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南安曇教育会資料

9999011 南安曇教育会資料【　資料群： 】

文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 教育関係諸団体10

1 昭和２３ 1948 農協自治監査報告（昭和23年～昭和
２４年）

農地課 綴

3 昭和24 1949 農業協同組合調査関係綴 農地課 綴 表紙に「南安郡誌」と記載あり。

2 昭和26 1951 農業協同組合総会綴 経済課（郡内農業協
同組合）

綴

4 昭和２６ 1951 農協再建整備関係綴 経済課（地方事務所） 綴

5 昭和26 1951 農協総合関係綴 経済課（地方事務所） 綴

6 昭和23 1948 加工水産物小売り登録店舗 （地方事務所） 綴

7 昭和21 1946 県民税関係書綴 南安曇地方事務所税
務係

綴

8 昭和23 1948 郡食糧調整委員会証憑書綴 経済課（地方事務所） 綴

9 昭和25 1950 南原開拓農業共同組合台帳 農地課（地方事務所） 綴

11 昭和25 1950 総合残高試算表 農協係（郡内農業協
同組合）

綴

12 昭和26 1951 農業協同組合検査関係綴 経済課（地方事務所） 綴

13 昭和25 1950 公共事業耕地事業関係綴 耕地課（地方事務所） 綴

16 昭和２１ 1946 穂高町第五次用排水（昭和２１年～昭
和２３年）

穂高町 長野県知事 綴 （土地改良補助金交付申請書類）

18 昭和２１ 1946 会社団体関係綴 綴 （組合関係書類）

19 昭和２４ 1949 主要食糧災害関係書類 南安曇地方事務所経
済課

綴

20 昭和２３ 1948 特別法人営業税事業税賦課台帳（昭
和23年～昭和25年）

税務課（地方事務所） 綴

21 昭和２３ 1948 一般農務関係　肥料　農薬　農機具
（昭和２３年～昭和２４年）

地方事務所 綴
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23 昭和２２ 1947 開拓関係申請書綴 農地課　矢ノ口 綴

24 昭和２７ 1952 開拓予算月別支出額綴 農地課（地方事務所） 綴

25 昭和２１ 1946 南安曇開拓団関係　渡満年次表 綴 開拓者援護会南安曇支会

27 昭和２４ 1949 開拓計画関係綴 農地課（地方事務所） 綴

28-1 昭和２４ 1949 開拓庶務関係綴 農地課（地方事務所） 綴

28-2 昭和２６ 1951 開墾関係 耕地課 綴

29 昭和２５ 1950 陳情書（産米雑穀割当ニ関スル） 南安曇郡町村会長
南安曇地方農業調整
委員会長

綴

30 昭和２６・4 1951 主要食糧労務加配割当要請資料綴 綴

32 昭和２１ 1946 村会議決報告（昭和２１年～昭和２２
年）

（地方事務所） 綴 五ヶ村（南穂高村、三田村、明盛村、
温村、小倉村）

33 昭和26 1951 紫雲英青刈大豆等の栽培面積調査
について等綴

（地方事務所） 綴 長野県経済部長と南安曇地方事務所
の書類

34-1 昭和２２ 1947 労務加配関係綴 綴 「松本公共職業安定所」の受付印多
数

34-2 昭和２２ 1947 労務加配関係綴 （地方事務所） 綴

35 昭和２１ 1946 町村関係綴 総務課（地方事務所） 綴

36 昭和２６・
９・６

1951 雑穀類旱害状況調査報告について （地方事務所） 綴

39 昭和２６ 1951 大豆ノ採取圃設置計画書 （地方事務所） 綴

44 昭和２３・
１・１２

1948 鉱区税台帳 南安地方事務所税務
係

綴

46 昭和２４ 1949 押出し地区土地売渡計画書 長野県南安曇郡有明
村農地委員会

綴 売渡時期：昭和24年12月1日

49 昭和２５ 1950 主要食糧賃加工営業関係綴 経済課（地方事務所） 綴
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51 昭和２１ 1946 家賃移動（異動）台帳 北穂高村 綴

52 昭和２１・
１１・１０

1946 教育委員選挙関係 袋

60 昭和２５ 1950 奈川村議会会議結果報告について 綴

61 昭和２２ 1947 農業水利関係綴（昭和22年度～昭和
24年度）

北穂高農業水利改良
事務所

綴

63 昭和２７ 1952 特別所得税課税見込所得額調 南安曇地方事務所 綴

65 昭和２３ 1948 農業普及教育活動状況月報 綴

66 昭和１７・７ 1942 雑件綴 南安曇地方事務所税
務

綴

67 昭和２６・５ 1951 労務加配主食割当要請資（料）綴 綴

69 昭和２６ 1951 行政基本統計結果表綴 総務課（地方事務所） 綴

70 昭和２４ 1949 奈川村事業税調査簿 南安曇地方事務所 綴

71 昭和２３ 1948 適地調査関係綴 農地課（地方事務所） 綴

74 昭和２５ 1950 主要食糧配給関係綴 経済課（地方事務所） 綴

75-1 昭和２６ 1951 玉蜀黍関係綴 南安曇地方事務所経
済課

綴

75-2 昭和２６・９ 1951 西穂高村久保田林　離山開墾個人票
　

綴

76 昭和２７ 1952 開拓関係復命書綴 農地課（地方事務所） 綴

77 引揚者帰郷予定表綴 南安曇郡（地方事務
所）

綴

80 昭和２７ 1952 遊興飲食税氷水其の他申告書綴 税務課（地方事務所） 綴

82 昭和２５ 1950 鉱区税異議外雑件簿 （南安曇地方事務所） 綴
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83 昭和２４ 1949 民生事業振興地区関係綴 南安曇地方事務所 綴

106 昭和２４ 1949 主要食糧賃加工営業届関係綴 経済課（地方事務所） 綴

108 昭和１７・７ 1942 県税調定払込集計報告 南安曇地方事務所 綴

109 昭和２３ 1948 県立経営伝習農場生募集綴 （地方事務所） 綴

110 昭和２４・
１・１

1949 開拓地現況調査（松尾開拓協同組合
分）

長野県農地部開拓課 綴

111 昭和２４ 1949 キティ台風水害復旧事業申請書 綴

112 昭和２４ 1949 事業税第一種第二種決定綴 有明村 綴

113 昭和２４ 1949 類別変更による支払分（１１ヶ村及び
南安曇郡）

各村農地委員会（高
家村・南穂高村・北穂
高村・西穂高村・有明
村・明盛村・温村・小
倉村・烏川村・三田
村・奈川村）

綴

114 昭和２１・
９・６

1946 上高地帝国ホテル工事関係書類袋 関東企業株式会社松
本製作所

袋

116 昭和２６ 1951 供出奨励金交付関係綴 経済課（地方事務所） 綴

117 昭和２４ 1949 事業税決定書綴 北穂高村 綴

137-1 昭和２５ 1950 資材関係綴 耕地課（地方事務所） 綴

118 昭和２４ 1949 麻類関係文書 南安曇地方事務所 綴 表紙に「南安郡誌」の後書き

119 昭和２５ 1950 農業倉庫関係 （地方事務所） 綴

121 昭和２３ 1948 米　甘藷　麦　馬鈴薯　供出割当関係
綴

経済課（地方事務所） 綴

123 昭和２２ 1947 供出割当資料綴 経済課（地方事務所） 綴

126 昭和２５ 1950 木材・木炭加配綴 （地方事務所） 綴
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129 昭和２４ 1949 入植建設関係綴 農地課（地方事務所〉 綴

130 昭和２５ 1950 公共事業特定日就労人員報告書 耕地課 綴

131 昭和２３ 1948 繊維規則繊維品取扱要領関係綴（昭
和２３年～昭和２４年）

商工（地方事務所　商
工課）

綴

132 昭和１６ 1941 徴税命令原簿 南安曇郡松本財務出
張所

綴

133 昭和２３ 1948 食用油脂配合関係綴 経済課（地方事務所） 綴

134 昭和２５ 1950 神道原開拓農業協同組合 農地課 綴

137-2 昭和２５ 1950 資材課関係 （地方事務所） 綴

139 昭和２６ 1951 助成（農政）関係綴 南安曇地方事務所経
済課

綴

141 昭和２６ 1951 増反申込書 温村 綴

142 昭和２３ 1948 開拓補助綴 農地課（地方事務所） 綴

144 昭和２６ 1951 新林第二次増反申込書 長野県南安曇郡西穂
高村

綴

150 昭和２４ 1949 開拓地副業に関する綴 （地方事務所） 綴

159 久保田塚原地区増反申請書 西穂高村農地委員会 綴

161 昭和２２ 1947 鉱区税滞納整理関係綴（昭和２２年～
昭和２３年）

南安曇地方事務所税
務課

綴

162 昭和２６ 1951 鉱区税関係書類 税務課（地方事務所） 綴

163 昭和２１ 1946 神社寺院教会関係綴（昭和２１年～昭
和２２年）

総務課（地方事務所） 綴

166 特殊物件町村割明細 長野県南安曇郡豊科
町南安曇繊維製品小
売統制組合

綴

167 昭和２７ 1952 開拓地区台帳作製関係綴 農地課（地方事務所） 綴
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168 昭和２５ 1950 指定生産資材綴 耕地課（地方事務所） 綴

171 昭和２５ 1950 米　甘藷　麦　馬鈴薯　供出関係書綴 南安曇地方事務所経
済課

綴

176 昭和２７ 1952 自作農維持資本金綴 農地課（地方事務所） 綴

177 昭和２５ 1950 用地買収台帳 北穂高農業水利改良
事務所

綴

178 昭和２１ 1946 物資配給処理簿（昭和２１年～昭和
２４年）

工業振興会南安曇支
部

綴

179 昭和２４ 1949 総ゴム草履清算書 （地方事務所） 綴

182 昭和２７ 1952 農地等交換分合関係綴 農地課（地方事務所） 綴

183 昭和２２ 1947 鉱区税賦課徴収台帳（昭和２２年～昭
和２３年）

南安曇地方事務所 綴

184 昭和２２ 1947 特別徴収義務者徴収税額報告綴 南安曇地方事務所 綴

185 昭和２６ 1951 住宅関係綴 南安曇地方事務所 綴

186 昭和２３ 1948 農業調整委員会経費証憑書綴 （地方事務所） 綴

187 昭和２３ 1948 補助金関係綴 経済課（地方事務所） 綴

188 昭和２７ 1952 買収計画綴 農地課（地方事務所） 綴

189 昭和２４ 1949 開墾建設関係綴（有明　西穂高） 農地課 綴

190 昭和２５ 1950 奈川村申告書綴 （事業者） 綴

191 昭和２７ 1952 開拓地展示圃試験成績綴 農政課 綴

192-1 昭和２６ 1951 文書件名簿　第二号 経済課（地方事務所） 綴

192-2 昭和２６ 1951 文書件名簿　第三号 経済課（地方事務所） 綴
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195 昭和２４ 1949 薪炭需給調整規則指定業者報告綴
（昭和２４年～昭和２５年）

綴

201 昭和１３・９ 1938 出張命令簿 長野県経済部南安曇
出張所

綴

202 昭和２６ 1951 建築関係雑件（昭和２６年４月～昭和
２８年１月）

南安曇地方事務所 綴

203 昭和２３ 1948 農機具割当配給関係綴（昭和２３年～
昭和２４年）

経済課 綴

204 昭和２５ 1950 地代家賃異動台帳（温村） 温村 綴

205 昭和２４ 1949 一般事務用紙及び和紙の配給につい
て

綴

206 昭和２３ 1948 自転車及びリヤカーのタイヤ・チュー
ブ配給について

（地方事務所） 綴

208 昭和２０ 1945 町村分税額報告書綴 南安曇地方事務所 綴

209 昭和２４ 1949 開拓適地調査関係綴 農地課（地方事務所） 綴

210 昭和２１ 1946 地代家賃異動台帳　南穂高 長野県南安曇地方事
務所

綴

211 昭和２５ 1950 県内入植関係綴 農地課（地方事務所） 綴

214 昭和２４ 1949 酒還付金領収証綴 経済課（地方事務所） 綴

215 昭和２４ 1949 燃料消費状況月報綴 消防係（地方事務所） 綴

216 昭和２６ 1951 米奨励金交付申請書綴 経済課 綴 昭和２６年度産米

217 昭和２１ 1946 町村会議決綴 南安曇地方事務所 綴

218 昭和２６ 1951 肥料関係綴　其一 南安曇地方事務所経
済課

綴

219 昭和２６ 1951 旅館関係遊興飲食税徴収簿兼滞納
整理簿

南安曇地方事務所 綴

221 昭和２６ 1951 郡下増反者選衡調書作成綴　控 南安曇　農地課（地方
事務所）

綴
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223-1 昭和２３ 1948 農業協同組合役員調 （地方事務所） 綴

223-2 昭和２４・
６・３０

1949 農業協同組合役員調査集計表（１５町
村及び３地域）

綴 昭和２４年６月３０日現在。調査１５町
村３地域（豊科町・穂高町・奈川村・大
野川・稲核・島々・梓村・倭村・明盛
村・温村・三田村・小倉村・烏川村・高
家村・南穂高村・西穂高村・北穂高
村・有明村）

226 昭和２２ 1947 県税関係綴 南安曇地方事務所 綴

243 昭和２５ 1950 小作契約文書化関係 農地課 綴

244 昭和２５ 1950 学校衛生統計調査集計表 総務課（地方事務所） 綴

230 昭和２５ 1950 青少年クラブ関係書（昭和２５年～昭
和２６年）

綴

232 昭和２１ 1946 村会議決決定報告 西穂高村 綴

233 昭和２７ 1952 開拓予算経理綴 農地課（地方事務所） 綴

235 昭和２５ 1950 甘藷・馬鈴薯関係綴 南安曇地方事務所経
済課

綴

236 昭和２６ 1951 動力噴霧機台数調査について （地方事務所） 綴 236、237動力噴霧機巡回修理班の派
遣について、238県有動力噴霧機防
除作業実績の報告、239動力噴霧機
購入事業成績書の提出について、
240病害虫防除器具関係まで、236か
ら240は一つに綴られている。

241 昭和２４ 1949 長野県農組経営指導担当者連盟組
織情報

農地課（地方事務所） 綴

242 明治４１・１ 1908 社寺有林管理区分台帳 南安曇郡　林務係 綴

246 昭和１２ 1937 木炭検査成績報告書 経済部 綴

250 昭和２６ 1951 農業協同組合法施行細則諸届書 経済課 綴

251 昭和２５ 1950 物資受配綴 耕地課 綴
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252 昭和２３・
９・１５

1948 しょうゆ小売業者登録名簿 経済課（地方事務所） 綴

253 昭和２５ 1950 機械関係綴 耕地課 綴

256 昭和２３ 1948 徴税命令原簿 南安曇地方事務所 綴

257 昭和２６ 1951 文書件名簿　第一号 経済課（地方事務所） 綴

258 昭和２２ 1947 地代家賃認可申請書綴（昭和２２年～
昭和２３年）

商工係 綴

259 昭和２４ 1949 一九五〇年世界農業センサスにおけ
る農業事業体・農業事業体名簿作成
の手引き　等（昭和２４年～昭和２５
年）

（地方事務所） 綴 農業センサス調査区設定についての
書類

260 昭和２６ 1951 家賃台帳（異動之部） 穂高町 綴

263 昭和２５ 1950 土地改良（交換分号）関係書類 農地課（地方事務所） 綴

265 昭和２４ 1949 調定払込報告関係綴 南安曇地方事務所 綴

266 昭和２３ 1948 遊興税入湯税徴収内訳簿 南安曇地方事務所 綴

267 昭和２５ 1950 火災報告書綴 総務課（地方事務所） 綴

268 昭和２３・
１１

1948 開拓三周年記念祭綴 農地課（地方事務所） 綴

270 昭和２５ 1950 開拓生産農業協同組合連合支部綴 綴

271 昭和２５・
１１

1950 県教育委員選挙関係綴 総務課（地方事務所） 綴

272 昭和２６ 1951 地代家賃異動台帳 烏川村
長野県南安曇地方事
務所

綴

273 昭和２５・
１０

1950 開催経営申告書綴（昭和２５年～昭和
２６年）

税務課（地方事務所） 綴 映画・演劇

274 昭和２３ 1948 徴税命令書発付回議簿 南安曇地方事務所 綴
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275 昭和２１・８ 1946 渉外日誌　上高地帝国ホテル用 南安曇地方事務所 綴

276 昭和２６ 1951 温水溜池関係 綴

277 昭和２５ 1950 開拓地計画実績綴 綴

280 昭和２３ 1948 樹苗養成状況報告 綴

282 昭和２４ 1949 遊興飲食税料理飲食店申告書綴 税務課 綴

別１ 昭和１９・３ 1944 漁業許可関係綴（昭和１９年３月～昭
和２０年７月）

南安曇地方事務所経
済課統制係

綴

別2 昭和２２・３ 1947 漁業許可関係綴 南安曇地方事務所商
工係

綴

別5-1 昭和２４ 1949 民生委員関係綴 南安曇地方事務所 綴

別5-2 昭和２５ 1950 民生委員関係綴 南安曇地方事務所 綴

別6 昭和２６ 1951 民生委員関係綴 南安曇地方事務所 綴

別7 昭和２４ 1949 子供銀行関係綴 総務課（地方事務所） 綴

別8 昭和２５ 1950 青少年クラブ関係綴 綴

別11 昭和２３ 1948 火災報告関係綴（昭和２３年～昭和
２４年）

総務課（地方事務所） 綴

別12 昭和１８ 1943 火災其の他災害報告書類　（昭和１８
年～昭和２１年）

豊科警察署 綴 水害・雪害

別13 昭和２５ 1950 昭和２４年起デラ台風災害復旧事業
補助申請書

綴

別15 昭和２６ 1951 油脂速報 安曇野地方事務所　
経済課

綴

別17 昭和２２ 1947 小倉村果実県税検査書類綴 南安曇地方事務役場 綴

別18 昭和２６ 1951 種馬鈴薯関係綴 南安曇地方事務所　
経済課

綴
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別20 昭和２５ 1950 温水溜池関係綴 耕地課 綴

別21 昭和２６ 1951 水陸稲関係綴（其一） 南安曇地方事務所　
経済課

綴 南安郡誌

別22 昭和２４ 1949 小作契約 農地課（地方事務所） 綴 昭和２３年度との表記であるが、ほぼ
全部昭和２４年度書類

別23 昭和２５ 1950 拾ヶ堰潅漑排水事業実施計画書　昭
和２５年度着手

綴

別24 新林増反申請追加分 西穂高村農地委員会 綴

別26 昭和２６ 1951 水陸稲関係綴（其二） 南安曇地方事務所　
経済課

綴

別27 昭和２５ 1950 米雑穀農業家角明細綴（昭和２５年度
産）

経済課 綴

別29-1 昭和２５ 1950 供出割当量関係書類（昭和２５年～昭
和２６年）

綴

別29-2 昭和２２ 1947 交付金令達関係（昭和２２年～昭和
２５年）

農地関係 綴

別32 昭和２１ 1946 渉外事務処理簿 南安曇地方事務所 綴

別36 昭和２７ 1952 学校給食報告書関係綴 南安曇地方事務所 綴

別42 昭和２５ 1950 普及活動教育資料関係綴 農協 綴

別45 昭和２６ 1951 農協業務報告書綴 経済課 綴

別51 昭和２７ 1952 農地等代金徴収関係 農地課 綴

別52 昭和２１ 1946 地代台帳（異動の部）（昭和２１年～昭
和２６年）

穂高町 綴

別53 昭和２２ 1947 特配申請書類 南安曇地方事務所 綴

別57 昭和２３ 1948 主要食糧労務加配関係綴 経済課 綴

別58 昭和２４・
１・１

1949 水産物小売業者名簿 南安曇地方事務所 綴
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別59 昭和２３ 1948 生鮮水産物関係書類綴　第一号 南安曇地方事務所 綴

別60 昭和２３ 1948 油糧需要調整関係書類綴 南安曇地方事務所 綴

別61 昭和２４ 1949 生鮮水産物関係書類綴 南安曇地方事務所 綴

別62 昭和２３ 1948 缶詰登録小売業者名簿 経済課（地方事務所） 綴

別65-1 昭和２３ 1948 鮮魚介類購入券発給台帳 南安曇地方事務所 綴

別65-2 昭和２３ 1948 鮮魚介配給受払日計簿（冠婚葬祭
用）

南安曇地方事務所 綴

別69 昭和２５ 1950 物資配給関係綴 経済課（地方事務所） 綴

別70 昭和２５ 1950 労務加配関係書類綴 経済課（地方事務所） 綴

別71 昭和２２ 1947 特殊衣料切符交付台帳（昭和２２年～
昭和２４年）

南安曇地方事務所 綴

別72 昭和２５ 1950 物資配給関係文書綴 林道係 綴

別73 昭和２２ 1947 普通衣料切符交付台帳 南安曇地方事務所 綴

別75 昭和２６ 1951 主要食糧配給割当関係綴 経済課（地方事務所） 綴

別77 昭和２３ 1948 小売業者登録票交付申請書綴 南安曇地方事務所 綴

別80 昭和２３ 1948 配付税配付資料調査表 綴

別81 昭和２７ 1952 町村別業種別課税見込所得額調 南安曇地方事務所 綴

別82 昭和２１ 1946 郡内自動車税台帳 綴 昭和１９年と昭和２１年の税額が記載

別83 昭和２３ 1948 事業税賦課台帳 南安曇地方事務所 綴

別85 昭和２１ 1946 県税関係綴 総務課（南安曇地方
事務所）

綴
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別88 昭和２３ 1948 有明村廃業届関係書類綴（昭和２３年
～昭和２６年）

税務課（地方事務所） 綴

別91 昭和２４ 1949 地方税徴収額報告集計綴 綴

別92 昭和１６ 1941 決算関係書類綴 南安曇郡松本財務出
張所

綴

別93 昭和１７ 1942 県税収入計算書 南安曇地方事務所 綴

別94 昭和２４ 1949 市町村税収入額調 （地方事務所） 綴

別97 昭和２４ 1949 地方税徴収額報告集計綴 綴

別98 昭和２２ 1947 村税県税徴収関係書類 烏川村　高家村 綴

別100 昭和２５ 1950 事業税関係書綴 南安曇地方事務所 綴

別102 昭和２５ 1950 芸妓特別徴収義務者登録申請書綴 税務課（地方事務所） 綴

別103 昭和２４ 1949 料理店許可申請書綴 南安曇地方事務所 綴

別106 昭和２６ 1951 遊興飲食税申告書提出状況控　旅館
之部

問税係 綴

別107 昭和２３ 1948 貸席利用税申告書綴 南安曇地方事務所 綴

別108 昭和２６ 1951 遊興飲食税申告書提出状況控　料飲
店之部

問税係 綴

別109 昭和２７ 1952 遊興飲食税申告書綴 （地方事務所） 綴

別110 昭和２６・５ 1951 遊興飲食税申告額綴　松本競馬分 南安曇地方事務所 綴
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