
神奈川県立文化資料館『郡役所文書件名目録』より 津久井郡役所文書の流送許可一覧 明治45年～大正11年

年 件名 年月日 西暦 差出人 受取人 出典
木材川狩下願 明治44年12月23日 1911 早戸丑太郎 県知事 明治45年・大正元年　土地回議録
中津川流水利用の件 明治45年1月16日 1912 内務部長 津久井・愛甲郡長 明治45年・大正元年　土地回議録
流水使用木材搬出指令書送付 明治45年3月12日 1912 郡役所 愛甲郡役所 明治45年・大正元年　土地回議録
流水使用木材搬出御請書 明治45年3月22日 1912 早戸丑太郎外2 県知事 明治45年・大正元年　土地回議録
尾島崟城古材払下許可 大正5年6月22日 1916 県知事 尾島崟城 大正5年　土木地理回議録（2冊の内2）
大倉組道志川筋木材流下許可 大正5年8月10日 1916 県知事 大倉組　齊藤豊吉 大正5年　土木地理回議録（2冊の内2）
川流許可に関する件回答 大正5年10月14日 1916 郡長 齊藤豊吉 大正5年　土木地理回議録（2冊の内2）
長谷川鏡次木材流下許可 大正5年11月30日 1916 県知事 長谷川鏡次 大正5年　土木地理回議録（2冊の内2）
中津川筋木材流下許可 大正6年1月31日 1917 早戸丑太郎 県知事 大正6年　土木地理回議録（2冊の内1）
早戸川筋木材流下許可 大正6年2月20日 1917 池田熊平 県知事 大正6年　土木地理回議録（2冊の内1）
木材流下期間延長許可 大正6年3月7日 1917 齊藤豊吉 県知事 大正6年　土木地理回議録（2冊の内1）
流木に付陳情 大正6年4月21日 1917 大倉組 県知事 大正6年　土木地理回議録（2冊の内1）
木材流下許可の件 大正6年8月15日 1917 長谷川鏡次 県知事 大正6年　土木地理回議録（2冊の内2）
木材流下許可の件 大正6年10月10日 1917 県知事 池田熊平 大正6年　土木地理回議録（2冊の内2）
大倉組齊藤豊吉木材流下許可 大正6年11月22日 1917 県知事 齊藤豊吉 大正6年　土木地理回議録（2冊の内2）
齊藤豊吉道志川流木完了届 大正7年6月22日 1918 齊藤豊吉 第2区土木派出所 大正7年　土木地理回議録（3冊の内2）
齊藤豊吉道志川木材流下許可 大正7年12月6日 1918 県知事 齊藤豊吉 大正7年　土木地理回議録（3冊の内3）
齊藤豊吉木材流下完了届 大正8年5月17日 1919 齊藤豊吉 中野土木派出所 大正8年　土木地理回議録（2冊の内2）
道志川木材流下に関する件 大正8年12月3日 1919 県知事 大倉商事㈱ 大正8年　土木地理回議録（2冊の内2）

九 津谷定吉木材流下の件（許可） 大正9年11月30日 1920 県知事 津谷定吉 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
山口大助流木流送許可 大正10年3月4日 1921 県知事 山口大助 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
高橋両助流木流送許可 大正10年3月4日 1921 県知事 高橋両助 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
平本京太郎流木流送許可 大正10年3月4日 1921 県知事 平本京太郎 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
奈良安蔵出願流木流送許可 大正10年3月4日 1921 県知事 奈良安蔵 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
八木喜作出願流木流送許可願取下げ
の件

大正10年3月14日 1921 内務部長 津久井郡長 大正10年　土木回議録（2冊の内1）

大房太郎吉出願流木流送の件許可 大正10年4月1日 1921 県知事 大房太郎吉 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
榎本安五郎出願流木流送の件許可 大正10年4月1日 1921 県知事 榎本安五郎 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
新井艶三出願流木流送の件許可 大正10年4月1日 1921 県知事 新井艶三 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
平本京太郎出願流木流送許可 大正10年4月1日 1921 県知事 平本京太郎 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
大倉商事株式会社出願流木流送の件 大正10年4月27日 1921 県知事 大倉商事㈱ 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
大倉商事株式会社流木流送伸張許可
（材木流筏延期願）

大正10年5月3日 1921 津谷定吉 県知事 大正10年　土木回議録（2冊の内1）

榎本定吉出願流木流送許可願 大正10年5月14日 1921 榎本定吉 県知事 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
平本京太郎出願流木流送期間延期願 大正10年5月27日 1921 平本京太郎 県知事 大正10年　土木回議録（2冊の内1）
流送許可 大正10年3月12日 1921 県知事 八木喜作 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送許可 大正10年2月13日 1921 県知事 加藤磯吉 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送許可 大正10年3月14日 1921 県知事 中島弥太郎 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送許可 大正10年4月17日 1921 県知事 津谷定吉 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送許可 大正10年3月8日 1921 県知事 高橋雨助 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送不許可 大正10年7月14日 1921 県知事 八木喜作 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送許可 大正10年9月20日 1921 岡山光蔵 県知事 大正10年　土木回議（2冊の内2）
河川流木許可 大正10年10月12日 1921 県知事 津谷定吉 大正10年　土木回議（2冊の内2）
河川流木不許可 大正10年9月30日 1921 県知事 八木喜作 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流木許可 大正10年10月19日 1921 県知事 八木喜作 大正10年　土木回議（2冊の内2）
山口大助、流木停止命令 大正10年10月28日 1921 県知事 山口大助 大正10年　土木回議（2冊の内2）
八木豊三、流木停止命令 大正10年10月24日 1921 県知事 八木豊三 大正10年　土木回議（2冊の内2）
八木喜作、流木許可願 大正10年11月15日 1921 八木喜作 県知事 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流木許可願 大正10年11月 1921 八木喜作 県知事 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流木許可願 大正10年11月12日 1921 榎本仁市 県知事 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流木許可願 大正10年11月5日 1921 榎本安五郎 県知事 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流木許可願 大正10年11月22日 1921 八木豊三 県知事 大正10年　土木回議（2冊の内2）
河川流木許可願 大正10年11月22日 1921 県知事 榎本定吉 大正10年　土木回議（2冊の内2）
河川流木許可願 大正10年11月25日 1921 県知事 平本京太郎 大正10年　土木回議（2冊の内2）
流送許可 大正10年12月21日 1921 県知事 関山光蔵 大正10年　土木回議（2冊の内2）
門倉啓太流木許可 大正11年3月17日 1922 門倉啓太 県知事 大正11年　土木回議
角田横蔵流木許可 大正11年3月17日 1922 角田横蔵 県知事 大正11年　土木回議
八木豊三流木許可 大正11年3月17日 1922 八木豊三 県知事 大正11年　土木回議
榎本仁市流木許可 大正11年3月29日 1922 榎本仁市 県知事 大正11年　土木回議
八木喜作流木許可 大正11年4月7日 1922 八木喜作 県知事 大正11年　土木回議
流木取締規程に関し嘆願書 大正11年3月19日 1922 内郷村長外9村長 県知事 大正11年　土木回議
八木喜作流木許可 大正11年5月8日 1922 県知事 八木喜作 大正11年　土木回議
山口大助流木許可 大正11年5月8日 1922 県知事 山口大助 大正11年　土木回議（2冊の内2）
大房太郎吉流木許可 大正11年5月13日 1922 県知事 大房太郎吉 大正11年　土木回議（2冊の内2）
山口大助流木流送許可 大正11年11月17日 1922 県知事 山口大助 大正11年　土木回議（2冊の内2）
太湖弥吉、八木豊三流木流送許可 大正11年11月10日 1922 県知事 太湖弥吉、八木豊三 大正11年　土木回議（2冊の内2）
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