
資料群・資料名 概要（主な資料）

川中島四ツ屋飯島恒弘家文書

約500点。近世近代名主史料。
大福帳（近世近代）。
諸職人控帳（文久2年）。
人足賄帳（文久元年）。
弘化大震災四ツ屋村資料。
夫銭人別割合帳（近世）。

若穂綿内菱田上野千鶴子氏寄託資料

274点。
音楽雑誌（戦前昭和）。
学校証書類（綿内尋高ほか、大正昭和期）。
教科書類（大正昭和期）。
賞状類（農産物関連、明治～戦前昭和）。
綿内村永年防空実施計画。
綿内村農会通知文書（戦前昭和）。
綿内青年訓練所通知文書（戦前昭和）。
写真（生徒集合写真・家族写真ほか）。

川中島四ツ屋宝寿院文書（四ツ屋竹内寿
雄氏寄託）

141点
補任状（近世）。
証書類（近世）。
書籍。

南俣神社文書

約60点。
神社整理ニ関スル雑書綴（明治41年）。
寄附名簿。
長野県氏子総代会規約編冊（南俣氏子総代評議会、昭和期）。

松代豊栄堀内一男氏寄託資料
NHK放送台本187点。
近世書状約50点。

小島田乙区有文書

社倉、囲穀関係資料（近世後期）。
永代四本柱土俵奉納免許之事（嘉永4年）。
鑑札（漁、大工、仕事師、瓦師、蚕種など／幕末明治期）。
奉加帳（入西寺／嘉永5年）。
大検見様御泊ニ付献立本帳（嘉永元年）。
小島田村乙区倶楽部新築明細帳（明治30年）。
学校費仮課賦帳（明治11年）。
犀川舟橋会社発行通行証（明治8年）。

二ツ柳村作見区有文書
1863年製エンフィールド銃1点。
近世近代村落資料。

小島田甲区有文書

約400点。
引継書（明治21年～昭和31年）。
共有地小作人名簿（大正10年～昭和25年）。
鯨沢堰関係資料。
社倉関係資料（文政～安政）。
柴村下小島田境絵図面（寛政9年）。
年貢土目録（明和～慶応）。

広瀬伝田孝充氏寄託資料（仁科会）
寛文十一年御裁許御絵図面。
山論記2冊（寛文より明和年間、天保より弘化年間。各1冊）。

篠ノ井横田柳沢正登氏寄託資料

約2100点。
書画。
書籍、教科書類（近代）。
証書類（近代）。
書簡（近代）。
宗門改帳（享保・宝暦年間）。
店改帳（近世後期）。
龍眼山育英会関係資料（明治大正期）。
篠ノ井栄村村長資料。

有限会社ぺがさす寄託資料 掛軸。

川中島四ツ屋中沢袈裟延家文書

約2200点。
村方文書（四ツ屋村、近世）。
証書類（近世）。
犀口堰関係資料（近世）。
御用留（慶応年間）。

篠ノ井東福寺小林昭太家文書
約530点。
東福寺村蔵本資料（天明年間～）。
東福寺村名主資料（寛政年間～。

川中島南原岡沢俊雄氏寄託資料
原宿間取図。
文久三癸亥歳十月当村御高所持人別帳。

米沢進氏寄託資料
米沢改良製糸商標。
『改良農桑新書　完』。

大室村寄託資料
安永二巳年十二月大室村惣山見分改割手帳。
元禄七年伝馬指示書。

大島房枝氏寄託資料
養蚕用乾湿計。
蚕卵紙。

篠ノ井塩崎古川良孝氏旧蔵資料

64点。
善光寺御堂再建控（元禄7～宝永4年）。
製糸通（山丸製糸所、明治37年）。
嫁入仕度控帳（古川梅枝、昭和5年）。
学校証書類（塩崎尋高・塩崎実補、大正昭和期）。

真島町真島瀧沢史貴寄託資料

3点。
愛国婦人会真島村分会タスキ。
愛国婦人会会員証。
兵士送迎規約書。



昭和小学校

書籍・教科書類。
写真（学校行事ほか、明治大正期）。
昭和国民学校記念館関係資料（大正期）。
信濃国名所古跡絵図（明治期）。
近世村方資料（原村・布施高田村）。
善光寺地震絵図面。
鎧、鑑、佐久間象山作成大砲の模型。学校教材の壁掛図、ドイ
ツ軍兵帽、アイヌの袋、陣笠、槍、兜、幟、柄杓、十手、鉄轡、消
防帽、など。

大塚新田町区有文書 44点。

松代町松代大日方茂雄家文書

約1200点。
大日方家系図（天正年間）。
甲陽軍鑑末書。
武芸資料（近世前期）。
境界論争資料（寛文、延宝年間）。
藩御用達文。
藩政書状（恩田杢、真田志摩など作成）。
城縄張之図。

松代町岩野宮本幸治氏寄託資料
104点。
書籍（和歌、俳諧など。近世後期）。

松代町松代伴維緒子氏寄託資料
227点。
検断資料（近世前期）。
人馬日〆帳など伝馬関係資料（明治初期）。

中氷鉋青木家文書

約3100点。
貢租関係。
村方文書。
伝馬雑用割合帳（元文年間～）。
朝鮮人伝使対馬迄公儀被仰出国役高懸金（文化5年）。

東横田区寄託資料 熊野観心十界曼荼羅、軸。
四ツ屋区有絵図面 9点。元禄7年～嘉永5年。

北長池堀内晴美氏寄託資料
『宝暦通宝』1点。
測量製図器具（分度器・コンパス・水準器、など）。

川中島今井町田祐幸氏寄託資料
文書類。
鎧通。
雑誌『信濃』写真原版・図版銅版、写真・印章。

横沢町高橋鴻志氏寄託資料

59点。
長野学校関係資料（後町小学校、明治期）。
人別帳（近世後期）。
村送状、村請状（弘化年間）。

徳島大学高橋家文書

169点。
日記類（近世後期～明治期）。
旅中日記（嘉永2年）。
善光寺別当略伝。

高田小林敬二家文書

約2200点。（うち文書約1000点、書籍約1000点、絵葉書約140
点、写真約60点）。
貢租関係（近世後期、北高田村御蔵元作成など）。
奉行所宛願書（近世後期）。
回状（明治初期、長野県布達）。
宗門人別帳（近世後期）。
石高帳（寛文6年）。
古牧小学校集合写真。

桑原巡氏寄託資料
101点。
松代藩士落合家文書。
武芸関係（神道流）。

坂北村根石ゆき氏寄託資料 錫杖の先。
松代町西寺尾加藤昇太郎氏寄託資料 書籍、版木。

桜枝町山口吉彦氏寄託資料

約1000点。
近代商業関係資料（山城屋、明治期）。
教科書類（近代）。
雑誌『信濃路』（大正9年～同11年）。
写真（写真乾板ほか）。
絵葉書。
記念章（愛国婦人会・大日本武徳会）。
松代勧業社定款（明治34年）。

元善町玄證院福島貴和氏寄託資料 阿弥陀三尊像版木、阿弥陀三尊仏摺り仏。
小島田町長沢幹雄氏寄託資料 仏像。
青木島町綱島高田竹千代氏寄託資料 『甲越信戦録』4点（1～8巻）。
四ツ屋伊勢社氏子総代寄託資料 3点。面（享保期）。
中越神保美見氏寄託資料
（中越庚申講関係資料）

中越庚申講講用具（青面金剛掛軸、人別帳、椀ほか）。

妻科庚申講掛軸 掛軸。
丹波島堀清巳氏寄託資料 1点。大地震満水の図、一紙。善光寺地震のもの。

中沢泉氏寄託資料

（富岡日記）
和田英子（ﾏﾏ）女史述明治六七年松代出身工女富岡入場略記
（明治42年作成）。
明治七年7月より十二月まで大日本帝国民間蒸気器械之元祖
六工社創立第壱年之巻製糸業之記（明治41年作成）。

和田一雄氏寄託資料
11点。
和田英肖像画、『富岡日記』原稿、製糸工場の写真、など。

井上皎氏寄託妻科庚申講人別帳 妻科庚申講人別帳。市指定。
中氷鉋青木修一郎氏寄託太閤検地帳 文禄四年中氷鉋村下氷鉋村御検地帳。市指定。



丹波島柳島利雄家文書

約1300点。
丹波島宿本陣資料。
貢租関係資料。
藩士名簿書上（富山藩ｶ）。
寛延四未年大地震記。
松代藩主書上覚。
松代藩役人書上覚。
橋梁、堤防関係（明治期）。
天文8年宛行状写。
知行目録（武田晴信宛行ほか）。
丹生寺歴代住職記録（元禄8年）。
近代丹波島惣代資料。
信玄公感状等所持につき申上候（下書）。
真田信之書状写。
直江山城守書状（慶長5年）。
真田伊賀守様御家中分限帳（天保14年）。
安曇蚕種組合規約。

大豆島区有文書

松平忠輝老臣等連署状。
松平信直黒印状。
石黒主馬等連署黒印状。
すべて市指定。

篠ノ井杵渕柳沢幹雄氏寄託資料
華道の指南書。
秀麿画。

恵那市丹羽氏旧蔵甲冑
堀内道彦氏寄託録音テープ 録音テープ、1箱

川中島町今井島田洪三家文書
教科書（明治～昭和）。
書籍（明治～昭和）。

小田切小鍋村国見組中村孝代氏寄託中
沢和夫家文書

約40点。
人別帳、五人組帳、馬御書上帳、職人御書上帳（近世後期）。
近代葬儀婚礼関係。

上高田関川喜八郎氏寄託資料

約330点。
亀鶴寿掛軸（真田幸専筆）。
区長日誌（昭和21年）。
飯縄山冷泉時山麓の新田開発に異議申立（元文3年）。
善光寺地震関係（弘化4年）。
五人組帳（近世後期）。
人別帳（近世後期）。

長野市西町中沢総二家文書

約1000点。
近代運輸関係資料（長野駅伝取締所、長野中牛馬会社、人力
車、馬車、鉄道、明治期）。
近世町方資料。（酒造など）。
煉瓦製造関係資料（明治期）。
石油会社関係資料（明治期）。
長野町会資料（明治期）。
長野町戸長役場資料（明治期）。
学校関係資料（明治期）。
日記（嘉永～安政）。

川中島町今井小林家文書
近世近代村落資料（今井村）。
『収蔵資料目録歴史1』収載。

西後町大鈴木家文書

証書類（延宝年間～）。
関所鑑札（横川関所、安永2年）。
松代騒動関係資料（明治3年）。
鈴木宅仮図（明治初年）。
通帳（酒・魚・青物など、近世）。
弘化大震災見聞録（大鈴木氏）。
葬祭関係資料（近世後期～近代）。

長野岩石町矢島一氏寄託資料

421点。
石油製造関係資料（浅川真光寺、明治期）。
証書類（近世近代）。
裁判資料（代言人、弁護士）。

荒木区有文書
上氷鉋区有文書
上氷鉋北河原組寄託養蚕神社拝殿幕 上氷鉋養蚕神社拝殿幕。

茅ヶ崎市花井道子氏寄託資料

松平忠輝・花井主水関係文書。
古文書（政宗文書など）。
巻物（後光厳院書簡）。
扁額。

村山町田文昭氏寄託資料 位牌。六文銭椀。

篠ノ井山布施酒井家文書

花火関係資料（近世）。
近世村政資料（山村山村）。
戦時体制下宣伝資料（大政翼賛会作成パンフ・写真週報など、
昭和期）。
学校教科書類（近代）。
近代村政資料（信里村）。
信里村会資料（昭和期）。

若穂川田本井弘巳氏寄託資料

40点。
川田宿資料（享保年間～）。
松代城主参勤行列帳。
松代藩士住居書上帳（明和年間ｶ）。
大災御触写日記（弘化4年）。
上高井郡古文書目録他綴（昭和5年）。
川田村古文書展覧会陳列書（昭和14年）。



篠ノ井塩崎赤沢徳宝氏寄託資料

約2500点。
篠ノ井追分宿関係資料。
中世嘆願書、請書（天文年間）。
貢租関係（近世前期）。
和宮通輿終了の届書（文久元年）。
通行手形（近世後期）。
長州兵隊宿泊りの願書。
長谷観音開帳願書（明和3年）。

若穂綿内上村与四郎氏寄託資料（宮沢綾
子家文書）

約1500点。
近世村落資料（綿内村）。
川田宿関係資料。
村絵図。

西条小学校寄託資料
西条村絵図。
元禄国絵図。

霜田常雄氏寄託資料 善光寺如来堂材木木寄帳。
若麻績千冬氏寄託資料 1点。善光寺造営諸色入料勘定帳。

信濃国更級郡二ツ柳村西沢家文書
約400点。
近世村方文書。

南長野妻科山崎喜弘氏寄託資料
信州大地震諸家御届書（弘化4年）。
湯福神社見取図。
戸隠山中社随神之図。

小島田町内会長小林量男氏寄託資料 小島田村絵図面（明和9年）。
小島田町乙区長小林量男寄託資料 小島田村下組酉改本田水帳。
川中島支所寄託川村驥山筆掛軸・額 川村驥山筆掛軸・額。各1点。
鶴賀七瀬舎川正善氏寄託資料 1点、寄書きの国旗。

北条地蔵庵寄託資料
庚申掛軸。
地獄極楽図。


