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相模原市立公文書館第４回企画展示の内容について 

■テーマ   近代化が進められた明治の時代に、町や村ではどのような文書が作成され取得され

てきたのでしょうか。 

戸長役場の文書や明治２２年の条例第一号許可文書、御皇室御関係書などを展示

して振り返りました。 

■展示文書の利用について  展示している資料の内、歴史的公文書は、展示期間終了後、公文

書館で所定の手続きを行い、利用（一部を除く）することができます。 ただし、次の展

示目録の表中に※印がある番号の文書は、目録作成後に利用に関する手続きを行う

ことができます。 

         

【展示目録】 

 年 代 文書名・町村組合名 

1 明治１４年 郡役所達                              長竹村 

2 明治１７年以降 裁許状上申書、契約書協定書、土地所有権登記（保存） 

誤訂正登記済書            青根村外二ヶ村組合 

3 明治２２年～２６年 町村制関係書類                    鳥屋村 

4 明治１７年～２２年 戸長役場書籍引継目録                鳥屋村 

5 明治２２年 村条例許可証（常設学務委員ニ関スル件）    青根村 

6 明治２３年 村条例許可証（特別税制新設ノ件）         青根村 

7 明治２４年～２６年 村会ニ関スル諸雑書全                青根村 

※8 明治２２年～３４年 諸官庁伺上申届出書                 川尻村 

※9 明治２８年 引継目録綴             小原町外二ヶ駅村組合 

※10 明治２４年度～３１年度 鳥屋村村会議事録                  鳥屋村 

※11 明治３２年～３５年 勧業に関する書類                   川尻村 

※12 明治３６年～３９年 郡役所令達書                     川尻村 

※13 明治４２年～４４年 土木ニ関スル書類                  串川村 

※14 明治４２年～大正元年 村会議決書並びに会議録              串川村 

15 明治４５年 御皇室御関係書                    青根村 

16 明治２７年～昭和１５年 新磯村条例規則及諸規程              新磯村 

17 明治３６年～昭和１６年 条例規則規定                     大野村 

18 明治３８年～昭和１４年 条例規則及諸規程                  相原村 

19 明治３６年～昭和１５年 条例規程                        大澤村 

20 明治３６年～昭和１５年 条例規程                        上溝町 

21 明治４５年～昭和１５年 条例規程                          麻溝村 

22 明治１２年 牧野村絵図                       牧野村 

※23 明治４４年 川尻村里道上電話線經過略圖           川尻村 



■主な展示内容 

 ①明治１０年代 

  この年代は地方制度が大きく変わった時代です。 

 特に町村にかかわる制度の概要は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示資料】 

１． 明治１４年 郡役所達   長竹村 

 

 

 

 

 

津久井郡長から長竹村戸長に出された

達
たっし

（明治14年1月～同年12月）の綴り 

です。文書はくずし字が多く江戸時代を色

濃く残すものです。 

郡から村には様々な指導・指示がありま

す。展示のページは徴兵事務についての

指示が書かれています。 

２． 明治１７年以降 裁許状上申書、契約書協定書、土地所有権登記（保 

存） 誤訂正登記済書  青根村外二ヶ村組合 

 

表紙には明治17年以降と書かれています

が、牧野村と青根村が入会地の境界をめ

ぐり、争った件についての文書が明治１０

年から綴られています。 

このページは、明治11年の横浜裁判所

での判決文です。 

 

明治4年 ●戸籍法制定 

  全国に区設置（行政区画）、戸長・副戸長配置 

明治5年 ●大区・小区制導入 

明治11年 ●郡区町村制法制定 

  大区・小区を廃止して、県の下に郡区町村を設置し郡長・

区長・戸長配置 

明治13年 ●区町村会法制定 

   区町村に公選議員からなる区町村会を設け、公共に関

する事件及びその経費の支出・徴収方法の議定権付与 

明治17年 ●連合戸長役場の設置 

  数村をひとつの単位とする連合戸長役場が設置された。 

   



 

② 明治２０年代以降 
 

明治２１年に市制・町村制が制定され、現在に近い行政制度になりました。 

  市町村に関係する概要は次のとおりです。 

 

明治21年 ●市制・町村制制定 

・ 市町村に法人格を認め、公共事務・委任事務を処理

するものとし、条例・規則の制定権付与。 

・ 市町村会は公民の等級選挙制に基づく議員で構成。 

・ 執行機関は市にあっては市長、市参事会、町村にあ

っては町村長。 

・ 市長は市会からの推薦のあった者のうちから内務大

臣が選任。 

・ 町村長は町村会で選挙。 

 

 

 

 

【主な展示資料】 

3.  明治２２年～２６年 町村制関係書類  鳥屋村 

 明治２２年に市制・町村制が施行され、新

たに村会議員が選挙で選出されました。 

村会議では、その選出された議員で村長、

助役の選挙が実施されました。 

この文書は明治22年5月22日鳥屋村の

村長、助役の選挙結果を県知事が認可し

たものです。 

4.  明治１７年～２２年 戸長役場書籍引継目録  鳥屋村 

 明治２２年に市制・町村制が施行されたこ

とにより、戸長役場から各村長に書籍が引

き継がれたときの目録です。 

この綴りは青山村、長竹村、鳥屋村戸長役

場から村（青山村、長竹村と鳥屋村）に引

き継がれています。 

 



5.  明治２２年 村条例許可証（常設学務委員ニ関スル件）  青根村 

 青根村の条例第一号が内務大臣伯爵山

縣有朋より、明治２２年１０月８日に許可さ

れたときの文書です。 

 

6.  明治23年 村条例許可証（特別税制新設ノ件）  青根村 

 青根村の特別税を新設する件に対して、内

務大臣伯爵山縣有朋、大蔵大臣伯爵松

方正義より、明治２３年３月３日に許可され

たときの文書です。 

また、左の綴りの文書は、青根村で上申書

などの控えを作成した文書です。 

 

 

 

 

7.  明治２４年～２６年 村会ニ関スル諸雑書全  青根村 

  

青根村が明治２４年に作成した明治２３年

年度の歳入歳出総計算書です。 

 

8. 明治２２年～３４年 諸官庁伺上申届出書  川尻村 

    

 

この綴りは川尻村が、神奈川県庁、津久井

郡長に選挙の結果や、様々な規程をつくり

上申して、認可された書類を綴っています。 

川尻村が、明治25年10月18日付で「村

役処務規定」を定め、津久井郡長に上申し

たものです。 

 同年 11 月 24 日付で津久井郡長より認

可されています。 



9.  明治２８年８月 引継目録綴 小原町外二ケ駅村組合 

 

小原町、与瀬駅、千木良村戸長役場があ

りました。それが小原町外二ケ駅村組合とい

う行政組織にかわりました。 この文書は組

合長が替わったときの引き継ぎ目録です。 

 

10. 明治２４年度～３１年度 鳥屋村村会議事録  鳥屋村  

  

鳥屋村の村会議の議事録が綴られていま

す。このページは事業者（武相電力）が早

戸川で水力発電所を設置するための議案

を明治29年4月26日に議決した文書で

す。 

 

 

 

11.  明治３２年～３５年 勧業ニ関スル書類  川尻村  

  
 
 
 
 
 

この綴りは勧業（農工商業の産業の奨励）

に関する文書が綴られています。 

このページは津久井郡役所より川尻村役

場に共進会（産業振興を図るための品評

会）の準備を指示する文書です。 

 

12.  明治３６年～３９年 郡役所令達書  川尻村 

 この綴りは津久井郡長から川尻村役場への

令達書の綴りです。 

このページは日露戦争の戦時記念として、

植林事業を経営するよう指示した内容で

す。 

 



13.  明治４２年～４４年 土木ニ関スル書類  串川村 

 この文書は串川村の土木工事、建築工事

関係の書類が綴られています。 

このページは明治43年6月1日に西青山

小学校増築工事の請負契約書です。 

貼付されている収入印紙が当時を物語って

います。 

 

14. 明治４２年～大正元年 村会決議書並ニ会議録  串川村 

 この文書は串川村の村会決議書と会議録

が綴られています。 

このページは明治45年6月26日に横浜

市水道局長より、工事上の支障のため、横

浜市水道用地内の里道、水路の廃止、新

設の申出があり、これを認め議決した記録

です。 

15 . 明治４５年 御皇室御関係書 青根村 

 この綴りは天皇陛下御容体に関して、官報

や津久井郡長からの通知書が綴られていま

す。 

このページは御崩御の際の通知文です。 
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