
年 西暦 月日 主な事績 典拠

明治12 1879 12月26日 誕生。 旧土合村役場文書

明治27 1894 4月 湯島小学校卒業。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

7月 郁文館卒業 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

9月 第一高等学校入学 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

東京専門学校英語政治科入学 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

早稲田大学大学部法科編入（明治35年9月「早稲田大学」（旧

制専門学校）に改称認可）

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

7月 早稲田大学卒業 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

12月28日 土合村田島区⾧就任（～明治39年1月15日疾病辞職）。 旧土合村役場文書 〇

明治39 1906 1月15日 田島区⾧辞職。 旧土合村役場文書

明治40 1907 6月29日 土合村田島区⾧就任（～明治44年6月28日・満期）。 旧土合村役場文書 〇

明治42 1909 6月8日 土合村勧業委員に就任。 旧土合村役場文書 〇

4月17日 村議会の村⾧選挙で村⾧に当選。 旧土合村役場文書

4月20日 土合村⾧に就任。 旧土合村役場文書 〇

4月23日 土合村⾧を辞職（疾病退職）。 旧土合村役場文書 〇

4月26日 村議会が貞亮の村⾧辞表につき審議し、留任勧告することに決

する。

旧土合村役場文書

6月28日 土合村田島区⾧満期退職。 旧土合村役場文書 〇

11月2日 村議会が貞亮の大字田島区⾧辞職を審議し、留任勧告すること

に決する。

旧土合村役場文書

明治45 1912 3月28日 村議会が貞亮の大字田島区⾧辞職を認定。 旧土合村役場文書 〇

4月13日 村議会出欠席者の中に貞亮の名がない。 旧土合村役場文書

5月2日 土合村会議員（一級）に就任。 旧土合村役場文書 〇

5月9日 村議会欠席者の中に貞亮の名がみえる。 旧土合村役場文書 〇

3月31日 土合村が「区⾧及区⾧代理者任期ニ関スル条例」（明治22年土

合村条例第2号）を廃止する。

埼玉県行政文書

5月 土合村会議員に就任（～大正6年4月30日？）。 旧土合村役場文書 〇

4月10日 村議会が深井貞亮外14名より提出された村有地への御大典記念

桜植樹の申請を審議し、許可を議決。

旧土合村役場文書

4月11日 『国民新聞』に土合保勝会として「私は桜草であります」記事

を掲載。

『国民新聞』大正５年４月１１日

4月25日 土合村の有志深井貞亮の案内で史蹟名勝天然紀念物保存協会三好学・

幹事戸川安宅らが現地視察。三好らはその帰途埼玉県庁で自生地の保

存につき県知事と懇談。土合村⾧も来会。

三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモ

ノ」

史蹟名勝天然紀念物保存協会「浦和

の一日」『史蹟名勝天然紀念物』第1

巻第10号（大正5年5月20日発行）

三好学「天然紀念物保存雑記」『史

蹟名勝天然紀念物』第1巻第14号

（大正5年12月30日発行）
4月25日 土合保勝会の発会式が行われ、深井貞亮が会⾧に就任。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

大正6 1917
大正7 1918 2月15日 北足立郡が名勝史蹟古墳墓に関する所在と管理費等の照会の回答を埼

玉県に提出。その中に「田原島（ママ）桜草」があり、経常費見込20

円とし、「土合村有志者相図り保勝会ヲ設ケ維持居レリ」とする。

埼玉県行政文書

2月14日 北足立郡会議員に就任（土合村・美谷本村選挙区）。 『北足立郡誌』 〇

9月29日 北足立郡会議員を退任。 『北足立郡誌』 〇

2月17日 土合村役場が自生地の保存設備について2月21日に県理事官と

現地協議を行うに当たり、当日参会するよう、土地所有者と保

勝会⾧深井貞亮に依頼。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

2月21日 埼玉県理事官・県属等が土合村役場を訪れ、村幹部や吏員及び

自生地の土地所有者、有志に対して「天然紀念物の由緒及び保

護施設等」の説明を行う。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

2月24日 自生地の保存設備の工事が26日からとなった旨、土合村役場が

土地所有者と保勝会⾧深井貞亮に通知。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

4月30日 内務省活動写真隊が来訪し、三好学、田子技師、上田内務属、

小川県属、松本調査員らの指導のもと、サクラソウの自生状

況、保護施設の実況等を撮影。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書
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深井貞亮年譜

8月21日 土合村⾧に就任。 旧土合村役場文書、

『埼玉県報』1895号
〇

9月5日 土合村⾧を辞職（疾病退職）。 旧土合村役場文書

『埼玉県報』1903号
〇

11月14日 土合村学務委員に就任。 旧土合村役場文書 〇

大正12 1923 6月13日 文部省から確認を求められた国庫補助事業に係る事業費財源の

寄附金につき、土合村役場職員から照会を受けた深井貞亮が返

書を出す。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

大正14 1925 4月13日 土合村駐在所と村役場が連名で、サクラソウ観覧者のための売

店開設についての協議を道場・関・町谷・西堀・田島各地区の

営業者と土合保勝会⾧深井貞亮に申し入れる（14日会合）。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

5月1日 土合村会議員に就任。 旧土合村役場文書 〇

12月 土合村役場が秋田県史蹟名勝天然紀念物調査会の小野進（鹿角

郡小坂小学校訓導）より自生地視察計画につき照会を受ける。

照会項目の中に、深井貞亮邸への距離・時間等がある。

3月15日 自生地について「篤ト」懇談したいので、土合保勝会⾧ととも

に来庁されたい旨、北足立郡⾧が土合村⾧に通知。

4月15日 土合村が東宮御所への自生地のサクラソウの献上を宮内省より

打診され、村⾧と協力して三好学、服部文学博士、宮内省御用

掛、埼玉県内務部⾧、学務課⾧等と実地調査を行い、土地所有

者の承諾を取り付けた上で、保勝会が保護措置を講じている土

地のサクラソウを献上するよう差配する。

打診され、村⾧と協力して三好学、服部文学博士、宮内省御用

掛、埼玉県内務部⾧、学務課⾧等と実地調査を行い、土地所有

者の承諾を取り付けた上で、保勝会が保護措置を講じている土

地のサクラソウを献上するよう差配する。この日、キハツ箱約

120箱分及び60株のサクラソウを東宮御所に献納。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

大正15年度（昭和元年度）分の自生地管理費国庫補助事業に係

る自生地管理費指定寄附につき、深井貞亮が20円、田島青年男

子部が51円を寄付する

昭和3 1928 4月6日 天然紀念物土合村桜草自生地保存熱心家深井貞亮の経歴等につ

き、埼玉県学務部⾧が土合村⾧に照会

旧土合村サクラソウ自生地関係文書
〇 〇

昭和11 1936 3月13日 自生地への来訪者のための仮施設設置を埼玉県に申請。 埼玉県行政文書

昭和17 1942 10月7日 土合村⾧に就任。 『埼玉県市町村合併史』 〇

昭和18 1943 2月4日 土合村⾧を退任。 『埼玉県市町村合併史』 〇

昭和48 1973 3月30日 浦和市総務部史編さん室「土合村桜草自生地天然紀念物指定当時の史

料について」（『浦和市史調査報告』第２号）。浦和市が土合村から

引き継いだ文書の中の簿冊『庶務部 天然紀念物保存 桜草（自大正

九年）』に綴られた文書から、指定当時の取組に関わる文書１２点を

翻刻（史料番号数。個別の文書としては２１点）。地元における保全

の動向を示す基本史料。また深井貞亮に関する根本史料。

平成26 2014 6月22日 青木義脩「深井貞亮 田島ヶ原サクラソウの保護はこの人に始

まる」同著『さいたま市の歴史と文化を知る本』

平成30 2018 4月20日 野尻靖「田島ケ原のサクラソウはこの人によって守られた −

深井貞亮さん−」浦和郷土文化会『うらわ文化』第131号
2月25日 さいたま市桜区役所が「田島ケ原サクラソウ自生地 100周年記念

展」を開催（～3月27日）。教育委員会もその中で「100年前の自生

地」パネル展を実施
6月1日 さいたま市教育委員会が田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念

展示として、「学と貞亮 −自生地を遺した二人−」を開催（～6月

30日。会場：市立浦和博物館）し、深井貞亮と三好学の業績の一端を

紹介。なお、当初計画では3月25日開始であったが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、公共施設の臨時休館に伴い、開会期日が

延期となった。

大正15

令和２ 2020

1926
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深井貞亮年譜

6月16日 さいたま市教育委員会が田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念

展示として、「田島ケ原サクラソウ自生地 −これまでの百年、これ

からの百年−」及び文化庁「記念物100年」展を開催（～7月20日。

会場：市立中央図書館）（予定）。
7月17日 天然記念物指定100年

 篠田真理子 1999 「開発と保存」石弘之他編『ライブラリ 相関社会科学６ 環境と歴史』株式会社新世社

 さいたま市教育委員会 2014 「田島ケ原サクラソウ自生地年譜」

          『国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保存管理計画策定報告書』

この年譜は、田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念事業に向けてさいたま市教育委員会が平成30年度～令和元年度に実施した

調査の成果の一部です。年譜作成にあたり、調査史料及び表中に掲げた論著の記述に依拠したほか、以下の論著等を参照しました。

 丸山 宏  2003 「『史蹟名勝天然紀念物』の潮流−保存運動への道程−」『復刻版 史蹟名勝天然紀念物』（大正編）不二出版

2020.05 さいたま市教育委員会文化財保護課

 浦和市教育委員会 1990 「田島ヶ原サクラソウ自生地保護年譜」

          『特別天然記念物田島ヶ原サクラソウ自生地−天然記念物指定70周年記念論文集―』


