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《資 料》

三月革命期における騎士領プルシェン
シュタイン所属村落（南ザクセン）から

の請願書（1）

松 尾 展 成

（1） 1848年5月28日付請願書

（Petition　vom　28．　Mai　1848．）

（Staatsar．chiv　Dresden．　Stla’ndeversammlung　1833－1918．　Nr．　2815．

Landtag　1848．　Aeta　der　1．　Kammer．　Nr．　59．　Die　Petition　der

Gemeinden　mehrer　D6rfer　der　Am七sbezirke　工、au七ers七ein　und　Freiberg

iiber　versehiedene　Gegensttinde　der　Gesetzgebung　betr．）

／Bl．　1／　（Eing．　d．　5．　Juni　1848．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zug．　4　Pf．　Pto．　u．　Bsl．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工．　K．　28，　IV．　Dep。　g．＞

　　　An　die　Hohe　Sta’ndeversammlung　des　K6nigreichs　Sachsen．

　　　Bei　dem　Zusammentrit七　der　Hohen　S七tindeveエ・sammlung　des　K6nig－

reichs　Sachsen　zu　einem　auBerordentliehen　Landtage，　gestatten

sich　die　ehrerbie七igs七　unterzeichneten　Gemeinden　dureh　ihre

gese七zmti　Bigen　Vertre七er　fo］．gende　WUnsche　und　Beschwerden　zur

Hoehgeneigten

／Bl．　1b／　　　　BerUcksich七igung　vorzu七ragen．　Es　enthalten　diese

Antr巨ge　nur　Bi七ten　um　Abs七el工ung　derjenigen　Vbelstande，　welche

jedem　einzelnen　Gemeindemi七g］．iede　gleSch　fUhlbar　geworden　sind，

um　im　工n七eresse　der　Wiederherstellung　v61］．iger　Ruhe，　der　blei－

benden　Beruhigung　der　aufgeregten　GemUther　eine　schleunige　Ab－

sVe］ユung　erheischen．　Dieselben　bestehen　＝

　　　1．　”ln　der　Aufhebung　der　unnatUrlichen　Rechte　der　Geburt　des
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第1図　1848年5月28日付請願書第1ページ（Bl，1）
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騎士領プルシェンシュタイン所属村落からの請願書（1） 189

Adels，　in　der　Aufhebung　stimm七licher　den　Adel　und　die　Ri七七ergu七s－

besi七zer　bevorzugenden　Gese七ze　sowie　der　von　Le七z七eren　noch　aus－

geUb七en，　unseren　Zeitverh…il七nissen　unangemessenen，　Rech七e「1．

　　　Der　Adel　und　die　Rit七ergu七sbesi七zer　bilden　in　un．serem　S七aate

eine　Kaste，　der　die　Gesetzgebung　eine　Reihe　von　Vorrechten　ein－

ger…iumt　ha七，　wodurch　dieselbe　anderen　S七aatsbUrgern　gegenUber

eine　ungleiche　Stelユung　einnimmt．　Diese　Rech七e　ver一

／Bl．　2／　　　　dankt　der　Adel　gr6Bもen七heils　einer　Zei七，　in　welcher

derselbe　als　Grunds七U七ze　des　Staates　angesehen　wurde　und　dem－

selben　in　der　That　mannigfache　Dienste　leistete，　welche　gegen－

wtirtig　eine　gleichrntiBige　Verpflichtung　aller　StaatsbUrger　ge－

worden　sind．

　　　Hierdurch　ist　jedoeh　die　Aufhebung　jener　Vorreehte　bedingt，

die　zum　groBen　Theile　mit　der　Zeit　bereits　unpraktiseh　geworden

sind．

　　　Nur　beispielsweise　finde　hier　die　Bevorzugung　des　Adels　riick－

sichtlieh　der　Kleiderordnung，　des　Spiels，　der　Befreiung　vom　Auf一一

gebote，　der　Haustrauung，　der　Haustau£e，　der　Anzahl　der　Taufzeugen

und　der　Pathengeschenke，　das　demselben　im　Mandate　wider　die

Selbstrache　eingerljumte　Recht　in　lnjurienfa’llen　auf　eine　hljrtern

Bestrafung　der　Gegner　anzu七ragen．

　　　Zu　der　dem　Adel　allein　eingerljum七en　S七if七sfljhigkeit　im　Hoch－

stifte　MeiBen　und　Fljhigkeit　zur　Bek！eidung　von

／Bl．　　2b／　　　　　Hofalntern　fUg七e　der　Gerichtsbrauch　das　Rech七　auf

Compe七enzgelder　im　Concurse，　und　bei　Bese七zung　aller　Ubrigen

Stellen　bevorzug七en　die　frUheren　S七aatsministerien　die　Adlichen

vor　den　BUrgerlichen　auf　eine　in　die　Augen　springende　Weise．

　　　Zu　diesen　Bereehtigungen　zeichneten　den　Adel　auBer　der　Vor－

se七zung　des　Wdr七chens　「「vonl「　vor　den　Namen　je　nach　der　H6he　des

Adels　eine　Unmasse　von　Ti七eln　aus，　welche　mi七unter　h6chs七　ab－

geschmack七　klangen；　ja　der　Adel　verlangte　sogar，　daB　ein，　wegen

entehrender　Vergehungen　bes七rafter，　Adlicher　zur　S七rafe　in　den

B廿rgers七and　verse七z七　werde，　als　ob　dem　Le七z七eren　an　der　Ehren－

haf七igkei七　seiner　Mi七glieder　nicht　ebensoviel　gelegen　sein　mUB七e，

als　dem　Adel．　Nicht　minder　umfangreich　waren　die　Berechtigungen，

welche　der　Staat　den旦主一ユ　einrlju皿七e・
　　　Die　groBen　Ri七七ergU七er　genossen　v611ige　S七euerbefreiung，　und
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der　kleine　Grundbesitz　muBte　fUr　diese　die　Steuern

／Bl．　3／　　　　mi七　aufbringen。

　　　Ebenso　war　es　mit　den　Mili七airleis七ungen，　die　Ri七七ergU七er

blieben　von　Einquar七irung　befrei七，　und　das　Gese七z　vQm　11．　Sep一

七ember　1843　enth…ilt　nach　Ar七．　10　und　Art．　14　Bestimlnungen　zu

Gunsten　der　Ri七七ergu七sbesitzer．

　　　Bei　Aufbringung　der　Parochiallas七en　wurden　den　Ri七七ergu七sbe－

sitzern　gleichfalls　im　Gesetze　vom　8．　Mtirz　1838　Ar七．　9　fg．　und

besonders　Ar七．　15　besondere　VergUns七igungen　verwil］．igt．

　　　Diese　VergUnstigungen　des　Adels　und　der　Rit七erguもsbesi七zer

muBterl　sich　immer　mehr　ver皿ehren；　denn　wtihrend　der　BUrger　und

Bauer　im　SchweiBe　seines　Angesichtes　die　Steuern　und　Abgaben　be－

zahl七e，　ohne　dafUr　besondere　Berechitigungen　zu　genieBen，　ge－

langten　die　von　allen　Leis七ungen　befrei七en　Adlichen　und　Ri七七er－

gu七sbesi七zer　leicht　zu　den　h6chs七en　WUrden　im　Staa七e，　sie　be－

schick七en，die　Landtage　und　wuBten　ihren　EinfluB　geschickt　zur

Vermehrung　ihrer　Befugnisse　zu　ver－

IBI．　3b／　wenden．

　　　Die　AusUbung　der　Jagd　auf　der　eignen　Flur　wurde　auch　auf　die

Fluren　der　Gerich七sbefohlenen　ers七reck七，　ebenso　wurde　die

Fischerei　auch　in　den　Bljchen　ausgeUbt，　deren　Ufer　nicht　von

Rit七erguts－Grund　und　Boden　berUhr七　wurde。

　　　Dabei　廿bte　der　Rit七ergu七sbesi七zer　zugleich　durch　seinen

Gerieh七sdirek七〇r，　dem　er　wie　seinen　Dienstbo七月目　nach　Belieben

kUndigen　konnte，　die　Justiz　aus　und　es　wagte　natUrlich　kein　Ge－

richtsbefohlener　jenen　Vbergriffen　zu　widersprechen，　weil　er　wohl

wuBte，　wie　har七　die　Pa七rimonialjus七iz　jede　Verweigerung　eines　von

der　allgemein　gefUrch七eten　Gutsherrschaf七　in　Anspruch　genommenen

Rech七es　bestrafte．　So　kam　es，　daB　die　工、eis七ungen　der　Gerich七s－

herrschaften　gegen　die　Un七er七hanen　nach　und　nach　mehr　und　mehr

aufh6r七en，　die　Verpflich七ungen　der　Un七erthanen　aber　for七wahrend

zunahmen．　Das　bei　Aufnahme　von　Capi七alien　gegen　Verunterpfljndung

der　GrundstUcke　an　die　Gutsherr一
／Bl．　4／　　　　schaf七en　zu　en七rich七ende　≦GUsgg，Lgt　　ld　wird　h　eu七e　noch

bezahl七，　obwohl　die　Gew琶hr］．eis七ung　der　Gerich七sherrschaften　fUr

die　Sicherhei七　der　Capi七alien　lljngst　aufgeh6r七　hat．　Die　an　die

Geriehtsherrsehaften　fiir　Lieferung　billigeren　Holzes　an　die

Unterthanen　zu　zahlenden　Abgaben　verblieben，　wla’hrend　die　Holz－

lieferungen　aufh6r七en．　Die　Gerich七sunもer七hanen，　welche　gegen＿
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騎士領フ．ルシェンシュタイン所属村落からの請願書（1） 191

wljr七ig　durch　die　eingef廿hrte　Volkswehr　ihre　Gutsherrschaf七en

sehUtzen，　bezahlen　n　o　ch　h　eute　peS　，ggg．zggsgh　t　ld　fUr　d　en　d　en　Unterthanen

vor　Jahrhunderten　durch　ihre　ReiBigen　gewh’hrten　Schutz．　Die　herr－

schaftlichen　Zinsen　fUr　die　S七euerfreiheit　der　den　Un七erthanen

ktiuMich　Uberユassenen　steuerfreien　Ri七tergu七s七heile，　verblieben

auch　nach　erfolg七er　Auflegung　der　S七euern。

　　　Dabei　unterlieBen　die　Geriehtsdirektoren　nicht，　die　Gutsherr－

schaf七　bei　der　Ertheilung　jeder　in　ihrem　Ressor　liegenden　Conces－

sion　mi七　Auflegung　von　Abgaben　reichlich　zu　bedenken。

　　　FUr　Ertheilung　der　Bau－Conces一

／Bl．　4b／　　　　sion　wurde　dem　Erbauer　eines　neuen　Hausgrunds七Ucks

ein　jtihrlieher　herrschaftlicher　Zins　auferlegt．

　　　Ohne　RiicksichV　auf　Concurrenzwurde　demjenigen　Concession　zur

Anlegung　einer　MUhle　ertheUt，　der　si¢h　zum　h6chsten　jtihrlichen

canon　an　die　Gutsherrschaf七　erbot．

　　　Sogar　die　Ans七ellung　der　Schorns七einfeger　maaBten　sich　die

Gutsherrschaf七en　in　den　Gerichtsd6rfern　an．

　　　Bei　den　Ab16sungen　der　herrschaf七lichen　Geftille　Inach七en　die

Ab16sungs－Commissare，　we！che　bei　den　Gutsherrschafもen　wohn七en

und　speisten，　oft　f6rmlich　die　Advoca七en　derselben，　und　der　ohne

rechtlichen　Beis七and　erschienene　Landmann　lieB　sich　gutmU七hig　zu

Allem　iiberreden．

　　　So　war　der　Bauer　s七e七s　ein　bloses　Werkzeug　in　den　Handen　der

Ri七tergu七sbesitzer，　verbunden，　die　Abgaben　derselben　an　den　Staat

mit　zu　Uber七ragen，　mi七　Abgaben　an　die　Gu七sherrschaf七en　Uberlas七e七：

ohne　jedoch　eine　Berechtigung　auf　Rech七sschu七z，　eine　Ver七retung

seiner　In七e＿

／Bl．　5／　ressen　erreichen　zu　k6nnen．

　　　Die　Gerieh七sdirek七〇ren　un七erlieBen　dabei　nich七，　jede　Abgabe

auch　gegen　den　Willen　der　lnteressenten　in　die　Kaufs－Urkunden　zu

se七zen　und　n6七higten　die　Pociscen七en　durch　Verweigerung　der　Con－

firmation　zur　Verlehnung　des　Inven七ars　und　zur　Duldung　anderer

Gesetzwidrigkeiten．

　　　Hierauf　grUnden　wir　noch　folgende　gehorsamste　Antrage　：

　　　2．　「「auf　Ernennung　einer　Gommission，　welche　die　Rech七smljBigkei七

der　an　die　Gu七sherren　zu　entrichtenden　Abgaben，　sowie　der　bei　den

Ab16sungen　von　den　Ablb’sungs－Commissionen　ausgeworfenen　Renten

zu　prUfen　ha七，　um　hierdurch　prozessualische　Wei七1琶uftigkei七en　zu

vermeiden　und　die　ttbernahme　der　ausfallenden　Ab16sungsrenten　auf
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die

／Bl．　5b／　Staatskasse，　indem　sich　nur　auf　diese　Weise　eine

v611ig　gleiche　Besteuerung　im　Lande　herbeifiihren　lla“Bt，　was　den

ohnehin　von　der　Na七ur　so　stiefmUt七erlich　behandelten　Gebirgsbe－

wohnern　am　meisten　zu　g6nnen　wljrett，

　　　3．　tiauf　Aufhebung　des　Jagdbefugnisses，　so　daB　ein　jeder　auf

seinen　Fluren　selbs七　zu　jagen　berech七ig七「「，

　　　4．　tlauf　freie　Benu七zung　der　flieBenden　Gewti　sser　und　Ausiibung

des　Fischerei－Befugnisses　in　denselben　von　den　anliegenden　Grund－

stUcksbesitzernt’，

　　　5。　tiauf　Aufhebung　der　Concessions－Befugnisse　der　Gerich七sherr－

schaf七en，　die　Anlegung　von

／Bl．　6／　　　　MUhlen　und　den　Bau　neuer　Hljuser　be七reffend，　in　Folge

des　damit　ge七日目ebenen　MiBbrauchsTT，

　　　6．　”auf　Aufhebung　des　angebliehen　Rechts　der　Gerichtsherr－

schaf七en，　die　Ans七ellung　der　Schorns七einfeger　in　den　Gerich七s－

ddrfern　be七reffend　und　auf　Vber七ragung　dieses　Befugnisses　auf　die

Gemeinden”．

　　　Ein　nich七　minder　wichtiges　Recht　der　Gerich七sherrschaften，

welches　in　die　natUrliche　Freiheit　der　Gemeinden　s七6rend　ein－

greift，　is七　das　Pa七ronatrech七・　Die　si七七liche　und　geis七ige　Er－

hebung　ganzer　Or七schaf七en，　sowie　anderersei七s　das　moralische　und

inteZlektuelle　Darniederkommen　derselben　htingt　davon　ab，　ob

dieselben　zu　ihren　Geistliehen　und　Sehullehrern　Mtinner　haben，

denen　jeder　sein　Vertrauen　schenken　kann．　Es　is七　daher　ein　aus

den　Verh琶1七nissen　der　工、andgemeinden　hervorgehendes，　deren　sitt－

lichen

／Bl．　6b／　　　　　und　geis七igen　zustand　bedingendes　heiliges　Reeh七

derselben，　diejenigen　Mgnner，　denen　sie　die　Erziehung　ihrer

Kinder，　ihre　eigne　Bildung　ans　Herz　zu　legen　gedenken，　selbst

nach　bes七er　Uberzeugung　wahlen　zu　k6nnen．　Auch　dieses　Rech七　wurde

den　Gemeinden　zeither　durch　die　Gerichtsherrschaften　entrissen，

welche　dasselbe　als　eine　willkommene　Gelegenheit　be七rachte七en，

pers6nliche　Verbindlichkeiten　abzumachen，　oder　ihre　Hauslehrer

un七erzubringen，　ohne　darnach　zu　fragen，　ob　die　Gemeinden　zu　den

ihnen　als　Lehrer　oder　Seelensorger　aufgedrungenen　Personen　Liebe

und　Ver七rauen　ha七ten．　Es　kann　daher　der　Antrag，

　　　7．　冒lauf　Aufhebung　des　Pa七rona七rechtes　und　Anstel］，ung　der　Geis七一

lichen　und　Schullehrer　durch　die　Gemeinden’T，
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騎土領プルシェンシュタイソ所属村落からの請願書（1） 193

　　　gewiB　nur　als　ein　h6chs七　zei七gemlj　Ber　und　billigenswer七her　be－

zeichnet　werden．　Hieran　knUpft　sich　der　Wunsch，

／Bl．　7／　　　　8．　ITeine　Fixa七ion　der　Geistlichen　und　Schullehrer

eintreten　zu　lassenti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　da　die　Erhebung　der　S七〇lgebUhren，　insbesondere　des　Beich七一

geldes　mit　der　dem　geistlichen　Stande　zu　wUnschenden　allgemeinen

und　ungeschm議1erten　Aehtung　nich七　immer　ganz　im　Einklang　steht，

vielmehr　aus　dem　Bezug　jener　matrikelmljBigen　GebUhren，　der　Ab－

lieferung　des　Decelns，　der　Einnahme　des　Beich七geldes，　of七　klein－

liche，　des　geistlichen　Standes　unwUrdige，　Streitigkeiten　und

Differenzen　en七stehen。　Nich七　weniger　der　WUrde　des　geistlichen

Standes　unangemessen　dUrfte　die　Bewirthschaftung　der　PfarrgUter

erscheinen，　welche　sehon　an　sich　den　Geistlichen　von　seinen

Berufsgeschljf七en　abzieh七．　Die　Einziehung　der　PfarrgU七er　und　Ver＿

wendung　des　Er16ses　derselben　zur　Fixation　der　Geistlichen　wiirde

sich　demntichs七　als　eine　von　der　Zei七　gebotene　No七hwendigkei七

herauss七ellen．

　　　Mit　diesem　Punkte　in　enger

IBI．　7b／　Verbindung　steht　die　Bevormundung，　welche　zeither　in

Kirchen－　und　Schulsaehen　von　den　工nspek七ionen，　sowie　den　denselben

vorgeseもzten　Mi七telbeh6rden　ausge廿b七　wurde　und　insbesondere　bei

der　Verwaltung　des　Kirchenvermdgens，　bei　vorkommenden　Bau七en　der

geis七lichen　Geb…iude　in　einer　die　Freihei七　der　Kirchen－　und　Schul－

gemeinden　aufs　Tiefste　krtinkenden　Weise　gehandhabt　wurde．　Die

durch　die　angeordneten　Vorer6rもerungen　entstandenen　Unkos七en

waren　Qf七　so　bedeu七end，　daB　man　im　工n七eresse　der　davon　be一

七roffenen　Cassen　die　zweckmtiBigsもen　Bauvertinderungen　sowei七　als

m6glich　hinausschob．　Dagegen　wurde　die　Stimme　der　zunljchs七　be－

theiligten　Gemeinden　nur　in　wenigen　Fljllen　gehbrt．　Es　dUrf七e　daher

wohl

　　　9．　”eine　grbBere　Selbststtindigkeit　der　Gemeinden　in　Kirehen　und

Schulsachen　Uberhaupt　erwUnscht　erscheinenTT．

IBI．　8／　Diese　Bevormundung　der　Gemeinden　in　Bauangelegenheiten

Seiten　der　vorgesetzten　Beh6rden　erstreckt　sich　jedoeh　ebenfalls

auf　die　Bau七en　der　Privatpersonen。　Fas七　jeder　Bauver…inderung　geh七

eine　kostspielige　Besich七igung　des　Gerich七s　voraus　und　gegen　die

Bes七i皿mung　Ar七。　2　Cap。　工　der　Dorffeuerordnung　vom　18．　Februar　1775

werden　fast　allen七halben　von　den　K6niglichen　2［mtern，　sowie　von　den

Patri皿onialgerich七en　fifr　die　diesfallsigen　Er6r七erungen　KQsもen
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1iquidirt．

　　　Obwohl　ferner　nach　Art．　4　sub　2　der　Verordnung　vom　11．　Mla’rz

1841　fUr　die　hiesige　Gegend　die　Auflegung　der　S七rohdachung　ge－

stattet　ist，　kommt　doch　diese　Wohlthat　den　Bewohnern　deshalb

nicht　zu　sta七七en，　weil　die　meis七en　Obrigkei七en　nach　Ar七．　10　der

Hohen　Verordnung　der　hiernach　erforderユichen　Entfernung　halber，

die　in　den　meis七en　Ftillen　gar　nich七　zu　erln6glichen　is七，　ers七　eine

kostspie］．ige　Dispensa七ionser七heilung　erfordern．　In　diesen　Fti　11en

ist　von　den　Mittelbeh5rden

／Bl．　8b／　bald　die　erbetene　Dispensation　ertheilt　oder　ver－

weigert，　bald　un七er　Bezugnah皿e　attf　Art．　4，　2　der　Verordnung　eine

Dispensationser七heilung　fifr　unn6thig　erach七e七　worden．

　　　Wahrhaft　peinlich　aber　ist　das　Verfahren　der　K6niglichen

Hohen　Brandversicherungs－Commission，　welche　unfljhig，　sich　von　den

starren　Foエ・men　nur　im　Mindesten　loszumachen，　ohne　RUcksich七nahme

au£　klima七ische　Verh試1七nisse　und　auf　die　Mi七七el　der　Bauenden　in

der　streng　consequenten　Durchfilhrung　ihrer　einmal　angenommenen

Grundsljtze　ihren　hbchsten　Ruhm　sucht．　Diese　macht　die　nach　Art．　6

der　angezogenen　Hohen　Verordnung　den　Obrigkei七en　nachgelassene

ErlaubniBertheiユung　zur　Anlegung　der　fUr　die　kleinen　Gebirgs－

wohnungen　so　zweckmljBigen　PreBbssen　geradezu　zur　Unmδg］．ichkei七．

Dessenungeachtet　sind　gerade　die　PreBb’ssen　fUr　die　hiesige　Gegend

die　bewh’hrtesten；　denn，　wtihrend　die　weit　kostspieligeren　Ziegel一

／B］一．　9／　　　　6ssen　durch　die　har七e　Win七erktil七e　6f七ers　springen，

haben　Preβb’ssen　nich七　sel七en　dem　Brande　ganz　alZein　widers七anden．

Auch　sind　dieselben，　wenn　sie　sons七　gut　gebau七　werden，　keineswegs

feuergef議hrlich．　Hiernach　grUnden　wir　die　Bi七七en　：

　　　10．　TTuM　Einsch…irfung　der　Bestimmung　Cap．　1，　Ar七．　2　der　Dorf－

feuerordnung，　das　kostenfreie　Expediren　in　Baupolizeisachen　be一

七reffendM，

　　　11．　「「uln　工n七erpretation　von　Ar七．　4，　2．　der　Verordnung　vom　11．

Mtirz　1841　dahin，　daB　es　zur　Auflegung　von　Strohbedachung　in

hiesiger　Gegend　keiner　Dispensa七ion　bedarfTi，　und

　　　12．　tlum　Ges七a七tung　der　PreB－

IBI．　9b／　6ssen　in　hiesiger　Gegend”．

　　　Da　man　ferner　den　Gemeinden　wohl　den　Bildungsgrad　zutrauen

kann，　die　Wahlen　ihrer　Vertre七er　selbs七　veranstaユ．七en　und　leiten

zu　k6nnen，　so　dUrfte　die　Coneurrenz　der　Obrigkeiten　hierbei　ifber－

fユUssig　geworden　sein，　und　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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　　　13．．「’inskUnf七ige　die　Wahl　der　Gemeindever七reter　durch　die　Ge－

meinden　selbs七　〇hne　Goncurrenz　der　ObrigkeitenH

　　　unbedenklich　erscheinen．

　　　Das　Aufkommen　der　Landwir七hschaf七　i　m　Gebirge　wird　insbesondere

　noch　durch　die　Kos七sp・ieligkei七　der　Beschaffung　der　DUngemi七七el

　behindert．　Eine　Abhilfe　dieses　Vbe］一s七andes　Seiten　der　Hohen

　Staatsregierung　kbnnte　leicht

　　　　14．　i’durch　ErmljBigung　der　Kalkpreise　in　den　Kalkwerken　zu

　Hermsdorf　und　Lengefeld，　sowie　durqh　den　ErlaB

　IBI．　10／　des　Chausseegeldes　bei　allen　Fuhren　zum　Zwecke　des

　Wirthschaftsbetriebs，　z．　B．　bei　Herbeischaffung　des　Seifensieder－

　Ausschlags，　Guanos，　Difngekalks　pp．T’

　　　　erm6glich七　werden．　Eine　bedeu七ende　Beschrljnkung　der　freien

　Disposition　Uber　das　Grundeigenthum　en七hlj　1も　Ar七．　3　des　Gesetzes

　vo皿　30．　November　1843，　die　Theilbarkei七　des　Grundeigenthums　be＿

　treffend．　Will　man　auch　die　in　dieser　Bestimmung　liegende　Hti　r七e

　mit　der　hierdurch　beth…i七ig七en　FUrsorge　fUr　das　Emporkommen　der

　LandwiTthschaft　vertheidigen，　so　wUrde　sich　doch　jedenfalls　eine

　Ausnahme　von　dieser　Bes七immung　dann　rech七fer七igen　lassen，　wenn

　　　　15．　ITdem　Vater　oder　GroBvater　sein　Gruns七Uck　un七er　seine

　Kinder　oder　Enkel　in　beliebige　Parzellen　zu　七heilent「，

　／Bl．　10b／　　　　　ges七a七七e七　wUrde．

　　　　DaB　sich　die　EinfUhrung　der　Leichenschau　nicht　bewtihr七　hat，　is七

　wohl　eine　durch　die　Erfahrung　bewtihrte　Thatsaehe　und　es　bedarf　da－

　her　das　Gesueh

　　　　16．　　ttuM　Wiederaufhebung　des　die　Leichenschau　be七reffenden

　Gesetzes　und　Besorgung　der　Leichenschau　durch　verpflich七e七e，　ge－

　hb’rig　zu　beaufsichtigende，　LeichenabwzaseherinnenT’，

　　　　keiner　wei七eren　Modifica七ion．　Zur　AufhUlfe　der　armen　Holz－

　drechsler　hiesiger　Gegend　m6ch七e　ferner　die　Bi七te，

　　　　17．　ttum　ErmtiBigung　der　Holzpreise　in　den　S七aa七swaldungen，

　namentlich　der　des　Nu七zholzes，　und　Abs七ellung　des　F16Bens　von

　Nutzh61zern，　und　um　sehneUere　Abgabe　der　Communh61zer　aus

　IBI．　11／　den　fiscalischen　Waldungen’t

　　　nich七　unbiUig　erscheinen．

　　　Die　bevors七ehende　Abgabe　der　Patrimonialgerich七sbarkei七　llj　Bも

　　　18。　lteine　Befreiung　der　Gerichtsunter七hanen　von　der　subsi－

diarischen　Uber七ragung　der　peinlichen　oder　Un七ersuchungskos七en

Uberhaupt，　sowie　eine　Verminderung　der　Kostenansla’tze　bei　Kaufs一
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Confirmationen，　Bestellung　und　工、6schung　von　Hypoもheken，　so　wie

bei　ErbsehaftsregulirungenTi

　　　wohl　ohne　besondere　An七rage　hoffen。　Bei　der　beabsich七ig七en

EinfUhrung　des　neuen　Bes七euerungssys七ems　endlich　dUrf七e

　　　19．　11die　Besoldung　der　Locals七euer－Einnehmer　aus　S七aa七skassen，

mi七hin　ohne　Zu七hun

／Bl　llb／　der　Gemeinden”，

　　　zweckmtiBig　erscheinen，　sowie　hierbei　gewiB

　　　20．　iidie　v611ige　Aufhebung　der　fiir　die　Fleischer　ebenso　wie

fUr　die　Consumenten　drUckenden　Schlach七s七euer，　oder　allerminde－

stens　die　Befreiung　derjenigen　StUcke　hiervon，　die　aus　Noth　ge－

schlach七e七　werdenTt，

　　　bereits　BerUcksichtigung　gefunden　haben　wird，　da　dem　Armen　und

Unbemi七七el七en　der　GenuB　des　Fleisches　gerade　am　meis七en　zu　g6nnen

ist，　weil　er　am　皿eisten　kraftigender　Lebensmit七el　bedarf．　Eben－

deshalb　bi七七en　wir　＝

　　　21，　TTum　zollfreies　EinfUhren　allen　Zuch七一　und　Schlachtviehes

aus　dem　Auslande　fUr　den　Grenzbezirk”．

　　　Sollte　mit　EinfUhrung　der　Einkommens七eu一

／Bl．　12／　　　　　er　die　vbllige　Aufhebung　der　Grunds七euer　nicht　in

Verbindung　stehen，　so　wUrde　gewiB

　　　22．　ITeine　ErmljBigung　der　Grunds七euer　von　Htiusern　ohne　Grundbe－

si七ztt

　　　der　Billigkeit　en七sprechend　sein」　da　diese　Hausgrunds七Ucke

weit　h6her，　als　die　mit　Grundbesitz　versehenen　besteuert　sind．

Eine　groBe　H議r七e　lieg七　noch　irl　den　bei　Aushebung　der　Mann－

schaf七en　zum　Militairdiens七e　gehandhab七en　Bes七immungen，　und　es

kom皿七　nich七　seユ七en　vor，　daB　den　Wir七hschaf七en　der　Wirth　durch　die

Aushebung　en七zogen　wird．　1皿　工n七eresse　der　Landwirthschaft　wtire

daher　wohl

　　　23．　1「eine　Befeiung　vom　Mili七airdienste　dann　zu　wUnschen，　wenn

durch　die　Aushebung　der　Wir七h　der　Wir七hschaft　en七zogen

／B！，　12b／　　　　wirdTT．

　　　DrUckend　is七　ferner　die　Verbindlichkei七　der　Dorfge皿einden　zur

Un七erhal七ung　der　Communika七ionswege，　seit　man　in　dieser　Beziehung

weit　h6here　Anforderungen　als　frUher　stell七．　Gleichwohl　sind　die

zur　Verbindung　der　Dbrfer　dienenden　Wege　ebensogut　6ffentliche，

von　jedem　Passan七en　benu七zte，　als　die　zur　Verbindung　der　S七ljdte

dienenden　Chausseen　und　LandstraBen．　Sollen　die　D6rfer　daher　den
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Sta’dten　nicht　nachstehen，　so　wird

　　　24。　ttdie　Ubernahme　der　Un七erhaltung　der　Communikationswege

Seitens　des　S七aatsfiskusTT

　　　nur　als　ein　Akt　der　Nothwendigkeit　und　Billigkeit　erscheinen．

　　　Bei　dern　zu　hoffenden　Wegfal！　der　gutsherrschaftlichen　Frohnen

und　Dienste　wird　hoffen七ユich　auch

IBI．　13／　25．　”die　Aufhebung　der　von　den　Bergbehb’rden　in

hiesiger　Gegend　noeh　in　Anspruch　genommenen　Kohlenfuhrdienste”

　　　erfolgen．　Endlich　halLten　wir　es　fUr　angemessener　und　die　wahre

Volksver七re七ung　f6rdernder，　wenn

　　　26．　tTun七er　Aufhebung　des　Zweikammersys七ems　beide　Kammern　der

K6nigl．　Hohen　Sljchsischen　S七ljndeversamm！ung　in　eine　verschmolzen

wUrdenei　．

　　　Der　sehleunigen　Abhilfe　dieser　Beschwerden　und　Gewtihrung

dieser　Bit七en　durch　Vermit七lung　der　Hohen　S七andeversammlung　ver一

七rauensvoll　en七gegensehend，　verharren　wir　in　grδBter　Ehrerbie七ung

　　　He±dersdorf，　D±ttersbach，　UXIersdorf，　PiUsdorf，　Friedebaeh，

Clausnitz，　Kljmmers－

IBI．　13b／　walde，　Neuhausen，　Einsiedel，　Teusehneudorf，　Heidel－

berg，　Seifen，　Niederse±fenbaeh，　Oberseifenbaeh，　Dittmannsdorf，

D6rnthal，　Ze七hau，　Helbigsdorf，　Ober一一　und　Niederhaselbach，　Ha1工一

bach，　Forchheim，　Wernsdorf，　Lippersdorf，　Ober一，　Mi七七el－　und

Niedersaida，　Dorfchemnitz，　Voigtsdorf，　GroBhartmannsdorf　am　28．

Mai　1848．　（29）　　　Die　Gemeinden　daselbs七　durch　ihre　gesetzlichen　Ver七re七er．

　　　（30　Unterschriften　folgen．）

（国立ドレースデン文書館。邦議会1833－1918年。第2815号。1848年邦議会。上院文書。

第59号。立法のさまざまな対象に関する，ラウターシ＝タインおよびフライベルク管区内

の若干の農村自治体の請願書。）

（1848年6月5日到着（1）。

郵便馬車代と配達料4Pf交付（2）。）

（上院（3）28。第4委員会（3）9。）

　ザクセン王国……邦議会宛。

　ザクセン王国の……邦議会が臨時邦議会（4）を開くにあたって，……署名した諸自治体

は，……考慮してもらうために，その合法的代表者を通じて次の要望と苦情を上申する。
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この提案は，全き平穏を回復するために，〔そして，〕興奮した人心を永続的に鎮静させる

〔ために（5）〕，速やかな除去を達成しようとして（6），すべての自治体構成員が等しく感じた

弊害を除去するという請願を含んでいるにすぎないものである。それは次の通りである。

　（1）　「不自然である，貴族の生得権の廃止，貴族および騎士領所有老を優遇するすべて

　　の法律と，後嗣によってなお行使されるが，今日の時勢に適さない諸権利との廃止」。

　貴族と騎±領所有者とは我が邦においては，立法によって一連の特権を与えられた1っ

のカーストをなし，そのために彼らは他の国家市民に対して平等でない地位を占あてい

る。貴族がこれらの権利を持っているのは，大部分は，彼〔貴族〕が国家の主柱と見なさ

れていたし，実際これ〔国家〕に対してさまざまな役務を果たした時代のおかげである。

〔しかし，〕これら〔の役務〕は現在ではすべての国家市民の均等な義務となっている。

　しかしながら，大部分が時代〔の推移〕とともにすでに有益でなくなったあの諸特権の

廃止は，これによって規定されている。

　貴族の優遇は例えば服装条令，賭博，〔婚姻〕予告の免除，自宅での婚礼，自宅での洗

礼，洗礼立会人の数と洗礼祝いの贈り物に関して見られ（η，〔また，〕自力復讐に反対する

訓令においては，名誉穀損事件で相手の厳しい処罰を提案する権利が，彼〔貴族〕に認め

られている。

　貴族にのみ認められている，マイセソ大聖堂の聖職禄受領権と〔国王の〕宮内官職に就

任する権利とのほかに，裁判慣行は破産の際の生活費保留の利益に対する権利を〔貴族

に〕付け加えた。また，以前の諸内閣は他のすべての地位の任命に際して，平民より貴族

を目に立つぼどに優遇した。

　これらの権利に加えて，〔家族〕名の前の「フォン」という小語の付加のほかに，貴族の

〔身分の〕高さに応じて，時には非常に俗悪に響く無数の尊称が貴族を目立たせている。

貴族は実際，不名誉な犯罪のために処罰される貴族を，罰として平民身分に落とすように

要求しさえしたのである。後老〔平民〕にとってはその構成員の名誉が貴族にとってほど

重要ではないかのようである。国家が騎士領所有者に与えた権利も，同様に広範なもので

あった。

　巨大な騎士農場は租税の完全な免除を享受した。そして，小土地所有がこれ〔騎士農

場〕の代わりに租税を負担せねぼならなかったのである。

　軍隊への諸給付についても同様であり，騎：土農場は宿営を免除されていた。1843年9月
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11日の法律は第10条と第14条に騎士領所有者に有利な規定を含んでいる。

　教区諸負担の徴収の際に騎士領所有者は1838年3月8日の法律の第9条以下，特に第15

条において特別の恩典を承認された。

　貴族と騎士領所有者に対するこれらの恩典は次第に増大したにちがいない。なぜなら，

市民と農民は特別の権利を享受することなく，顔に汗して租税と貢租を支払ったのに対し

て，すべての給付を免除された貴族と騎士領所有老は，国家最高の顕職を容易に手に入

れ，邦議会に代表を送り込み，その権限の拡大のために影響力を巧みに行使したからであ

る。

　〔領主による〕自分の土地での狩猟権の行使は裁判区領民の土地にも拡延され，騎士農

場の土地がその川岸と接していない小川においても，〔領主の〕漁業権が行使された。

　同時に，騎士領所有老は，彼が下僕と同様に任意に解雇しうる領主裁判所長を通じて，

裁判権を行使した。その干渉に敢えて抵抗しようとする裁判区領民は，もちろん！人もい

なかった。なぜなら，一般に恐れられている農場領主が要求した権利を拒否すれば，家産

裁判所がいかに厳しく処罰するか，はよく知られていたからである。そこで，裁判領主か

ら領民への諸給付は次第に中止され，反対に，領民から〔領主へ〕の諸義務は絶えず増大

したのである。土地を抵当（8）にして資本を借り入れる場合に農場領主に納入されるべき認

可料は，今日なお支払われているが，資本の安全に対する裁判領主の保証はすでに中止さ

れている。領民に対する安価な木材の供給と引換えに裁判領主に支払われるべき貢租は，

なお残っているが，木材の供給〔そのもの〕は中止された。創設された国民軍によって現

在，農場領主を保護している裁判区領民は，数世紀前に彼ら〔領主〕の戦，lt（9）によって領

民に与えられた保護のために，今日なお保護料を〔領主に〕支払っている。租税の免除さ

れている騎士農場の中の，領民に売り渡された部分について，免税特権と引換えに〔支払

われる〕領主への賃租は．〔その土地に〕租税が賦課されるようになってからも，残ってき

た。

　しかも，領主裁判所長は，管轄（10）下にあるすべての認可の授与の際に，農場領主のため

に十分に貢租を賦課してやることを怠らなかった。

　建築認可の授与の際には，新しい宅地に建築する者に対して，領主への年々の賃租が賦

課された。

　水車の建設のための認可は，競争を考慮することなく，農場領主に最高額の年賃借料を
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提供した者に与えられた。

　裁判領主は，裁判区村落における煙突掃除人の任命〔権〕さえ我がものとした。

　領主への貢租の償却の際には，償却委員（11）は農揚領主の館で宿泊し，食事を取ったが，

彼らはしばしば明白に後者〔領主〕の弁護±の役を演じた。そして，法律に関して援助を

受けない農村住民は，善良にもすべてについて他人の言う通りにしたのである。

　このように農民は常に，騎士領所有老の手中にある単なる道具にすぎず，国家に対する

後者〔領主〕の公課をも分担する義務を負い，農場領主への貢租を賦課されたが，法的保

護の権利を得ることも，自分の利害を代表するとこともできなかった。

　しかも，領主裁判所長は，関係者の意志に反してでもすべての貢租を〔土地〕売買証書

に記入することを怠らず，契約締結者（12）に対しては承認拒否を手段として，農場用具の譲

渡．その他の違法な事柄の甘受を強要した。

　我々の……次の提案はこれを基礎としている。

　（2）　「煩項な訴訟を避けるために，農場領主に納入されるべき貢租と，償却委員会に

　　よって定められた償却地代との合法性を審査する委員会の任命，および，欠損となつ

　　た償却地代の国庫引受け。全く均等な課税は，それでなくても自然によって継子扱い

　　されている山地住民にとって，最も願わしいことであるが，それはこのようにしての

　　み我が国にもならされるのである」。

　（3）　「各人がその土地で自ら狩猟しうるように，〔他人の土地での〕狩猟権の廃止」。

　（4＞　「それに接している土地の所有者による流水の自由な利用と漁業権の行使」。

　⑤　　「それが悪用されるので，水車の建設と家屋の新築に関する裁判領主の認可権の廃

　　止」。

　（6＞　「裁判区村落における煙突掃除人に関する裁判領主のいわゆる任命権の廃止と，自

　　治体へのこの権限の委譲」。

　裁判領主の同様に重要な権利で，自治体の自然的自由を侵害するものは，教会保護権で

ある。全集落の倫理的・精神的高揚と，他方における道徳的・知的沈下とは，後者〔集

落〕が，すべての老に信頼される人物を聖職者・学校教師として持つかどうか，にかかっ

ている。そのために，子供の教育〔と〕（13）自分自身の教化を委ねようとする人物を，最上

の信念に従って自ら選ぶことは，農村自治体の諸事情から生じる，後者〔自治体〕の神聖

な権利であり，それの倫理的・精神的情況を規定するものである。従来はこの権利も裁判
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領主によって自治体から奪われていた。後者〔領主〕はそれ〔保護権〕を，個人的な義務

を取り除いたり，自分の家庭教師を就職させたりする好機と見なし，教師あるいは牧師と

して押し付けられた人物に，自治体が愛と信頼を持つかどうか，を気にしなかった。その

ために，

　⑦　　「教会保護権の廃止と自治体による聖職老・学校教師の任命」

　の提案は確かに最も時宜を得た，是認に値するものと言ってよい。これと結び付くの

が，

　⑧　　「聖職者・学校教師の〔俸給の〕固定化を行なうこと」

　という要望である。なぜなら，聖式謝礼，特に告解料の徴収は，聖職老層に対して望ま

れるところの，一般的で完全な尊敬とは必ずしも一致せず，むしろ，台帳に基づくあの

〔聖式〕謝礼の取得，十分の一税の引渡し，告解料の徴収からは，聖職者層にふさわしく

ない，こまごました紛争と不和がしばしば発生するからである。牧師の土地の経営も，聖

職者の職務を他に向けるので，同様に聖職者層の品位にふさわしくないであろう。牧師の

土地を没収し，その売上金を聖職者の〔俸給の〕固定化に用いることは，時代の要求する

必要事であろう。

　この点と密接に関連しているのが，監督〔権〕である。これは従来，教会・学校に関す

る諸事項において地方監督部および，それの上位にある中級官庁によって行使され，とり

わけ，教会財産の管理と教会の建物の建築の際に，教会・学校共同体の自治を最も深く傷

つける仕方で取り扱われてきた。〔監督権者の〕事前の討議が指令されているが，そのため

に生じる費用がしばしば非常に大きいので，それに関係する金庫〔からの支出〕を考慮し

て，最も合目的的な建築物変更でさえも可能なかぎり延期された。それに反して，第一に

関与する〔教会・学校〕共同体の意見は，稀にしか聴取されなかったのである。そのため

に，

　（9）　「教会・学校に関する事項一般について，〔教会・学校〕共同体の自治の強化が望ま

　　しい」。

　しかしながら，我々の上位にある官庁が建築の問題で〔教会・学校〕共同体に対して行

なうこの監督〔権〕は，私人の建物にも同様に及んでいる。ほとんどすべての建築物変更

に先立って，金のかかる裁判所の視察が行なわれる。そして，1775年2月18日の村落消防

令第1章第2条の規定に反することであるが，国王の管区と家産裁判所はこれに関する討
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議のために，ほとんどどこででも費用を請求する。

　さらに，1841年3　fi　II日の指令の第4条第2項によれば，当地方については藁による屋

根葺きが許されているけれども，この恩恵は住民の役に立っていない。なぜなら，大抵の

〔地方〕官憲は，この……指令の第10条に従って必要とされる間隔が大抵の場合に不可能

であるので，まず初めに，金のかかる免除許可を要求するからである。このような場合に

中級官庁は，ある時は，請願された免除を許可したり拒絶したりし，ある時は，あの指令

の第4条第2項を引き合いに出して免除許可を必要なしと見なしてきた。

　しかし，本当に煩わしいのは……王立火災保険委員会の取扱いである。これ〔委員会〕

は，硬直した形式から少しも離れることがでぎないで，また，気象状況と建築主の資力と

を顧慮しないで，一度採用された原則を一貫して厳格に実施することで，最高の名声を得

ようとしている。引用された……指令の第6条によって〔地方〕官憲は，山地の小住宅に

とって非常に合目的的な，〔粘土を〕固めた煙突（14＞の設置を許可することができるが，こ

の許可をそれ〔委員会〕は全く不可能にしている。それにもかかわらず，固めた煙突は当

地方にとって最も信頼できるものである。なぜなら，はるかに金のかかる煉瓦煙突は，冬

の厳しい寒気のためにしぼしば割れるが，固めた煙突は火災にさえよく耐えたことが，稀

でないからである。それ〔固めた煙突〕はまた，作りが上等の場合には，決して火災の危

険のあるものではない。それに従って我々は以下を請願する。

　⑩　　「建築監督事項における〔監督官の〕無料派遣に関する村落消防令第1章第2条の

　　規定を厳命すること」。

　⑪　　r1841年3月11日の指令の第4条第2項を，当地方では藁による屋根葺きは免除を

　　必要としない，と解釈すること」。また，

　⑫　　「固めた煙突を当地方で許可すること」。

　さらに，自治体はその代表者の選出を自ら行ない，司るだけの教育程度を持つと信じう

るので，〔地方〕官憲の協力は不必要であろう。そして，

　⑬　　「将来は〔地方〕官憲の協力のない；自治体自身による自治体代表者の選出」

　〔という要求〕は躊躇する必要のないものであろう。

　山地における農業の発展は，肥料調達に金がかかることによって特に阻害される。一一一…

邦政府によるこの窮境への救済は，

　⑭　　「ヘルムスドルフ（15＞とレンゲフ＝ルト（16）の石灰作業所の石灰価格の引下げによっ
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　　て，また，農業経営のためのすべての運送，例えば，石鹸製造の際の屑（？），糞化

　　石（17），肥料用石灰などの運搬の際の舗道通行料の免除によって」

　容易に可能となるであろう。土地の分割に関する1843年11月30日の法律の第3条は，土

地の自由処分の著しい制限を含んでいる。農業発展のための配慮がこれによって実証され

るとして，この規定に含まれる厳しさが弁護されるとしても，

　⑮　「父あるいは祖父がその土地の任意の地片を自分の子供たち，あるいは孫たちに分

　　割すること」

　が許される場合には，この規定からの除外も恐らく是認されるであろう。

　検死の導入が失敗であったことは，経験によって確証された事実であり，そのために，

　⑯　　「検死に関する法律の再廃止と，十分な監視の義務を負った，湯灌女による検死の

　　処理」

　の請願は，それ以上の変更を必要としない。さらに，当地方の貧乏な競輔師の扶助のた

めに，

　（10　「国有林の木材，特に用材，の価格の引下げと用材の筏流しの停止，および，村の

　　ための木材を国有林から一層速やかに引き渡すこと」

　の請願は不当ではないであろう。

　家産裁判権の委譲が差し迫っているので，

　⑱　「一般に刑事事件費あるいは糺問費用の補充支払いから裁判区領民を解放するこ

　　と，〔土地〕売買の承認，抵当権の設定と抹消、遺産の整理の際の〔手続〕費用請求

　　〔額〕を引き下げること」

　が，特別の提議がなくても，要望される。最後に，新しい課税制度の導入が意図されて

いるが，その際には，

　⑲　　「国庫からJしたがって，自治体の助力なしに，地方微税官に俸給を支払うこと」

　が合目的的であろう。また，

　⑳　「肉屋と消費者をともに圧迫する屠殺税を完全に廃止すること，あるいは少なくと

　　も，やむをえず屠殺された家畜については，それを免除すること」

　は既に考慮されたであろう。なぜなら，滋養のある食料を最も必要とする貧民と無資産

者にとって，肉の摂取は正に最も願わしいものであるからである。正にそのために我々

は，
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　⑳　　「国境地域について外国からのすべての種畜と屠畜の無関税輸入」

　を請願する。

　地租の全廃が所得税の導入と結び付かないとすれば，

　⑳　　「土地を所有せぬ〔老の〕家屋からの地租を引き下げること」

　が確かに公正であろう。なぜなら，このような宅地は，〔耕区に〕土地を所有する〔者

の〕それ〔宅地〕よりはるかに高く課税されているからである。壮丁を兵役に徴兵する際

の諸規定も非常に厳しい。そして，徴兵のために戸主が経営から引き去られることが稀で

ない。したがって，農業のためには，

　⑳　　「戸主が徴兵によって経営から引き去られる場合には，軍役からの免除が要望され

　　る」。

　さらに，連絡路を維持するという村落自治体の義務は，これに関する要求がかつてより

はるかに高くなって以来，重圧的である。村々の連絡に役立つ道路は，諸都市の連絡に役

立つ舗道・国道と同じく，すべての歩行者の利用する公的な〔道路〕である。そのため

に，村落が都市の下位に立つべきでないとすれば，

　ω　　「連絡路の維持を国庫で引き受けること」

　は，必要で公正な行為であろう。

　農場領主への賦役・奉公は廃止が要望されるが，その際には，

　㈱　　「鉱山官庁によって当地方でなおも請求されている炭運搬賦役の廃止」

　も行なわれることが要望される。最後に，

　㈱　　「二院制を廃止して，……ザクセン王国邦議会の両院を一〔院〕に統合すること」

　を我々は，一層適当な，真の国民代表〔制〕を一層支援するものであると考える。

　我々はこれらの苦難の速やかな救済と……邦議会の仲介によるこれらの請願の承諾と

を，確信をもって予期している。敬具。

　ハイダースドルフ（18｝，ディッタースバハ㈹，ウッラースドルフ（20），ピルスドルフ（21），

フリーデバハ（22），クラウスニツ（23），ケンマースヴァルデ（24），ノイハウゼン（25），アイン

ジーデル（26），ドイヅチュ・ノイドルフ（27），ハイデルベルク（28｝，ザイッフェン（29），ニー

ダー・ザィヅフェンバハ（30），オーバー・ザィッフェンバノ・（31），ディットマンスドル

フ（32），デルンタール（33＞，ツェタウ（34），ヘルビヒスドルフ（35）．オーバー・ハーゼルバ

ハ（36），ニーダー・ノ、一・ゼルバノ、（36），ハルバハ（37），フォルヒハイム（38），ヴェルンスドル
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フ（39），リッパースドルフ（40＞，オーバー・ザイダ（41），ミッテル・ザイダ（42＞，ニーダー・ザ

イダ（43），ドルフケムニツ（44），フォークツドルフ（45），グロース・ノ＼ルトマンスドルフ（46＞に

て，1848年5月28日。

（29（47）〔村署名〕）

同地の諸自治体の法的代表者。

（署名者30人（48＞）

〔注〕

（1）eingegangenの略語。

（2）zugestellt　4　Pf．　Porto　und　Bestellgeldの略語。

（3）die　Erste　Kammerとdie　Vierte　Deputationの略語。これは，第1図から分かるよ

　うに，第1ページ欄外下方に書かれている。また，これと，前注（1）一（2＞の文字とは邦議

　会の書記によって記入されたものである。

（4）48年臨時邦議会については松尾（b），441ページ注⑬参照。

（5）原文を私は……vOlliger　Ruhe，　der　bleibenden　Beruhigung……としか読むことがで

　きないが，……Ruhe　und　der　bleibenden……と解する。

（6）原文を私は……Abstellung　erheischenとしか読むことができないが，……

　Abstellung　zu　erheischenと解する。

（7）原文を私はfinCle　hierとしか読むことができないが，　finde　sich　hierと解する。

（8）原文を私はVerunterpfandungとしか読むことができないが，　Verpfandungと解

　する。

（9）原文を私はReiBigenとしか読むことができないが，　Reisigenと解する。

（10）原文を私はRessorとしか読むことができないが，　Ressortと解する。

（11）これは特別償却委員会委員のことである。

（12）原文を私はPociscentenとしか読むことができないが，　Paciscentenと解する。

（13）原文を私は……ihrer　Kinder，　ihre　eigne　Bildungとしか読むことができないが，

　……Kinder　und　ihre　eigne……と解する。

（14）原文を私はPreB6ssenとしか読むことができないが，　PreBessenと解する。以下同

　じ。

（15）この名称をもつ村は，ザクセンとチューリソゲンに数多くある。Schumann，　Bd，

　4，S，6－17；Schumann，　Bd，16，　S，828－840．しかし，石灰岩層と石灰窯のあるのは，

　Frauenstein管区のヘルムスドルフ村のみである。　Schumann，　Bd，4，　S，13－14．地代

　管区役所の経営する当村の石灰窯と石灰石採石場についてはSchiffner，　Bd．2，S．

　657でも言及されている。

（16）この名称をもつ集落も，ザクセンとチューリンゲンにいくつかある。Schumann，
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　Bd，5，　S，617－622；Schumann，　Bd．17，　S．833－838．しかし，石灰石採石場と石灰窯を

　もつのは，Wolkenstein管区のレンゲフェルトのみである。これは小都市であり，同

　時に村落でもあった。Schumann，　Bd．5，　S．618－6ユ9；Schumann，　Bd，17，　S，835－836．

　1835－42年からレンゲフェルト市のみが存在することとなった。Blaschke，　S．324．当

　地の王宮石灰石坑と石灰窯についてはSchiffner，　Bd．　L　S．298にも記述がある。

（17）ザクセンでは糞化石の利用は1842年置始まった。その年の輸入量は僅か5ツェント

　ナーであったが，48年には1．9万ツェントナーに近付き，54年には12万ツェントナー

　に達した。Reuning，　S．　106－107；GroB，　S．154．

（18）松尾（a），N，239ページ，注（1）参照。

（19）松尾（a），1，173，175ページ，注（2）参照。

（20）松尾（a），且，231ページ，注（3）参照。

（21）今日ではPilsdorfと綴られる。松尾（a），1，193，195ページ，注⑳参照。ただし，

　Lommatzsch，　S，36によれば，この集落は既に1834年には上記ウッラースドルフに合

　併されていた。

（22）松尾（a），皿，171，173ページ，注（2）参照。

（23）松尾（a），V，127ページ，注（1）参照。

（24）今日ではCammerswaldeと綴られる。松尾（a），　TV，265ページ，注（1）参照。

（25）松尾（a），1，170ページ，注⑳参照。一ハイダースドルフ以下7村（ピルスドル

　フはウッラースドルフに含める）は，騎士領プルシェンシュタインに所属し，フライ

　ベルク管区内にあった。

（26）Deutsch－Einsiedelを指す。この村は一部が騎士領プルシェンシェタインに，一部が

　管区に所属した。また，一部はフライベルク管区に，一部はFrauenstein管区内に

　あった。松尾（a），1，191ページ，注⑲参照。

（27）今日ではDeutsch－Neudorfと綴られる。1834年の人口が772人であった。村長の土

　地（ErbgerichtあるいはLehngericht）がある。木製品を産する。　Schumann，　Bd．　L

　S．　624－625；　Schumann，　Bd．　7，　S，　16－18；　Schiffner，　Bd．　2，　S．　602；　Blaschke，　S，

　306－307．標高は600－700mである。

（28）1834年の人口が1349人であった。村長の土地（ErbgerichtあるいはLehngericht）

　がある。木製品を産する。Schumann，　Bd，3，　S．750－751；Schumann，　Bd．16，　S．

　773－776；Schiffner，　Bd．2，　S，616；Blaschke，　S．304．標高は680－720mである。

（29）今日ではSeiffenと綴られる。松尾（a），1，199ページ，注伽参照。一以上3村

　は騎士領プルシェンシュタインに所属し，フライベルク管区内にあった。

（30）今日ではNiederseiffenbachと綴られる。1834年の人口が4！2人であった。木製品を

　産する。一部は管区に，一部は騎士領プルシェンシュタインに所属した。また，一部

　はうウターシュタイン管区内に，一部はフライベルク管区内にあった。Schumann，
　Bd．　7，　S．　326－329；　Schumann，　Bd，　18，　S，　342；　Schiffner，　Bd，　2，　S，　630；　Blaschke，

　S，309．標高は520mである。

（31）今日ではOberseiffenbachと綴られる。1834年の人口が384人で，管区村落であっ

　た。ラウターシュタイン管区内にあった。Blaschke，　S，309，
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（32）騎士領フ。ファッフローダ（Pfaffroda）に所属し，フライベルク管区内にあった。松

　尾（a），ll，263ページ，注（50参照。

（33）松尾（a），ll，263，265ページ，注（5＄参照。

（34）1834年の人口が1237人であった。Blaschke，　S．311．

（35）1834年の人口が597人であった。Blaschke，　S．304一以上3村は騎士領デルンター

　ルに所属し，フライベルク管区内にあった。

（36）上下両集落は1834年にすでに1農村自治体を構成していた。同年の人口が合計647人

　であった。ニーダー・ハーゼルバハは同名の騎士領に，オーバー・ハーゼルバハは騎

　士領ニーダー・フォルヒハイムに所属した。ラウターシュタイン管区内にあった。

　Blaschke，　S．　323，

（37）1834年の人口が488人であった。騎士領プファヅフP一ダに所属し，フライベルク管

　区内にあった。Blaschke，　S，303，

（38）1834年の人口は1213人であった。騎士領ニーダー・フォルヒ・・イムとオーバー・

　フォルヒノ・イムに所属した。Biaschke，　S．322．

（39）1834年の人口は321人であった。騎士領ニーダー・フォルビ・・イムに所属した。

　Blaschke，　S，　328．

（40）1834年の人口は919人であった。騎士領リヅパースドルフ，ニーダー・フォルヒ・・イ

　ムおよびオーバー・フォルビハイムに所属した。Blaschke，　S，325．

（41）1834年の人口は441人であった。騎士領ニーダー・フォルヒハイムとミッテル・ザイ

　ダに所属した。Blaschke，　S．327．

（42）1834年の人口は643人であった。騎士領ミッテル・ザイダとオーバー・フォルヒハイ

　ムに所属した。Blaschke，　S．327．

（43）1834年の人口は364人であった。騎士領リッパースドルフとオーバー・フォルヒハイ

　ムに所属した。Blaschke，　S，327．一フォルビハイム以下6村はラウターシュタイン

　管区内にあった。

（44）騎士領ドルフケムニツに所属した。松尾（a），皿，214ページ，注⑳参照。

（45）騎士領フォークツドルフに所属しtg。松尾（a），皿，214ページ，注⑳参照。

（46）1834年の人口は1654人であった。騎士領グロース・ハルトマンスドルフに所属し

　た。Blaschke，　S，303－304．一以上3村はフライベルク管区内にあった。

（47）この数字は邦議会の書記によって記入されたと考えられるが，署名した農村自治体

　の数は28であろう。前注⑳と㈹参照。

（48）判読不能の署名者は30人である。前注⑳と（36）にもかかわらず，ピルスドルフとハー

　ゼルバハの上下両集落との代表者が署名しているのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　〔引　用　文　献〕

Blaschke，　Karlheinz　（Hrsg，），　Historisches　Ortsverzeichnis　von　Sachsen，　Leipzig　1957，

GroB，　Reiner，∠万θbdirgerliche　Agrarreform　in　Sachsen　in　der　ersten　Halfte　des　19．

　　Jahrhunderts，　Weimar　1968，
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（Lommatzsch，　Georg，）　“Die　Einwohnerzahlen　der　Landgemeinclen　von　1834　bis　1900

　　　und　die　Veranderungen　in　der　Verwaltungseinteilung　．cles　KOnigreichs　seit　1815”，

　　　in：　Zeitschrift　des　K，　Sdehsischen　Statistischen　Landesamtes，　Bd，　51，　1905，

松尾（a）＝松尾展成，「「九月騒乱」期における騎士領プルシェンシュタイン所属集落（南ザ

　　　クセン）からの請願書」，1－V，『岡山大学経済学会雑誌』，12巻2号一13巻2号，

　　　1980－81年。

松尾（b）＝松尾展成，「三月革命期における騎士領プルシェンシュタイン所属村落（南ザク

　　　セン）からの請願書への序論j，同上誌，19巻3・4号，1988年。

Reuning　（，Theoclor），　Die　Enttvicfelung　der　Sachsischen　Landwirthschaft　in　den　Jahren

　　　1845－1854，　Dresden　1856，

Schiffner，　Albert，　Handbuch　der　GeograPhie，　Statistife　und　Topographie　des

　　　K6nigreiches　Sachsen，　2　Bande，　Leipzig　1839－1840，

Schumann　＝　August　Schumann　und　Albert　Schiffner，　Vollstdndiges　Staats一　Post一　und

　　　Zeitungs－Lexikon　von　Sachsen，　18　Btinde，　Zwickau　1814－1833，
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