 1

67-77 Ｋ社寺・兵事 馬売渡届 明治43年3月24日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1
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67-78 Ｋ社寺・兵事 馬買受届 明治43年3月25日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-79 Ｋ社寺・兵事 馬買受届 明治43年5月20日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-80 Ｋ社寺・兵事 馬買受届 明治43年9月20日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-81 Ｋ社寺・兵事 馬売渡届 明治43年7月30日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-82 Ｋ社寺・兵事 馬匹買受届 明治43年8月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-83 Ｋ社寺・兵事 馬買受届 明治43年8月21日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-84 Ｋ社寺・兵事 馬売渡届 明治43年8月21日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-85 Ｋ社寺・兵事 第七九二号　報告（馬匹所有権異動） 明治42年9月1日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 入間郡長 一枚 1

67-86 Ｋ社寺・兵事 大第二四二号　送付書（馬名簿） 明治43年3月10日 入間郡大井村役場 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1

67-87 Ｋ社寺・兵事 第五九九号　（馬匹売渡ニ付馬名簿送付） 明治43年5月20日 入間郡南畑村長　吉野伴蔵 入間郡鶴瀬村長 一枚 1

67-88 Ｋ社寺・兵事 馬匹異動報告書 明治43年5月23日 鶴瀬村役場 一枚 1
67-89 Ｋ社寺・兵事 送付書（馬名簿） 明治43年6月25日 北足立郡大石村役場 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1

67-90 Ｋ社寺・兵事 第一四二号　（馬匹売渡ニ付馬名簿送付） 明治43年7月26日
南埼玉郡栢間村長　石井由太
郎

入間郡鶴瀬村役場 一枚 1

67-91 Ｋ社寺・兵事
西徴発第二五号　（牡馬一頭買受ニ付馬名
簿送付依頼）

明治43年7月28日 東京府南足立郡西新井村役場
埼玉県入間郡鶴瀬村
役場

一枚 1

67-92 Ｋ社寺・兵事 第八号　送付書（馬名簿） 明治43年8月1日 入間郡鶴瀬村役場 入間郡南畑村役場 一枚 1
67-93 Ｋ社寺・兵事 馬匹異動報告書 明治43年8月1日 一枚 1
67-94 Ｋ社寺・兵事 馬匹異動報告書 明治43年8月1日 一枚 1
67-95 Ｋ社寺・兵事 馬匹異動報告書 明治43年8月1日 一枚 1
67-96 Ｋ社寺・兵事 （馬匹売却ニ付馬名簿送付） 明治43年8月20日 大里郡市田村役場 入間郡鶴瀬村長 一枚 1

67-97 Ｋ社寺・兵事 （馬匹名簿月日訂正之上再送依頼） 明治43年9月5日 東京府南足立郡西新井村役場
埼玉県入間郡鶴瀬村
役場

竪帳 1

67-98 Ｋ社寺・兵事
第七五八号　（馬匹買入ニ付馬名簿送付依
頼）

明治43年9月17日 入間郡富岡村長 入間郡鶴瀬村長 一枚 1

67-99 Ｋ社寺・兵事 鶴瀬村使丁差遣略図　第二区域 一枚 1
67-100 Ｋ社寺・兵事 第二区域（名簿） 一枚 1
67-101 Ｋ社寺・兵事 動員令通達順序表 一枚 1
67-102 Ｋ社寺・兵事 入間郡第一国民兵人員表 明治42年11月調 鶴瀬村役場 一枚 1
67-103 Ｋ社寺・兵事 第二国民兵人員表 明治42年11月30日調 鶴瀬村役場 一枚 1

67-104 Ｋ社寺・兵事
動馬第二号　（明治四十三年度徴発馬匹配
当及差出場所到着時刻通達）

明治43年2月23日 埼玉県入間郡長　市川春太郎 鶴瀬村長 一枚 1

67-105 Ｋ社寺・兵事 馬匹徴発令下達時間調査基算表 明治42年11月19日調 入間郡鶴瀬村 一枚 1
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67-106 Ｋ社寺・兵事 馬匹徴発令下達時間調査表 明治42年11月19日 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-107 Ｋ社寺・兵事 馬匹調査表　五歳以上ノ部
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

一枚 1

67-108 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-109 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-110 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-111 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-112 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-113 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-114 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-115 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-116 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-117 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-118 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-119 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在届 明治42年9月1日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-120 Ｋ社寺・兵事 第四七号　進達書（徴発物件表） 明治40年3月7日 入間郡鶴瀬村長　横田源九郎 郡長 竪帳 1 徴発物件表2枚添付

67-121 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹配当及差出場所到着時刻表 一枚 1
67-122 Ｋ社寺・兵事 馬匹現在連名簿 竪帳 1
67-123 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹出場名簿 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-124 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹出場名簿 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-125 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹町村内集合所ニ到着時刻表 一枚 1
67-126 Ｋ社寺・兵事 使丁名簿 一枚 1
67-127 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 明治42年9月 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-128 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査基算表 明治42年9月 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-129 Ｋ社寺・兵事
明治四十三年度第十四師団被徴発人員調査
表

明治42年11月19日調 鶴瀬村 一枚 1

67-130 Ｋ社寺・兵事
明治四十三年度第十四師団被雇傭人員調査
表

明治42年11月19日調 鶴瀬村 一枚 1
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67-131 Ｋ社寺・兵事
動第六号　（第十四師団被徴発・被雇傭人
員調査報告依頼）

明治43年11月5日 埼玉県入間郡長 鶴瀬村長 一枚 1

67-132 Ｋ社寺・兵事 軍用使丁契約書 明治43年12月31日
鶴瀬村長　横田源九
郎

一枚 1

67-133 Ｋ社寺・兵事 使丁名簿 明治43年3月31日 一枚 1

67-134 Ｋ社寺・兵事
動第二号　（充員召集令状交付時間調査表
調製提出ノ件通牒）

明治42年9月15日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-135 Ｋ社寺・兵事
動第四号　（明治四十三年度動員計画上必
要ニ付給養品及運搬材料調査提出依頼）

明治42年12月9日 入間郡役所 鶴瀬村長 竪帳 1 調査表雛形添付

67-136 Ｋ社寺・兵事 鶴瀬村給養品調査表運搬材料調査表 明治42年12月31日調 一枚 1
67-137 Ｋ社寺・兵事 鶴瀬村運搬材料調査表 明治42年12月31日調 一枚 1

67-138 Ｋ社寺・兵事
動第一六号　（動員手簿ニ係ル附表別冊ニ
関スル件通牒）

明治43年7月6日 竪帳 1

67-139 Ｋ社寺・兵事
兵第四〇一号　（第一国民兵役編入者ニ対
スル戦時名簿送付）

明治43年4月15日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-140 Ｋ社寺・兵事 召集旅費区分表 明治41年12月28日 熊谷聯隊区　入間郡役所 一枚 1
67-141 Ｋ社寺・兵事 召集旅費区分表 明治42年4月21日 熊谷聯隊区　入間郡役所 一枚 1

67-142 Ｋ社寺・兵事
明治四十四年度第十四師団被徴発人員調査
表

明治43年11月19日 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-143 Ｋ社寺・兵事
明治四十四年度第十四師団被雇傭人員調査
表

明治43年11月19日 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-144 Ｋ社寺・兵事 馬調査表　六歳以上ノ部 明治43年11月1日調
埼玉県入間郡鶴瀬村長　横田
源九郎

一枚 1

67-145 Ｋ社寺・兵事 第一種戦時名簿 一枚 1
67-146 Ｋ社寺・兵事 第二種戦時名簿 一枚 1
67-147 Ｋ社寺・兵事 徴発馬匹町村内集合所ニ到着時刻表 一枚 1
67-148 Ｋ社寺・兵事 入間郡第一国民兵人員表 明治43年11月調 鶴瀬村役場 一枚 1
67-149 Ｋ社寺・兵事 入間郡鶴瀬村第二国民兵人員表 明治43年11月調 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1

67-150 Ｋ社寺・兵事
動第一号　（充員召集令状交付時間調査表
調製提出ノ件通牒）

明治43年9月5日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-151 Ｋ社寺・兵事
動第二四号　（町村動員行務規定訂正ノ件
通牒）

明治44年3月10日 入間郡役所 鶴瀬村長 竪帳 1

67-152 Ｋ社寺・兵事
動第二〇号　（第十四師団召集事務規定改
正ノ件通達）

明治44年9月2日 入間郡長 鶴瀬村長 竪帳 1

67-153 Ｋ社寺・兵事
動埼第一四号　（第十四師団召集事務規定
改正ノ件通知）

明治44年8月31日 埼玉県知事　島田剛太郎
熊谷聯隊区内　郡役
所　警察署　警察分
署　町村役場

竪帳 1

67-154 Ｋ社寺・兵事
明治四十四年度鶴瀬村充員召集旅費繰替支
弁見込表

明治44年1月10日調 一枚 1

67-155 Ｋ社寺・兵事 明治四十四年度鶴瀬村充員召集雑費予算表 明治44年1月10日調 一枚 1
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67-156 Ｋ社寺・兵事 徴発物件表 明治43年12月31日調 一枚 1
67-157 Ｋ社寺・兵事 徴発物件表 明治43年12月31日調 一枚 1
67-158 Ｋ社寺・兵事 入間郡　　第二国民兵人員表 明治44年11月調 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1
67-159 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 明治43年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-160 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査基算表 明治43年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-161 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 明治43年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-162 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査基算表 明治43年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-163 Ｋ社寺・兵事
動第二〇号　（明治四十四年四月一日第一
国民兵役ニ転入者通達）

明治43年10月31日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-164 Ｋ社寺・兵事
動第一七号　（第一国民兵転入者ニ対スル
第二種戦時名簿送付）

明治44年4月20日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-165 Ｋ社寺・兵事
動第四号　（明治四十五年四月一日第一国
民兵役ニ転入者通達）

明治44年11月6日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-166 Ｋ社寺・兵事
動第一号　（充員召集令状交付時間調査表
并同基算表調製報告ノ件通牒）

明治44年9月11日 入間郡役所 鶴瀬村長 竪帳 1

67-167 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 明治43年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-168 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査基算表 明治43年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-169 Ｋ社寺・兵事
動第五号　（第十四師団徴発人員及雇傭人
員調査ノ件通牒）

明治44年11月14日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-170 Ｋ社寺・兵事

動第五号　（充員召集旅費繰替支弁見込表
并ニ充員召集雑費予算表調製提出ノ件通
牒）

明治44年12月20日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-171 Ｋ社寺・兵事 明治四十五年度鶴瀬村充員召集雑費予算表 明治45年1月10日調 一枚 1

67-172 Ｋ社寺・兵事
明治四十五年度鶴瀬村充員召集旅費繰替支
弁見込表

明治45年1月10日調 一枚 1

67-173 Ｋ社寺・兵事
動第七号　（給養品等情況調査回答ノ件照
会）

明治44年12月28日 入間郡役所 鶴瀬村長 竪帳 1

67-174 Ｋ社寺・兵事
動第一〇号　（明治四十五年度被徴発人員
及被雇傭人員名簿調製ノ件照会）

明治45年3月6日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-175 Ｋ社寺・兵事 動員令通達順序表 一枚 1
67-176 Ｋ社寺・兵事 使丁名簿 明治44年3月31日 一枚 1

67-177 Ｋ社寺・兵事 軍用使丁契約書 明治44年3月31日
鶴瀬村長　横田源九
郎

竪帳 1

67-178 Ｋ社寺・兵事 使丁名簿 明治44年3月31日 一枚 1
67-179 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 明治44年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-180 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査基算表 明治44年9月30日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-181 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 大正元年10月 入間郡鶴瀬村 一枚 1
67-182 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査基算表 大正元年10月 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-183 Ｋ社寺・兵事
明治四十五年度第十四師団被徴発人員調査
表

明治44年11月15日 入間郡鶴瀬村 一枚 1
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67-184 Ｋ社寺・兵事
明治四十五年度第十四師団被雇傭人員調査
表

明治44年11月15日 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-185 Ｋ社寺・兵事 明治四拾五年度徴用人名簿 明治45年3月18日 鶴瀬村役場 一枚 1

67-186 Ｋ社寺・兵事 大正弐年度第十四師団被徴発人員調査表 大正2年11月 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-187 Ｋ社寺・兵事 大正弐年度第十四師団被雇傭人員調査表 大正元年11月 入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-188 Ｋ社寺・兵事 軍用使丁契約書 大正2年3月31日 鶴瀬村長　塩野豊吉 一枚 1

67-189 Ｋ社寺・兵事 使丁名簿 大正2年3月31日 一枚 1
67-190 Ｋ社寺・兵事 動員ニ際シ使丁用物件表 鶴瀬村長 一枚 1
67-191 Ｋ社寺・兵事 動員ニ当リ当宿直心得 一枚 1
67-192 Ｋ社寺・兵事 動員令通達順序表 一枚 1
67-193 Ｋ社寺・兵事 使丁名簿 大正3年3月31日 一枚 1
67-194 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 大正2年9月9日 鶴瀬村 一枚 1
67-195 Ｋ社寺・兵事 充員召集令状交付時間調査表 大正2年9月9日 埼玉県入間郡鶴瀬村 一枚 1

67-196 Ｋ社寺・兵事
動第二号　（第十四師団召集事務規定改正
ニヨリ旧様式返納）

大正2年9月16日 鶴瀬村長　塩野豊吉
入間郡長　市川春太
郎

一枚 1

67-197 Ｋ社寺・兵事
兵第一四六六号　（第十四師団被徴発人員
及被雇傭人員該当者調査ノ件照会）

大正2年11月11日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-198 Ｋ社寺・兵事
大正三年度動第二号　（大正三年四月一日
第一国民兵役転入者通知有候ニ付通牒）

大正2年10月22日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-199 Ｋ社寺・兵事 入間郡鶴瀬村第一国民兵人員表 大正2年11月調 入間郡鶴瀬村 竪帳 1
67-200 Ｋ社寺・兵事 入間郡　　第二国民兵人員表 大正2年11月調 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1
67-201 Ｋ社寺・兵事 入間郡鶴瀬村退役将校名簿 大正2年11月調 入間郡鶴瀬村役場 一枚 1

67-202 Ｋ社寺・兵事
大正三年度動第五号　（第十四師団召集事
務規定改正規定送付ニ付通牒）

大正2年12月25日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-203 Ｋ社寺・兵事
大正三年度動第六号　（大正三年度充員召
集旅費繰替支弁見込ノ者調査ニ付通牒）

大正2年12月25日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-204 Ｋ社寺・兵事
第一種文書　動第八号　（第十四師団召集
諸費支出及整理手続改正ニ付通牒）

大正3年1月14日 入間郡役所 鶴瀬村長 竪帳 1

67-205 Ｋ社寺・兵事
大正三年度鶴瀬村充員召集旅費繰替支弁見
込表

大正3年1月10日調 鶴瀬村役場 一枚 1

67-206 Ｋ社寺・兵事
動第一三号　（大正三年度被徴発被雇傭人
員身元調書調製ニ付照会）

大正3年2月12日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-207 Ｋ社寺・兵事
大正三年度第二動員徴用人配当及同到着日
次区分表

鶴瀬村 一枚 1
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67-208 Ｋ社寺・兵事
動第一四号　（大正三年度被徴発人員及被
雇傭人員名簿調製ニ付照会）

大正3年2月12日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-209 Ｋ社寺・兵事
大正三年度動第一九号　（大正三年度本県
陸海軍所属現金出納官吏通知ニ付通牒）

大正3年3月25日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-210 Ｋ社寺・兵事
動第二五号　（大正三年度陸海軍所属現金
出納官吏通知ニ付通牒）

大正3年4月8日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-211 Ｋ社寺・兵事

動第二八号　（大正三年四月一日第一国民
兵役編入者ニ対スル第二種戦時名簿送付ニ
付通牒）

大正3年5月14日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-212 Ｋ社寺・兵事

（第二種）動第三六号　（大正三年度ニ属
スル準備計画ハ変更セラレザル儀ニ付通
牒）

大正3年9月17日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-213 Ｋ社寺・兵事
動第三八号　（左記ノ者在籍有無取調回答
ニ付照会）

大正3年10月1日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-214 Ｋ社寺・兵事
大正三年度動第四五号　（召集徴発事務検
閲所見送付ニ付通牒）

大正3年10月30日 入間郡役所 鶴瀬村長 一枚 1

67-215 Ｋ社寺・兵事 入間郡各町村召集徴発事務検閲所見 大正3年10月7日
検閲官　熊谷聯隊区司令官
高梨慶三郎

竪帳 1

追加1 B議会･選挙 埼玉県入間郡鶴瀬村会議録 明治22年～明治33年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1

追加1-1 B議会･選挙
明治二十二年度入間郡鶴瀬村々費予算決議
書

明治22年9月8日 村会議員11名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-2 B議会･選挙
埼玉県入間郡第拾壱学区鶴瀬学校費明治二
十三年度歳入出予算決議書

明治23年3月22日 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-3 B議会･選挙
明治二十三年度入間郡鶴瀬村々費予算決議
書

明治23年6月1日 村会議員11名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-4 B議会･選挙
埼玉県入間郡第拾壱学区鶴瀬学校費明治廿
四年度歳入出予算決議書

明治24年3月18日 村会議員10名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-5 B議会･選挙 明治廿四年度入間郡鶴瀬村々費予算決議書 明治24年5月31日 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-6 B議会･選挙 明治廿五年度入間郡鶴瀬村々費予算決議書 明治25年3月8日 村会議員11名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-7 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村立鶴瀬尋常小学校修業年限 明治25年 村会議員10名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-8 B議会･選挙
埼玉県入間郡第拾壱番学区鶴瀬学校費明治
廿五年度歳入出予算決議書

明治25年3月8日 村会議員11名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-9 B議会･選挙 入間郡鶴瀬村部内戸別等級規程決議書 明治25年7月8日 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-10 B議会･選挙 明治廿六年度入間郡鶴瀬村々税予算決議書 明治26年3月26日 村会議員12名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-11 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村部内戸数割徴収戸別等級規程
決議書

明治26年3月26日 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1
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追加1-12 B議会･選挙 明治二十五年度村税予算額ノ内流用決議書 明治26年5月25日 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-13 B議会･選挙
明治廿五年度自廿五年四月至廿六年三月経
常費決算報告書

明治26年6月15日 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-14 B議会･選挙
明治廿六年度入間郡鶴瀬村々税予算変更決
議書

明治26年 村会議員9名
入間郡鶴瀬村長　横
田藤内

竪帳 1

追加1-15 B議会･選挙
（村会議録・入間郡鶴瀬村大字勝瀬共有郡
村宅地売却ノ件）

明治26年12月6日 竪帳 1

追加1-16 B議会･選挙 本村立鶴瀬学校敷地購入ノ件決議書 明治26年11月2日 竪帳 1

追加1-17 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治二十七年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治27年3月12日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-18 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治二十八年度
入間郡鶴瀬村特別村税ノ件）

明治27年11月13日 竪帳 1

追加1-19 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治二十八年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治28年3月11日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-20 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（入間郡鶴瀬村戸
別等級ニ関スル件）

明治28年3月18日 竪帳 1

追加1-21 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（明治二十八年度地
方税戸数割徴収ノ件）

明治28年3月28日 竪帳 1

追加1-22 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治二十九年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治29年2月28日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-23 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村収入役選
挙ノ件）

明治29年5月12日 竪帳 1

追加1-24 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村収入役選
任ノ件）

明治29年6月7日 竪帳 1

追加1-25 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十年度入
間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治30年3月5日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-26 B議会･選挙

入間郡鶴瀬村々会議事録（学校附属地大字
鶴馬共有地入間郡鶴瀬村大字鶴馬字渡戸前
郡村宅地一反六歩売却ノ件）

明治30年3月6日 竪帳 1

追加1-27 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村長、助役
選挙ノ件）

明治30年6月5日 竪帳 1

追加1-28 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十年度入
間郡鶴瀬村所沢南畑道路修繕費予算ノ件）

明治30年6月20日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-29 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十一年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治31年3月5日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-30 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十二年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治32年3月17日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-31 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村収入役選
任ノ件）

明治32年9月15日 竪帳 1
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追加1-32 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（明治三十三年度
入間郡鶴瀬村々税予算ノ件）

明治33年6月2日 竪帳 1 予算原案あり

追加1-33 B議会･選挙

鶴瀬村々会議事録（①鶴瀬尋常小学校石門
新設費へ寄附金受入ノ件②鶴瀬尋常小学校
学務委員三名満期ニ付改選ノ件）

明治33年10月20日 竪帳 1

追加1-34 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村々会議事録（鶴瀬村長選挙の
件）

明治33年11月16日 竪帳 1

追加1-35 B議会･選挙
入間郡鶴瀬村会議事録（鶴瀬村助役選挙の
件）

明治33年12月12日 竪帳 1

追加2 Ｄ税務 地租元帳　四冊ノ内三号 昭和3年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
追加3 Ｆ土地 地目変換地価修正許可書 明治31年、大正2年 入間郡鶴瀬村役場 竪帳 1
追加4 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第五号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
追加5 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第六号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
追加6 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第七号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
追加7 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第九号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
追加8 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第拾号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
追加9 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第拾壱号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1
追加10 Ｆ土地 地価帳　拾二冊ノ内第拾二号 明治 入間郡鶴馬村 竪帳 1

追加11 Ｆ土地 水車設置公有水面使用継続願 明治45年7月 大井町苗間　久保田勘蔵
埼玉県知事　島田剛
太郎

竪帳 1
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