
差出：［　］．宛名：［比志村］［　］．［　］．

1通．33cm（継紙）．後欠．破損

紙継はずれ．

フケ，一部開披不可．　史料請求番号41M，88－94

271［年貢割付状］．

　　差出：［　］．宛名：［比志村］［　］，1　］．

　　1通．33・5cm（継紙）．前欠．

　　フケ．開披不可，　　　史料請求番号41M，88－95

272［年貢割付状］．

　　差出：［　　］．宛名：［比志村］［　］．［　］．

　　1通．32cm（継紙），前欠．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－96

273［　　］納割附之事．

　　差出1［　　］．宛名：［比志村］［　］．［　］．

　　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，88－97

2741　　］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．［　　］．

　　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，88－98

275［　　］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．［　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，88－99

276［　　1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．［　　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　端裏書：名主源助．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－100

277［　］貢可納割附之事．
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　　　差出：［小笠］原仁右衛門（押印）．宛名：［比志

　　　村］名主・長百姓・惣百姓．［　］．

　　　1通．［　lcm（継紙）．上部破損．

　　　掛紙1西組．

　　　フケ．開披不可．　　史料請求番号41M，88－101

278［　1貢可納割付之事．

　　差出：［　　］．宛名：［比志村］［　］．［　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　端裏書：名主武右衛門．比志村西．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－102

279［　］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．［　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　端裏書：名主七郎右衛門．掛紙：西組．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88一肇03

280［　］貢可納割附之事．

　　差出：［　］．宛名：［比志村］［　］．［　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　フケ．開披不可，　　　史料請求番号41M，88－104

281［　］年貢可納割付之事．

　　差出：［　］．宛名：［比志村］［　］．［　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　フケ，開披不可．　　　史料請求番号41M，88－105

282［　］貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［比志村］名

　　主・長百姓・惣百姓．［　］，

　　！通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88一㈹6

283［　　］可納割付之事、

　　差出1小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［比志村］

　　名主・長百姓・惣百姓．［　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，88－107

284辰御年貢可納割附之事．

　　差出：赤松孫太郎（押印）．宛名：［比志村］名
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　　主・長百姓・惣百姓．［　　］．

　　1通．［　］cm（継紙）．上部破損．

　端裏書：名主七郎右衛門．

　　フケ．開披不可．　　史料請求番号41M，88－108

285［　］年貢可納割附之事．

　　差出：［　］．宛名：［比志村］［　］．［申］．

　　1通．32・5cm（継紙）．後欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，88－109

286［　　］租税上納割賦帳．

　　差出：［山］梨県庁（押印）．宛名：［比志村］［

　　　］，明治［　］．

　　1冊．［　］cm．上部破損．

　　フケ。開披不可．　　　史料請求番号41M，88－110

4・1・9．年貢割付（村名不明分）

†年貢割付状

287辛未御年貢割附．

　　差出：甲府県庁（押印）．宛名：［］．明治4・10．

　　（1871）．

　　1綴．26・5cm．

　　フケ．開披不可。　　　史料請求番号41M，101－1

288［年貢割付状］．

　　差出：［　］。宛名：［　］．［　］．

　　1通．33cm（継紙）．前欠．

フケ．開披不可．

289［年貢割付状断簡］．

　　1枚．

290［年貢割付状断簡］．

　　掛紙破片あり．

4・1・10．水路普請（比志村）

史料請求番号41M，101－2

史料請求番号41M，董01－3

史料請求番号41M，101－4

291酉春三ケ所樋御普請出来栄帳　文化十年四

　　月日　巨摩郡比志村西組所持．

　　差出：名主市右衛門［ほか長百姓・百姓代2名．

　　押印］。宛名：御普請御掛り御役人中．文化

　　10・4．（1813〉．

　　1冊。27・5cm．かぶせ綴．綴目印．

　　見届け奥書：御普請役谷中又八（押印）

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，2

292当酉春用水路定式御普請出来形帳　天保八

　　年二月　甲州巨摩郡比志村東組．

　　差出：井上十左衛門御代官甲州巨摩郡比志

　　村名主市右衛門［ほか名主・長百姓・百姓代4

　　名．押印］．宛名：御普請御掛御役人中．天保

　　8・2．（1837）．

　　1冊．24cm．かぶせ綴．綴目印．

　　見届け奥書：御普請役六笠弘助［ほか2名．押印］．

　　［天保8］・3．　　　　　　　史料請求番号41M，3

4・2．布告・布達・郡衙往復

4・2・1，布告・布達（一般）

†布告・布達綴

293本県［布達］甲号　明治八年．

　　増富村事務所．明治8．（1875）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．表紙・後表紙欠，前・

　　後欠．破損．

　　標題は地小口による．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，66

294［乙号達］．

　　増富村事務所．明治8．（1875）．

活版合綴1冊．21cm．

編綴は史料館によるもの。

内容：県乙号136－139・141・142達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，67

295本県［布達］甲号　明治九年．

　　増富村事務所．明治8－9．（1875－76）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．表紙・後表紙欠．前・

　　後欠．破損．

　　標題は地小口による．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　要綴じ直し．　　　　　　史料請求番号41M，68



296本県［布達1甲号　明治十一年．

　　増富村事務所．明治10－！1．（1877一一78）、

　　活版合綴1冊．22cm．表紙欠．後欠．

　　標題は地小口による．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など、県学事・

　　衛生報告を含む．　　　　史料請求番号41M，69

297乙御布告綴込　明治十一年．

　　増富村事務所．明治11．（1878）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．

　　内容：県乙号達．　　　　史料請求番号41M，70

298甲御布告綴込　明治拾弐年一月日　北巨摩

　　郡［増富村役所］．

　　増富村役所．明治12．（1879）

　　活版合綴1冊．22・5cm．一部破損．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，71

299乙御布告綴込　明治十二年一月日　山梨県

　　北巨摩郡増富村役所．

　　増富村役所．明治12。（1879）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙欠．後欠．

　　内容：県の達など．　　　　史料請求番号41M，72

300大蔵省布告　甲第五十壱号・同第五十三号

　　ヨリ同第七拾六号マデ　明治十二年八月日

　　　増富村役所（押印）．

　　増富村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙欠．後欠．末尾

　　破損．

　　表紙印文1「山梨県北巨摩郡増富村役所」．

　　内容：大蔵省布達．　　　　史料請求番号41M，73

301［本県布達　甲号　明治十二年］．

　　増富村役所。明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．表紙・後表紙欠．前・

　　後欠．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．山梨県甲

　　号布達171号以下．　　史料請求番号41M，74－1

302［本県布達　甲号　明治十二年］．

　　増富村役所．明治12．（1879）．

4．山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M）296－308　　〔83〕

1　　　活版合綴1冊．22・5cm．表紙・後表紙なし．前・

　　　　後欠．一一部破損．

　　　　内容：諸省・県の布達など．山梨県甲号布達176号

　　　　以下，　　　　　　　　史料請求番号41M，74－2

303御布告　明治十三年第一月六日発ス　北巨

　　摩郡増富村役所（押印）．

　　増富村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．23cm．後表紙なし．

　　表紙印文：「山梨県北巨摩郡増富村役所」．

　　内容：諸省・県の布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，75－1

304御布告　明治十三年第四月十二日　北巨摩

　　郡増富村役所．

　　増富村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．23cm．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，75－2

305［御布告　甲号］．

　　増富村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．23cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．山梨県布

　　達甲40号以下．　　　　史料請求番号41M，75－3

306［御布告　甲号］．

　　増富村役所，明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．23cm．表紙・後表紙欠．前・後

　　欠．一部破損．

　　内容：諸省・県の布達など．山梨県布達甲111号以

　　下，

　　フケ．　　　　　　　　史料請求番号41M，75－4

307［御布告　甲号］．

　　増富村役所．明治13－14．（1880－81）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，76－1

308［御布告　甲号］．

　　増富村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．表紙・後表紙なし．一

　　部破損．
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目次付．村内順達表を付す．

内容1諸省・県の布達．　史料請求番号41M，76－2

309御布告　塩川組始メ　明治十四年第六月十

　　七日発ス　北巨摩郡増富村役所（押印）．

　　増富村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙なし．

　　表紙印文：「山梨県北巨摩郡増富村役所」．

　　村内順達表を付す．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，76－3

310御布告　明治十四年七月五日　増富村役所．

　　増富村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙なし．

　　内容：諸省・県の布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，76－4

　　　　　　　てママラ311御布告　明治十五年一月廿日　増富村役所．

　　増富村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙欠．後欠．一部

　　破損．

　　内容：太政官・県の布告・布達など．

　　一部フケ．　　　　　　　史料請求番号41M，78

312乙号御布告綴［込］　明治十四・五年［　］第

　　一月［　］日　増富村役所．

　　増富村役所．明治14－15．（1881－82）．

　　活版合綴1冊．24cm，後表紙欠．破損あり．

　　内容：県の達など．

　　下部フケ．一部開披不可．史料請求番号41M，77

313甲号御布［告］綴込　明治十六年［　］　増富

　　［村］役所．

　　増富村役所．明治16．（1883），

　　活版合綴1冊．18・5cm．

　　内容：県の告示など．

　　綴紐切れ。　　　　　　　史料請求番号41M，79

314太政官［布告］・各省布達綴込　明治［十六］

　　年増富村役所。

　　増富村役所．明治16．（1883）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．表紙破損．

　　内容：太政官・諸省の布告・布達・告示など．

315［乙号綴込］．

史料請求番号41M，80

増富村戸長役場．明治18．（1885）．

活版合綴1冊．18・5cm．表紙・後表紙なし．後

欠．

内容：県の達など．

要綴じ直し．　　　　　　史料請求番号41M，81

316太政官井各省布達綴込　明治十八年一月ヨ

　　リ　北巨摩郡増富村戸長役場．

　　増富村戸長役場．明治18．（1885）．

　　活版合綴1冊．19cm．後表紙なし．

　　内容：太政官・諸省の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，82

317天地人所轄郡衙達・本県乙号布達　明治十

　　八年第八月ヨリ起ル　増富村戸長役場．

　　増富村戸長役場．明治18－19．（1885－86）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．

　　その他の標題表示：甲号モ少シクアリ，

　　内容：諸省・県・郡の達・訓示など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，83

4・2・2、布告・布達（個別）

318蚕種取締規則御公布　戸長有井庄兵衛．

　　［増富村］．明治6．（1873）、

　　木版1冊．22cm．一部破損．

　　その他の標題表示：第十六号．酉．

　　内容：蚕種取締規則　明治六年改正（太政官布告）．

　　一一部フケ．　　　　　　　史料請求番号41M，64

319［旧金銀貨幣価格表ほか］．

　　［増富村］。明治7。（1874）．

　　活版合綴1綴．22cm．後表紙なし．

　　内容：1．旧金銀貨幣価格帳（大蔵省達。明治7・8付．）

　　活版印刷9丁（大蔵省達を山梨県で印刷）．

　　2．地所質入証書割印帳（甲斐国何郡第何区何村）．

　　活版印刷5丁（山梨県による印刷）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，65

320山梨県公立小学校則　甲科課程．

　　［増富村役所］．明治［　］．

　　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙なし。一部破



損．

その他の標題表示：「村役所」と書込みあり，

内容：乙科課程・丙科課程を付す．

フケ。　　　　　　　　　史料請求番号41M，86

321北巨摩郡徴募事務取扱規定　増富村役場．

　差出：北巨摩郡長長坂彰．宛名：町村役場，

　明治33・6・8．（1900）．

　活版合綴1冊．23cm．

　その他の標題表示：「有井」の印．

　内容1達甲10号．　　　　　史料請求番号41M，85

4・2・3．郡役所達・郡衙往復

†郡役所達綴込

322郡役所達綴込　明治十五年中　増富村役所．

　増富村役所．明治15．（1882）．

　1冊．27・5cm．四ツ目綴．

　後表紙裏1郡役所其他達綴込　明治十五年一月ヨ

　リ　増富村役所．　　　史料請求番号41M，43－2

323郡役所達綴込　明治十六年一月日ヨリ
　　　マ　　マ　　ラ
　庶務・衛生課．

　増富村役所。明治16．（1883）．

　！冊．26・5cm．

　地小口表示1十六年郡達．後表紙の表示：山梨県北

　巨摩郡増富村担当戸長，担当戸長小尾彦左衛門．

　　　　　　　　史料請求番号41M，43－3

324郡役所達綴込　明治十七年第一月ヨリ　増

　富村役所．

　増富村戸長役場．明治17．（1884），

　1冊．27cm。後表紙欠．史料請求番号41M，43－1

　　　　†　　　　　†
325郡長達綴込　明治廿四年五月ヨリ　北巨摩

　郡増富村役場．

　増富村役場．明治24－26．（1891－93）．

4，山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M）320－332　　　　　　　　　　　　〔85〕

活版合綴1冊．18・5cm．後表紙なし，

内容：郡の達・告示など．　史料請求番号41M，84

†郡衙往復綴

326郡衙往復綴　明治［十八年］　増富村戸長役

　場．

　増富村戸長役場．明治18．（1885）．

　1冊．26cm．四ツ目綴．表紙一部破損．

　　　　　　　　史料請求番号41M，44ヨ

327郡衙往復［綴］明治十八年　増富村戸長役

　場．

　増富村戸長役場．明治18．（1885），

　1冊．26cm。四ツ目綴．表紙一部破損．

　　　　　　　　史料請求番号41M，44－2

328郡衙往復綴　明治廿四年　増富村役場．

　増富村役場．明治23－24．（1890－91）．

　1冊．27・5cm．四ッ目綴．

　コンニャク版槌色．　　史料請求番号41M，44－3

329郡衙往復綴　明治廿五年　増富村役場、

　増富村役場．明治24－26．（1891－93）．

　1冊．27cm．四ツ目綴．史料請求番号41M，44－4

330郡衙往復綴　明治廿六年　増富村役場．

　増富村役場．明治25－27．（1892－94）．

　1冊．27cm．四ッ目綴．

　コンニャク版槌色．　　史料請求番号41M，44－5

　　　　†　　　　　†
331郡衙訓令・往復綴　自明治廿六年六月至全

　廿九年二月　増富村役場．

　増富村役場．明治26－30．（1893－97）。

　1冊．25・5cm．四ッ目綴．史料請求番号41M，45

4・3，増富村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書

4・3・1．租税取立

†正租諸入費取立帳

332寅正租入費取立帳　明治十一年八月十日

第八区増富村豊里組．

作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．
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　　内容：高橋庄江分以下．　史料請求番号41M，51－1

333寅正租諸入費取立帳　明治十一年八月十日

　　　第八区増富邨御門組．

　　作成＝［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）。

　　内容：小尾幸彦分以下．　史料請求番号41M，51－2

334寅正租諸入費取立帳　明治十一年八月十日

　　　第八区増富邨安里組．

　　作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：藤原仁兵衛分以下．史料請求番号41M，51－3

335寅正租諸入費取立帳　明治十一年八月十日

　　　第八区増富邨豊富組．

　　作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　内容：小林茂平治分以下。史料請求番号41M，51－4

336寅正租諸入費取立帳　壱号　明治十一年八

　　月十日　第八区増富邨高木組．

　　作成：［増富村事務所］，明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：碓井甚吾分以下．　史料請求番号41M，51－5

337寅正租諸入費取立帳　第弐号　明治十一年

　　八月十日　第八区増富邨宮本組．

　　作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　表紙押印：「第八区戸長小尾彦左衛門印」．

　　内容：丸山甚左工門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，51－6

338寅正租諸入費取立帳　第三号　明治十一年

　　八月十日　第八区増富邨宮本組．

　　作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．36・5cm（横長半帳）．

　　内容：有井嘉平分以下．　史料請求番号41M，51－7

339寅正租諸入費取立帳　明治十一年八月十日

　　　第八区増富邨塩川組．

　　作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

1冊．35cm（横長半帳）．

内容：小林権左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，51－8

340［寅正租諸入費取立帳　明治十一年八月十

　　日　第八区増富邨神戸組］．

　　作成：［増富村事務所］．明治11・8・10．（1878）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．表紙なし．

　　内容：中嶋総平分以下．　史料請求番号41M，51－9

341卯正租入費取立帳　明治十二年八月六日

　　北巨摩郡増富村神戸組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879）．

　　！冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：中嶋総平分以下．　史料請求番号41M，52－1

342卯正租諸入費取立帳　明治十二年八月六日

　　　北巨摩郡増富村豊里組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879），

　　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　内容：高橋庄江分以下．　史料請求番号41M，52－2

343卯正租諸入費取立帳　明治十二年八月六日

　　　北巨摩郡増富村御門組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879），

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　内容1小尾幸彦分以下．　史料請求番号41M，52－3

344卯正租諸入費取立帳　明治十二年八月六日

　　　北巨摩郡増富村安里組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：藤原仁平分以下，　史料請求番号41M，52－4

345卯正租諸入費取立帳　明治十二年八月六日

　　　北巨摩郡増富村黒森組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6。（1879）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：藤原信正分以下．　史料請求番号41M，52－5

346卯正租諸入費取立帳　明治十二年八月六日

　　　北巨摩郡増富邨豊富組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879）．



1冊．34cm（横長半帳）．

内容：小林茂平治分以下．

一部フケ．　　　　　　史料請求番号41M，52－6

347［卯正租諸入費取立帳　一号　明治十二年

　　八月六日　北巨摩郡増富村宮本組］．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．表紙なし．

　　内容：碓井甚吾分以下．　史料請求番号41M，52－7

348卯正租諸入費取立帳　三号　明治十二年八

　　月六日　北巨摩郡増富村宮本．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879）．

　　書込み下限：明治！3．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　内容：有井嘉平分以下．　史料請求番号41M，52－8

349卯正租諸入費取立帳　明治十二年八月六日

　　　北巨摩郡増富村塩川組．

　　作成：［増富村役所］．明治12・8・6．（1879）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容1小林権左衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，52－9

350辰正租入費取立帳　明治十三年八月四日

　　北巨摩郡増富村神戸組．

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4，（1880）．

　　書込み下限：明治15．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容1中嶋総平分以下．　史料請求番号41M，53－1

351辰正租入費取立帳　明治十三年八月四日

　　北巨摩郡増富村豊里組．

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4．（1880）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：高橋庄江分以下．　史料請求番号41M，53－2

352辰正租諸入費取立帳　明治十三年八月四日

　　　北巨摩郡増富村御門組．

　　作成：［増富村役所1．明治13・8・4．（1880）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：小尾幸彦分以下．　史料請求番号41M，53－3
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　353辰正租入費取立帳　明治十三年八月四日

　　　北巨摩郡増富村黒森組．

　　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4．（1880）．

　　　書込み下限：明治14．

　　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　内容：藤原信正分以下．　史料請求番号弔M，53－4

354辰正租入費取立帳　明治十三年八月四日

　　北巨摩郡増富村安里組．

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4．（1880）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：藤原仁平分以下．　史料請求番号41M，53－5

355辰正租諸入費取立帳　明治十三年八月四日

　　　北巨摩郡増富村豊富組．

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4．（1880），

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：小林茂平次分以下．史料請求番号41M，53－6

356辰正租諸入費取立帳　壱号　明治十三年八

　　月四日　北巨摩郡増富村宮本、

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4，（1880）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：碓井甚吾分以下．　史料請求番号41M，53－7

357辰正租入費取立帳　弐号　明治十三年八月

　　四日　北巨摩郡増富村宮本．

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4．（1880）．

　　1冊．35cm（横長半帳〉．

　　内容：丸山甚左衛門分以下。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，53－8

358辰正租入費取立帳　三号　明治十三年八月

　　四日　北巨摩郡増富村宮本．

　　作成：［増富村役所］．明治13・8・4．（1880）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：有井嘉平分以下．　史料請求番号41M，53－9

359辰正租諸入費取立帳　明治十三年八月四日

　　　巨摩郡増富村塩川組．

　　作成＝［増富村役所］．明治13・8・4．（1880）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．一部欠損．

　　内容1小林権左衛門分以下．
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4・3・2．地租・地価金取調

史料請求番号41M，53－10

†地租金取調帳

360地租金取調帳　壱号　明治十一年三月五日

　　増富村宮本組、

　作成：［増富村事務所］。明治12・3・5．（1879）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　内容：碓井甚吾分以下．　史料請求番号41M，54－7

　　　　　　　　ニカラ
361地租金取調帳　□号　明治十一年三月四日

　　増富邨宮本組．

　作成＝［増富事務所］．明治11・3・4．（1878）．

　1冊．34・5cm（横長半帳〉，一部破損，

　内容：丸山甚左衛門分以下』

　　フケ．開披注意。　　　史料請求番号41M，54－1

362地租金取調帳　三号　明治十一年三月五日

　　増富邨宮本組．

　作成：［増富村事務所］．明治11・3・5．（1878）．

　1冊．34cm（横長半帳）．一部破損．後表紙な

　　し．

　内容：有井嘉平分以下．　史料請求番号41M，54－2

363地租金取調帳　壱　明治十一年七月日　第

　八区増富邨宮本組．

　作成：［増富村事務所］，明治11・7．（1878）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　内容：碓井甚吾分以下．　史料請求番号41M，54－3

364地租金各戸総計帳　弐　明治十一年七月日

　　第八区増富邨宮本組．

　作成：［増富村事務所］．明治11・7．（1878）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　内容：丸山甚左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，54－4

365地租金取調帳　三　明治十一年七月日　第

　八区増富邨宮本組．
　作成：［増富村事務所］．明治11・7．（1878）．

　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　内容：有井嘉平分以下．　史料請求番号41M，54－5

†地租金各戸総計帳

366［地租金各戸総計帳ほか］．

　　［増富村事務所］．明治11．（1878）．

1綴（3冊）．34cm（横長半帳）．

合綴：垂．地価金各戸総計帳　明治十一年七月日

第八区増富邨豊富組．作成：［増富村事務所］。明

治11・7．（1878）．1冊．34cm（横長半帳）．内容1小林

茂平治分以下。

2．地券金高各戸総計簿　明治十一年第三月日

山梨県第八区増富屯邑之内豊富組．作成：［増富村事

務所］．明治11・3．（1878）．1冊．30cm（横長半帳）．

内容1小林茂平次分以下．

3．明治十年田方正租金五分通取立簿　明治十一

年一月日　増富村之内豊富組．作成：［増富村事務

所］．明治11・1．（1878），1冊．30cm（横長半帳）．

　　　　　　　　史料請求番号41M，54－6

367地租金各戸総計帳　明治十二年七月日　北

　巨摩郡増富村豊富組．

　作成：［増富村役所］．明治12・7．（！879）．

　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．一部破

　損．

　内容：小林茂平二分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，54－8

†各戸地価金取調帳

368［各戸地価金取調帳］．

　1増富村役所］．明治12．（1879）．

　1綴（3冊）．34・5cm（横長半帳）．

　合綴：1．各戸地価金取調帳　壱号　増富村宮本組

　　明治十二年七月日．作成：［増富村役所1．明治1

　2・7．（1879）．1冊．34・5cm（横長半帳）。内容：碓井

　甚吾分以下。
　2．各戸地価金取調帳　弐号　宮本組．作成：［増富

　村役所］．明治！2・7．（1879）．！冊．33・5cm（横長

　半帳）．後表紙なし．内容：丸山甚左衛門分以下．

　3．各戸地価金取調帳　三号　北巨摩郡増富村宮

　本組　明治十二年第七月日．作成1［増富村役所］．

　　明治12・7．（1879）．1冊．33・5cm（横長半帳）．内容：

　　有井嘉平分以下．　　　史料請求番号41M，54－9

369［各戸地価金取調帳］．

　増富村役所．明治13．（1880）．

　1綴（3冊）．34cm（横長半帳）．

　合綴：1．各戸地価金取調帳　壱号　明治十三年七

　月日　増富役所宮本．作成：［増富村役所］．明治1
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3・7・1，（1880）．1冊，34・5cm（横長半帳）．内容：碓

井甚吾分以下．

2．各戸地価金取調帳　弐号　明治十三年七月日

　増富村役所宮本組．作成：増富村役所．明治13・

7．（1880）．1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．内

容：丸山甚左衛門以下．

3．各戸地価金取調帳　三号　明治十三年七月日

　増富村役所宮本組．作成：増富村役所．明治13・

7，（！880）．1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし，内

容：有井嘉平分以下．　史料請求番号41M，54－10

370各戸地価金取調帳　明治十三年七月日　増

　　富村豊富組．

　　作成：［増富村役所］．明治13・7．（1880）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　内容：小林茂平次分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，54－11

371［各戸地価金取調帳］．

　　増富村役所．明治14．（1881）。

　　1綴（3冊）．34・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　合綴：1．各戸地価金取調帳　第壱号　明治十四年

　　七月日　宮本組．作成：増富村役所．明治14・7．

　　（1881）．1冊．34cm（横長半帳）．一部破損。内容1碓

　　井甚吾分以下，

　　2．各戸地価金取調帳　弐号　明治十四年第七月

　　十八日　増富村宮本．作成：増富村役所．明治14・

　7・18。（1881）．1冊．34・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　内容：丸山甚左衛門分以下．

　3．各戸地価金取調帳　三号　明治十四年七月廿

　　日　増富村役所宮本組，作成：増富村役所．明治1

　4・7・20．（1881）．1冊．34cm（横長半帳）．内容：有井

　嘉平分以下．　　　　史料請求番号41M，54－12

372各戸地価金取調帳　第壱号　明治十五年七

　　月日　増富村宮本組．

　　作成：［増富村役所］．明治15・7．（1882）．

　　！冊．34cm（横長半帳）．

　　内容：碓井甚吾分以下．史料請求番号41M，54－13

373［各戸地価金取調帳］．

　　［増富村役所］．明治15．（1882）．

　　1綴（2冊）．34cm（横長半帳）．

　　合綴：1．各戸地価金取調帳　第弐号　明治十五年

　七月日　増富村宮本．作成：［増富村役所］．明治1

　5・7．（1882）。1冊．34cm（横長半帳）．内容：丸山甚

左衛門分以下，

2．各戸地価金取調帳　第三号　明治十五年第七

月日　増富村宮本．作成；［増富村役所］．明治15・

7。（1882）．1冊．34cm（横長半帳）．内容1有井嘉平

分以下．　　　　　　史料請求番号41M，54－14

374宮本組各戸地価取調帳　明治十七年七月

　　北巨摩郡増富村役所．

　　作成：増富村役所．明治17・7．（1884）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内容：碓井甚吾分以下．史料請求番号41M，54－15

375［各戸地価取調帳　宮本組］．

　　作成：［増富村役所1．明治17推定．（1884）。

　　1冊．35cm（横長半帳）．表紙・後表紙・前・後

　　欠，綴紐に結付文書1点．

　　内容1碓井甚吾分以下．史料請求番号41M，54－16

4・3・3．諸税・協議費

376山林原野証印税取調簿．

　　差出：戸長小尾彦左衛門（押印）。宛名：北巨

　　摩郡長千野林蔵．明治13・4・30．（1880）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．証印税納入者押印．

　　内容：藤原仁平分以下。　史料請求番号41M，32－1

377山林原野証印税帳　山梨県北巨摩郡之内増

　　富邨之内旧小尾村　明治十三年第四月日．

　　差出：戸長小尾彦左衛門（押印）．宛名：北巨

　　摩郡長千野林蔵．明治13・4・30．（1880）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．証印税納入者押印．
　　　　　くママラ
　　内容：高橋清厳分以下．　史料請求番号41M，32－2

378備荒儲蓄金収入簿　第壱号　明治十四年度

　　増富邨役所．

　　作成：［増富村役所］．明治14．（1881）．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．罫紙1無題榿色！0行

　　罫．

　後表紙の表示：戸長小林利左衛門．地小口表示：公

　儲金宮本・豊富迄．

　　内容：碓井甚吾分以下．　　史料請求番号41M，33

379地方税地租割・戸数割収入簿

　　治十四年度　増富邨役所．

第壱号　明
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　作成：［増富村役所］．明治14，（1881）．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．罫紙：無題榿色10行

　罫．

　後表紙の表示：戸長小林利左衛門．地小口表示：地

　方宮本ヨリトヨトミ．

　　内容：碓井甚吾分以下．　　史料請求番号41M，34

380諸税徴収簿　第弐号　明治十六年第七月日

　　明治十六年度　北巨摩郡増富村役所．

　　作成：［増富村役所］．明治16・7．（1883）．

　　！冊．26cm．四ッ目綴．罫紙：無題榿色13行罫．

　　後表紙の表示1戸長小林善五郎．

　　内容：小林茂平次分以下．　史料請求番号41M，35

381［明治十三年一月ヨリ六月迄協議費ほか］．

　　［増富村役所］．明治［13］．（1880）．

　　1綴（2冊）．34・5cm（横長半帳）．

　　合綴：1．明治十三年一月ヨリ六月迄協議費　北巨

　　摩郡増富村旧比志組分．作成：［増富村役所］．明

　　治13．（1880）．1冊．34cm（横長半帳）．

　　2．山野税九・十・十一・十二取立帳　明治十三年

　　五月日　北巨摩郡増富村宮本組．作成：［増富村役

　　所1．明治13・5．（1880）．1冊．35cm（横長半帳）．

　　後表紙なし．　　　　　　史料請求番号41M，57

382宮本組抜簿．

　作成：増富村事務所（推定）．明治11・7，（1878）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，56

4・3●4．土士也

†各戸反別収獲地価取調帳

383［各戸反別収獲地価取調帳］．

　　作成：［増富村地主総代ほか］．明治［］．書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．表紙・後表紙欠．前後欠．所持

　　者押印．

　　内容：碓井平兵衛分以下（旧比志村）．

　　フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41M，9－1

384［各戸反別収獲地価取調帳1御門．

　　作成：［増富村地主総代ほか］．明治［］．書

　　込み下限：明治19．

1冊．27cm．かぶせ綴．表紙欠．所持者押印．

内容：小尾幸彦分以下．　史料請求番号41M，9－2

385［各戸反別収獲地価取調帳］御門．

　　作成：［増富村地主総代ほか］．明治［　］．書

　　込み下限：明治18．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．表紙欠．所持者押印．

　　内容1正覚寺分以下．　　史料請求番号41M，9－3

386［各戸反別収獲地価取調帳］．

　　作成：増富邨地主総代小林文蔵［ほか伍長な

　　ど5名．押印］．明治11．（1878）．書込み下限：

　　明治18．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．表紙・後表紙欠．所持

　　者押印．

　　奥書に一筆限り帳より抜書，一戸毎二反別収獲

　　地価金総計相認とあり．

　　内容：小林清七分以下．　史料請求番号41M，9－4

387［各戸反別収獲地価取調帳］．

　　作成：増富邨地主総代小林治郎兵衛［ほか伍

　　長・副戸長4名．押印］．明治［　］．書込み下

　　限：明治19．

　　1冊．27・5cm．表紙・後欠．所持者押印・増富

　　村割印．

　　奥書に一筆限り帳より抜書云々とあり．

　　内容：藤原定右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，9－5

　　　　　†　　　　　　†
388地所一筆限各戸取調帳　第九伍組　明治十

年第七月日　山梨県第八区増富邨旧比志村．

作成：増富村地主総代小林治郎兵衛［ほか伍

長・副戸長4名．押印］．明治10・7．（1877）．書

込み下限：明治19．

1冊．26cm．かぶせ綴．綴目印．所持者押印．

奥書に一筆限り帳より抜書云々とあり，

内容：小林茂平治分以下．史料請求番号41M，9－6

389一筆限地価附簿　字向田　山梨県第八区巨

　　摩郡増富村旧比志村．

　　差出：増富村地主総代比志治左衛門［ほか伍

　　長・副戸長・戸長など6名．押印］．宛名：山梨

　　県令藤村紫朗．明治10・8．（1877）．



1冊．28cm．かぶせ綴．所持者押印．

その他の標題表示：第拾壱号，

地番：2161－2372番．　　史料講求番号41M，15－1

†一筆限反別地価取調帳（比志）

390［一筆限反別地価取調帳］十八番帳．

　　差出：増富村之内旧比志村地主総代丸山甚

　　左衛門［ほか伍長・副戸長・戸長など6名．押

　　印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10．（1877）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．表紙欠．所持者押印．

　　地番：3996－4458・4461番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，15－2

391一筆限反別地価取調帳　第拾九番　山梨県

　　第八区甲斐国巨摩郡増富村旧比志村．

　　差出：増富村之内旧比志村地主総代小林治

　　良兵衛［ほか伍長・担当副戸長・戸長など7名．

　　押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・7・

　　21，（1877）．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　その他の標題表示：字信行寺・下山．副，

　　地番：4459－4709番．　　史料請求番号41M，15－3

392一筆限反別地価取調帳　第二拾三番　山梨

　　県第八区甲斐国巨摩郡増富村旧比志村．

　　差出：増富村之内旧比志村地主総代小林治

　　郎兵衛［ほか伍長・担当副戸長・戸長など8名．

　　押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・7・

　　21．（1877）．

　　1冊．27cm。かぶせ綴．所持者押印．

　　その他の標題表示：副．

　　地番：5507番一5730番．　史料請求番号41M，15－4

393一筆限反別地価取調帳　第二拾五番　山梨

　　県第八区甲斐国巨摩郡増富村旧比志村．

　　差出：増富村之内旧比志村地主総代小林治

　　良兵衛［ほか伍長・担当副戸長・戸長など7名．

　　押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・7・

　　21．（1877）．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　その他の標題表示：副，

　　地番：5961－6212番．　　史料請求番号41M，15－5

4．山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M）389－398　　〔9！〕

　394一筆限反別地価取調帳　第二拾六番　山梨

　　　県第八区甲斐国巨摩郡増富村旧比志村．

　　　差出：増富村之内旧比志邨地主総代小林治

　　　良兵衛［ほか伍長・担当副戸長・戸長など7名．

押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治［　］．

1冊．26・5cm．かぶせ綴．…部破損。所持者押

印．

その他の標題表示：副．

地番：6213－6506番．

一部開披不可．　　　　史料請求番号41M，15－6

†一筆限反別収獲地価取調帳（小尾）

395［一筆限反別収獲地価取調帳］．

　　作成：［増富村之内旧小尾村地主総代ほか］．

　　明治［1．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．表紙欠．所持者押印．

　　地番：3804－4046番．　　史料請求番号41M，16－1

396地所一筆限取調帳　第十八番　第四千七百

　　五・四千九百七十九　第八区［増富村1旧小

　　尾［村］御門組．

　　作成：［増富村之内旧小尾村地主総代ほか］，

　　明治［］．

　　！冊．26・5cm．かぶせ綴．下部破損．所持者押

　　印．

　　地番：4705－4979番．

　　一部開披不可．　　　　史料請求番号41M，16－2

397壱筆限反別収獲地価調簿　第二十三番　第

　　五千九百四十・六千百十八　山梨県巨摩郡

　　増富村之内旧小尾村．

　　作成：［増富村之内旧小尾村地主総代ほか］．

　　明治［1．

　　1冊．27・5cm，かぶせ綴．一部破損．所持者押

　　印，

　　地番：5940－6118番．

　　一部開披注意，　　　　史料請求番号41M，16－3

398一筆限収獲地価取調帳　第三十一番　第七

　　千五百八十六番より七千七百七十二番迄

　　北巨摩郡旧小尾豊里耕地．

　　作成：［増富村之内旧小尾村地主総代ほか］．

　　明治12・1，
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1冊．27cm．かぶせ綴．所持者押印．
　　　　　　　く　　カラ
その他の標題表示：□□．

地番：7586－7772番．　　史料請求番号41M，16－4

399一筆限リ収獲反別地価取調帳　第三十四番

　　　第八千百十五番より八千五百五番迄　明

　　治十一年　山梨県第八区甲斐国巨摩郡増富

　　村之内旧小尾村黒森組．

　　作成：［増富村之内旧小尾村地主総代ほか］．

　　明？台11．（1878）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　地番：8115－8505番．　　史料請求番号41M，16－5

400［一筆限収獲反別地価取調帳1．

　　作成：増富村之内旧小尾村地主総代藤原紋

　　兵衛［ほか伍長・副戸長など4名．押印］．明

　　治［］，

　　1冊．27cm．かぶせ綴．表紙・後表紙欠．所持

　　者押印．

　　地番：8506－8872番．　　史料請求番号41M，16－6

　　　　　　†　　　　　　†

401小前名寄帳豊富組．
　　作成：増富村役所（推定）．明治［　］．書込み

　　下限：明治18．

　　1冊．27cm．表紙大部分欠．かぶせ綴．所持者

　　押印．

　　標題は裏表紙による．
　　　　　　　ママラ
　　内容：高橋清嚴分以下．　　史料請求番号41M，13

†伍組小拾帳

402一伍組小拾帳．

　　作成＝増富村役所（推定）．明治［　］．書込み

　　下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．後欠．所持者押印．

　　内容：碓井甚吾分以下．　史料請求番号41M，14－1

403二伍組田畑宅地小拾総計帳．

　　作成：増富村役所（推定）．明治［　］．書込み

　　下限：明治20．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．一部破損．所持者押

　　印．

　　内容：有井新八分以下，　史料請求番号41M，14－2

†地券一筆限リ小拾帳

404［地券一筆限リ小拾帳］．

　　［増富村役所］．明治12。（1879）．

　　1綴（20冊）．27・5cm．

合綴」．地券一筆限リ小拾帳　明治十二年一月日

　中島総平．作成：地券担当人有井幸八［ほか伍長

など8名．押印］．明治12・1．（1879）．書込み下限：

明治17，1冊．27cm．かぶせ綴．綴目印．内容：中島

総平分．

2．地券一筆限リ小拾帳　明治十二年一月廿日

有井久三朗．作成：地券担当人有井幸八［ほか地券

担当人・伍長など8名．押印］．明治12・L（1879），

書込み下限：明治18．！冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目

印．内容：有井久三郎分．

3．地券一筆限小拾帳　有井和兵衛．作成：地券担

当人中嶋五郎兵衛［ほか伍長など8名．押印コ．明

治12・1・20．（1879）．書込み下限：明治18．1冊．27・5

cm．かぶせ綴．内容：有井和兵衛分．

4．地券一筆限小拾帳　有井久左衛門．作成：地券

担当人中嶋総平［ほか伍長など8名．押印］．明治

12・1・20．（1879）、書込み下限：明治17．1冊．27・5

cm．かぶせ綴．一部破損．内容；有井久左衛門分，

5．地券一筆限小拾帳　有井源五郎．作成：地券担

当人中嶋伍郎兵衛［ほか伍長など8名．押印］．明

治12・1・21，（1879）．書込み下限：明治18．1冊．27

cm．かぶせ綴．一部破損．内容：有井源五郎分．

6．地券一筆限小拾帳　有井春吉．作成：地券担当

人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］．明治12・1・

20．（1879）．書込み下限：明治18．1冊，27cm．かぶ

せ綴．一部破損．内容：有井春吉分．

7．地券一筆限小拾帳　有井弥兵衛．作成：地券担

当人有井幸八［ほか伍長など8名．押印1，明治12・

1・21，（1879），書込み下限：明治18．1冊．26・5cm．

かぶせ綴．一部破損．内容：有井弥兵衛分．

8．地券一筆限小拾帳　有井九郎平．作成：地券担

当人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］．明治12・

1・21。（1879），書込み下限：明治18．1冊．26・5cm．

かぶせ綴．一部破損。内容：有井九郎平分．

9．地券一筆限小拾帳　有井国蔵．作成：地券担当

人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］．明治12・1・

21．（1879）．書込み下限：明治18．1冊．26cm．かぶ

せ綴．綴目印．内容1有井国蔵分．

10．地券一筆限小拾帳　有井民吉．作成：有井幸八

［ほか伍長など8名．押印］．明治12・1・21．（1879）．

書込み下限：明治18．1冊．27cm．かぶせ綴．綴目印．

内容：有井民吉分．

11．地券各戸小拾帳　山梨県第八区甲斐国巨摩

郡増富村内旧小尾村神戸耕地有井幸八．作成：地

券担当人有井正作［ほか伍長など8名．押印］．明



治12※20．（1879）．書込み下限1明治18．1冊．27・5

cm．かぶせ綴．その他の標題表示：第弐拾三伍組．

有井和蔵伍組．内容：有井幸八分．

12．地券一筆限小拾帳　明治十二年一月目　有

井金七．作成1地券担当人有井幸八［ほか伍長など

7名．押印1．明治［12・11．（1879）．書込み下限1明

治18．1冊．26・5cm．内容：有井金七分．

13．地券一筆限小拾簿　有井長八．作成1地券担当

人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］．明治口2・

1］．（1879）．書込み下限：明治18．1冊．26cm．かぶ

せ綴．内容：有井長兵衛分．

14．地券一筆限小拾簿　有井松広．作成：地券担当

人有井正作［ほか伍長など8名．押印］．明治［12・

1］．書込み下限1明治15．（1879）．1冊．26・5cm．か

ぶせ綴．内容：有井松広分．

15．地券一筆限小拾帳　有井金弥．作成：地券担当

人中嶋総平［ほか伍長など7名．押印］．明治12・1・

20．（1879），1冊．25・5cm．内容：有井金弥分，

16．地券一筆限リ小拾帳　明治十二年…月廿四

日　有井正作．作成：地券担当人有井幸八［ほか伍

長など8名．押印］．明治12・1・24。（1879），書込み

下限1明治18．1冊．27cm．かぶせ綴．綴目印．内容：

有井正作分．

17．地券一筆限小拾簿　有井喜左衛．作成：地券担

当人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］。明治12・

1・21，（1879），書込み下限：明治18．！冊．26・5cm．

かぶせ綴．綴目印，内容：有井喜左衛分．

18．地券一筆限小拾簿　明治十二年一月日　旧

小尾村有井泉．作成：地券担当人中嶋総平［ほか伍

長など8名．押印］．明治12・1・20．（1879）．書込み

下限1明治17．1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．内

容：有井泉分．

19．地券一筆限小拾簿　有井角右衛門．作成：地券

担当人中嶋五郎兵衛［ほか伍長など8名．押印］．

明治12・1・20．（1879）．書込み下限：明治18．1冊．

26・5cm。かぶせ綴．綴目印．内容：有井角右衛門分．

20．1地券一筆限小拾帳］　北巨摩郡増富村之内

旧小尾神戸組有井清八良拍．作成1地券担当人中

嶋総平［ほか伍長など8名．押印］．明治12・1・20．

（1879）．書込み下限：明治18．1冊．26cm．かぶせ綴．

表紙欠．内容：有井清八分．一部フケ．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，10－1

405地券一筆限リ小拾帳．

　　［増富村役所］．明治12。（1879）．

　　1綴．（12冊）．27・5cm．

　　合綴：1．［地券］一筆限リ小拾帳　明治十二年一月

　　日　中嶋幸兵衛．作成：地券担当人有井正作［ほか

　　伍長など8名．押印1．明治12・1．（1879）．1冊．
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27・5cm．かぶせ綴．…部破損．内容：中嶋幸兵衛分。

2．［地券］一筆限小拾帳　井富勘兵衛．作成：地券

担当人有井幸八［ほか伍長など8名．押印1．明治

［12・11．（1879）．1冊．27・5cm．かぶせ綴，内容：井

富勘兵衛分．

3．地券一筆限小拾帳　今井半平．作成：地券担当

人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］．明治12・1・

20．（1879）．書込み下限：明治13．1冊．27cm．かぶ

せ綴．綴目印，その他の表示：有井常蔵伍組．内容：

今井半平分．

4，地券一筆限小拾帳　有井善次郎．作成：地券担

当人中嶋五郎兵衛［ほか伍長など8名，押印］．明

治12・1・20．（1879）．書込み下限1明治17．1冊．26・5

cm．かぶせ綴．綴目印．内容：有井善次郎分．

5．地券一筆限小拾帳　井富兵蔵．作成1地券担当

人中嶋総平［ほか伍長など8名。押印］．明治12・1・

20．（1879）．書込み下限：明治18．1冊。27cm．かぶ

せ綴．内容：井富兵蔵分．

6、地券一筆限小拾帳　中嶋仙右衛門．作成：地券

担当人有井正作［ほか伍長など8名．押印］．明治

12・L書込み下限：明治17，1冊，27cm．かぶせ綴，

内容：中嶋仙右衛門分．

7．地券一筆限小拾帳　明治十一（二）年一月廿一

（二）日　中嶋伍郎兵衛．作成：地券担当人有井正

作［ほか伍長など8名．押印1．明治12・1・22。書込

み下限：明治17．1冊．26・5cm．かぶせ綴．内容：中

嶋伍郎兵衛分．

8．地券一筆限小拾帳　中野元七，作成：地券担当

人有井幸八［ほか伍長など8名．押印］。明治［！2・

1］．（1879）．1冊．27cm．かぶせ綴．綴目印．内容：中

野元七分．

9．地券一筆限小拾帳　明治拾壱（弐）年一月廿日

　有井弥平次．作成：地券担当人有井幸八［ほか伍

長8名．押印］．明治［i2・11．（1879）．1冊．27cm．

かぶせ綴．綴目印．内容：有井弥平次分．

10．地券一筆限小拾帳　有井又七．作成：地券担当

人有井幸八［ほか伍長など8名．押印1。明治12・1・

20．（1879）．書込み下限：明治18．1冊．26cm．かぶ

せ綴．綴目印．内容：有井又七分．

11．地券一筆限小拾帳　明治拾二年第一月廿日

　中嶋紋右衛門（押印）．作成：地券担当人有井幸

八［ほか伍長など8名，押印］．明治［12・1］．（1879）．

書込み下限1明治18．1冊．27cm．かぶせ綴．内容1

中嶋紋右衛門分．

12．地券一筆限リ小拾帳　明治十二年一月日

増富村内旧小尾村神戸組有井常蔵．作成：地券担

当人有井幸八［ほか伍長など8名］，明治［12・封．

（1879）．1冊．27cm．かぶせ綴．内容1有井常蔵分．

一部フケ．　　　　　　史料請求番号41M，10－2
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†地券小拾取調帳（安里）

406地券小拾取調帳　第壱号　山梨県巨摩郡之

　　内旧小尾村安里船地．

　　作成：増富村之内小尾村地主総代白倉伝右

　　衛門［ほか伍長総代など6名．押印］．明治

　　［　］．書込み下限1明治19．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．題籏剥離．所持者押印，

　　その他の標題表示：一筆限収獲反別地価取調簿

　　（この上に「地券小拾取調帳」と貼紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，11－1

407地券小拾取調簿　第弐号　山梨県巨摩郡之

　　内旧小尾村安里耕地．

　　作成：増富村之内小尾村地主総代大柴勘右

　　衛門［ほか伍長総代など6名．押印］．明治

　　［　］．書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，11－2

408地券小拾取調簿　第四号　山梨県巨摩郡之

　　内旧小尾村安里耕地．

　　作成：増富村之内小尾村地主総代白倉亀蔵

　　［ほか伍長総代など6名，押印］．明治［　］．

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，11－3

4・3・5．山林原野

†山林原野取調帳（比志）

409山林原野取調帳　第弐号

　　場　明治十一年第五月日

　　比志村．

　　作成：増富村事務所（推定）．

　　1冊．27・5cm．後表紙なし．

字反保・押堀・告

山梨県第八区旧

明治11・5．（1878）．

その他の標題表示：寄済．主標題のみ貼標題、

内容；清水弥源治分以下．史料請求番号41M，18－1

410山林原野取調帳　第四号　字吉栗・向田・芦

　　澤　明治十一年第五月日　山梨県第八区旧

　　比志村．

　　作成：増富村事務所（推定）．明治11・5．（1878）．

　　1冊．27・5cm．後表紙欠．

　　主標題のみ貼標題．

内容：植松茂左工門分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41M，18－2

†山林各戸名寄帳（比志）

411山林各戸名寄簿　明治十三年四月日　山梨

　　県北巨摩郡増富村之内旧比志豊富組．

　　作成：増富村役所（推定）．明治13・4．（1880）．

　　書込み下限：明治17，

　　1冊．27cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　内容：小林茂平治分以下．　史料請求番号41M，19

†小物成山林芝地竹林取調帳

412小物成山林芝地竹林取調帳　字□□平・横

　　打・西平・上河原　明治九年十月十八日　山

　　梨県第八区巨摩郡旧比志村．

　　差出：旧比志村伍長小沢江左衛門［ほか副戸

　　長2名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明

　　～台9・10・21．（1876）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴。後表紙欠．所持者押印．

　　主標題のみ貼標題．

　　内容1小林重右衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，20－1

413小物成山林芝地竹林取調帳　字□行寺・下

　　山・芳沢・向井・下草　明治九年十月十八日

　　山梨県第八区巨摩郡旧比志村．

　　差出：［旧比志村伍長ほか1．宛名：［　］．明

　　薯台9・10・18．（1876）．

　　1冊、26・5cm．かぶせ綴．所持者押印，

　　内容：小林茂兵衛分以下．史料請求番号41M，20－2

†山林原野地価取調帳（小尾）

414山林原野地価取調帳　第三号　北巨摩郡増

　　富村旧小尾村御門組．

　　差出：増富村地主惣代白倉新七［ほか戸長な

　　ど6名．押印］．宛名1山梨県令藤村紫朗．明

　　？台12・10．（1879）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　内容：有井忠左衛門分以下．史料請求番号41M，21

†山林各戸名寄帳（小尾）

415山林各戸名寄帳　山梨県北巨摩郡増富村内

　　元小尾神戸組．



作成：［増富村之内旧小尾村神戸組総代ほか1．

明治［］．

1冊．27・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

内容：中嶋総平分以下．　史料請求番号41M，倭7－1

416山林各戸名寄帳　明治十三歳庚辰二月廿日

　　　山梨県北巨摩郡増富村内旧小尾村黒森組．

　　作成：増富村之内旧小尾村黒森組地主総代

　　藤原喜左衛門［ほか伍長など4名．押印］．明

　　7台13・2・30．（1880）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　主標題のみ貼標題．

　　内容：藤原喜三郎分以下．史料請求番号41M，で7－2

417山林原野各戸名寄簿　増富村ノ内旧小尾村

　　安里組．

　　作成：増富村之内旧小尾村地主総代大柴重

　　平［ほか伍長など6名．押印］．明治12・12・25．

　　（1879）．

　　1冊．27cm。かぶせ綴．後表紙に文書の一部

　　貼付あり（1枚）．所持者押印．

　　内容：藤原仁平分以下．　史料請求番号41M，17－3

4・3・6．学事・学校経費

418［日向学校資本金之内借用之証綴］．

　　［増富村事務所］．明治9．（1876）．

　　1綴（5通）．27・5cm．表紙なし．

　　合綴は史料館によるものか．

　　合綴：1．借用証之証　差出：借主惣代小林茂右衛

　　門［ほか証人惣代1名．押印コ．宛名：学区取締丸茂

　　忠兵衛．奥書：増富村副戸長小林善五郎（押印）．

　　明治9・7・10．（1876）．1通．27・5cm．綴目印。借主

　　連印，文書番号：第66号．

　　2．借用証之証．差出1借方惣代日向藤右衛門［ほか

　　証人惣代1名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．

　　奥書：増富村副戸長小林善五郎（押印）．明治9・7・

　　10．（1876）．1通．27・5cm．借主連印．文書番号：第6

　　7号．

　　3．借用金之証．差出：借主惣代藤原善兵衛［ほか証

　　人惣代1名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．奥

　　書：増富村副戸長小林善五郎（押印）．明治9・7・10，

　　（1876）．1通．27・5cm．借主連印．文書番号：第68号．

　　4・借用金之証．差出1借主惣代藤原仙八［ほか証人

　　1名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．奥書：増富

　　村副戸長小林善五郎（押印），明治9．（！876）．1
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通．27・5cm．綴目印．借主連印．文書番号：第69号．

5．借用金之証．差出：借主惣代白倉多平［ほか証人

1名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．奥書：増富

村副戸長小林善五郎．明治9・7・10．（1876）．1通．

27・5cm．綴目印．借主連印。文書番号：第70号。

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，46

419［小尾学校差加資本金之内借用金之証綴］．

　　［増富村事務所］．明治9．（1876）．

　　1綴（12通・冊）．27・5cm．

　　編綴は史料館によるもの．

　　いずれも，明治13年取消しとあり．

　　合綴：1，借用金之証．差出：旧小尾村借主小林利右

　　衛門［ほか受人など5名．押印1．宛名：学区取締丸

　　茂忠兵衛．奥書：副戸長小林利左衛門（押印）．明

治9・4・1．（1876）．1通．27・5cm．借主連印．文書番

号：第77号．

2、借用金之証．差出：旧小尾村借主小林忠兵衛［ほ

か受人など3名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛

奥書：副戸長小林利左衛門（押印）．1通．27・5cm．

明治9・4・1．綴目印．文書番号1第80号。

3．備（借）用金之証．差出：中嶋幸兵衛［ほか受人な

ど16名．押印］。宛名：学区取締丸茂忠兵衛，奥書：

副戸長小林利左衛門（押印）．明治9・7・10．（1876）．

1通．27・5cm．綴目印．文書番号：第81号．

4．備（借）用金之証．差出：有井和蔵［ほか受人など

18名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．奥書；副

戸長小林利左衛門（押印．消）．明治［91．（1876）．

1通．27・5cm．綴目印．文書番号：第90号．

5・借用金之証．差出：旧小尾村借主藤原市兵衛［ほ

か受人など7名．押印］．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．

奥書：戸長代理副戸長小尾彦左衛門（押印．消）．

明治9・4・5．（1876）．1通．27・5cm，綴目印．文書番

号：第92号．

6、借用金之証．差出：借主小尾山曾翁［ほか受人伍長

など8名．押印］．宛名；学区取締丸茂忠兵衛．奥書：

戸長代理副戸長小尾彦左衛門（押印．消）．明治9・

4・5．（1876）．1通，27・5cm．綴目印．文書番号1第93

号．

7．借用金之証．差出：旧小尾村借主小尾善左衛門

［ほか受人など8名．押印］．差出：学区取締丸茂忠

兵衛．奥書：副戸長小尾彦左衛門（押印．消）．明治

9・4・1．（1876）．1通．26cm．綴目印．文書番号1第95

号．

8．借用金之証．差出：借受人藤原九平［ほか引受人

など8名．押印コ．宛名：学区取締丸茂忠兵衛．奥書：

副戸長藤原喜三郎（押印）．明治9・4．（1876）．1通．

27cm．罫紙：無題青色無行罫．文書番号：第96号．

9．差加資本金借用金之証　小尾学校・差出：借主：
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由井作之丈［ほか請人など11名．押印］．宛名：学区

取締丸茂忠兵衛。奥書：副戸長藤原喜三郎（押印）．

明治9・4．（1876）．1冊．27cm．綴目印．文書番号：97

号．

10．差加資本借用金之証　小尾学校．差出：借主藤

原権三郎［ほか請人など11名．押印コ．宛名：学区取

締丸茂忠兵衛．奥書：副戸長藤原喜三郎（押印．消）．

明治9・4．（1876）．1冊．27cm．綴目印．文書番号：第

99号．

11．差加資本金借用金之証　小尾学校．差出：借主

藤原甫右衛門［ほか請人など12名．押印］．宛名：学

区取締丸茂忠兵衛．奥書：副戸長藤原喜三郎（押印．

消）．明治9・4．（1876）．1通．27cm，綴目印．

12．差加資本金借用金之証　小尾学校．差出：借主

藤原喜三郎［ほか証人など13名．押印］．宛名：学区

取締丸茂忠兵衛．奥書：副戸長藤原喜三郎（押印．

消）．明治9・4．（1876）．1冊．28cm．綴目印，

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，47

420［売渡申畑証券ほか］．

　　［増富村役所］．明治12－13．（1879－80）．

　　1綴．27cm．

　　内容1売渡申畑証券・畑献納証券．比志学校宛2通．

　　第七拾四号．2通は糊付け．史料請求番号41M，48

421［日向学校資本金願］．

　　［増富村役所］．明治13－15．（1880－82）．

　　1綴（4冊）．26・5cm．

　　合綴11．小学校資本差加金御認可願　明治十五年

　　十月　北巨摩郡第二拾学区日向学校．差出：学務

　　委員小林善五郎［ほか戸長．押印］．宛名：北巨摩郡

　　長千野林蔵．明治15・10．（1882）．1冊．26・5cm．

かぶせ綴．願人連印．罫紙：無題榿色12行罫．

2．小学校資本金上願書　明治十三年十一月廿四

日　北巨摩郡増富村日向学校．差出：増富村学務

委員小林善五郎［ほか戸長など3名．押印］．宛名：

北巨摩郡長千野林蔵．明治！3・10．（1880）．1冊．

26・5cm．かぶせ綴．願人連印．罫紙：無題榿色12行

罫．

3，小学校資本金上願書　北巨摩郡増富村日向学

校明治十三年十一月廿四日．差出：増富村学務

委員小林善五郎［ほか戸長など4名．押印］．宛名：

北巨摩郡長千野林蔵．明治13・10．（1880）．1冊。

26・5cm．かぶせ綴。願人連印．罫紙：無題榿色12行

罫．

4．［校費収入支出取調届］．［増富村］．明治17．

（1884）．1綴．26・5cm．罫紙：無題榿色12行罫．

内容：日向・小尾・比志学校分．

　　　　　　　　　史料請求番号41M，49

422［就学不就学児童取調表］．

増富村役所（推定）．明治17推定．（1882）．

1綴（2枚）．32cm．山梨県乙第1号様式使用、

この2枚は断簡で，年代も別の可能性がある．

要綴．　　　　　　　　　史料請求番号41M，50

4・3・7．戸籍

423旅行届綴込　明治十年九月ヨリ十三年十二

　　月　第八区増富村事務所．

　　［増富村役所］．明治10－13．（1877－80）．

　　1冊、28cm．後欠・後表紙欠．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，42

4・4．増富村戸長役場文書

4・4・1．土地

†地券名寄帳

424地券名寄帳　北巨摩郡増富村豊里組．

　　作成：増富村戸長役場．明治［　］．書込み下

　　限：明治23．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　後表紙の表示1北巨摩郡増富村戸長役場．
　　　　　　ママラ　　内容：高橋清巌分以下．　史料請求番号41M，5－1

425地券名寄帳　北巨摩郡増富村豊富組．

　　作成：増富村戸長役場．明治［　］．書込み下

　　限：明治23．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴痕．地券名寄帳用紙

　　使用．

　　内容：豊里組村持分以下．史料請求番号41M，5－2

426地券名寄帳　乙号　明治十九年　北巨摩郡

　　増富村旧比志組．

　　作成：［増富村戸長役場］．明治19．（1886）．
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書込み下限：明治23．

1冊．27cm．四ツ目綴痕．地券名寄帳用紙使

用．

内表紙の表示：第四五伍組壱筆限仕訳部　第乙号

　増富村戸長役場．

内容：丸山甚左衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41M，5－3

427地券名寄帳　明治十九年一月　北巨摩郡増

　　富村安里組．

　　作成：［増富村戸長役場］．明治19・1．（1886）．

　　書込み下限：明治23．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使用．

　　内表紙の表示：改正名寄帳　第壱号　明治十八歳

　　安里組．

　　内容：藤原仁平分以下．　史料請求番号41M，5－4

428地券名寄帳　明治十九年一月　北巨摩郡増

　　富村御門組．

　　作成：増富村戸長役場．明治19・L（1886）．

　　書込み下限：明治23．

　　1冊．26・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　　後表紙の表示：増富村戸長役場．

　　内容：白倉団次良分以下．史料請求番号41M，5－5

429地券名寄帳　北巨摩郡増富村黒森組．

　　作成1［増富村戸長役場］．明治［　］．書込み

　　下限：明治23．

　　1冊．27cm．地券名寄帳用紙使用．

　　内表紙の表示：地券名寄帳．

　　内容：藤原信正分以下．　史料請求番号41M，5－6

430地券名寄簿　増富村神戸組．

　　作成：増富村戸長役場．明治［　］．書込み下

　　限：明治23．

　　1冊．28cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題標示：廿二号始．

　　内容：有井和蔵分以下．　　史料請求番号41M，6

　　　　　　†　　　　　　†

431地券台帳　七千六百六十三・八千百廿六

　　北巨摩郡増富村豊里組．

　　作成：増富村戸長役場．明治［　］．書込み下

　　限：明治2L

　　1冊．27cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用（増

富村戸長役場赤色13行罫紙を含む，但し紛

綴か）．

「名寄帳」を「台帳」に訂正．

地番：7663－8120番．　　　史料請求番号41M，8

4321各戸名寄帳1．

　　［増富村戸長役場］．

　　明治19．

明治［　］．書込み下限：

1綴（2冊）．27cm。

合綴：1．各戸名寄帳　第壱号　北巨摩郡増富黒森

給地．作成：［増富村］．明治［　1．書込み下限1明

治19．（1886），1冊．27cm．四ッ目綴．所持者押印．

後表紙の表示；役所．地小口表示：黒壱．内容：藤原

喜三郎分以下．

2．各戸名寄帳　第弐号　北巨摩郡増富黒森組．

作成：［増富村］．明治［1．書込み下限：明治19．

（1886），！冊．27cm．四ツ目綴．所持者押印．後表

紙の表示1役所・増富邨戸長役場．地小口表示1黒

二。内容：藤原久兵衛以下．史料請求番号41M，12

433［地券下渡簿ほか］．

　　増富村戸長役場．明治19－22．（1886－89）．

　　1綴．27cm．

　　合綴：1．地券下渡簿　明治二十年四月　北巨摩郡

　　増富村戸長役場，増富村．明治20－22．（1887－

　　89）．1冊．27cm．四ツ目綴．受取人押印．罫紙：増富

村戸長役場榿色13行罫．

2．地券証下与請取簿　明治十九年五月ヨリ起

増富村戸長役場．増富村戸長役場．明治19－22．

（1886－89）．1冊．27cm．一部破損。受取人押印．

2はフケ．開披不可．　　　史料請求番号41M，23

434地目変換取調上申　　　　　　　　明治十三年ヨリ　増富

村戸長役場．

増富村戸長役場．明治13－21．（1880－88）．

1冊．25・5cm．四ツ目綴．

内容：1，［地目変換一筆限取調帳］．明治13．（以下

旧小尾村分）．

2．地目変換一筆限取調帳　明治十四年．

3．地目変換一筆限取調帳　明治十四年七月ヨリ・〃

十五年六月迄．

4．地目変換一筆限取調帳　明治十六年九月日．

5．地目変換地価修正取調上申書　明治十七年十

月廿四日．

6．野取絵図帳．（明治17・10）．

7・開墾地年期明成功二付取調上申書　明治十七
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　　年三月日．

　　8．開墾地未起返二付継年期上申書　明治十七年

　　三月十九日。

　　9．開墾年期未起返二付継年期取調上申．（明治19・

　　5）．

　　10．開墾地年期未成功二付原地目二据置上申，

　　（明治19・5）．

　　11．地目変換地価修正取調上申書　明治十八年

　　十一月日．

12．野取絵図帳．（明治18・11）．

13．地目変換地価修正取調上申　明治十九年五

月日．

14．野取絵図帳．（明治19・4）．

15．開墾地明功レ成上申．

16．開墾年期明成功二付上申　明治十九年．

17．野取絵図帳．（明治19・5）．

18・地目変換地価修正取調上申書　明治十九年

七月廿六日．

19．野取絵図帳．（明治19・7・26）．

20．開墾地年期明成功二付上申書　明治二十年

八月十三日．

21、戸長役場敷地有租地へ御組込ノ義二付上申

書明治十九年九月十五日．（増富村）．

22．開墾地年期明成功二付上申　明治廿一年三

月日．

23．開墾地成功未不相成二付継年期取調上申

明治廿一年三月日．

24．地目変換一筆限取調帳　明治十二年ヨリ明

治廿年迄．（以下旧比志村分）．

25．地目変換一筆限取調帳　明治十三年十月・十

四年地税帳二加．

26．芝地一筆限取調簿　明治十四年二月．

27．地目変換一筆限取調帳　明治十四年九月．

28．地目変換一筆限取調帳．（明治15・9）．

29．地目変換一筆限取調帳　明治十六年九月日．

30．開墾地年期明成功二付取調上申書　明治十

七年三月十九日．

31．地目変換地価修正取調書　明治十七年十月

日．

32．野取絵図帳．（明治17・10）．

33．地目変換地価修正取調上申　明治十八年四
月，

34．野取絵図帳．（明治18・4），

35．地租改正以前荒地年期明起返二付取調上申．

（明治18・4）．

36．野取絵図帳．（明治18・4）．

37．地目変換地価修正取調上申書　明治十九年．

38．野取絵図帳．（明治19・5）．

39．開墾地年期明成功二付上申　明治十九年四
月．

40．野取絵図帳．（明治19・4）．

41．地目変換地価修正取調上申書　明治十九年

七月廿六日．

42．野取絵図帳．（明治19・7）．

43．地目変換地価修正取調上申書　明治廿年四

月日．

44．野取絵図帳　明治廿年四月日．

　　　　　　　　　　史料請求番号4肇M，24

4・4・2．地価金

435［地価金差抜帳ほか］，

　　増富村戸長役場．明治17－18．（1884－85）．

　　1綴（3冊）．35cm（横長半帳），

　　合綴：1．地価金差祓（抜）帳　明治十七年七月日

　　増富村戸長小林善五郎．作成1増富村戸長小林善

　　五郎．明治17・7．（1884）．書込み下限：明治18．！

　　冊．35cm（横長半帳）．下げニッ目綴．内容：小林茂

　　平治分以下．

　　2．十八年度地価金差抜記簿　明治十八年七月日

　　　増富村戸長役場．作成：増富村戸長役場．明治

　　18・7．（1884）．1冊．28cm（横長半帳）．

　　3．地価金差抜損地記載帳　第弐号附　明治十七

　　年七月廿日。作成：［増富村戸長役場］．明治17・7・

　　20．（1884）．1冊，27・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，55

4・4・3．山林原野

436山林原野取調簿　増富村戸長役場．

　　作成：増富村戸長役場．明治［　］．書込み下

　　限：明治18．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　後表紙の表示：山梨県北巨摩郡増富邨旧小尾御門

　　耕地．

　　内容；小尾幸彦分以下．　史料請求番号41M，22

437官有地立木御払下ケ帳引渡簿　明治廿一年

　　四月廿日』増富村旧比志．

　　差出：旧比志元山林掛り有井庄兵衛（押印）．

　　宛名：［旧比志］村山林掛り有井五兵衛［ほか

　　1名］．明治21・4・20．（1888）．

　　1冊．29・5cm（横長半帳），

　　その他の標題表示：二拾ニノ内八号．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，58－1

4・4・4．水害・荒地起返

438小尾・比志水害荒地起返取調上申　自明治



十二年至全二十二年　増富村戸長役場．

増富村戸長役場．明治12－22．（1879－89）．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．一部破損．

内容：1．損地三ケ年期起返帳．（以下旧比志村）．

2，荒地年期明起返取調帳　明治十六年四月日．

3．荒地年期明起返二付上申書　明治十八年四月．

4．荒地年期明起返二付上申　明治十九年五月．

5．野取絵図帳．（明治19・6・16），

6．荒地年期明地目変換起返二付取調上申　明治

十九年．

7．野取絵図帳．（明治19・5）。

8．地租改正以前二係ル荒地年期明処地目変換二

付取調上申　明治十八年三月．

9．荒地年期明地目変換取調上申　明治廿年四月．

10．荒地年期明起返二付上申　明治十九年四月
日，

11．野取絵図帳．（明治20・4）．

12．荒地年期明起返上申　明治廿一年三月日

13．荒地年期明起返上申　明治廿一年三月日．

14．野取絵図帳．

15．水害荒地年期明起地目変換起返二付取調上
申．（明治22・3・5）．

16．荒地年期明起返上申．

17．荒地年期明起返取調上申，（明治11・8〉．

18．損地三ケ年期起返帳．（以下旧小尾村分）．

19．荒地年期明起返取調帳　明治十六年四月日．

20．明治九年損地年期明起返取調帳　明治十六

年四月日．

21．荒地年期明起返二付上申書　明治十八年三

月日．

22，荒地年期明起返二付上申書　明治十九年四

月日．

23．野取絵図帳．（明治19・6・12）．

24．荒地年期明地目変換起返二付上申書　明治

十九年四月日。

25．野取絵図帳．

26．荒地年期明起返二付上申　明治二十年四月
日．

27．荒地年期明地目変換二付取調上申　明治二

十年四月．

28．野取絵図帳．

29・水害荒地起返上申　明治廿一年三月．

30、野取絵図帳．（明治21・3）．

31．荒地年期明未起返二付継年期取調上申　明

治廿一年三月日．

32．水害荒地年期明起返二付上申．

33．野取帳．

34．開墾地年期明成功上申　明治廿二年三月．一

部フケ．開披注意．　　　史料請求番号41M，25

4．山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M）　　　　　　　　　　　　　　438－442　〔99〕

439畦畔除却地有租地組込上申　北巨摩郡増富

　　村．

　　差出：増富村地主総代人有井五兵衛［ほか戸

　　長など41名．押印］．宛名：山梨県知事山崎道

　　胤．明治21・5・18．（1888）．

　　1冊．27・5cm．地主押印．

　　内表紙：副．第壱番．比志組などとあり．表紙に貼

　　紙痕あり．

　　内容：比志伊十郎分以下．　史料請求番号41M，27

440損地二関スル書類綴　損地起返□継年期・

　　開墾地成功継年期綴［　］増富村役場、

　　増富村戸長役場．明治15－22．（1882－89）．

　　1冊．26・5cm．表紙一部破損．

　　内容：1．水害損地取調帳　明治十五年十一月三日，

　　（旧小尾村）．

　　2．水害損地取調帳　明治十五年十一月三日．（旧

　　比志村）．

　　3．水害損地継年季取調帳　明治十六年四月日．

　　（旧比志村），

　　4．荒地未起返二付継年期取調帳　明治十六年四

　　月日．（旧小尾村）．

　　5．荒地年期明未起返二付継年期取調上申　明治

　　十九年五月日．（旧比志村）．

　　6．水害損地取調上申　明治十八年八月日．（旧比

　　志村）．

　　7．水害損地取調上申　明治十八年月，（旧比志村）．

　　8，水害損地取調書　明治十七年．（旧小尾村）．

　　9．荒地年期明未起返二付継年期取調上申　明治

　　十九年．（旧小尾村）．

　　10．荒地年期未起返二付継年期取調上申　明治

　　廿二年三月．　　　　　　史料請求番号41M，28

4・4・5．地所証明

441地所質入・書入公証取消願　自明治十八年

　　至全十九年　増富村戸長役場．

　　増富村戸長役場．明治18－19．（1885－86）．

　　1冊．24・5cm．四ッ目綴．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，30－1

442地所書入公証願綴込　明治十八年一月日

　　増富邨戸長役場．

　　増富村戸長役場．明治19．（1886）．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．一部破損．

　　上部フケによる破損．　史料請求番号41M，30－2



〔100〕　4．山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M）443－454

443地所書入公証願綴　明治二十年一月ヨリ起

　　増富村戸長役場．

　増富村戸長役場．明治20．（1887）．

　1冊．25・5cm．四ッ目綴．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，30－3

444地所証明願　明治廿弐年第一月ヨ［リ］　増

　富村戸長役場．

　増富村戸長役場．明治22．（1889）。

　1冊．25cm．四ツ目綴，一部破損．

　　フケ．一部開披不可．　史料請求番号41M，30－4

445地券書換願綴　売買　明治廿年一月起　増

　富村戸長役場．

　増富村戸長役場．明治20．（1887）．

　1冊．25cm．　　　　　史料請求番号41M，31

4・4・6．租税・村費

446地租・地方税収納之帳　第二号　明治十八

　年度　増富村戸長役場．

　作成：増富村戸長役場．明治18．（1885）．

　1冊．26cm．四ッ目綴．　史料請求番号41M，36

447地租・地方税・村費・営業第壱期収入日記

　明治十八年八月日　増富村戸長役場ニテ丸

　山甚左衛門．

　作成：丸山甚左衛門．明治18・8．（1885）．

　1冊．26cm。　　　　史料請求番号41M，37－1

448地方税・地租・戸数割収納日［記］明治廿一

　年度　北巨摩郡増富村戸長［　］．

　作成：増富村戸長役場．明治21．（1888）．

　1冊．27cm．表紙一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，37－2

449出納日記艸稿　明治廿一年度　増富村戸長

　役場□□主任．

　作成：□主任．明治21．（1888）．書込み下限：

　明治23．

　1冊．26・5cm．罫紙：増富村戸長役場赤色13

　行罫．　　　　　　　　史料請求番号41M，38

450明治十九年売揚・収入・質取金高届書　明治

　二十年二月九日調　増富村戸長役場．

　増富村戸長役場．明治20．（1887）．

　1冊．26cm．四ツ目綴．半分破損．

　　フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41M，39－1

451明治廿年度売揚・収入・質取金高届書　明治

　廿年七月十九日調　北巨摩郡増富村戸長役

　場．
　増富村戸長役場．明治20。（1887）．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．同届出用紙など使

　用．　　　　　　　史料請求番号41M，39－2

4・4・7．徴兵

452拾六年徴兵国民軍届相　明治十五年九月廿

　　日　増富村戸長役場．

　増富村戸長役場，明治9－19．（1876－86）．

　　1冊．27・5cm．

　　内表紙の表示：十六年改メ．史料請求番号41M，40

4・5．増富村役場文書

4・5・1．土地

†地券名寄帳

453地券名寄帳　豊里組．

　作成：［増富村役場］．明治［］．書込み下限：

　明治32．

　1冊．27cm．四ツ目綴．増富村地所台帳用紙

　使用．

　内容：藤原竹太郎分以下．史料請求番号41M，4－1

454地券名寄帳　御門組．

　作成：［増富村役場］．明治［　］．書込み下限：

　明治32．

　1冊．27cm．四ッ目綴．増富村地所台帳用紙

　使用．

　内容：小尾幸彦分以下．　史料請求番号41M，4－2



455地［券］名寄帳　宮本組．

　　作成：［増富村役場］．明治［　］．書込み下限：
　　　しママラ
　　明治37．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．増富村地所台帳用紙

　　使用．

　　内容：丸山善吉分以下．　史料請求番号41M，4－3

456地券名寄帳　安里組．

　　作成：［増富村役場］．明治［　］．書込み下限：

　　明治32．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．増富村地所台帳用紙

　　使用．

　　内容：藤原虎次郎分以下．史料請求番号41M，4－4

457地券名寄帳　豊富組．

　　作成：［増富村役場］．明治［　］．書込み下限：

　　明治32．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．増富村地所台帳用紙

　　使用．

　　内容1小林茂平治分以下．史料請求番号41M，4－5

458地券名寄帳　塩川組．

　　作成：［増富村役場］．明治［　］，書込み下限：

　　明治32．

　　1冊．27cm．四ッ目綴．増富村地所台帳用紙

　　使用．

　　内容：小林吉五良分以下．史料請求番号41M，4－6

459地券名寄帳　他村持．

　　作成：［増富村役場］．明治［　］．書込み下限：

　　明治32．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．増富村地所台帳用紙

　　使用．

　　内容：坂本八兵衛分以下．

　　フケ，開披不可．　　　　史料請求番号41M，4－7

460地券名寄帳　明治廿八年新製　増富村役場．

　　作成：増富村役場．明治28．（1895）．書込み

　　下限二明治36．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．増富村土地台帳用

　紙など使用．

　　地小口標示：神戸組．

　　内容：有井八左衛門分以下．史料請求番号41M，7

4，山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M）455－465　〔101〕

　4・5・2．山林

　461官林立木御払下関係書類目録帳　明治廿二

　　　年十月日　北巨摩郡増富村比志組山林掛り．

　　　作成：増富村比志組山林掛．明治23．（1890）．

　　　！冊．35cm（横長半帳）．

　　　その他の標題表示：拾二冊ノ内九号．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，58－2

　462山林保護二関スル入費記簿　明治廿二年第

　　　八月ヨリ　山林掛．

　　　作成：増富村比志組山林掛．明治22・8．（1889）．

　　　書込み下限：明治23．

　　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　その他の標題表示：拾二冊ノ内拾壱号．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号旧M，59

　463明治廿弐年度山林保護並二取締費徴収簿

　　　明治廿三年第三月日　増富村比志山林掛丸

　　　山熊平．

　　　作成：増富村比志組山林掛丸山熊平．明治

　　　23・3．（1890）．

　　　1冊．34・5cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　　　その他の標題表示：拾二冊ノ内拾二号．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，60

　464明治廿弐年度山林保護並二取締費支携帳

　　　明治廿三年第三月日　増富村比志山林掛丸

　　　山熊平．

　　　作成：増富村比志組山林掛丸山熊平．明治

　　　23・3．（1890）．

　　　1冊．35cm（横長半帳）、下げニツ目綴．

　　　その他の標題表示：拾二冊ノ内十号．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41M，61

　4・5・3、荒地

　465損地一筆限収獲地価附簿　九年・十五年・十

　　　八年水害原簿　仮□年期　山梨県第八区巨

　　　摩郡増富村内旧比志村．

　　　増富村役場．明治10－22，（1877－89）．

　　　1冊．26・5cm．

　　　内容：1．［損地一筆限収獲地価付簿コ．（明治9分）．

　　　2．明治十七年民有地現在調．

　　　3．明治廿二年異動地地価修正一筆限取調帳．（比

　　　志組）．
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4．荒地原地価一筆限取調帳．（小尾組）．

5．明治廿二年異動地々価修正取調帳．（小尾組）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，29

466明治参拾壱年荒地免租年期一筆限取調帳

　　　北巨摩郡増富村小尾地内安里組．

　　作成：［増富村役場］．明治31推定．（1898）．

　　書込み下限：明治31．

　　1冊．27cm．後表紙なし．地主押印．

　　その他の標題表示：拍．

　　内容：大柴岩五郎分以下．　史料請求番号41M，26

4・5・4．地所証明

467［比志組相帳ほか］．

　　［増富村役場］．明治31頃推定．（1898）．

　　1綴（3冊），20cm（横美半帳）．下げ一ツ目綴，

　　内容：買得・相続・質取など．

　　合綴11，比志組拍帳　突合．作成：［増富村役場］．

　　明治31頃．（1898）．1冊．20cm（横美半帳）．

　　2．小尾突合帳拍　作成：［増富村役場］．明治31頃．

　　（1898）．1冊．20cm（横美半帳）．

　　3．［比志・小尾組拍帳］．作成：［増富村役場］．明治

　　31頃（推定）．（1898）．1冊．20cm（横美半帳）．表紙・

　　後表紙なし．　　　　　　史料請求番号41M，63

4・5・5．学事

468学事書類　明治廿四年ヨリ廿七年二至ル

　　増富村役場．

　　増富村役場．明治21－27．（1888－94）．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．　史料請求番号41M，41

4・5・6．衛生

469［字樋口予防日誌録ほか］．

　　増富村役場．明治30．（1897）．

　　1綴（4冊），36cm（横長半帳）．

　　合綴：1．字樋口予防日誌録　明治参拾年八月十八

　　日ヨリ．差出：衛生組合長丸山郡治郎［ほか8名．押

　　印］．宛名：増富村長有井幸八。明治30・8・18．（1897）．

　　1冊．32cm（横長半帳）．後表紙なし．綴目印．

　　2．鳥居坂衛生予防人足日誌録　明治三拾稔八月

　　拾八日．差出：宮本組衛生組合長有井嘉吉［ほか8

　　名．押印］．宛名：増富村々長有井幸八．明治30・8・

　　18．（1897）．1冊．33cm（横長半帳）．綴目印．

　　3．赤痢病予防衛生組長出勤人足及通行人取調簿

　　　明治三拾年第八月廿日起　増富村樫山組流行

病予防所．差出：衛生組合長藤原仁三郎［ほか1名．

押印］．明治30・10・20．（1897）．1冊．35cm（横長

半帳）．

4．セキリ病二付組長人足出勤　北巨摩郡増富村

豊里・黒森両組　明治三十年第八月廿日ヨリ．作

成：［増富村役場］．明治30．（1897）．1冊．34・5cm．

　　　　　　　　　　史料請求番号41M，62


