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解 題

歴史本文書群の出所である増富村は、釜無

川（富士川上流）の支流塩川の上流地域で、現在

の須玉町の北東部半分を占める。近世の地域区

　　　へみ　　　　　　　　おび　ひし分では逸見筋に属し、ここに小尾・比志両村が

ありその中を信州峠に至る穂坂路が通っていた。

小尾村は近世の初頭には幕府領で、ついで甲府

藩領、1724年（享保9）、再び幕府領（甲府代官所）

となる。村高は近世初頭で206石、近世中・後期、

例えば『旧高旧領取調帳』などでは340石余で

あった。『甲斐国志灘によって！9世紀初頭（文化

年間）の村況をみると、戸口は200戸・915人（男

485・女430）、馬60となっている。村内に口留番

所が置かれていた。比志村の支配も小尾村と同

じ経過をたどる。村高は、近世初頭で！77石、

『旧高旧領取調帳』では、203石余であった。

『甲斐国志』によると、戸口は126戸・570人（男

282・女288）、馬46、牛20であった。比志村は村

内に対立があり、1813年（文化10）から1852年

（嘉永5）まで、東西2組にわかれそれぞれ名主を

立てていたという（『日本地名大辞典』『増富村

誌』）。

　明治維新後、小尾・比志両村は、1868年（明治

元）に市川県、翌1869年に甲府県、1871年に山

梨県の管轄となった。大小区制期には、1872年

（明治5）に巨摩郡第十二区、1876年（明治9）に山

梨県第八区に属し、さらに1878年（明治11）、巨

摩郡の分画により北巨摩郡に属した。この間、

1875年（明治8）に小尾・比志両村は合併して増富

村が成立した。村の面積は東西約2里・南北1里

18町であった（『山梨県市郡村誌』）。増富村合併

後、史料では、村内の集落の区分を旧小尾村・

旧比志村と称しているのをみるが、宮本・塩川・

神戸・豊里・御門・黒森・安里・豊富の各組の呼称

に定着する。当初の戸長の事務所名称は未詳で
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ある。1875年（明治8）の「村事務所」、1878年

（明治11）の「村役所」、1884年（明治17）の「戸

長役場」（戸長役場所在地は同村上戸組）はいづ

れも増富村1村の設置であった。市制町村制の

施行に際しても増富村は、1村単独で施行した。

『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）によると、

戸数は357戸、本籍人口は1853人で、地租改正

後（1875年（明治8））の地租は1389円4銭3厘、反

別は田90町1反8畝14歩・畑288町2反1畝・宅地14

町2反6畝16歩・林19町6反1畝24歩・芝地2町7反5
　　　　　　　　マ　　マ　　ラ
畝15歩・合計415町2畝29歩である。1959年（昭和

29）、須玉町に編入合併し現在に至っている。

伝来と数量　本文書群は、1966年度に他の山梨

県下町村役場文書、長野県・新潟県の役場文書

とともに、一括して古書店（東京都内）より購入

したものである。

　数量は469点（合綴されたものを1点と数える

と537点）、書架延長は6mである。

史料の概要　この文書群は、1666年（寛文6）か

ら1900年（明治33）までのもので、大別して近世

の名主（所）の文書と近代の役場文書に二大別さ

れ、近代はさらに、各役場期などに分けられる

のでこれらを目録編成の第！次項目とした。本

文書群の残存状況から、近世と近代の画期はほ

ぼ戸長制を採用する1872年（明治5）に置くこと

ができる。

　近世では、名主の事務所名称が明らかではな

いが、小尾村・比志村名主（所）期（4．1。292点）

とした。本来であれば、出所を明確にして、こ

れを二分して小尾・比志両村それぞれ名主（所）

の項目を立てるところであるが、後述の年貢割

付状にある村名不明分の存在などから、裁然と

区分できないので一つの項目とした。もっとも

年貢割付状以外は、ほとんどが小尾村の文書で

ある。近代は、最初の第1次項目に布告・布達・

郡衙往復（4。2。39点）などの近代法令をまとめ
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た。これは次の各時期を通して存在する史料で

あるため一括した方が、利用上便利であると考

えたからである。さらに第1次項目として1872

年から1884年（明治17）までの戸長（事務取扱所）・

村事務所・村役所文書（4・3。92点）と戸長役場文

書（4・4。29点）および村役場文書（4・4。17点）に

区分した。年貢割付状が多数あるため、近世文

書が点数では過半を占めるが、本文書群の主体

は近代文書にある。

　1・1近世の増富村名主（所〉文書では、第2次項

目として検地、年貢皆済、田起返、小物成、夫

喰拝借、金山試掘、年貢割付、水路普請を設定

した。このうちほとんどが小尾村文書で、比志

村文書として確認できるのは、年貢割付状の一

部と水路普請の「御普請出来栄帳」などである。

また「御成ケ割付之事」「免定」などとさまざ

まな標題がある年貢割付状は、すべてについて

村名を特定するに至らなかった。史料に欠損や

劣化の進行があり、開披不能のものが多いため

である。やむなく不明のままにせざるを得なかっ

た史料も少なくない。ただ、石高・干支などを

手がかりとして村名・年次を特定できたものも

ある。ほかに小尾村文書では、「年貢皆済目録」、

訴訟関係の「熟談一札之事（小物成山立木伐取差

縫）」、金山試掘関係では「入置申一札事（御山金

銀試掘）」がある。

　4・2布告・布達・郡衙往復では、第2次項目とし

て、布告・布達（一般）と個別の法令その他を分

け、さらに郡役所達・郡衙往復を設定した。県

からの布達・達、郡役所などからの指令・往復文

書であるが、県布達などは県独自の法規のほか、

県の布達を添えて発せられる太政官布告、諸省

の布達を含んでいる。このうち中央と山梨県の

布告・布達は1875年（明治8）から1886年（明治19）

までの範囲である。山梨県関係の各法令・日誌

は、本集ではほかにも9．「山梨県南巨摩郡鰍沢

村役場文書目録」（41K－1）に含まれており、ま

た巨摩地方以外の文書群にもあるので合わせて

利用いただきたい。

　4・3増富村（戸長事務所）・村事務所・村役所文

書では、租税取立、地租金取調、その他の諸税・

協議費、反別収穫・地価調などの土地、山林原

野、学事・学校経費、および戸籍（「旅行届」）を

第2次項目として設定した。この時期、山梨県

では地租改正事務が進行し終息を遂げるのであ

るが、ここでは地租改正後の地券調査・地租徴

収・地価修正関係の史料が多く見受けられる。

　4・4増富村戸長役場文書では、土地に関する

一般的な史料、地価金、山林原野、水害・荒地

起返、地所証明、租税・村費、徴兵を第2次項目

とした。4・5増富村役場文書では、土地、山林、

荒地免租、地所証明、学事、衛生を第2次項目

とした。この時期、「地券名寄帳」などは、各

時期に存在するがそれぞれ作成目的・様式など

異にしているようである。また、その書込み下

限から現用期間が1900年代に及ぶのではないか

と考えられるものもある。土地・租税関係のほ

か村費関係では「出納日記艸稿」、徴兵関係で

は「徴兵国民軍届拍」、学事関係では「学事書

類」、衛生関係では赤痢の「予防日誌録」など

役場文書としての広がりも見せている。

関連史料　須玉町には、主として近代の増富村

役場から引継いだ、市制町村制施行以降の文書

が残されているが、本文書群と同時代である戸

長制期の公文書はほとんど残存していない。近

世文書では、小尾村よりも比志村の分が、地元

の帳箱に比較的残されている。比志村の「年貢

割付状」が1651年（慶安4）以降、史料館所蔵

分以前のものが残存しているのは、その一例で

ある。一方、小尾村の分は増富村役場に引継が

れ、その後、流出して史料館の所蔵となったの
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4・1．小尾村・比志村名主（所）文書

4・1・1．検地

†検地帳

　1［甲州逸見筋小尾村御検地水帳ほか］．

　作成：源谷庄右衛門［ほか4名］．寛文6・7．

　　（1666）．書写：戸倉小左衛門［ほか3名．押印］．

　　1綴（2冊）．30cm．四ツ目綴．一部破損．

　　合綴：1．甲州逸見筋小尾村御検地水帳　拾三冊之

　　内十壱番寛文六丙午年七月廿八日源谷庄右衛
　　門，作成：源谷庄左衛門1ほか案内者4名］．［寛文61・

　　7・28。書写：戸倉小左衛門［ほか3名．押印］，1冊．

　　30cm．標題は内表紙による．その他の表示：案内者

　　作兵衛ほか3名を記載．題籏欠．一部破損．

　　2．甲州逸見筋小尾村御検地水帳　拾三冊之内拾

　　弐番　寛文六丙午年七月廿九日　源谷庄右衛門．

　　作成：源谷庄左衛門［ほか案内者4名］．寛文6・7・

　　29．書写：嶋田甚右衛門［ほか3名，押印コ．1冊．30

　　cm．背フケあり．綴はずれ．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，1－1

2甲州逸見筋小尾村御検地水帳　拾三冊之内

　拾三番　寛文六丙午年八月朔日　源谷庄右

　衛門．

　作成：源谷庄右衛門［ほか4名］。寛文6・8・1．

　（1666），書写：戸倉小左衛門［ほか3名．押印］．

　1冊．30cm．四ツ目綴．裏表紙欠．題簸欠．

　標題は内表紙による．その他の標題標示：御水帳

　壱□□　十三番帳屋敷　小尾村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，1－2

4・1・2．年貢皆済

†年貢皆済目録

　3覚（元禄十二年分米金皆済）．

　　差出：川辺久右衛門［ほか1名．押印］．宛名：

　　小尾村名主半兵衛［ほか1名］．元禄13・6．

　　（1700）．

　　1通．27cm，　　　　　史料請求番号41M，89

4子御年貢皆済目録、

　差出：吉久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．延享2・10．（1745）．

1通．29・5cm（継紙）。史料請求番号41M，90－2

5亥年年貢皆済目録．

　差出：安伝蔵（押印）．宛名：［小尾村］名主・長

　百姓・百姓代．元治1・4．（1864）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，90－1

4・1・3．田起返

　6［田畑取下井起返高書上］、

　作成：巨摩郡小尾村名主佐兵衛［ほか9名1．

　　文化3・4．（1806）．

　　1通．27cm。　　　　　史料請求番号41M，91

4・1・4．小物成

　7入置申口書之事（小物成山より板樽木伐出

　　二付御巣鷹山江支障無之様請合）．

　　差出：小尾村之内東小尾村すもり（巣守）孫

　　兵衛［ほか長百姓など5名。押印］．宛名：名主

　　半之丞［ほか1名］，元禄10・3・18．（1697）．

　　1通．26・5cm．　　　　史料請求番号41M，92

8熟談一札之事（小物成山立木伐取差縫）．

　作成：小尾村名主仁兵衛［ほか長百姓・百姓

　代・正覚寺・江原村・比志村民など39名．押印］．

　文化3・1．（1806）．

　1通．27・5cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　　　史料請求番号41M，93

9取究申議定連印一札（小物成山之内立木売

　払二付）．

　作成：名主清右衛門［ほか長百姓・百姓代・組

　頭など41名．押印］．文化10・7．（1813）．

　1通．26cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，94－1

10取究申議定連印一札（小物成山之内立木売

　払二付）．

　作成：名主清右衛門［ほか長百姓・百姓代・組

　頭など41名．押印］．文化10・7。（1813）．



！通．26cm（継紙）．

史料番号94－1と同内容．

紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，94－2

11為取替申一札（かわくるみ採取二付）．

　作成：［　　　］．［　　］・6．

　1通．27cm．　　　　　史料請求番号41M，95

12乍恐以書付奉申上候（御林山高札有無御尋
　二付）．

　差出1巨摩郡小尾村名主久左衛門［ほか長百
　姓・百姓代など3名］．宛名：甲府御役所．［

　　］辰・11・23．

　1通．24・5cm（継紙）．

　控．

　内容：御巣鷹山八ケ所有ルモ高札ハ無之云々．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，96

4・1・5．夫喰拝借

13乍恐以書付を奉願御訴趣（夫喰拝借二付）．

　差出：逸見筋小尾村名主五郎左衛門［ほか長

　百姓など6名．押印］．宛名：御代官．正徳2・4・

　15．（1712）．

　1通．32cm（継紙）．

　案．

　紙継はずれ、　　　　　　史料請求番号41M，97

4・1・6．金山試掘

14乍恐以書付奉願上候（金山試掘二付）．

　　差出：小尾村名主利左衛門［ほか長百姓・百

　姓代など6名．押印］．宛名：甲府御役所．嘉

　永2・11．（1849）．

　1通，28cm（継紙）．

　紙継はずれ。　　　　　史料請求番号41M，98－1

15乍恐以書付奉願上候（金山試掘二付）．

　差出：小尾村名主利左衛門［ほか長百姓・百

　姓代など6名．押印］．宛名：甲府御役所．嘉

　永2・11．（1849）．

　1通．27・5cm（継紙）．

　史料番号98－1と同内容．

　紙継はずれ。　　　　　史料請求番号41M，98－2

16入置申一札事（御山金銀試掘二付）．

　差出：巨摩郡宮原村源九郎［ほか差添人1名．
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押印］．宛名：小尾六ケ村御役人．嘉永2・11．

（1849）．

1通．34cm．一部破損． 史料請求番号41M，99

17山為任一札（小尾村地内金山間掘二付）．

　差出：福田所左衛門御代官所何州何郡何村

　名主［ほか組頭・百姓代］．宛名：福田所左工

　門様支配所同州同郡御嶽山金主代相原兵庫

　［ほか金山師斎藤道右衛門］．文久2・何月日．

　（1862）．

　1通．27cm（継紙）．

　案．

　紙継はずれ。　　　　　　史料請求番号41M，100

4・↑・7．年貢割付（小尾村）

†年貢割付状

18逸見筋小尾村丑御成ケ割付之事．

　差出：遠藤次郎右衛門（押印）．宛名：小尾村

　名主・惣百姓．　延宝1・11・30．（1673）．

　1通．29cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－1

19甲州逸見筋小尾村寅御成ケ割付之事．

　差出：嶋田甚右衛門［ほか2名．押印］．宛名：

　小尾村名主・百姓．延宝2・12．（1674）．

　1通．29・5cm（継紙）．

　一部フケ。　　　　　　史料請求番号41M，87－2

20甲州逸見筋小尾村卯年御成ケ割付之事．

　差出：深庄右（押印）．宛名：小尾村名主・百姓。

　延宝3・11・6。（1675）．

　1通．32cm（継紙）．一部破損．

　一部フケ．　　　　　　史料請求番号41M，87－3

21［甲州］逸見筋小尾村［辰］御成ケ割付之事．

　差出：源庄右（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　延宝4・11．（1676）．

　1通．32cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－4

22甲州逸見筋小尾村巳年御成ケ割付之事．

　差出：源庄右（押印）．宛名1小尾村名主・百姓．

　延宝5・11．（1677）．

　1通．29・5cm（継紙）．一部破損．
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　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－5

23甲州逸見筋小尾村午年御成ケ割付之事．

　　差出：樋五郎兵（押印）．宛名：小尾村名主・百

　　姓．延宝6・1L（1678）．

　　1通．31cm（継紙）．一部破損．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－6

24甲州逸見筋小尾村申年御成ケ割付之事．

　　差出1樋五郎兵（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　百姓．延宝8・10．（1680）．

　　1通．31cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－7

25甲州逸見筋小尾村酉年御成ケ割付［之］事．

　　差出：今源兵（押印）．宛名＝小尾村名主・惣百

　　姓．天和1・ll．（1681）．

　　1通．29cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－8

26甲州逸見筋小尾村戌之年御成ケ割付之事．

　　差出：今源兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・惣

　　百姓．天和2・12．（1682）．

　　1通．32cm（継紙），　史料請求番号41M，87－9

　27甲州逸見筋小尾村亥御成ケ割付之事．

　　差出：遠次郎右（押印）．宛名：小尾村名主・百

　　姓．天和3・11．（1683）．

　　1通．30・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－10

　28甲州逸見筋小尾村子年御成ケ割附之事．

　　差出：遠次郎右（押印）．宛名：小尾村名主・百

　　姓。貞享1・1L（1684）．

　　1通．30cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－11

　29甲州逸見筋小尾村丑年御成ケ割付之事．

　　差出：遠次郎右（押印）．宛名：小尾村名主・百

　　姓．貞享2・11．（1685）．

　　1通．30cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　史料請求番号41M，87－12

　30甲州逸見筋小尾村寅年御成ケ割付之事．

　差出1遠次郎左衛門（押印）．宛名＝小尾村名

　主・百姓，貞享3・11．（1686）．

　1通．30cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－13

31甲州逸見筋小尾村卯年御成ケ割付之事、

　差出：遠次郎右工門（押印）．宛名1小尾村名

　主・惣百姓，貞享4・1L（1687）．

　1通．30・5cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－14

32甲州逸見筋小尾村巳年御成ケ割付之事．

　差出：遠次右衛門（押印）．宛名：小尾村名主・

　百姓．元禄2・11．（1689）．

　1通．31cm（継紙），　史料請求番号41M，87－15

33甲州逸見筋小尾村未年御成ケ割付之事．

　差出：遠次郎右工門（押印）．宛名＝小尾村名

　主・百姓．元禄4・！1．（1691）．

　1通．30・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－16

34甲州逸見筋小尾村酉年御成ケ割付之事．

　差出：遠次郎右衛門（押印）．宛名：小尾村名

　主・百姓．元禄6・11．（1693）．

　1通．30・5cm（継紙）．史料言青求番号41M，87－17

35甲州逸見筋小尾村戌年御成ケ割付之事．

　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄7・11．（1694）．

　　1通．30・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－18

36甲州逸見筋小尾村亥年御成ケ割付之事．

　　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　　姓．元禄8・11．（1695）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－19

37甲州逸見筋小尾村子年御成ケ割付之事．

　　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　　姓．元禄9・11．（1696）．

　　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－20

38甲州逸見筋小尾村寅年御成ケ割付之事．



　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄！！・11．（1698）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M87－21

39甲州逸見筋小尾村卯年御成ケ割付之事，

　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄12・11．（1699）．

　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－22

40甲州逸見筋小尾村辰年御成ケ割付之事．

　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄13・11．（1700）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－23

41甲州逸見筋小尾村巳年御成ケ割付之事、

　差出：野勘兵衛（押印），宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄！4・1L（！701）．

　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－24

42甲州逸見筋小尾村午年御成ケ割付之事，

　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄15・lL（1702）．

　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－25

43甲州逸見筋小尾村未年御成ケ割付之事．

　差出：野勘兵衛（押印）．宛名：小尾村名主・百

　姓．元禄16・11．（1703）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－26

44甲州逸見筋小尾村申年御成ケ割付之事．

　差出：野勘兵衛（押印），宛名：小尾村名主・百

　姓．宝永1・11．（1704）．

　1通．33cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－27

45酉之年免定．

　差出：　（押印）．宛名：［小尾村］名主・百姓．

　宝永2・11．（1705）．

　1通．31cm（継紙），

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－28

46戌之年免定．
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　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　　　宝永3・！！．（1706）．

　　　　1通。3！cm（継紙）．

　　　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－29

　　47子之年免定．

　　　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　　　宝永5・1L（！708）．

　　　　1通．31・5cm（継紙），史料請求番号41M，87－30

　　48丑之年免定．

　　　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　　　宝永6・11．（1709）．

　　　　1通．31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－31

　　49寅之年免定、

　　　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　　　宝永7・11．（1710）．

　　　　1通．3！cm（継紙）．

　　　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－32

　　50卯之年免定．

　　　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓，

　　　　正徳！・！！．（！7！1）．

　　　　1通．30・5cm（継紙）．一部破損．

　　　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－33

　　51［辰之年免定］．

　　　　差出：　（押印）．宛名：［小尾村］［　　］．

　　　　正徳2・11．（1712）．

　　　　1通．31・5cm（継紙）．前・後欠．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－34

　　52巳之年免定．

　　　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　　　正徳3・11。（1713）．

　　　　1通．30cm（継紙）．

　　　　紙継はずれ。　　　　　史料請求番号41M，87－35

　　53午之年免定．

　　　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　　　正徳4・11．（！714）．

　　　　1通．30cm（継紙）．
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　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－36

54未［之］年免定．

　　差出＝　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　正徳5・11．（1715）．

　　1通．31cm（継紙），

　　紙継はずれ．フケ．一部開披不可．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－37

55申之年免定．

　　差出：一（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　享保1・11，（1716）．

　　1通．31cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－38

56酉之年免定．

　　差出1　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　享保2・11．（1717）．

　　1通．31cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－39

57［戌］之年免定．

　　差出：一（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　享保3・11．（1718）．

　　1通．31cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－40

58亥之年免定．

　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　享保4・11．（1719）．

　　1通．30・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－41

59子之年免定．

　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　享保5・11．（1720）．

　　1通．31・5cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－42

60丑之年免定．

　　差出：　（押印）．宛名：小尾村名主・百姓．

　　享保6・11．（1721）．

　　1通．31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－43

61辰御年貢可納免定之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保9・11．（1724）．

　1通．31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－44

62［未御年貢可納免定之事］、

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保12・11．（1727）．

　1通．31cm（継紙）．前欠．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－45

63申御年貢可納割付之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保13・11．（1728）。

　1通．31・5cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－46

64酉御年貢可納免定之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保14・11．（1729）．

　1通．30cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－47

65戌御年貢可納割付之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保15・11．（1730）．

　1通．31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－48

66亥御年貢可納割付之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保16・1L（1731）．

　1通．31・5cm（継紙）．

　紙継はずれ，　　　　　史料請求番号41M，87－49

67子御年貢可納割付之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保17・11．（1732）．

　1通．31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－50

68丑御年貢可納割付之事．

　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．享保18・11．（1733）．

　1通．3！cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－51



69卯御年貢可納割付之事．

　差出：山治右衛門（押印）．宛名：［小尾村1名

　主・百姓．享保20・10．（1735）．

　1通．30・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－52

70辰御年貢可納割付之事．

　差出：山治右衛門（押印）．宛名：小尾村名主・

　惣百姓．元文1・10．（1736）．

　1通．30cm（継紙）。　史料請求番号41M，87－53

71巳御年貢可納割付之事．

　差出：山治右衛門（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・百姓．元文2・1L（1737）．

　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－54

72午御年貢可納割付之事．

　差出：山治右衛門（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・百姓．元文3・11．（1738）．

　1通．31・5cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－55

73未御年貢可納割付之事．

　差出：小川新右衛門［ほか1名．押印］．宛名：

　［小尾村］名主・惣百姓．元文4・12．（！739）．

　1通．30cm（継紙）。　史料請求番号41M，87－56

74申御年貢可納割付之事．

　差出：吉久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．元文5・10．（1740）．

　1通。32cm（継紙）．

　端裏書：名主五郎兵衛．史料請求番号41M，87－57

75酉御年貢可納割付之事．

　差出：吉久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．寛保1・10．（1741）。

　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－58

76戌御年貢可納割附之事．

　差出：吉久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・惣百姓．寛保2・10．（1742）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－59

77亥御年貢可納割付之事．
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！　　　差出：吉田久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　　名主・惣百姓．寛保3・10，（1743）．

　　　1通．33cm（継紙），　史料言青求番号41M，87－60

　　78子御年貢可納割附之事．

　　　差出：吉田久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　　名主・惣百姓．延享1・10．（1744）．

　　　1通．33cm（継紙）．

　　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－61

　　79丑御年貢可納割附之事．

　　　差出：吉田久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　　名主・惣百姓．延享2・10．（1745）．

　　　1通．33cm（継紙）．

　　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－62

　　80寅御年貢可納割付之事、

　　　差出：吉田久左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　　名主・惣百姓．延享3・10．（1746）．

　　　1通。33cm（継紙）。

　　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－63

　　81巳御年貢可納割付之事．

　　　差出：斎新八郎（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　　惣百姓．寛延2・10．（1749）．

　　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－64

　　82戌御年［貢可納割付之事］．

　　　差出：［斎新八郎］．宛名：［小尾村］［］．［宝

　　　暦4］，（1754）．

　　　1通．［　］cm（継紙）．下部破損．

　　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，87－65

　　83丑御年［貢可納割付之事］．

　　　差出：［岩佐郷蔵］。宛名：［小尾村］［　］．宝

　　　暦7・11．（！757）．

　　　1通．［　］cm（継紙）．下部破損．

　　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，87－66

　　84卯御成箇割付之事．

　　　差出：今平三郎［ほか2名．押印］．宛名：［小尾

　　　村］名主・百姓．宝暦9・10．（1759）．
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　　1通．32・5cm（継紙）。一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－67

85辰御年貢可納割付之事．

　　差出：鵜飼左十郎（押印），宛名：［小尾村］名

　　主・惣百姓．宝暦10・10．（1760）。

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　紙継はずれ．フケ。開披不可．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－68

86［申御年貢可納割付之事］．

　　差出：藤本甚助（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．明和1・11．（1764）．

　　1通．33cm（継紙）．前欠，

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－69

87酉御年貢可納割附之事．

　　差出：藤本甚助（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．明和2・11．（1765）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ。　　　　　史料請求番号41M，87－70

88戌御年貢可納割付之事．

　　差出：藤本甚助（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．明和3・11．（1766）．

　　1通．33cm（継紙），　史料請求番号41M，87－71

89亥御年貢可納割附之事．

　　差出：柴村藤三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・惣百姓．明和4・10．（1767）．

　　1通．29・5cm（継紙）．前欠．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－72

90子御年貢可納割付之事．

　　差出：柴村藤三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・惣百姓．明和5・10．（1768）．

　　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－73

91［丑御年貢可］納割付之事．

　　差出：柴村藤三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・惣百姓．明和6・10。（1769）．

　　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－74

92寅御年貢可納割付之事．

　差出：小新五郎（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　惣百姓．明和7・10．（1770）．

　1通．33・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－75

93卯御年貢可納割付之事．

　差出：小新五郎（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　惣百姓．明和8・10．（1771）．

　1通．33cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－76

94辰御年貢可納割付之事．

　差出＝小新五郎（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　惣百姓．明和9・10．（1772）．

　1通．33・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－77

95巳御年貢可納割附之事．

　差出：久平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　惣百姓．安永2・10．（1773）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－78

96午御年貢可納割付之事．

　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・長百姓・惣百姓．安永3・11．（1774）．

　1通．33cm（継紙），

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－79

97未御年貢可納割附之事．

　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・長百姓・惣百姓．安永4・11．（1775）．

　1通．33・5cm（継紙）．

　紙継はずれ．一部フケ．史料請求番号41M，87－80

98申御年貢可納割付之事．

　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・長百姓・惣百姓．安永5・1L（1776）．

　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－81

99酉御年貢可納割付之事．

　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　主・長百姓・惣百姓．安永6・11．（1777）．

　1通．33・5cm（継紙）。

　一部フケ．　　　　　　史料請求番号41M，87－82



100戌御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．安永7・IL（1778）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－83

101亥御年貢可納割附之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．安永8・11．（！779）．

　　1通．33cm（継紙）．破損．

　　紙継はずれ，　　　　　史料請求番号41M，87－84

102丑御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天明1・11．（178！）。

　　！通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－85

103寅御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天明2・11．（！782）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．一部フケ．史料請求番号41M，87－86

104卯御年貢可納割附之事．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．天明4・12．（1784）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　内容1「右者去卯年破免云々」とあり．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－87

105辰御年貢可納割附之事．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．天明4・10，（1784）．

　　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－88

106巳御年貢可納割附之事．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．天明5・10．（1785）．

　　1通。33・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－89

107午御年貢可納割付之事、

　　差出1武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・
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　　　長百姓・惣百姓．天明6・10．（1786）．

　　　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，87－90

　　108未御年貢可納割附之事、

　　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　　長百姓・惣百姓．天明7・10．（1787）．

　　　！通．32・5cm（継紙）。一部破損．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－91

　　109申御年貢可納割付之事．

　　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　　長百姓・惣百姓．天明8・10．（1788）．

　　　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－92

　　葉10酉御年貢可納割附之事．

　　　差出：［武嶋左膳］。宛名：［小尾村］［］．［寛

　　　政1］．（1789）．

　　　1通．33cm（継紙）．

　　　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，87－93

　　111戌御年貢可納割附之事．

　　　差出：武嶋左膳（押印），宛名：［小尾村］名主・

　　　長百姓・惣百姓．寛政2・10．（1790）．

　　　　1通．31・5cm（継紙）．破損．

　　　紙継はずれ．フケ．取扱注意．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－94

　　112亥御年貢可納割付之事．

　　　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名l　l小尾村］名主・

　　　　長百姓・惣百姓．寛政3・10．（1791）．

　　　　1通．32cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－95

　　113子御年貢可納割附之事．

　　　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［小尾村1名主・

　　　　長百姓・惣百姓．寛政4・10．（1792）．

　　　　1通．33cm（継紙）．

　　　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，87－96

　　114［丑］御年貢可納割［付之事］．

　　　　差出：風祭求馬（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　　　長百姓・惣百姓．寛政5・10．（1793）．

　　　　1通．33cm（継紙）．前欠．
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　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－97

115寅御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓，寛政6・10．（1794），

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ。フケ．　　史料請求番号41M，87－98

116卯御年貢可納割附［之事］．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．寛政7・10．（1795），

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．一部フケ．史料請求番号41M，87－99

117辰御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．寛政8・10．（1796）．

　　1通．33cm（継紙）．前欠，

　　一部フケ．　　　　　史料請求番号41M，87－100

118巳御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．寛政9・10．（1797）．

　　1通．32・5cm（継紙），

　　紙継はずれ．一部フケ．史料請求番号41M，87－101

119午御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．寛政10・10，（1798）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ．フケ．　　史料請求番号41M，87－102

120未御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．寛政11・10．（1799）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－103

121申御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．寛政12・10．（1800）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　一部フケ．　　　　　史料請求番号41M，87－104

122酉御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．享和1・10．（1801）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－105

123戌御年貢可納割附之事，

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．享和2・10．（1802）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－106

124亥御年貢可納割付之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．享和3・10．（1803）．

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－107

125寅御年貢［可納割付之事］．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化3・10．（1806）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　一部フケ．開披注意．　史料請求番号41M，87－108

126卯御年貢可納割付之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓。文化4・10．（1807）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　一部フケ．　　　　　史料請求番号41M，87－109

127巳御年貢可納［割付之事］．

　　差出：野田松三郎（押印），宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化6・10．（1809）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　端裏書：「文化拾四年」．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－110

128［午御年貢可割付之事］．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化7・10．（1810）．

　　1通．33cm（継紙）．前欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－111

129申御年貢可納割附［之事］、



差出：［野田松三郎］．宛名：［小尾村］．［文化

9］．（1812）．

1通．33cm（継紙）

フケ．開披不可．

．

　史料請求番号41M，87－112

1301酉御年貢可納割］付之事．

　　差出：［野田松三郎］．宛名：［小尾村］［　］．

　　文化［10］．（1813）．

　　1通．32・5cm（継紙）．前欠．

　　開披不可．　　　　　史料請求番号41M，87一↑13

131［丑御年貢可納割付之事］．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化14・10．（1817）．

　　！通．33cm（継紙）．前欠．

　　開披不可。　　　　　史料請求番号41M，87－114

132寅御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文政1・10．（1818）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－115

133［卯御年貢可納割附之事］．

　　差出：山本大膳（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．文政2・10．（1819）．

　　1通．33cm（継紙）．前欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－116

134辰御年貢可納割附之事．

　　差出：山本大膳［ほか1名．押印］。宛名：［小尾

　村］名主・長百姓・惣百姓．文政3・10．（1820）．

　　1通．33cm（継紙）．

　紙継はずれ，　　　　史料請求番号4璽M，87－117

135［巳御年貢可納割附之事］．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名：［小尾

　村］名主・長百姓・惣百姓．文政4・10．（1821）．

　　1通．33cm（継紙）．前欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－118

136未御年貢可納割附之事．

　　差出1小野田三郎右衛門（押印）．宛名：［小尾
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　　　村］名主・長百姓・惣百姓．文政6・10．（1823）．

　　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－119

137申御年貢可納割付之事．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名1［小尾

　村］名主・長百姓・惣百姓．文政7・10．（1824）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－120

138酉御年貢可［納割付之事］．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名：［小尾

　村］名主・長百姓・惣百姓．文政8・10．（1825）．

　　1通．31・5cm（継紙）．

　　フケ．一部開披不可，史料請求番号41M，87－121

139戌御年貢可納割附之事．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名：［小尾

　村］名主・長百姓・惣百姓．文政9・10．（1826）．

　　1通．32cm（継紙）。

　一部フケ．開披注意．　史料請求番号41M，87－122

140亥御年貢可納割附之事．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名：［小尾

　村］名主・長百姓・惣百姓．文政10・10．（1827）．

　　1通．32・5cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－123

141子御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文政11・10．（1828）．

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－124

142丑御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文政12・10．（1829）．

　　1通．32・5cm（継紙）。

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－125

143卯御年貢可納割附之事．

　　差出1吉川栄左衛門（押印）．宛名：［小尾村1

　　名主・長百姓・惣百姓．天保2・10．（1831）．

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号4等M，87－126
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144辰御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保3・10．（1832）．

　　1通．33・5cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－127

145巳御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保4・10．（1833）．

　　1通．35cm（継紙）．

　　紙継はずれ。　　　　史料請求番号41M，87－128

146［午御］年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保5・10．（1834）．

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87一重29

147未御年貢可納割附之事．

　　差出1柴田善之丞（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天保6・10．（1835）．

　　！通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－130

148酉御年貢可納割附之事．

　　差出：井上十左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓。天保8・10．（1837）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－131

149子御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印），宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保11・10．（1840）．

　　1通．33・5cm（継紙）．史料請求番号41M，87－132

150丑御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・百姓代．天保12・10．（1841）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－133

151寅御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［小尾村］名

主・長百姓・惣百姓，天保13・10．（1842）．

1通．34cm（継紙）．史料請求番号41M，87－134

152卯御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天保14・10．（1843）．

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号旧M，87－135

153辰御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天保15・10．（1844）．

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－136

154午御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：1小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．弘化3・10．（1846），

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－137

155未御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．弘化4・10．（1847）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．一部フケ．史料請求番号41M，87－138

156申御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．嘉永1・！0．（1848）．

　　1通。33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－139

157酉御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．嘉永2・10．（1849）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－140

158戌御年貢可納割附之事．

　　差出：福田八郎右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．嘉永3・10．（1850）．

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－141

159亥御年貢可納割附之事．



差出：福田八郎右衛門（押印）．宛名：［小尾村］

名主・長百姓・惣百姓．嘉永4・10．（1851）．

1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－142

160子御年貢可納割附之事．

　　差出：福田八郎右衛門（押印）．宛名1［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．嘉永5・10，（1852）．

　　1通。32cm（継紙）．史料請求番号41M，87－143

161丑御年貢可納割附之事．

　　差出：福田八郎右衛門（押印），宛名：1小尾村1

　　名主・長百姓・惣百姓．嘉永6・10，（1853）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料言青求番号41M，87－144

162寅御年貢可納割附之事．

　　差出：荒井清兵衛（押印），宛名：［小尾村1名

　　主・長百姓・惣百姓．安政1・10．（1854）．

　　1通．32cm（継紙）．一部破損．

　　継紙はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－145

163卯御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓。安政2・10．（1855）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号4葉M，87－146

164辰御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓、安政3・10．（！856）．

　　1通、34cm（継紙）。

　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－147

165巳御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓。安政4・10．（！857）．

　　1通．34・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－148

166午御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．安政5・10。（1858），

　　1通．34cm（継紙）．
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　　　紙継はずれ．　　　　史料請求番号41M，87－149

167未御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長』白姓・惣百姓．安政6・10．（1859）．

　　1通．34cm（継紙）．史料請求番号41M，87－150

168申御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．万延1・10．（1860）．

　　1通．34em（継紙）．史料請求番号41M，87－151

169酉御年貢可納割附之事．

　　差出：福田所左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文久！・10．（1861）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ，　　　　史料請求番号41M，87－152

170戌御年貢可納割附之事．

　　差出：福田所左衛門（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文久2・10．（1862）．

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－153

1刀亥御年貢可納割附之事．

　　差出：加藤余十郎（押印）．宛名；［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文久3・10，（1863）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－154

172子御年貢可納割附之事．

　　差出：下総（押印）．宛名：［小尾村1名主・長百

　　姓・惣百姓．元治1・10，（1864）．

　　1通．32cm（継紙）．史料請求番号41M，87－155

173寅御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原甫三郎（押印）．宛名：［小尾村］

　　名主・長百姓・惣百姓．慶応2・10．（1866）．

　　1通．33・5cm（継紙）．破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－156

174卯御年貢可納割附之事．

　　差出：中山誠一郎（押印）．宛名：［小尾村］名

　　主・長百姓・惣百姓．慶応3・10。（1867）．
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　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41M，87－157

175庚午［　］年貢割附．

　　差出：甲府県庁（押印）．宛名：［小尾村］名主・

　　長百姓・惣百姓．明治3・10．（1870）．

　　1通．33cm（竪半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－158

176辰之年免定．

　　差出：［］．宛名：［小尾村］［］．［］．

　　1通．31・5cm．後欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，87－159

4・1・8．年貢割付（比志村）

†年貢割付状

177未御年貢可納免定之事．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保12・11．（1727）．

　　1通．31cm（継紙）．　史料請求番号41M，88－1

178申御年貢可納割付之［事］．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保13・11．（1728）．

　　1通．31cm（継紙）．

　　一部フケ．　　　　　　史料請求番号41M，88－2

179酉御年貢可納免定之事．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保14・11．（1729）．

　　1通。31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，88－3

180戌御年貢可納割付之事．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保15・11．（1730）．

　　1通．31cm（継紙）．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，88－4

181亥御年貢可納割付之事．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保16・11．（1731）．

　　1通．31・5cm（継紙）．

　　一部フケ．　　　　　　史料請求番号41M，88－5

182子御年貢可納割付之事．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保17・11．（1732）．

　　1通．31・5cm（継紙）．史料請求番号41M，88－6

183丑御年貢可納割付之事．

　　差出：奥野忠兵衛（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．享保18・11．（1733）．

　　1通．31cm（継紙）．

　　フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41M，88－7

184寅御年貢可納割付之事．

　　差出：山治右衛門（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・百姓，享保20・2。（1735）．

　　1通．31・5cm（継紙）．

　端裏書：名主三郎左衛門．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，88－8

185巳御年貢可納割付之事．

　差出：山治右衛門（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・百姓．元文2・11．（1737）．

　　1通．32cm（継紙）．

　掛紙：西組．　　　　　　史料請求番号41M，88－9

186未御年貢可納割付之事．

　差出：小川新右衛門［ほか1名．押印］．宛名：

　　［比志村］名主・惣百姓．元文442．（1739）．

　　1通．30・5cm（継紙）．

　端裏書：西組．　　　　史料請求番号41M，88－10

187申御年貢可納割附之事．

　差出：吉久左衛門（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．元文5・10．（1740）．

　　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，88一”

188酉御年貢可納割付之事．

　差出：吉久左衛門（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．寛保1・10．（1741）．

　　1通．33cm（継紙）．　史料請求番号41M，88－12

189丑御年貢可納割［　　］．

　差出：吉田久左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・惣百姓．延享2・10．（1745）．



　　1通。33cm（継紙）．　史料請求番号41M，88－13

190寅御年貢可納割［付之］事．

　　差出：吉田久左衛門（押印）．宛名：1比志村］

　　名主・惣百姓．延享3・10．（1746）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：名主仁兵衛．　　史料請求番号41M，88－14

191［巳御年貢割付之事］．

　　差出1斎新八郎（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　惣百姓．寛延2・10．（1749）．

　　1通．32・5cm（継紙）．前欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－15

192［戌御年貢割付之事］．

　　差出：斎新八郎（押印）．宛名1［比志村］名主・

　　惣百姓．宝暦4・10．（1754）．

　　1通．32・5cm（継紙）．前欠．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，88－16

193丑御年貢割付之事．

　　差出：岩佐郷蔵（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　惣百姓．宝暦7・11．（1757）．

　　1通．32cm（継紙）．破損．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，88－17

194寅御成箇割付之事．

　　差出1岩佐郷蔵（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　惣百姓．宝暦8・11．（1758）．

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，88－18

195卯御成箇割付之事．

　　差出：今平三郎［ほか2名．押印］．宛名：［比志

　　村］名主・百姓．宝暦9・10．（1759）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　紙継はずれ，　　　　　史料請求番号41M，88－19

196辰御年貢可納割付之事．

　　差出：鵜飼左十郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓．宝暦！0・10．（1760）．

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　紙継はずれ．　　　　　史料請求番号41M，88－20
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　197巳御年貢可納割付之事．

　　　差出：鵜飼左十郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　　主・惣百姓．宝暦11・10．（1761）．

　　　！通．32・5cm（継紙）．

　　　紙継はずれ。　　　　史料請求番号41M，88－21

　198未御年貢可納割付之事．

　　　差出：鵜飼左十郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　　主・惣百姓．宝暦13・10．（1763）．

　　　1通．33cm（継紙）．

　　　掛紙：［名主1新兵衛力．史料請求番号41M，88－22

　199酉御年貢可納割附之事．

　　　差出：藤本甚助（押印）．宛名1［比志村］名主・

　　　長百姓・惣百姓．明和2・11．（1765）．

　　　1通．33・5cm（継紙）．史料請求番号41M，88－23

　200戌御年貢可納割［附之事］．

　　　差出：藤本甚助（押印）．宛名：［比志村］［　］．

　　　明和3・1L（1766）．

　　　1通．［　］cm（継紙）．下部破損．

　　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－24

　201［子御年貢可納］割付之事．

　　　差出：柴村藤三郎（押印）。宛名：［比志村］名

　　　主・惣百姓．明和5・10．（1768）．

　　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－25

　2021丑御年貢可納割付之事1．

　　　差出：柴村藤三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　　主・惣百姓．明和6・10．（1769）．

　　　1通．33・5cm（継紙）．前欠．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－26

　203寅御年貢可納割付之事．

　　　差出：小新五郎（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　　惣百姓．明和7・10．（1770）．

　　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号4璽M，88－27

　204卯御年貢可納割付之事．

　　　差出：小新五郎（押印）．宛名：［比志村］名主・
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　　惣百姓．明和8・10．（1771）．

　　1通．33cm（継紙）．破損．

　　フケ．開披注意．　　　史料請求番号弔M，88－28

205辰御年貢可納割付之事．

　　差出：小新五郎（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　惣百姓．明和9・10．（1772）．

　　1通．33cm（継紙）．下部破損．

　　フケ．一部開披不可．　史料請求番号41M，88－29

206［巳御］年貢可納割附之事．

　　差出：久平三郎（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　惣百姓．［安永2］．（1773）．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　掛紙：西組．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－30

207［午御年貢可納割附之事］．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・惣百姓・長百姓．［安永3］・11．（1774）．

　　1通．［　］cm（継紙）．前欠．上部破損．

　　フケ。開披不可．　　　史料請求番号41M，88－31

208酉御年貢［可納割附之事］．

　　差出：［久保平三郎］．宛名：［比志村］［　　］．

　　安永6・1！．（1777）．

　　1通．［　］cm（継紙）．下部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－32

209［亥御年］貢可納割附之事，

　　差出二久保平三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．［安永8］・11．（1779）．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－33

210［丑御年貢可納割附之事］．

　　差出1久保平三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．［天明1］・11．（1781）．

　　1通．［　］cm（継紙）．前欠．上部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－34

211寅御年貢割付［之事］．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天明2・11．（1782）．

　　1通．33cm（継紙）．破損，

　　フケ．　　　　　　　　史料請求番号41M，88－35

212卯御年貢可納割附之事．

　　差出：［武嶋左膳］．宛名：［比志村］［　　］．

　　［天明3］．（1783）．

　　1通．33cm（継紙）．上部破損．

　　フケ，開披不可．　　史料請求番号41M，88－36

213［辰］御年貢可納割附之事．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［比志村］名主・

　　長百姓・惣百姓．天明4・10．（1784）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－37

214巳御年貢可納割附［之事］．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名＝［比志村］名主・

　　長百姓・惣百姓，天明5・10．（1785）．

　　1通．33・5cm（継紙）．一部破損．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－38

215午御年貢可納割附［之事1．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：［比志村］［　］．

　　天明6・10．（1786）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　紙継はずれ．フケ．一部開披不可．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－39

216辰御年貢可［納割附之事］．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　［　　］．寛政8・10．（1796）．

　　1通．［　］cm（継紙）．下部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－40

217酉御年貢可納割附之事．

　　差出1小笠原仁右衛門（押印），宛名：［比志村1

　　名主・長百姓・惣百姓．享和1・10．（1801）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　掛紙：東組所持．

　　一部フケ．　　　　　史料請求番号41M，88－41

218戌御年貢可納割附之事．



差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［比志村〕

名主・長百姓．享和240．（！802）．

1通．33・5cm（継紙）．後欠．

　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－42

219［亥］御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印），宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．享和3・10．（1803）．

　　1通．33cm（継紙）．一一部破損．

　　掛紙：東組所持．　　　史料請求番号41M，88－43

220子御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文化1・10．（1804）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　端裏書：名主源介．西組所持．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－44

221丑御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化2・10．（1805）．

　　！通．32・5cm（継紙）．

　　端裏書：名主武右工門．掛紙：東組所持．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－45

222寅御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村1名

　　主・長百姓・惣百姓．文化3・10．（1806）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　端裏書：名主庄兵衛．掛紙：西組．

　　一部フケ，開披注意．　史料請求番号41M，88－46

223卯年貢可納割1附之］事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化4・10．（1807）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　掛紙：東組所持．

　　一部フケ．一部開披不可．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－47

224辰御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村1名

　　主・長百姓・惣百姓．文化5・10．（1808）．
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　　　　1通，33Cm（継紙）．

　　　　 一部フケ．開披注意．　史料請求番号41M，88－48

225巳御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化6・10．（1809）。

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：東組所持．

　　…・部フケ．　　　　　史料請求番号41M，88－49

226午御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：1比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化7・10．（1810）．

　　1通．33cm（継紙）．…部破損．

　　掛紙1西組．　　　　　史料請求番号41M，88－50

227未御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）。宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化8・10。（18m．

　　1通．33cm（継紙）。

　　端裏書：1名主］源助．掛紙：東組所持．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－51

228酉御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村1名

　　主・長百姓・惣百姓．文化10・！0．（1813）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：東組所持．　　　史料請求番号41M，88－52

229戌御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化11・10．（1814）．

　　！通．33cm（継紙）．

　　端裏書1名主市之丞．　史料請求番号41M，88－53

230亥御年貢可納割附之事、

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化12・10．（1815）．

　　！通．33・5cm（継紙）．

　　端裏書：名主源助．

　　…部フケ．開披注意．　史料請求番号41M，88－54

231丑御年貢可納割附之事．
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　　差出：野田松三郎（押印）．宛名＝［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文化14・10．（1817），

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　掛紙：東組所持名主仁兵衛．

　　一部フケ．開披注意，　史料請求番号41M，88－55

232［寅御］年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．［文］政1・10．（1818）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：名主市右工門，

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－56

233辰御年貢可納割附之事1

　　差出：山本大膳［ほか1名．押印］．宛名：［比志

　　村］名主・長百姓・惣百姓．文政3・10．（1820）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　端裏書：名主市之丞．掛紙：西．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－57

234巳御年貢可納割附之事．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名1［比志

　　村］名主・長百姓・惣百姓．文政4・10，（1821）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　端裏書：名主源助．

　　紙継はずれ．フケ．一部開披不可．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－58

235戌御年貢可納割附之事．

　　差出：小野田三郎右衛門（押印）．宛名：［比志

　　村］名主・長百姓・惣百姓．文政9・10．（1826）．

　　1通．32cm（継紙）．

　　フケ．開披不可，　　　史料請求番号41M，88－59

236丑御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文政12・10．（1829）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：東名主源助．

　　一部フケ．紙継はずれ．史料請求番号41M，88－60

237寅御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［比志村］

名主・長百姓・惣百姓．

1通。34cm（継紙）．

一部フケ．

文政13・10．（1830）．

史料請求番号41M，88－61

238卯御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保2・10．（1831），

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　掛紙：東。

　　フケ，開披注意．　　　史料請求番号41M，88－62

239辰御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保3・10．（1832）．

　　1通．33cm（継紙），

　　一部フケ．一部開披不可．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－63

240巳御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保4・10．（1833）．

　　1通．34・5cm（継紙）．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－64

241午御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保5・10．（1834）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　掛紙：名主庄兵衛前．

　　一部フケ。開披不可．　史料請求番号41M，88－65

242未御年貢可納割附之事．

　　差出：柴田善之丞（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．［天保6］．（1835）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－66

243申御年貢可納割附之事．

　　差出：井上十左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　［　］．天保7・10．（1836）．

　　1通．33cm（継紙）．後欠．破損．

　　掛紙：名主市右衛門前．

　　一部開披不可．　　　史料請求番号41M，88－67
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244酉御年貢可納割附之事．

　　差出：井上十左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保8・10．（1837）．

　　1通，33cm（継紙）．一部破損．

　　掛紙：名主七郎左衛門所持，

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－68

245戌御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保9・10．（1838）．

　　1通。31cm（継紙）．一部破損．

　　掛紙：名主市之丞前力．

　　フケ．　　　　　　　　史料請求番号41M，88－69

246亥御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．天保10・10．（1839）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：名主源兵衛所持．

　　一部フケ．　　　　　史料請求番号41M，88－70

247子御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印）．宛名：［比志村1

　　名主・長百姓・惣百姓．天保！1・10．（1840）．

　　1通．33cm（継紙）．一部破損．

　　掛紙；名主庄兵衛前．　史料請求番号41M，88－71

248丑御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印）。宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・百姓代．天保12・10．（1841）。

　　1通．33cm（継紙）．

　　掛紙：名主七郎右衛門、

　　フケ．一部開披不可．　史料請求番号41M，88－72

249寅御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）。宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．天保13・10．（1842）．

　　1通．34cm（継紙）．

　　掛紙：名主市右衛門前．

　　フケ．一部開披不可．　史料請求番号41M，88－73

250卯御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

主・長百姓・惣百姓．

1通．32・5cm（継紙）．

掛紙1名主角兵衛．

フケ．…部開披不可．

天保14・10．（1843）．

史料請求番号41M，88－74

251辰御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

主・長百姓・惣百姓．

1通．33cm（継紙）．

掛紙：名主弥源二．

フケ．一部開披不可．

天保15・10．（1844）．

史料請求番号41M，88－75

252巳御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

主・長百姓・惣百姓．

1通．33cm（継紙）．

掛紙：名主源助．

フケ．一部開披不可．

弘化2・10．（1845），

史料請求番号41M，88－76

253午御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

主・長百姓・惣百姓．

1通．32cm（継紙）．

掛紙：名主市右衛門．

一部フケ．開披注意．

弘化3・10．（1846）．

史料請求番号41M，88－77

254未御年貢可納割附之事．

差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

主・長百姓・惣百姓．弘化4・10．（1847）．

1通．33・5cm（継紙）．

端裏書：名主新兵衛，

フケ．一部開披不可．　史料請求番号41M，88－78

255申御年貢可納割附之事．

差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

主・長百姓・惣百姓．嘉永1・10．（1848）．

1通．33cm（継紙）．

掛紙：名主弥源治，

フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－79

256酉御年貢可納割附之事．

　　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．嘉永2・10．（1849）．
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　　1通．33・5cm（継紙）．

　　掛紙：名主源助持．東組．

　　フケ，開披不可．　　　史料講求番号4lM，88－80

257亥御年貢可納割附之事．

　　差出1福田八郎右衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．［嘉］永4・10．（1851〉．

　　1通．33cm（継紙）．

　　端裏書；名主庄兵衛・新兵衛．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－81

258丑御年貢可納割附之事．

　　差出：福田八郎右衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．［嘉永6］・10．（1853）．

　　1通．32cm（継紙）．上部破損。

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－82

259［寅御年貢可納］割附之事．

　　差出：［荒井清］兵衛（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．［安政1］．（1854）．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　端裏書：安政元寅年名主新兵衛．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号4驚M，88－83

260巳御［年貢可1納割附之事．

　　差出：［寺西］直次郎（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．安政4・［　］．（1857）．

　　1通．34・5cm（継紙）．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－84

261未御年貢可納割付之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．［安政6］．（1859）．

　　1通．34cm（継紙）．

　　掛紙：名主市之丞．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－85

262申御年貢可納割附之事．

　　差出：寺西直次郎（押印）．宛名二［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．万延1・10．（1860）．

　　1通．34cm（継紙）．

　　一部フケ．開披注意．　史料請求番号41M，88－86

263酉御年貢可納割附之事．

　　差出：福田所左衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文久1・10．（1861）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　一部フケ．開披注意．　史料請求番号41M，88－87

264戌御年貢可納割附之事．

　　差出：福田所左衛門（押印）。宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．文久2・10．（1862）．

　　1通．33cm（継紙）。

　　掛紙1名主弥源次，

　　…部フケ，開披注意．　史料請求番号41M，88－88

265亥御年貢可納割附之事．

　　差出：加藤余十郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文久3・10．（1863）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　掛紙1名主庄兵衛．　　史料請求番号4墨M，88－89

266丑御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原甫三郎（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．慶応1・10．（1865）．

　　1通．32・5cm（継紙）．史料請求番号41M，88－90

267寅御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原甫三郎（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．慶応2・10．（！866）．

　　1通，33cm（継紙）．破損．

　　開披注意，　　　　史料請求番号41M，88－91

268卯御年貢可納割附之事．

　　差出：中山誠一郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．慶応3・10．（1867）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　フケ．開披注意。　　　史料請求番号41M，88－92

269巳御年貢［可納割附之事］．

　　差出：甲府県庁（押印）．宛名：［比志村］［　］．

　　明治2・10．（1869）．

　　1綴．［　］cm．下部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－93

270子御年貢可納割附之事．


