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解　　題

　　　　　　　　　　　　　　　　　み　だ歴　史　本文書群の出所である飯野村は、御勅
い

使川扇状地の扇頂から扇央にかけて位置し在家

塚村の西にあり、近世では西郡筋に属していた。

現在の白根町の中央部南に位置し役場所在地が

ある。東部には1670年（寛文10）に開削された徳

島堰が南流している。この堰によって飯野新田

などが開かれた。当初は幕府領であったが、の

ち甲府藩（徳川家・柳沢家）、1724年（享保9）幕府

領（甲府・上飯田・市川代官所など）を経て、明治

維新を迎えた。始年は未詳であるが、近世後期

には飯野村名主の事務所を「飯野村会所」と呼称

していた（史料番号262－6「田畑質入裏書帳」1803

年（享和3）など）。『甲斐国志』によって19世紀初

頭（文化年間）の村況をみると、村高1662石余、

戸口302戸・1428人（男705・女723）、馬47、牛83

を数える。村内には中村組・東北組・西北組・宮

　　　　　　　　　　　　　　　わ　で畑組・福王寺組・郷地新居組・下飯野組・上手組の

各枝郷があった（『日本地名大辞典』）。　明治維

新後、飯野村は、1868（明治元）年に市川県、翌

1869年に甲府県、1871（明治4）年山梨県の管轄

となった。大小区制期には1872（明治5）年に巨

摩郡第二十四区、1876（明治9）年山梨県第十三

区に属し、1878年（明治11）の巨摩郡の分画では

中巨摩郡に属した。1875（明治8）年、源村が成

立した際には、飯野新田は分離し源村に属した。

この年の戸口は、267戸・1434人であった。当初

の戸長の事務所名称は未詳である。1875年（明

治8）の「飯野村事務所」、1878年（明治11）の「飯

野村役所」を経て、1884年（明治17）の「戸長役場」

の設置に際しては、源村との聯合戸長役場が組

織され、「源村飯野村戸長役場」と称し、役場所

在地を源村飯野新町組とした（本集の表記にあ

たっては、戸長役場名称を源村外一箇村戸長役

場に統一した）。しかし、市制町村制の施行に

際しこれを解消して、飯野村は単独の「村役場」

を組織した。戸長役場を共にした源村との関係

図を、本集の解題に掲げておいたので参照して

いただきたい（図4「自治体組織の変遷と文書の

引継想定図」その1）。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、飯野村は東西約18町・南北約9町で、地租改

正後（1875年（明治8））の地租は2533円97銭6厘、

反別は田89町8反5畝21歩・畑144町5畝10歩・宅地

17町1反12歩・竹薮1町7反12歩・林82町3反6畝21

歩・芝地2反1畝6歩・合計335町2反9畝12歩である。

　飯野村は、1951年（昭和26）に在家塚村と合併

して巨摩町となり、さらに1954年には巨摩町・

西野村・今諏訪村・百田村が合併して白根町となっ

た。その後、源村の一部の編入また合併を重ね

て現在に至っている。

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。これまで「山梨県中巨摩郡諸村

役場書類」（41L）の一部であったが、『史料総覧』

の編集に際し分割して、文書群記号を41L－4と

した。

　数量は、505点、書架延長は5mである。『史

料総覧』では、548冊となっているが、合綴され

た史料を1点と数えると563点となる。

史料の概要　この文書群は、1664年（寛文4）か

ら1905年（明治38）まで、書込み下限では1906年

（明治39）までのものである。飯野村は、上記の

通り、源村との聯合戸長役場が組織されていた

時期を除くと、近世以降、戦後の町村合併まで

単一の村政であった。このため近世の文書と近

代の文書が一体化して管理されていたものと思

われる。ただ文書の過半は近世のものであって、

近代になってからは1875－1876年（明治8－9）の

地租改正時に多くが集中している。本文書群で



は、その残存の状況から近世と近代の時期区分

を明治維新や戸長制の発足に置くよりも、地租

改正事務が進行し戸長の事務取扱所が「村事務

所」の名称となる1875年（明治8）に置くことが適

切と考えた。

　したがって目録編成の第1次項目は、近世と

近代初頭については、やや変則的ながら近世の

飯野村会所期と事務所期以前（飯野村での固有

の名称が確認できない）を一つにし、飯野村会

所・戸長（事務取扱所1）文書（5・1。375点）とした。

飯野村戸長（事務取扱所1）としたのは、この時

期に発生する地租改正関係文書を別にして飯野

村戸長（事務取扱所2）とし、飯野村事務所・村役

所期の文書と合わせたからである（5・2。103点）。

以下、1884年（明治17）以降の源村外一箇村戸長

役場文書（5・3。17点）、1889年（明治22）以降の

飯野村役場文書（5・4。10点）を第1次項目として

設定した。
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くは1800年代（文化年間）以降のものである

　近代になってからの史料は、土地、貢租、夫

役に集中している。このうち聯合戸長役場時代

の文書は乏しく、市制町村制施行以降はさらに

少ない。第2次項目として設定したのは、5・2飯

野村戸長（事務取扱所2）・村事務所・村役所文書

では、地所一筆限取調・野見帳・地所調原書・地

券台帳・地所名寄帳および地券調などの土地、

山林名寄帳などの山林、村政、租税・村費の各

項目を置いた。5・3源村外一箇村戸長役場期で

は、一筆限名寄帳などの土地、山林名寄帳の山

林、地価金、地券書換、家屋台帳の家屋を、5・

4飯野村役場文書では、一筆限名寄帳、地所・地

価修正、下杁堰の日用水路妨害排除事件にかか

る訴訟を第2次項目とした。

関連史料 本集には、飯野村と聯合の戸長役場

　　　図9　飯野村役場管内要図

　5・1飯野村会所・戸長（事務

取扱所1）文書では、第2次項

目として、検地帳・田名寄帳

などの土地、流引方・荒地起

返、堰・堤敷引、質入・無尽、

年貢割付状・年貢勘定帳・夫高

取調帳・毛付帳および小物成

などを含む貢租、献金取立、

五人組帳・宗旨人別帳などの

人別、高尾山にかかる山論、

村中取締、連年の村入用夫銭

および貯穀取集・拝借・囲戻小

前帳などの夫喰拝借・貯穀、

御廻米諸掛帳などの廻米・継

立・人馬・往還、太神宮献納の

各項目を置いた。ここでは、

1664年（寛文4）の「御検地水帳」

などがあるが後年の写で、多
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が設置されたことのある7．「山梨県中巨摩郡源

村役場文書」がある。また、白根町役場には、

飯野町の同時代の役場文書の残存は無く、名主

「亀之助」家の文書が一部収集されている。

参考文献

・白根町誌編纂委員会『白根町誌』（本編）・資料編、

白根町役場、1968年。
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5・1．飯野村会所・戸長（事務取扱所1）文書

5・1・1、土地

†検地水帳

　1飯野村拾壱冊ノ内壱・弐番帳．

　　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　　1冊。29cm．題簸．四ツ目綴．色表紙．下札．写．

　　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　　内壱番　寛文四甲辰年七月廿七日．作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：嶋田甚右衛門［ほか2

　名．押印］．

　2．甲州西郡筋飯野村　拾壱冊之内弐番．作成1朝

　比奈八郎右衛門［ほか4名］。書写：山田次右衛門

　　［ほか2名．押印］．綴紐破損．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，183－1

2［飯野村参・四番帳］．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊．29cm．四ツ目綴．色表紙．下札．題簸欠．

　写．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内三番　寛文四甲辰年七月廿九日．作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2

　名．押印］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内四

　番寛文四甲辰年七月晦日．作成：朝比奈八郎右

　衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名．押

　印］．綴紐破損．　　　史料請求番号41L－4，183－2

3飯野村五・六番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）。

　1冊．29cm．題簸．四ツ目綴．色表紙．下札．写．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内五番　寛文四甲辰八月朔日．作成：朝比奈八郎

　右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名．

　押印1．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内六

　番寛文四甲辰年八月二日．作成：朝比奈八郎右

　衛門［ほか4名1．書写：嶋田甚右衛門［ほか2名．押

　印］．　　　　　　　史料請求番号41L－4，183－3

4［飯野村］七・八番［帳1．

　［飯野村］．［寛文41．（1664）．

　1冊．29cm．四ツ目綴．色表紙．下ネL題箕欠．

掛紙：甲第三号之内七・八番帳．写．

内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

内七番　寛文四甲辰年八月三日．作成：朝比奈八

郎右衛門［ほか4名］．書写：嶋田甚右工門［ほか2名．

押印］．

2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内八

番寛文四甲辰年八月四日．作成：朝比奈八郎右

衛門⊂ほか4名］．書写：嶋田甚右衛門［ほか2名．押

印］．綴紐破損．　　　史料請求番号41L－4，183－4

5［飯野村］九・拾番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊．29cm．題籏欠。四ツ目綴．色表紙．下札．

　題簸欠．写．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内九番　寛文四甲辰年八月五日．作成：朝比奈八

　郎右衛門［ほか4名］．書写：嶋田甚右衛門［ほか2名．

　押印1．

　2．甲州西郡筋飯野村新苅立留御検地水帳　拾壱

　冊之内拾番　寛文四年甲辰年八月六日．作成：朝

　比奈八郎右衛門［ほか4名］．書写1嶋田甚右衛門

　［ほか2名．押印］．綴紐破損．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，183－5

6飯野村拾壱冊ノ内拾壱番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊，29cm．題簸．四ツ目綴．色表紙，下札．

　内容：甲州西郡筋飯野村屋敷御検地水帳　拾壱冊

　之内拾壱番　寛文四甲辰年八月七日．作成：朝比

　奈八郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほ

　か2名．押印］．　　　史料請求番号41L－4，183－6

†本途帳

7本途壱・弐番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊．32cm．一部破損．

　史料番号183－1の再写．加筆あり．

　内容11．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内壱　寛文四甲辰年七月廿七日．作成：朝比奈八

　郎右衛門［ほか4名1．書写1山田次右衛門［ほか2名］。

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内弐

　番　寛文四甲辰年七月廿八日．作成：朝比奈八郎
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右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，184－1

8本途三・四番［帳］．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊，32cm．表紙一部破損．

　史料番号183－2の再写．加筆あり．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内三番　寛文四甲辰年七月廿九日．作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内四

　番　寛文四甲辰年七月晦日．作成：朝比奈八郎右

　衛門［ほか4名］．　　史料請求番号41L－4，184－2

9本途七・八番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊．32cm．

　史料番号183－4の再写．加筆あり．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内七番　寛文四甲辰年八月三日．作成：朝比奈八

　郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内八

　番　寛文四甲辰年八月四日．作成：朝比奈八郎右

　衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，184－3

10［本途九・拾番帳］．

　［飯野村］，［寛文4］．（1664）．

　1冊．32cm．表紙欠．一部破損．

　史料番号183－5の再写．加筆あり．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内九番　寛文四甲辰年八月五日．作成：朝比奈八

　郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内十

　番　寛文四甲辰年八月六日．作成：朝比奈八郎右

　衛門［ほか4名1，書写：山田次右衛門［ほか2名1，

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，184－4

11本途壱・弐番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）

　1冊．33cm．下札あり．

　史料番号183－1の再写．加筆あり．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内壱番　寛文四甲辰年七月廿七日．作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2

　名1．

2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内弐

番　寛文四甲辰年七月廿八日．作成：朝比奈八郎

右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，185－1

12本途三・四番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊．32・5cm．下札あり．

　史料番号183－2の再写．加筆あり．

　その他の標題表示：古帳江．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内三番　寛文四甲辰年七月廿九日，作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2

　名］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之内四

　番寛文四甲辰年七月晦日．作成：朝比奈八郎右

　衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，185－2

13本途五・六［番帳］．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）．

　1冊．32・5cm．下札あり．

　史料番号183－3の再写。加筆あり．

　内容：1．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊之

　内五・六番　寛文四甲辰八月朔日．作成：朝比奈八

　郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2名］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱之内六番

　　寛文四甲辰年八月二日．作成：朝比奈八郎右衛

　門［ほか4名］．　　　史料請求番号41L－4，185－3

14本途七・八［番帳］．

　［飯野村］．［寛文4］。（1664）．

　1冊．33cm。後表紙欠．下札あり．

　史料番号183－4の再写．加筆あり．

　内容：1．［甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊

　之内七番　寛文四甲辰年八月三日］．作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：山田次右衛門［ほか2

　名］．

　2．甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱之内八番

　　寛文四甲辰年八月四日．作成：朝比奈八郎右衛

　門［ほか4名］．　　　史料請求番号4璽L－4，185－4

15本途九・拾番帳．

　［飯野村］．［寛文4］．（1664）。

　1冊．32・5cm．下札．

　史料番号183－5の再写．加筆あり．
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　内容ヨ．［甲州西郡筋飯野村御検地水帳　拾壱冊

　之内九番　寛文四甲辰年八月五日1，作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：嶋田甚右衛門［ほか2

　名］．

　2．甲州西郡筋飯野村新苅立留御検地水帳　拾壱

　之内拾番　寛文四甲辰年八月六日．作成：朝比奈

　八郎右衛門［ほか4名］．書写：嶋田甚右衛門［ほか2

　名］．　　　　　　　史料請求番号41L－4，185－5

　　　　　†　　　　　　†

16酉畑田成帳　延宝九辛酉年八月十九日　前

　嶋佐次右衛門　案内［　　］衛門・仁兵衛・

　十郎左衛門・市郎右衛門．

　作成：前嶋佐次右衛門［ほか4名］．延宝9・8・

　19．（1681）．

　1冊．33cm．写．

　内表紙：甲州西郡筋飯野村徳嶋堰下畑成田御検地

　改帳．

　戸倉八郎兵衛ほか2名書写の再写．

　開披注意．　　　　　　史料請求番号41L－4，190

17辰新田　写四冊之内壱番．

　作成：今井源兵衛［ほか6名］．貞享5・4・21．

　（！688）．

　1冊．33・5cm．写．

　内表紙：甲州西郡筋飯野村徳嶋堰付新田御検地水

　帳　三冊之内壱番　今井源兵衛［以下略］．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，191

18亥椚改出．

　作成：坂本友右衛門［ほか4名］．享保4・12．

　（1719）．

　1冊．33cm．写．

　内表紙：亥之椚畑改出反別　享保五子年二月中旬

　写之　飯野村．　　　史料請求番号41L－4，192－1

19亥椚．

　作成：坂本友右衛門［ほか4名］．享保4・12．

　（1719）．

　1冊．32cm．写．　　史料請求番号41L－4，192－2

20未畑田成［写］飯野村．

　作成：野田勘兵衛［ほか6名．押印］．元禄16・

　9・29．（1703）．

　1冊．29・5cm．表紙一部破損．写．

内表紙1甲州西郡筋飯野村畑成田改帳　元禄十六

癸未年九月廿九日　野田勘兵衛・飯嶋八右衛門・

山下惣左衛門．

野田勘兵衛ほか書写力．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，193－1

21未改畑田成写．

　作成：野田勘兵衛［ほか6名．押印］．元禄16・

　9・29．（1703）．

　1冊．33cm．再写．

　内表紙：甲州西郡筋飯野村畑成田改帳　元禄十六

　癸未年九月廿九日　野田勘兵衛・飯嶋八郎右衛

　門・山下惣左衛門．　史料請求番号41L－4，193－2

22子改新田　享保十七子年．

　作成：［飯野村］．享保！7・12．（1732）．

　1冊．32cm，再写．

　内表紙なくも原題は，甲州巨摩郡飯野村新田御

　検地水帳．　　　　　　史料請求番号41L－4，194

23子改・申改新田　千四拾八番より来．

　［飯野村］．享保17一天明7．（1732－87）．

　1冊．32cm．写．

　内容：1．甲州巨摩郡飯野村子改新田御検地水帳

　享保十七子年　奥野忠兵衛・長坂孫七郎・遠藤又

　三郎．享保17・12．

　2．甲斐国巨摩郡飯野村中改新田検地帳　天明七

　未年．作成：御代官中井清太夫．天明7・8．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，195

24申新田．

　作成：御代官中村清太夫．天明7・8．（1787）．

　1冊．33・5cm．

　内表紙：甲斐国巨摩郡飯野村新田検地帳　天明七

　未年申改，　　　　　　史料請求番号41し一4，196

†本途新田名寄帳

25下飯野組［本途新田名寄帳1．

　　作成：［飯野村］．［文化5カ］．（1808）．書込

　　み下限：文政4。

　　1冊。32cm．表紙欠．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－1

26下飯野諸新田名寄帳　文化五辰年改．
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　　作成＝［飯野村］．文化5．（1808）．

　　1冊．32・5cm．表紙破損．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41し一4，186－2

27郷地本途名寄［帳］文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－3

28郷地諸新田名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－4

29新町本途名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32cm．後表紙破損．竹製見出し付き．

　一部フケ．　　　　　史料請求番号41L－4，186－5

30新町諸新田名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－6

31中村本途名寄帳　文化五辰年．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊，32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－7

32中村諸新田名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－8

33東北組［本途］名寄［帳］．

　作成：［飯野村1．［文化5カ］．（1808）．

　1冊．32・5cm．表紙なし．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－9

34東北組［新田名寄帳］．

　作成：［飯野村］．［文化5カ］．（1808）．

　1冊．32cm．表紙なし．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－10

35宮畑本途名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊、32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－11

36宮畑諸新田名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5。（1808）．

　1冊．32cm．竹製見出し付き。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－12

37福王本途名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊，32・5cm．竹製見出し付き。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－13

38福王諸新田名寄帳　文化．

　作成：［飯野村］．［文化5］．（1808）．

　1冊，32cm．竹製見出し付き。

　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，186－14

39西北組［本途名寄帳1．

　作成：［飯野村］．［文化5カ］．（1808）．

　1冊．32・5cm．表紙なし．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号4糺一4，186－15

40西北組諸新田名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－16

41上手諸新田［名寄帳］　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－17

42上手本途［名寄帳］　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－18

43入作本途名寄帳　文化五辰年改．

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　！冊．32・5cm．竹製見出し付き．
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44入作諸新田名寄帳　文化五辰年改、

　作成：［飯野村］．文化5．（1808）．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，186－20

45下飯野本途名寄帳　弘化二巳年改メ．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治！0．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－1

46下飯野新田名寄帳．

　作成1［飯野村］．［弘化2カ］．（1845），書込み

　下限：明治8．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－2

47郷地本途名寄帳．

　作成1［飯野村］．［弘化2カ］．（1845）．書込み

　下限：明治8．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－3

48郷地諸新田名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治8．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－4

49宮畑本途名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）。書込み下限：

　明治8．

　1冊．32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－5

50宮畑諸新田名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（！845）．書込み下限：

　明治8．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－6
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51福王本途名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2。（1845）．書込み下限：

　明治10．

　1冊．32・5cm。竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－7

52福王諸新田名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治4．

　！冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　下札：三括之内旧名寄帳．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－8

53東北本途名寄［帳］．

　作成：［飯野村］．［弘化2カ］．（1845）．書込み

　下限：明治10．

　1冊．32cm，表紙破損．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－9

54東北諸新田名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治8．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－10

55西北本途名寄帳　弘化二巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治10．

　1冊．32cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－11

56西北諸新田名寄帳　弘化弐巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治8．．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－12

57入作本途名寄帳　弘化二巳年改．

　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　明治9．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－13
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58入作諸新田名寄帳　弘化弐巳年改．

　　作成：［飯野村］．弘化2．（1845）．書込み下限：

　　明治9．

　　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，187－14

59飯野新田本途・名寄帳．

　作成：［飯野村］．［　　］．書込み下限：明

　治9．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　付箋に明治十年丑二月より云々の記事あり．

　その他の標題表示：飯野新田名寄．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，188

60新田名寄　飯野新田分．

　作成：［飯野村］．［　　　］．書込み下限：明

　治9．

　1冊．32・5cm．竹製見出し付き．

　付箋に明治十年二月より云々の記事あり．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，189

　　　　　　†　　　　　　　†

61名寄帳書替取極対談定書　天保十三寅年正

　月日　飯野村名主彦左衛門．

　作成：飯野村名主彦左衛門［ほか長百姓・百

　姓代など230名．押印］．天保13・1．（1842）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　内題：取極申対談定書之事．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，225

5・1・2．流し引方・荒地起返

62卯年畑御引方小前帳　天明五年巳腫月

　飯野村名主三右衛門、

　作成1飯野村名主三右衛門［ほか385名．押印］．

　天明5・12，（1785）．

　1冊．38・5cm（横長半帳）．綴紐に結び封．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，239

63［戌年畑迄御引方請印帳ほか］．

　［飯野村］．寛政2－3．（1790－91），

　1綴（2冊）．34・5cm（横長半帳）．

　合綴：1．戌年畑追御引方請印帳　寛政三年亥十一

　月　飯野村名主三右衛門．作成1飯野村名主三右

　衛門［ほか長百姓・小前254名．押印］．寛政3・11．

（1891）．1冊．35cm（横長半帳）．

2．戌年畑方御引方請印帳寛政二年十一月飯

野村名主三郎兵衛．作成1飯野村名主三郎兵衛［ほ

か長百姓・小前248名．押印］．寛政2・11．（1890）．

1冊．36・5cm．（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，240

64当子田方引米代銀割下帳　文化十三年子十

　一月　飯野村名主治右衛門．

　作成：［飯野村名主治右衛門］．文化13・11．

　（1816）．

　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，241

65田畑流高取調儀定書連印帳　弘化二巳二月

　吉例　飯野村源五右衛門．

　作成：飯野村名主源五右衛門［ほか227名．押

　印］．弘化2・2．（1845）．

　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，242

66子当引人別帳　文化十四年丑十一月　名主

　久米右衛門．

　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文化14・11．

　（1817）．

　1冊，　35cm（横長半帳），

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，243

67当子田畑流改帳　文政十一年十一月　飯野

　村名主長右衛門。

　作成：［飯野村名主長右衛門］．文化11・11．

　（1814）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，244

68前々荒地井去子田畑荒地小前帳　文政十二

　年丑七月　飯野村名主長右衛門．

　差出：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百

　姓代8名］．宛名：市川御役所．文政12・8．

　（1829）．1冊．33cm（横長半帳）．

　その他の標題表示：弘化四未田戻り出．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，245－1
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69前々荒地井去ル子田畑荒地小前長（帳）　天

　保四年巳四月　飯野村名主八十右衛門．

　差出：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　百姓代7名］．宛名：市川御役所．天保4・4．

　（1833）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，245－2

70本新田畑荒地取下取調小前帳　天保十四年

　卯九月　巨摩郡飯野村．

　差出：飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・百姓

　代8名．押印］．宛名：市川御役所．天保14・9．

　（1843），

　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，245－3

71本新畑方取下場取調小前帳　天保十四年卯

　九月　飯野村名主彦兵衛．

　差出：飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・百姓

　代8名．押印］．宛名：市川御役所御代官高山

　又蔵．天保14・9．（1843）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，245－4

72本新畑方取下取調小前帳　天保十四年卯九

　月　巨摩郡飯野村．

　差出：［　　］．［天保14・9］．（1843）．

　！冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．後表紙

　なし．名請人押印．史料請求番号41L－4，245－5

†起返取附小前帳

73本新田方流高之内起返取附小前帳　天保十

　四年卯十一月　飯野村名主太郎兵衛．

　作成：［飯野村名主太郎兵衛］．天保14・11．

　　（1843）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，246－1

74本新田方流高之内取米三分一起取附小前帳

　　名主太郎兵衛．

　　作成：［飯野村名主太郎兵衛］．［天保14］．

　　（1843）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　　69－81　〔115〕

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，246－2

†流起小前帳

75本新田方流起井畑起田戻帳　弘化二年巳十

　二月　飯野村名主友之丞．

　作成：［飯野村名主友之丞］．弘化2・12．（1845）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，247－1

76本新田方畑起小前取附帳　弘化二年巳三月

　　飯野村．
　作成：［飯野村名主友之丞］．弘化2・3．（1845）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，247－2

77本新田方畑起小前取附帳　弘化二年巳三月

　　飯野村．
　　作成：［飯野村名主友之丞］．弘化2・3．（1845）．

　　1冊，34・5cm（横長半帳）。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，247－3

78本新畑流起小前取附帳　弘化二年巳三月

　　飯野村、

　　作成1［飯野村名主友之丞］．弘化2・3．（1845）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，247－4

79本新田方起小前取附帳　弘化二年巳三月

　　飯野村．
　　作成：［飯野村名主友之丞］．弘化2・3．（1雛5）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，247－5

80本新田方流起返小前帳　弘化三丙午年五月

　　　飯野村．

　　作成：［飯野村名主］．弘化3・5．（1846）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　内表紙：同文．　　　史料請求番号41L－4，247－6

81本新畑方流起返小前帳　弘化三丙午年五月

　　　飯野村．

　　作成：［飯野村名主1。弘化3・5．（1846）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．
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　　内表紙：同文．　　　史料請求番号41L－4，247－7

82本新畑高起返小前取調下帳　弘化三午年二

　　月日　飯野村名主友之丞．

　　作成＝［飯野村名主友之丞］．弘化3・2．（1846）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，247－8

†田方流引方帳

83本新田方流引方帳文化七年午十一月飯
　　野村．

　　作成：［飯野村名主コ．文化7・11．（1810）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：当時用．文化七年［］月，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－1

84本新田方流引方帳　文政二年卯十月　飯野

　　村．

　作成：［飯野村名主］．文政2・10．（1819）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－2

85本新田方流引［方帳］　天保四年巳十月

　　［飯野村1．

　作成1［飯野村名主］．天保4・10．（1833）．

　1冊．35cm（横長半帳）．表紙破損．後表紙な

　　し．　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－3

86本新田方流引方取調小前帳　弘化三丙午年

　三月．

　作成：［飯野村名主］．弘化3・3．（1846）．

　1冊．33・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－4

87本新田方流引方帳弘化三丙午年五月飯
　野村．

　作成：［飯野村名主］．弘化3・5．（1846），

　1冊．34cm（横長半帳）。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－5

88［本新田方流引方帳］．

　作成：［飯野村名主］．［　　　］．

　1冊．33・5cm（横長半帳）．表表紙なし．一部

　　欠損．後欠力．　　史料請求番号41L－4，248－6

89［本新田方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　］．

　　1冊．36cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－7

90［本新田方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　］．

　　1冊，35cm（横長半帳）．表紙・後表紙欠．一部

　　破損．綴紐に結封．史料請求番号41L－4，248－8

91［本新田方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　］．

　　1冊．36・5cm（横長半帳）．表紙なし．前欠力．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－9

92［本新田方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　］．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－10

93［本新田方流引方帳］．

　　作成＝［飯野村名主］．［　　］．

　　1冊．35cm（横長半帳）．表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－11

94［本新田方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　］．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，248－12

†畑方流引方帳

95本新畑方［流引方帳］寛政元年酉十月．

　　作成：［飯野村名主］．寛政1・10．（1789）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．表紙破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－1

96本新畑方流引方帳　寛政七年卯十一月改之

　飯野村．

　作成：［飯野村名主］．寛政7・11．（1795）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－2



97本新畑方流引方帳　文化七年午十一月　飯

　野村．

　作成：［飯野村名主］．文化7・11．（1810）．

　1冊．35・5cm（横長半帳）．表紙破損．

　その他の標題表紙：当時用．文化戌年（押印）．流．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－3

98本新畑高流小前取調下帳　弘化三年午年三

　月日　飯野村名主友之丞．

　作成：［飯野村名主友之丞］．弘化3・3．（1846）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－4

99本新畑方流引方帳　持帳　弘化三丙午年五

　月　飯野村．

　作成：［飯野村名主］．弘化3・5。（1846）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　内表紙：「持帳」を除き同文，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－5

100［本新畑方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　］。

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－6

101［本新畑方流引方帳］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　］．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

　　後欠力．　　　　　史料請求番号41L－4，249－7

102［本新畑方流引方帳1．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　1，

　　1冊。34・5cm（横長半帳）．表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，249－8

†田方分引小前帳

103新町当巳田方分引小前帳　文政四年十一月

　　日　飯野村名主恒右衛門．

　　作成：［飯野村名主恒右衛門］．文政4・11．

　　（1821）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　ヒ　カラ
　　その他の標題表示：次計□済，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，250
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104入作当未田方分引小前帳　文政六年十一月

　　　飯野村名主八十右衛門．

　　作成：［飯野村名主八十右衛門］．文政6・1！．

　　（1823）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，251－1

105宮畑当未田方分引小前帳　文政六年十一月

　　　飯野村名主八十右衛門．

　　作成：［飯野村名主八十右衛門］．文政6・！1．

　　（1823）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　　カラ
　　その他の標題表示：当春□．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，25摩一2

106［中村当酉田方分引小前帳］．

　　［飯野村］．文政8．（1825）．

　　！綴（2冊）。32・5cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：取附済．

　　合綴：1．中村当酉分引小前帳　文政八年酉十一月

　　　飯野村名主粂右衛門，作成：［飯野村名主粂右衛

　　門］．文政8・11．（1825）．1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　内容：柳蔵ほか8名名請分．

　　2．中村当酉分引小前帳　文政八年十一月　飯野

　　村名主久米右衛門，作成：［飯野村名主久米右衛門］．

　　文政8・1L（1825）．1冊．32・5cm（横長半帳）．内容：

　　長右衛門名請分．　　史料請求番号41L－4，252－1

107西北当酉田分引小前帳　文政八年酉十一月

　　　飯野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文政8・11．

　　（1825）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－2

108東北酉田方分引小前帳　文政八年酉十一月

　　　飯野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］。文政8・11．

　　（1825）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－3

109宮畑当酉田方分引小前帳　文政八年酉十一

　　月　飯野村名主久米右衛門．
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　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文政8・11．

　　（1825）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：取附済．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－4

110郷地当酉田方分引帳　文政八年十一月　飯

　　野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文政8・11．

　　（1825），

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：取附済．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－5

111下飯野当酉田方分引小前帳　文政八年十一

　　月　飯野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］，文政8・1L

　　（1825）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－6

112福王当酉田方分引小前帳　文政八年酉十一

　　月　飯野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文政8・11．

　　（1825〉．

　　1冊．33cm（横長半帳）。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－7

113新町当酉田方分引小前帳　文政八年酉十一

　　月　飯野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文政8・11。

　　（1825）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－8

114入作当酉田方分引小前帳　文政八年十一月

　　　飯野村名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．文政8・11．

　　（1825）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，252－9

115畑流取調野見帳　弘化二年巳二月日　飯野

村名主源五右衛門．

作成：［飯野村名主源五右衛門］．弘化2・2．

（1845）．

1冊．36cm（横長半帳〉．後表紙なし。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，253

116田方虫附反別取調小前帳　明治三午年七月

　　　巨摩郡飯野村．

　　差出1飯野村名主常右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代7名．押印］．宛名：甲府御役所．明治3・7・

　　26。（1870）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．一部破損．所持者押

　　印．　　　　　　　　史料請求番号41L－4，254

117［寅田方流取附帳ほか］．

　　［飯野村］．天保13．（1842）．

　　1綴（2冊）．34cm（横長半帳）．

　　合綴：1．寅田方惣取米免揚取附帳　天保十三年十

　　一月　飯野村名主彦兵衛．作成：［飯野村名主彦兵

　　衛］．天保13・11．（1842）．1冊．34cm．（横長半帳）．

　　2．寅田方惣取米免揚取附帳　天保十三年十一月

　　　飯野村名主彦兵衛．作成：名主彦兵衛［ほか長百

　　姓・百姓代など29名．押印1　天保13・12．（1842）．

　　1冊．34cm．（横長半帳）．史料請求番号41L－4，255

118本新田方流起返取調小前帳　弘化三丙午年

　　三月．

　　作成：［飯野村］．［　　　　］．

　　1綴．33cm（横長半帳），後表紙なし．断簡のた

　　め，同一簿冊かどうかは未確定．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，300－1

119本新田畑方流引方帳　享和元年酉十月　巨

　　摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村］．享和1・10．（1801）．

　　1冊．33cm（横長半帳），後表紙なし．断簡の

　　ため，同一簿冊かどうかは未確定．

　　その他の標題表示：文化年中当時用．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，300－2

5・1・3．堰・堤敷引

†在家塚堰・福王寺堰堤敷引帳

120在家塚堰井福王寺［堰田畑堤敷引帳］　寛政

　　元年酉十月　飯［野村］名［　　　　　］．
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作成：飯野村名主［　　］．寛政1・10．（1789）．

1冊．34cm（横長半帳）．表紙一部破損．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，258－1

121在家塚堰井福王寺堰田畑堤敷引帳　寛政七

　　年卯十一月　飯野村名主両右衛門．

　　作成：［飯野村名主両右衛門］．寛政7・11．

　　（1795）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，258－2

122在家塚堰・福王寺堰田畑堤敷引帳　享和元

　　年酉十月　飯野村名主長右衛門．

　　作成：［飯野村名主長右衛門］．享和1・10．

　　（！801）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　その他の標題表示：文化年中．当時用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，258－3

123在家塚堰・福王寺堰田畑堰代堤引方帳　文

　　化七年午十一月　飯野村．

　　作成：［飯野村名主］．文化7．（1810）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：当時用．

史料請求番号41L－4，258－4

124在家塚堰・福王寺堰田畑堰代堤敷引方帳

　　文政二年卯十月　飯野村．

　　作成：［飯野村名主］．文政2．（18！9）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，258－5

125在家塚堰・福王寺堰田畑堰代堤敷引方帳

　　天保四年巳十月　飯野村．

　　作成：［飯野村名主］．天保4．（1833）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，258－6

126在家塚堰・福王寺堰田畑堰代堤敷引方帳

　　弘化三丙午年五月　飯野村．

　　作成：［飯野村名主］．弘化3．（1846）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：持帳．内表紙：「持帳」を除き同

文． 史料請求番号41L－4，258－7

5・1・4．質入・無尽

†質入・無尽裏書帳

127田畑質入井無尽裏書出シ帳　延享二歳丑之

　　十月　巨摩郡飯野村名主・長百姓．

　　飯野村．延享2一天明7．（1745－87）．

　　1冊．38cm（横長半帳）．後表紙なし．売主・証

　　人など押印．

　　その他の標題表示：裏表．前書に「向後無尽井二質

　　入シ田畑書入候而名主所江裏刻願出候ハ・（中

　　略）此帳二書留メ裏印仕相渡可申候」（延享2・10）

　　とある．　　　　　　史料請求番号41L－4，262－1

128［田畑質入井無尽裏書出シ帳］、

　　［飯野村］．寛政1－7．（1789－95）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．表紙なし．綴紐に結

　　び封．売主・証人など押印．寛政7年分は紛

　　入力．　　　　　史料請求番号41L－4，262－2

129［田畑質入井無尽裏書出シ帳］．

　　［飯野村］．寛政4－7．（1792－95）．

　　1冊．38cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし，売

　　主・証人など押印．史料請求番号41L－4，262－3

130［田畑質入井無尽裏書出シ帳］．

［飯野村］．寛政8－10．（1796－98）。

1冊．35・5cm（横長半帳）．表紙なし．一部破

損．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－4

131［田畑質入井無尽裏書出シ帳］．

［飯野村］．寛政11一享和3．（1799－1803）．

1冊．30・5cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

売主・証人など押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－5

132田畑質入裏書帳　　　　　　　　享和三年亥十一月　子・

丑・寅　飯野村会所．

飯野村．享和3一文化4．（1802－07）。

1冊．35cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－6
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133［田畑質入裏書帳］．

　　［飯野村］．文化9－11．（1812－14）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．売主・証人など押

　　印．　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－7

134［田畑質入裏書帳］子年より卯年迄用之．

　　［飯野村］．文化13一文政3．（1816－20）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．表紙なし．売主・証

　　人など押印．　　　史料請求番号41L－4，262－8

135田畑質入裏書控帳　文政三年辰八月・未迄

　　四年用之　飯野村名主両右衛門．

　　飯野村．文政3－5．（1820－22）．

　　1冊。34cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　表紙記事では文政十三年の「十」を消す．本文「文

　　政十三辰」とあるは「文政三辰」の誤記．未（文政6

　　年）の記事なし．　　史料請求番号41L－4，262－9

136田畑質入裏書控帳　文政四年巳十二月　飯

　　野村名主彦右衛門．

　　飯野村．文政4－5．（1821－22）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－10

137田畑質入裏書控帳　文政十年亥極月　飯野

　　村名主亀之助．

　　飯野村．文政10－12。（1827－29）。

　　1冊．34cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号4璽L－4，262－11

138田畑質入裏書相帳　文政十一年子十月・十

　　二も用ル丑十二月　飯野村名主長右衛門．

　　飯野村．文政11－13．（1828－30）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－12

139田畑質入裏書相帳　文政十三年寅八月　飯

　　野村名主弥五郎、

　　飯野村．文政13一天保1．（1830）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－13

140田畑質入裏書帳　天保三年辰九月　飯野村

名主八左衛門．

飯野村．天保2－3．（1831－32）．

1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．売主・証

人など押印．　　史料請求番号41L－4，262－14

141田畑質入裏書帳　天保四年巳八月　飯野村

　　名主治右衛門．

　　飯野村．天保4．（1833）．

　　1冊，34cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－15

142［田畑質入井無尽質裏書帳］．

　　［飯野村］．天保14－15．（1843－44）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．表紙欠．一

　　部破損．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，262－16

143田畑質入井無尽質裏書帳　　　　　　　　　　　　弘化二年巳十二

月　飯野村名主友之丞．

飯野村．弘化2－3．（1845－46）．

1冊．35cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－17

144田畑質入井無尽質裏書帳　　　　　　　　　　　　弘化三午年十一

月　飯野村名主彦右衛門．

飯野村．弘化3－4．（1846－47）．

！冊．34cm（横長半帳）．売主・証人など押印，

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－18

145田畑質入井無尽質裏書帳　　　　　　　　　　　　弘化四未年十一

月　飯野村名主宗之丞．

飯野村．弘化4一嘉永1．（1847－48）．

1冊．34cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－19

146田畑質［入井無尽質裏書帳］嘉永［元年］申

　　十一月．

　　［飯野村］．嘉永1－2．（1848－49）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．表紙など一部破損。

　　後欠．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－20

147田畑質入井無尽質裏書帳　嘉永二年酉二月



　　　飯野村名主両右衛門．

　　飯野村．嘉永2．（1849）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．売主・証人など押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，262－21

　　　　　　†　　　　　　　†

148［願地番附］．

　　作成：［飯野村］，明治［　　　］．

　　1綴．34cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

　　内容1西街道三千六百八十二飯野常之丈以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，296

5・1・5、貢租

149［仮免状写］．

　　作成：［飯野村］．明治7推定．（1874）．

　　1冊．32cm．表紙欠・前欠．

　　内容：安政6一明治7までの仮免状写．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，203

150酉割附　甲斐国巨摩郡飯野村．

　　差出：高木源六郎（押印）．宛名1［飯野村］名

　　主・長百姓・惣百姓．文久1・10．（1861）．

　　1冊．32cm．綴目印．

　　内題：酉御年貢可納割附之事．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，204

151巳御年貢割附．

　　差出：［甲府県］（押印）．宛名：［飯野村］名主・

　　長百姓・惣百姓．［明治2］．（1869）．

　　1冊．33・5cm．一部破損．綴目印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，205

152明治六年正租仮免状．

　　差出：山梨県（押印），宛名1［飯野村］．明治

　　［6］．（1873）．

　　1枚．33・5×16cm．

　　内容：飯野村大縄場分．史料請求番号41L－4，299

†諸勘定帳

153寅暮諸勘定帳　天明二年十一月　飯野村会

　　所．［飯野村］．天明2一寛政1．（1782－89）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：年々法立．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，219
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154戌年諸勘定帳　寛政二年十一月　巨摩郡飯

　　野村．

　　作成：飯野村名主三郎兵衛［ほか長百姓・百

　　姓代・与頭28名］．［寛政2・！1］．（1790）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－1

155亥年諸勘定帳　寛政三年十一月　飯野村名

　　主三右衛門．

　　作成：飯野村名主三右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・与頭28名．押印］，［寛政3・11］．（1791）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－2

156子年諸勘定帳　寛政四年十一月　飯野村名

　　主貞右衛門．

　　作成：飯野村名主貞右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など63名．押印］．寛政［4］・10．（1792）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－3

157丑年諸勘定帳　寛政五年十二月　飯野村名

　　主久米右衛門．

　　作成：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代15名．押印］．寛政5・12．（1793）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41し一4，220－4

158寅年諸勘定帳　寛政六年十一月　飯野村名

　　主長右衛門．

　　作成：飯野村名主長右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など29名．飯野新田を含む］．寛政6・11．

　　（1794）．

　　1冊。34cm（横長半帳），

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－5

159卯年諸勘定帳　　　　　　　寛政七年十一月　名主両右

衛門．

作成：飯野村名主両右衛門［ほか長百姓・百

姓代・飯野新田名主・同長百姓28名．押印］．

寛政7・11．（1795）．

1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－6
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160辰御年貢諸勘定帳　寛政八年十一月　飯野

　　村名主八十右衛門．

　　作成：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代23名．押印］．寛政8・1L（1796），

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－7

161巳年諸勘定帳　寛政九年十月　飯野村名主

　　弥五郎．

　　作成：飯野村名主弥五郎［ほか長百姓・中百

　　姓・百姓代・飯野新田名主など31名．押印］．

　　寛政9・10。（1797）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－8

162午年諸勘定帳　寛政十年十月　飯野村名主

　　恒右衛門．

　　作成：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・飯野新田名主など29名．押印］．寛政

　　10・10．（1798）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－9

163未年諸勘定帳　寛政十一年十一月　飯野村

　　名主治右衛門．

　　作成：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など31名．飯野新町を含む．押印］．寛

　　政11・11．（1799）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－10

164申年諸勘定帳　寛政十二年十一月　飯野村

　　名主久米右衛門．

　　作成：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代など31名．飯野新町を含む．押印］．

　　寛政12・10．（1800）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－11

165酉年諸勘定帳　享和元年十一月　飯野村名

　　主長右衛門．

　　作成：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代・組頭・飯野新田名主など31名］．享

160－171

　　和1・1L（1801）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－12

166子年諸勘定帳　文化元年十一月　飯野村名

　　主弥吾郎．

　　作成：飯野村名主弥五郎［ほか長百姓・百姓

　　代30名．飯野新田を含む］。文化1・11．（1804）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－13

167丑年諸勘定帳　文化二年十一月　飯野村名

　　主彦左衛門．

　　作成：飯野村名主彦左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代23名．押印］．文化2・11．（1805）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－14

168寅年諸勘定帳　文化三年十一月　飯野村名

　　主恒右衛門．

　　作成：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など74名．押印］．文化3・11．（1806）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－15

169卯年諸勘定帳　文化四年十一月　飯野村名

　　主治右衛門．

　　作成：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代31名．押印］．文化4・11．（1807）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－16

170辰年諸勘定帳　文化五年十一月　飯野村名

　　主久米右衛門．

　　作成：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代・飯野新田名主・同長百姓27名．押印］．

　　文化5・11．（1808）。

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－17

171巳年諸勘定帳　文化六年十一月　飯野村名

　　主亀之助．

　　作成：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓



　　代・飯野新田名主・同長百姓30名．押印］．文

　　化6・11．（1809）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－18

172午年諸勘定帳　文化七年十一月　飯野村名

　　主長右衛門、

　　作成：飯野村名主長右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・飯野新田名主・同長百姓31名．押印］．

　　文化7・11．（1810）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－19

173未年諸勘定帳　文化八年十一月　飯野村名

　　主両右衛門．

　　作成：飯野村名主両右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・飯野新田名主・同長百姓31名．押印］．

　　文化8・11，（1811）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－20

174申年諸勘定帳　文化九年十一月　飯野村名

　　主弥五郎．

　　作成：［飯野村名主弥五郎］．［文化9・11］．

　　（1812）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－21

175酉年諸勘定帳　文化十年閏十一月　飯野村

　　名主彦左衛門．

　　作成：［飯野村名主彦左衛門］．［文化10・閏

　　11］．（1813）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－22

176戌年諸勘定帳　文化十一年十一月　飯野村

　　名主常右衛門．

　　作成：［飯野村名主常右衛門1．［文化11・11］．

　　（1814）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－23
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177亥年諸勘定帳　文化十二年十一月　飯野村

　　名主八十右衛門．

　　作成：［飯野村名主八十右衛門］．［文化12・

　　11］．（1815）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－24

178子年諸勘定帳　文化十三年子十一月　飯野

　　村名主治右衛門．

　　作成：［飯野村名主治右衛門］．［文化13・11］，

　　（1816）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－25

179丑年諸勘定帳　文化十四年十一月　飯野村

　　名主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．［文化14・

　　11］．（1817）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－26

180寅年諸勘定帳　文政元年十一月　飯野村名

　　主亀之助、

　　作成：［飯野村名主亀之助］．［文政1・1！1．

　　（1818）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－27

181卯年諸勘定帳　文政二年十一月　飯野村名

　　主長右衛門．

　　作成：［飯野村名主長右衛門］．［文政2・11］．

　　（1819）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，220－28

182辰年諸勘定帳　文政三年十一月　飯野村名

　　主両右衛門．

　　作成：［飯野村名主両右衛門］．［文政3・ll］．

　　（1820）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－29

183巳年諸勘定帳　文政四年十二月　飯野村名
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　　主恒右衛門．

　　作成：［飯野村名主常右衛門］．［文政4・12］．

　　（1821）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－30

184午年諸勘定帳　文政五年十二月　飯野村名

　　主彦左衛門．

　　作成：［飯野村名主彦左衛門］．［文政5・12］．

　　（1822）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－31

185未年諸勘定帳　文政六年十一月　飯野村名

　　主八十右衛門．

　　作成：［飯野村名主八十右衛門］．［文政6・11］．

　　（1823）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳），

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－32

186申年諸勘定帳　文政七年十一月　飯野村名

　　主治右衛門．

　　作成：［飯野村名主治右衛門］．［文政7・11］．

　　（1824）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－33

187酉年諸勘定帳　文政八年十一月　飯野村名

　　主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．［文政8・11］．

　　（1825）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－34

188戌年諸勘定帳　文政九年十一月　飯野村名

　　主亀之助．

　　作成：［飯野村名主亀之助］．［文政9・11］．

　　（1826）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－35

189亥年諸勘定帳　文政十年十二月　飯野村名

　　主亀之助．

183－195

　　作成：［飯野村名主亀之助］．［文政10・12］．

　　（1827）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－36

190丑年諸勘定帳　文政十二年十二月　飯野村

　　名主恒右衛門．

　　作成：［飯野村名主恒右衛門］．［文政12・12］．

　　（1829）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－37

191卯年暮諸勘定帳　天保二年十一月　飯野村

　　名主定右衛門，

　　作成：飯野村名主定右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代16名］．［天保2］・11．（1831）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－38

192丑年諸勘［定帳］　［天保］十二年［十二］月

　　飯野村名主彦左衛門．

　　作成：飯野村名主彦左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など35名．押印］．天保12・12，（1841）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．表紙破損．綴目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－39

193寅年諸勘定帳　天保十三年十一月　飯野村

　　名主彦兵衛．

　　作成：飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・仮百

　　姓代など56名．押印］．［天保13・11］．（1842）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－40

194卯年諸勘定帳　天保十四年十一月　飯野村

　　名主吉郎兵衛．

　　作成：［飯野村名主吉郎兵衛］．［天保14・11］．

　　（1843）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－41

195申年諸勘定帳　嘉永元年十二月　飯野村名

　　主八十［右衛門］．

　　作成：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・
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百姓代など35名1．嘉永1・12（1848）．

1冊。34cm（横長半帳）。…部破損．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－42

槍6当酉諸勘定帳　嘉永二年十二月　飯野村名

　主両右衛門．

　作成1飯野村名主両右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・組頭53名．押印］．嘉永24L（1849）．

　　1冊，33・5cm（横長半帳）．綴目印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－43

四7亥年諸勘定帳　嘉永四年十一月　飯野村名

　主亀之助．

　作成：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓

　　代・組頭35名．押印］．嘉永4・11．（1851）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－44

栂8子年諸勘定帳　嘉永五年十一月　飯野村名

　　主長右衛門．

　作成1飯野村名主長右衛門［ほか長百姓・長

　　百姓見習・百姓代！8名．押印］．嘉永5・12・1．

　　（1852）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－45

199丑年諸勘定帳　嘉永六年十一月　飯野村名

　　主彦左衛門．

　作成：飯野村名主彦左衛門［ほか百姓代・長

　　百姓見習16名．押印］．［嘉永6・11］．（1853）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－46

200卯年諸勘定帳　安政二年十一月　飯野村名

　　主源五右衛門．

　　作成1飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

　　長百姓見習・百姓代18名．押印］．［安政2］・

　　11・30．（1855）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－47

201巳年諸勘定帳　安政四年十一月　飯野村名

　　主宗之丞．

作成：飯野村名主宗之丞［ほか長百姓・長百

姓見習・百姓代34名．押印1。安政442．（1857）。

1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－48

202午年諸勘定帳　安政五年十一一月　飯野村名

　　主八十右衛門．

　　作成：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代など46名．押印1．安政5・11・26。（！858）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－49

203未年諸勘定帳　安政六年十一月　飯野村名

　　主治右衛門．

　　作成：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・長

　　百姓見習・百姓代・組頭36名．押印］．安政6・

　　lL（1859）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－50

204申年諸勘定帳　万延元年申十一月　飯野村

　　名主亀之助．

　　作成：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・長百

　　姓見習・百姓代43名．押印］．万延1・11．（1860）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．綴目印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－51

205酉年諸勘定帳　文久元年酉十一月　飯野村

　　名主彦兵衛．

　　作成＝飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・長百

　　姓見習・百姓代など42名．押印］．文久！・12．

　　（！861），

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．綴紐に結び封．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－52

206［戌年諸勘定帳　文久二戌年十二月　飯野

　　村名主源五右衛門］．

　　作成：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

　　長百姓見習・百姓代・組頭84名．押印］，文久

　　2・12・5，（1862）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．前欠．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－53
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207辰年諸勘定帳　明治元年十一月　名主伝左

　　衛門．

　　作成1飯野村名主伝左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代15名．押印］．明治1・12．（1868），

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－54

208申年諸勘定帳　明治五申年十一月日　飯野

　　村名主飯野源五右衛門．

　　作成：元名主源五右衛門［ほか元長百姓・百

　　姓代・五人組27名．押印］．［明治5・11］。（1872）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－55

209［亥年諸勘定帳力］．

　　作成：［飯野村名主］．［　　　］．

　　1冊．32cm（横長半帳）．前欠．綴目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，220－56

　　　　　　†　　　　　　　†

210卯暮勘定寅年目録辰年改帳　天保三年辰十

　　二月　飯野村名主八十右衛門．

　　作成：［飯野村名主八十右衛門］．天保3・12．

　　（1832）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，226

211本新過高・落高取調帳　天保五午年二月

　　いの会所．

　　作成：［飯野村］．天保5・2．（1834）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，227

212新町御年貢勘定帳　安政四年巳十一月　飯

　　野村名主宗之丞．

　　作成：［飯野村名主宗之丞］．安政4・11．（185

　　7）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．綴紐に結び封．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，228

213去寅御年貢過不足差引帳　慶応三卯年九月

　　　飯野村名主太郎兵衛．

　　作成：［飯野村名主太郎兵衛］．慶応3・9．

　　（1867）．書込み下限：慶応3．

207－219

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，229

214畑方高反別〆出し帳　本途・新田畑成　寛

　　政十一年未八月　飯野村名主治右衛門．

　　作成：［飯野村名主治右衛門］．寛政11・8．

　　（1799）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，230

215正租未進井二夫銭不納書出　明治第八年五

　　月　飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・5．（1875）．

　　1冊．31cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，283

216甲戌貢三納受採帳　明治八年第四月　飯野

　　村．

　　飯野村．明治8．（1875）．

　　1冊．31・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，284

†田畑高取惣寄夫高取調帳

217田畑高取惣寄夫高取調帳　寛政七年卯十一

　　月　飯野村名主両右衛門．

　　作成：［飯野村名主両右衛門］．［寛政7・11］．

　　（1795）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－1

218田畑高取惣寄夫高取調帳　文化六年己巳十

　　一月　飯野村名主亀之助．

　　作成：［飯野村名主亀之助］．［文化6・11］．

　　（1809）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－2

219田畑高取惣寄井夫高取調帳　文政九年戌十

　　一月　飯野村名主亀之助．

　　作成：［飯野村名主亀之助］．［文政9・11］．

　　（1826）。

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－3



220田畑高取惣寄夫高取調帳　文政十一年子十

　　一月　飯野村名主長右衛門、

　　作成：［飯野村名主長右衛門］．［文政11・ll］．

　　（1828）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－4

221田畑高取惣寄夫高取調帳　文政十二年丑十

　　一月　飯野村名主恒右衛門．

　　作成1［飯野村名主恒右衛門］．［文政12・11］．

　　（1829）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－5

222田畑高取惣寄夫高取調帳　弘化二年乙巳十

　　二月　飯野村名主友之丞．

　　作成：［飯野村名主友之丞］．［弘化2・12］．

　　（1845）。

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41レ4，224－6

223田畑高取惣寄夫高取調帳　弘化三午年十一

　　月　飯野村名主彦右衛門．

　　作成：［飯野村名主彦右衛門］．［弘化3・11］．

　　（1846）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－7

224田畑高取惣寄夫高取調帳　弘化四丁未年十

　　二月　飯野村名主惣之丞．

　　作成：［飯野村名主惣之丞］，［弘化4・12］．

　　（1847）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，224－8

225田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永元年十二月

　　　飯野村名主八十右衛門．・

　　作成：［飯野村名主八十右衛門］．［嘉永1・12］．

　　（1848）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－9

226田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永二酉年十二
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　　月　飯野村名主両右衛門．

　　作成1［飯野村名主両右衛門1．嘉永2・12．

　　（1849）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224一璽0

227田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永三年戌十一

　　月　飯野村名主治右衛門．

　　作成：［飯野村名主治右衛門］．嘉永3・11．

　　（1850）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－11

228田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永四亥年十一

　　月　飯野村名主亀之助．

　　作成：［飯野村名主亀之助］．嘉永4・11．（1851）。

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－12

229田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永五子年十一

　　月　飯野村名主［長右］衛門．

　　作成：［飯野村名主長右衛門］．嘉永5・1L

　　（1852）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　フケ．綴紐切れ．　　史料請求番号41L－4，224－13

230田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永六丑年十7

　　月　飯野村名主彦左衛門．

　　作成：［飯野村名主彦左衛門］．嘉永6・11．

　　（1853）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－14

231田畑高取惣寄夫高取調帳　嘉永七寅年十一

　　月　飯野村名主彦兵衛．

　　作成；［飯野村名主彦兵衛］．嘉永7・11．（1854）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－15

232田畑高取惣寄夫高取調帳　安政三辰年十一

　　月　飯野村名主彦右衛門．

　　作成：［飯野村名主彦右衛門］。安政3・11．

　　（1856）．
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　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－16

233田畑高取惣寄夫高取調帳　安政四巳年十一

　　月　飯野村名主宗之丞．

　　作成：［飯野村名主宗之丞1．安政4・11．（1857）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－17

234田畑高取惣寄夫高取調帳　安政六未年十一

　　月　飯野村名主治右衛門．

　　作成：［飯野村名主治右衛門］．安政6・11．

　　（1858）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－18

235田畑高取惣寄夫高取調帳　万延元年申十一

　　月　飯野村名主亀之助．

　　作成：［飯野村名主亀之助］．万延1・11．（1860）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－19

236田畑高取惣寄夫高取調帳　文久元年酉十一

　　月　飯野村名主彦兵衛．

　　作成：［飯野村名主彦兵衛］．文久1・11．（1861）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－20

237田畑高取惣寄夫高取調帳　文久二年戌十一P

　　月　飯野村名主源五右衛門．

　　作成：［飯野村名主源五右衛門］．文久2・11．

　　（1862），

　　1冊．36・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－21

238田畑高取惣寄夫高取調帳　文久三亥年十一

　　月　飯野村名主源五右衛門．

　　作成：［飯野村名主源五右衛門］，文久3・11．

　　（1863）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－22

239田畑高取惣寄夫高取調帳　元治元子年十一

232・一245

　　月　飯野村名主亀之助．

　　作成1［飯野村名主亀之助］．元治1・11．（1864）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－23

240田畑高取惣寄夫高取調帳　慶応二年寅十一

　　月　飯野村名主治右衛門．

　　作成：［飯野村名主治右衛門］．慶応2・11．

　　（1866）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．右端破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－24

241田畑高取惣寄夫高取調帳　慶応三丁卯年四

　　月　飯野村名主太郎兵衛．

　　作成：［飯野村名主太郎兵衛］．慶応3・4．

　　（1867）1冊。35・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－25

242田畑高取惣［寄］夫高取調帳　慶応三卯年十

　　一月　飯野村名主太郎兵衛．

　　作成：［飯野村名主太郎兵衛］．慶応3・11．

　　（1867）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－26

243田畑高取惣寄夫高取調帳　明治元辰年十一

　　月　名主伝左衛門．

　　作成：［名主伝左衛門］．明治1・11．（1868）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－27

244田畑高取惣寄夫高取調帳　明治二巳年十二

　　月　名主幸右衛門．

　　作成：［名主幸右衛門］．明治2・12．（1869）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－28

245田畑高取惣寄夫高取調帳　明治五申年十一

　　月　飯野村名主飯野源五右衛門．

　　作成1［飯野村名主飯野源五右衛門］．明治5・

　　11，（1872）．

　　1冊．32cm（横長半帳）．表紙破損．綴紐切れ．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，224－29
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246田畑高取総計課出高取調帳　明治七甲戌年

　　第十二月　飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治7・12．（1874）．

　　1冊．31・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，224－30

247［田畑高取惣寄夫高取調帳］・

　　作成：［飯野村］，［　　　］．

　　1冊．36cm（横長半帳）．表紙記事欠。

　　　　　　　　　史料請求番号弔L－4，224－31

†田方内見合附帳

248当申見取田方内見合附帳　下帳　万延元年

　　九月　名主亀之輔．

　　差出：飯野村名主亀之輔［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代8名．押印］．宛名：市川御役所．

　　［万延1・9］，（1860）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

　　所持者押印．　　　史料請求番号4往一4，23H

249当酉見取田方内見合附帳　文久元酉年九月

　　名主彦兵衛．

　　差出1飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代8名・押印］．宛名：市川御役所．

　　［文久1・9］．（1861）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，231－2

250当戌見取田方内見合附帳　文久二戌年八月

　　飯野村名主源五右衛門．

　　差出：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

　　同見習・百姓代7名．押印］．宛名：市川御役所．

　　［文久2・8］．（1862）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．所持者

　　押印．　　　　　　史料請求番号41L－4，231－3

251当亥見取田方内見合附帳　下帳　文久三年

　　九月　名主源五右衛門．

　　差出：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

　　同見習・百姓代8名．押印］．宛名二市川御役所．

　　［文久3・9］．（1863）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．所

　　持者押印．　　　　史料請求番号41L－4，231－4

252当丑見取田方内見合附帳　名主亀之助．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代7名．押印］．宛名：市川御役所．慶

　　応1・8．（1865）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．所持者押印。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，231－5

253当寅見取田方内見合附帳　慶応二寅年九月

　　飯野村名主治右衛門．

　　差出：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代7名．押印］，宛名：市川御役所．慶応2・9．

　　（1866）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．所持者押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，231－6

254当卯見取田方内見合附帳　慶応三卯年九月

　　飯野村名主太郎兵衛．

　　差出：飯野村名主太郎兵衛［ほか長百姓・百

　　姓代7名，押印］．宛名1市川御役所．慶応3・9．

　　（1867）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．所持者押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，231－7

255当辰見取田方内見合附帳　慶応四辰年九月

　　飯野村名主伝左衛門．

　　差出：飯野村名主伝左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代7名．押印］．宛名：市川御役所．慶応4・9，

　　（1868）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

　　所持者押印．　　　史料請求番号41L－4，231－8

256当巳見取田方内見合附帳　明治二巳年九月

　　飯野村名主幸右衛門．

　　差出：飯野村名主幸右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代7名．押印］．宛名：甲府御政衙．明治2・9．

　　（1869）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．綴目印．所持者押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，231－9

257当午見取田方内見合毛附帳　明治三庚午年

　　九月　飯野村名主恒右衛門．

　　差出：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代7名］．明治3・9．（1870）．
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　　1冊．31cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，231－10

　　　　　　†　　　　　　†

258［本新畑方毛附小前帳ほか］．

　　［飯野村］．寛政11．（1799）．

　　1綴（2冊）．35cm（横長半帳）。一部破損．

　　合綴：1．本新畑毛附小［前帳］　寛政十一年未八

　　月　巨摩郡飯［野村］。差出：飯野村名主治右衛門

　　［ほか長百姓・百姓代9名．押印］．宛名：小笠原仁右

　　衛門・甲府御役所．寛政11・8．（1799）．1冊．35cm

　　（横長半帳），表紙一部破損．名請人押印．

　　2，田砂畑二成毛附小前帳　寛政十一年未八月

　　巨摩郡飯野村名主治右衛門．差出：飯野村名主治

　　右衛門［ほか長百姓・百姓代9名．押印］．宛名：小笠

　　原仁右衛門・甲府御役所．寛政11・8．（1799）．1冊．

　　35cm（横長半帳）．名請人押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，232

259［本新畑方毛附小前帳］．

　　差出：［飯野村］．［　　］．

　　1冊．34cm（横長半帳）．前欠．名請人押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，233

260［本新畑方毛附取調帳ほか］．

　　［飯野村］．文政4．（1821）．

　　1綴（2冊）．34・5cm（横長半帳）．

　　合綴＝1．本新畑方毛附取調帳　文政四年巳九月．

　　差出：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百姓代9

　　名．押印］．宛名：市川御役所．文政4・9．（1821）．1

　　冊．34cm（横長半帳）．

　　2．当巳畑方旱損願反別取調帳　文政四年巳八月．

　　飯［野村］名主恒［右衛門］．差出：飯野村名主恒右

　　衛門［ほか長百姓・百姓代9名］．宛名：市川御役所．

　　文政4・8．（1821）．1冊．34・5cm（横長半帳）．内容：

　　下書きなどを含む．　　史料請求番号41L－4，234

261［本途田方内見合附帳ほか1．

　　［飯野村］．安政2．（1855）．

　　1綴（4冊）．35cm（横長半帳）．名請人押印．

　　合綴：1．本途田方内見合附帳　安政二卯年九月

　　飯野村名主源五右衛門．差出：［飯野村名主源五右

　　衛門］．［安政2・9］．（1855）．1冊．34cm（横長半帳）．

　　名請人押印．

　　2．本途畑田成内見合附帳安政二卯年九月飯

　　野村名主源五右衛門．差出：［飯野村名主源五右衛

　　門］．［安政2・9］．（1855）．1冊．34・5cm．（横長半

帳）．名請人押印．

3．同所新田内見合附帳　安政二卯年九月　飯野

村名主源五右衛門．差出：飯野村名主源五右衛門

［ほか長百姓・同見習・百姓代10名1．宛名：市川御

役所．安政2．（1855）．1冊．34・5cm（横長半帳）．

名請人押印．

4．当卯見取田方門見合附帳　安政二年九月　飯

野村名主源五右衛門．差出：飯野村名主源五右衛

門［ほか長百姓・同見習・百姓代10名．押印］．宛名：

市川御役所．安政2．（1855）．1冊．34cm（横長半

帳）．名請人押印．後表紙欠．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，235

262当酉内見合付帳　弐番堰　巨摩郡飯野村名

　　主久米右衛門．

　　作成：［飯野村名主久米右衛門］．［　　］．

　　1冊，34cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：村役人・百姓代・組合立合，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，236

263内見坪刈目株帳　慶応二寅年九月廿日　飯

　　野村．

　　作成：立会人名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・高持18名］．［慶応2・9・20］．（1866）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，237

†田方分附帳

264当未田方分附帳　文政六年九月十六日始

　　飯野村名主八十右衛門．

　　［飯野村1．文政6．（1823）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．書出しは末尾から，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，238－1

265当未田方分附帳　　　　　　　弐番文政六年九月飯
野村名主八十右衛門．

［飯野村］．文政6．（1823）．

1冊．31cm（横長半帳）．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，238－2

266当未田［方分附帳］　三番　文政六年九月

　　［飯野村名主八十右衛門］．

　　［飯野村］．文政6．（1823）．

　　1冊．31cm（横長半帳）．表紙一部破損．


