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史料請求番号41L－4，238－3

267当戌田方分附控帳　野見　文政九年九月日

　　　飯野村名主亀之助．

　　［飯野村］．文政9．（1826）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，238－4

268当酉田方分附野見帳　天保八年九月日　飯

　　野村名主恒右衛門．

　　［飯野村］．天保8。（1837）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，238－5

269当巳田方野改弐番帳　飯野村名主恒右衛門．

　　［飯野村］．［　　］．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．書出し

　　は末尾から．　　　史料請求番号41L－4，238－6

　　　　　　†　　　　　　　†

270当申租税上納割賦帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：山梨県庁（押印）．宛名：［飯野村］名主・

　　長百姓・総百姓．明治5・10．（1872）．

　　1綴．28cm．かぶせ綴．史料請求番号41L－4，181

271小物成取調　弘化三［年］七月．

　　作成：［　　　］。弘化3・7．（1846）．

　　み下限：明治8．

　　1冊．32・5cm．表紙破損．

込圭
国

史料請求番号41L－4，197

272［本途新田反別取米調帳］．

　　作成：［　　　］．［　　　］，書込み下限：

　　慶応2．

　　1冊．27・5cm．表紙欠・前欠．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，198

5・1・6．小作地代

273［苅立畑小作銀井地代割下帳ほか］．

　　［飯野村］．文久1一明治3．（1861－1870）．

　　1綴（4冊）．35・5cm（横長半帳）．

　　合綴：1．苅立畑小作銀井地代割下帳　文久二戌年

　　十二月　飯野村．作成：飯野村名主源五右衛門［ほ

　　か長百姓・百姓代・組頭など84名］．文久2・12．

（1862）．1冊．33・5cm．（横長半帳）．後表紙なし．

2．苅立畑弁納地小作人附帳　文久元酉年四月

飯野村．作成：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

百姓代・組頭など85名．押印1．文久2・12．（1862）．

1冊．34・5cm．（横長半帳）．名請人押印．内容：同地

返地二付申出（差出1□主太郎兵衛［ほか11名．押

印1．明治3・L）を付す．

3．刈生畑地代苅敷直段積拍帳　文久元酉年四月

　飯野村．作成：［　　　　コ．文久1・4．（1861）。1冊．

34・5cm，（横長半帳）．

4、苅立畑割合元立金取立帳　明治三年午正月．

作成：［　　　］．明治3・1．（1870）．1冊．33cm．

（横長半帳）．名請人押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，256

5・1・7．献金取立・村入費

274出入金書出覚帳　嘉永五年酉十二月吉日

　　飯野村中沢長右衛門．

　　作成：［飯野村中沢長右衛門］．嘉永5・12．

　　（1852），

　　1冊。33cm（横長半帳）．後表紙欠．中欠．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，261

275［上納金請取覚帳ほか1．

　　飯野村．安政2－4．（1855－57）．

　　1綴（2冊）．35cm（横長半帳）．

合綴：1．上納金請取覚帳　安政二年卯六月吉日

飯野村名主源五右衛門．作成：飯野村．安政2・6．

（1855）。1冊。33・5cm，（横長半帳）．綴紐に結び封．

内容：辰年上納金拍帳安政三年を付す．

2．上納金小前拍帳　安政四巳年六月　飯野村．

差出1飯野村名主宗之丞［ほか長百姓・百姓代2名．

押印］．宛名：市川御役所．安政4・6・22．（1857）．1

冊，34・5cm．（横長半帳）．内容：大鉋（砲）鋳立二付

上納．上納人押印．　　史料請求番号41L－4，279

276［献金五ケ年割取立帳ほか］．

　　飯野村．［慶応1－3］．（1865－67）．

　　1綴（4冊）．35cm（横長半帳）．

合綴：1．献金［五ケ年割取立帳］　慶応1二年］寅

［　　］．［飯野村］．慶応2．（1866）．1冊．31・5cm．

（横長半帳）．表紙一部破損．後表紙なし．

2．御進発二付献金［上納帳1．差出：飯野村名主亀

之助1ほか長百姓・百姓代2名．押印］．宛名1市川御

役所．慶応1・閏5．（1865）．1冊．35cm．（横長半帳）．

かぶせ綴．表紙一部破損．上納人押印．綴目印．

3．献金上納五ケ年割取立帳　慶応三卯十一月
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飯野村．作成：飯野村．慶応3・11．（1867）．1冊．

30・5cm．（横長半帳）．

4．献金上納五ケ年割取立帳　慶応元年丑十月

飯野村．作成：飯野村．慶応1・10。（1865）．1冊．33

cm．（横長半帳）．　　　史料請求番号41L－4，280

277戌諸色小拾ひ簿　明治八年亥四月　飯野邨．

　作成：飯野村．明治8．（1875），

　　1冊．32cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41Lr4，281

278未進人拾出．

　作成：［飯野村］．明治［　　］．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，297

5・1・8．人別

279午年西郡筋飯野村新五人組帳　元禄三、

　　差出：飯野村重郎左衛門［ほか各五人組114

　　名．押印］．元禄3・3．（1690）．

　　1冊．30・5cm．かぶせ綴．綴目印．

　　その他の標題表示：表紙共拾弐枚墨付十枚．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，199

†宗旨人別帳

280甲斐国巨摩郡飯野村戸籍　名主恒右衛門支

　　配．

　　差出：飯野村名主常右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代7名］．明治3・3．（1870）．

　　1冊．27cm．表紙破損．

　　宗旨人別帳写．　　　　史料請求番号41L－4，202

281［宗旨人別改帳］．

　　［飯野村］．安永10．（1781）。

　　1冊．27cm．表紙欠．各戸主押印．

　　内容：1．［宗門人別帳前書コ．差出：飯野村名主荻右

　　衛門［ほか長百姓5名．押印］．安永10．草稿．

　　2．［宗門人別帳］．差出：名主荻右衛門［ほか長百姓・

　　新田名主9名．押印］．宛名：中井清大夫・御役所．安

　　永10．控．

　　3．出人．　　　　　　　史料請求番号41L－4，200

282禅・法華両宗人別・丑年人別・家数惣寄合帳

　　文政十二年三月　巨摩郡飯野村．

飯野村．文政12．（1829），

1冊．27・5cm．

内容：1．［禅宗人別帳］．差出：飯野村名主長右衛門

［ほか長百姓・百姓代9名，押印］．文政12・3，

2．法華宗人別帳．差出：飯野村名主長右衛門［ほか

長百姓・百姓代9名．押印コ．文政12・3．

3．丑年人別家数惣寄帳．差出：飯野村名主長右衛

門1ほか長百姓・百姓代・飯野新田同！5名．押印］．

宛名：野村彦右衛門・御役所．文政12・3，

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，201

5・1・9．山論

283長峯大和沢入会山論出入村方議定書連印帳．

　作成：飯野村名主源五衛門［ほか長百姓・同

　　見習・百姓代など245名．押印］．安政2・5．

　　（1855）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．綴目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，207

284高尾山之内長峯・中之峯境争論返答書　巨

　摩郡飯野村之写．

　　［飯野村］．元禄13一安政2．（1700－1855）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．後表紙：巨摩郡西野村．

　　内容：西郡筋築山村ほか9ケ村と高尾村ほか12ケ

　　村山論裁許之覚．乍恐以返答書付申上候（高尾山

　　小物成に付）ほか．　　史料請求番号41L－4，208

5・1・10．村中取締

285［墓地起返等之訳井家数人別等増減訳書上

帳ほか］、

［飯野村］。延享3一嘉永3．（1746－1850）．

1綴（16点）．27cm、

合綴：1．墓地起返等之訳井家数人別等増減訳書上

帳　下書　寛政二年戌四月　御代官所甲州巨摩

郡飯野村．差出：飯野村名主長右衛門［ほか長百姓・

百姓代2名］．宛名：守屋弥惣右衛門・御役所．1寛政

2］・4．（1790）．1冊．　26・5cm．

2．御条目　明和四丁亥年四月　飯野村名主友右

衛門．差出：組頭喜右衛門［ほか15名．押印］。明和4・

4．（1767）．1冊．27cm．内容：風聞不宜，博突・三笠

附等吟味の旨申渡に付請書．

3．御尋二付書上帳　天保十四年卯年　飯野村．

差出1高山又蔵御預所甲州巨摩郡飯野村名主太郎

兵衛［ほか長百姓・百姓代2名，押印］，天保14・閏

9．（1843）．1冊．27・5cm．内容：村高ほか書上．

4．百姓衣食住稼業等之儀二付被仰渡候御請書
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甲斐国巨摩郡何村．差出：甲斐国巨摩郡惣百姓連

印．宛名：鵜飼左十郎・御役所．宝暦9・閏7．（1759）．

1冊．27cm。かぶせ綴．写．

5．御取締被仰渡　嘉永三年戌正月　飯野村，

差出：飯野村名主両右衛門［ほか長百姓・百姓代2

名1．嘉永3・L（1850）．1冊。27・5cm．内容：無宿・

悪党立入取締に付請印差上．

6．支配所村々江申渡書付　飯野村名主幸右衛門．

差出：町惣右衛門．宝暦11・L（1761）．1冊。27cm．

内容1主人江奉公云々三十一ケ条．名主・長百姓・

組頭連印申上控力とも，

7．被仰渡書　天明八年申正月　名主萩右衛門．

差出1［　］．［天明81・L（1788）．1冊．27cm．内容：

近年米穀入売井酒隠造・増造等之不坪云々仰渡

ほか．

8．御普請所井自普請所指上帳　延享三年寅之正

月　飯野村名主幸右衛門．差出1名主幸右衛門［ほ

か長百姓8名．押印1．延享3・1．（1746）．1冊，27・

5cm．

9．村差出書上帳　巨摩郡飯野村．差出：飯野村名

主恒右衛門［ほか長百姓・百姓代2名．押印］，天

保9・4．（1838）．1冊，27cm．

10．何国何郡何村高反別小前帳．天保14・4．（184

3）．1冊．27・5cm．内容：小前帳雛形．

11．村々江申渡書付．差出1宮村孫左衛門．宛名：甲

斐国巨摩郡．寛延2・8．（1749）．1冊．27cm．内容：公

儀御法度先御代官より被申渡候通，急度相守可

申ほか申渡．名主・長百姓・組頭連印申上控力と
も．

12、私共村々今般御支配所二相成候二付被召出

銘々左之通被仰渡候．差出：［　コ．［　　］・8．1

冊。27・5cm．内容：御仕置御条目之通弥々堅く相

守云々証文差上．

13．平岡彦兵衛様被仰渡書　天明七年未十月

巨摩郡飯野村．差出：［平岡彦兵衛］．天明7・9．（178

7）．1冊．27cm，内容：上記12の清書力．

14．御普請所其外品々被仰渡御請書　丑之六月

　名主理平次．差出：大孫兵衛．［　　］・4．1冊．2

7・5cm．内容：同上に付申渡ほか．

15．被仰渡書　天明八歳申正月　名主萩右衛門．

差出：平彦兵衛・御役所．［天明8］・1．（1788）．1冊．

27cm．内容：酒造之儀申渡ほか．

16・被仰渡書写　天明四年辰九月　飯野村名主

三郎兵衛．差出：［　　1．［天明4・9］．（1784）．1冊．

27cm．内容：諸法度之儀五人組帳前書之通急度相

守可申別而博変之儀云々ほか16か条に付諸印差

上。（差出人名前・請印なし．）

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，209

　　　　　しママラ
286取締御書請　明治三午年　飯野村名主恒右

　　衛門、

　　差出：村々三□．宛名：松川晋九郎．明治3・3・

　　16．（1870）．

　　1綴．27cm．連印添．

　　内題：差上申一札之事．

　　内容1賊徒・博徒俳徊御仕置申渡二付請印差上控．

　　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，210

287乍恐以書付御下ケ奉願上候（飯野村長百姓

　　亀之輔より百姓代利右衛門江掛る質地代金

　　取引出入済ロニ付）．

　　差出：願人飯野村長百姓亀之助［ほか長百姓

　　5名．押印］．宛名：市川御役所．明治2・6．

　　（1869）．

　　！綴、28cm．綴目印．　史料請求番号41L－4，211

288村方定書一札連印帳　天明四年辰六月　飯

　　野村．

　　作成：飯野村上手小頭常右衛門［ほか中村小

　　頭・西北小頭・宮畑小頭など200名．押印］．

　　天明4・6．（1784）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　内題：定書一札之夏．　史料請求番号41L－4，212

289役入連印書上帳　寛政八年辰正月　巨摩郡

　　飯野村．

　　差出：飯野村［一部人数欠損．押印］．宛名：甲

　　府御役所．寛政8・1．（1796）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴。一部破損．

　　綴目印．

　　内題：覚．

　　内容：新蔵，長百姓役入に付連印，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，213

290被仰渡書御請印帳　文化十二年亥九月　巨

　　摩郡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・

　　百姓代など222名．押印］．宛名1野田松三郎・

　　御役所。文化12・9．（1815）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．

　　内題：被仰渡書．

　　内容：無宿者へ宿為致間敷被仰渡二付請書差上．



〔134〕　5．山梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）290－298

史料請求番号41L－4，214

291被仰渡書上小前連印帳　天保四年巳正月

　　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・

　　百姓代など222名．押印1．宛名：［　　］．天

　　保4・1．（1833）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　内題：差上申一札之事．

　　内容：此度御代官所御預所云々被仰付二付請印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，215

292被仰渡御請書［連印帳］天保十三年寅正月．

　　差出：飯野村名主彦左衛門［ほか長百姓など

　　232名．押印］．宛名：［　　］．［天保13・1］．

　　（1842）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　内題：被仰渡，

　　内容1無宿・悪党共俳徊云々申渡二付請印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，216

293金銀御停止触被仰渡連印帳　天保十三寅年

　　八月日　飯野村名主彦左衛門．

　　差出：飯野村会所縫左衛門［ほか223名．押印］．

　　宛名：［市川御役所］．天保13・8．（1842）。

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内題：被仰渡写．　　　史料請求番号41L－4，217

294出入中諸雑用取究議定連印帳　天保十三壬

　　寅五月日　飯野村名主彦左衛門．

　　作成：十左衛門［ほか201名．押印］．天保13・

　　6・9．（1842）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　内題：取究申対談議定書之事．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，218

295［被仰渡書請印帳ほか］．

　　飯野村．安政6一［慶応3］．（1859－67）．

　　1綴（5冊）．35cm（横長半帳）．

　　合綴11．被仰渡書請印帳．差出：飯野村名主亀之助

　　［ほか長百姓・百姓代など258名．押印］．宛名：市川

　　御役所．［慶応1・5．（1865）］．1冊．35cm．（横長半

　　帳）．かぶせ綴．内容1無宿・賭博之類一ト際取締行

　　屈可致請印差上．（史料番号274）

2．高調儀定連印帳　慶応三卯年三月　飯野村．

作成：飯野村名主太郎兵衛［ほか長百姓・百姓代・

高持・組頭など247名．押印］．慶応3・3．（1867）．1

冊．35cm．（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．内題：対

談儀定書之事．内容：畝歩不相当の有無取調二付

儀定．（史料番号275）

3．御拝借金割渡小前連印帳　安政六年未十二月

　飯野村．作成：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・

百姓代など190名．押印］，安政6・12．（1859）．1冊．

35cm．（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．（史料番号

276）

4．風災二付御拝借金割渡連印帳　元治元子年十

二月　飯野村名主亀之助．差出：飯野村名主亀之

助［ほか長百姓・百姓代13名］．宛名：市川御役所．

元治1・12．（1864）．1冊．33・5cm．（横長半帳）．か

ぶせ綴．拝借人押印．（史料番号277）

5．風災御拝［借］金割渡小前連印帳　元治元子年

十二月　飯野村名主亀之助．作成：飯野村名主亀

之助［ほか長百姓・百姓代など246名．押印］．元治

1・12，（1864）．1冊．35cm，（横長半帳）．かぶせ綴．

（史料番号278）　　史料請求番号41L－4，274／278

5・1・11．村入用夫銭

†村入用夫銭帳

296申年村入用夫銭帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　飯野新田名主・同長百姓など164名．押印1．

　　宛名：守屋弥惣右衛門・御役所．寛政1・3．

　　（1789）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：三　天明八申年．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－1

297丑年村入用夫銭帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代・飯野新田名主・同長百姓など241名．

　　押印］．宛名：甲府御役所．寛政6・3．（1794）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：四　寛政六寅年．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－2

298巳年村入用夫銭帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主弥五郎［ほか長百姓・百姓

　　代・飯野新田名主・同長百姓など224名．押印］．

　　寛政10・1．（1798）．

　　1冊。35・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．



表紙掛紙：六　寛政十午年．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－3

299戌年村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主両右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・飯野新田名主・同長百姓など236名．押

　　印］．宛名：小笠原仁右衛門・御役所．享和3・

　　1．（1803）．

　　1冊．36・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙七　享和三亥年．呑用水路入用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－4

300子村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主弥五郎［ほか長百姓・百姓

　　代など224名．押印］．文化2・1．（1805）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：八　文化二年．呑用水路入用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41し一4，221－5

301巳年村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓代・飯

　　野新田名主・同長百姓など207名．押印］．文化7・

　　3．（1809）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印

　　表紙掛紙：九　文化七年．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－6

302子村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など229名．飯野新田を含む．押印］．宛

　　名：野田松三郎・御役所．文化14・3．（1817）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：十一　文化十四丑年。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－7

303寅村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓

　　代など223名．飯野新田を含む．押印］．宛名：

　　野田松三郎・御役所．文政2・3．（1819）．

　　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：十二　文政二卯年．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－8

5、山梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）　　　　　　　　　　　　　298－309　〔135〕

304卯村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主長右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など233名．飯野新田を含む．押印］．宛

　　名：甲府御役所．文政3・3．（1820）。

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙1十三　文政三辰年．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－9

305申年村入用夫銭帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主治左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など218名．押印］．宛名：市川御役所．

　　文政8・3．（1825）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：十五　文政七申年．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－10

306戌年村入用夫銭帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓

　　代など229名．押印］．宛名：市川御役所。文

　　政10・3．（1827）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．見置印．

　　表紙掛紙：十六　文政十亥年．呑用水路入用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－11

307寅歳村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村［名主（名前欠損）ほか208名．押

　　印］．宛名：［市川御役所］．天保14・3．（1843）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　　置印．

　　表紙掛紙：十七　天保十四卯年．用水路掛樋仕替．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－12

308亥村入用夫銭帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代など233名．押印］．宛名：市川御役

　　所．［嘉永5］．（1852）．

　　1冊．41cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　　置印．

　　表紙掛紙：十八　嘉永四亥年．下杁掛樋．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－13

309寅村入用夫銭帳　飯野村．

　　差出：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・



〔136〕　5，山梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）309－319

　同見習・百姓代など235名．押印］．宛名：［市

　川御役所］．安政2．（1855）．

　1冊．37・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

　見置印．

　表紙掛紙：十九　安政弐卯年．呑用水路．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－14

310辰村入用夫銭付（帳）飯野村．

　差出：飯野村名主宗之丞［ほか長百姓・同見

　習・百姓代など240名，押印］．宛名：［市川御

　役所］．［安政4］．（1857）．

　1冊，39・5cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．

　見置印．

　表紙掛紙：二十　安政三辰年．用水路掛替仕替．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－15

311巳村入用夫銭帳　飯野村．

　差出：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　同見習・百姓代など240名．押印］。宛名：市川

　御役所．［安政5］．（1858）．

　1冊．40cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　置印．
　表紙掛紙：二十二　安政四巳年．名主八十右衛門。

　呑用水路．　　　　史料請求番号41L－4，221－16

312酉村入用夫銭帳　飯野村．

　差出：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

　同見習・百姓代など239名，押印］．宛名1市川

　御役所．文久2・3．（1862）．

　1冊．40cm（横長美帳）．一部破損．綴目印．見

　置印．
　表紙掛紙：廿一　文久二戌年．用水路掛樋仕替，

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，22H7

313亥村入用夫銭帳　飯野村，

　差出：飯野村名主源五右衛門［ほか長百姓・

　同見習・百姓代など234名。押印］．宛名：市川

　御役所．文久4・2．（1864）．

　1冊．41cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　置印．

　その他の標題表示：二十二　文久四年子二月．

　　　　　　　　史料言青求番号41L－4，221－18

314子村入用夫銭帳　飯野村．

　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代など236名．押印］．宛名：市川御役

　所．元治2・4．（1865）．

　　1冊．40cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　　置印，

　　その他の標題表示：二十三　元治弐年丑四月．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－19

315丑村入用夫銭帳　飯野村．

　差出：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　姓代など246名．押印］．宛名：市川御役所，

　慶応2・3．（1866）．

　1冊．40cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　置印，

　その他の標題表示：廿四　慶応弐寅年三月．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－20

316寅村入用夫銭帳　飯野村．

　差出：飯野村名主太郎兵衛［ほか長百姓・百

　姓代など244名。押印］．宛名：市川御役所．

　慶応3・3。（1867）．

　1冊．39cm（横長美帳）．かぶせ綴．綴目印．見

　置印．

　その他の標題表示：廿五　慶応三年三月．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，221－21

　　　　　†　　　　　†
317未十一月より申八月迄村入用夫銭人足帳

　天保六年未十一月　飯野村名主長右衛門．

　　［飯野村］．天保6－7，（1835－36）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．綴紐に結び封．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，222－1

318未十一月より申八月迄村入用夫銭小附帳

　天保六年未十一月日　飯野村名主長右衛門．

　［飯野村］。天保6－7．（1835－36）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番毎41L－4，222－2

319甲戌夫銭取立帳　明治八年四月

　銭課．
　飯野村．明治8．（1875）．

　1冊．31・5cm（横長半帳）．

飯野村夫
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史料請求番号41L－4，223

5・1・12．夫喰拝借・貯穀

†貯穀取集小前帳

320去午年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　　同見習・百姓代8名．押印］．宛名：市川御役所．

　　安政6・1．（1859）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目印．村民押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，206－1

321去午貯穀増囲取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　　同見習・百姓代9名。押印］．宛名：市川御役所．

　　安政6・1．（1859）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．一部欠損．綴目印．

　　村民押印．　　　　史料請求番号4往一4，206－2

322米穀世話役取締連印帳　慶応二寅年五月

　　飯野村．

　　作成1飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など242名．押印］．慶応2・5，（1866）．

　　1冊，27・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，263

323貯穀儀定書連印帳明治元年辰十一月飯
　　［野村］名主伝左衛門，

　　差出：飯野村百姓代半四郎［ほか百姓代・組

　　頭23名．押印］．宛名：当村御役人中，明治1・

　　ll．（1868）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．表紙一部破損．かぶ

　せ綴．

　　内題：儀定書之事．儀定理由：貯穀無心聞届に付来

　年急度積立可申云々．　史料請求番号41L－4，264

324村方貯穀取集書上帳　天明八年申六月　巨

　　摩郡飯野村．

　　飯野村．［天明8一天保3］，（1788－1832）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，265－1

325去午貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主彦左衛門［ほか長百姓・百

姓代9名．押印］．宛名1市川御役所．文政6．

（1823）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

集人押印．見置印（割印）．

　　　　　　　　史料請求番号4往一4，265－2

326去午貯穀取集小前帳，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：市川御役所．［文政8］。

　　（1825）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印．見置印（割印）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，265－3

327村方貯穀取集小前帳　天保二年卯六月　巨

　　摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主定右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代8名．押印1．宛名：市川御役所．天保2・2，

　　（1831）。

　　1冊．35cm（横長半帳）．貯穀取集人押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，265－4

328村方貯穀取集書上差記帳　天保十三寅年三

　　月　巨摩郡飯野村．

　　飯野村．天保13－15．（1842－44）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　カま　　その他の標題表示：年々持□候帳面．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，265－5

329去卯年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村、

　　差出：飯野村名主多郎兵衛［ほか長百姓・百

　　姓代8名．押印］．宛名：市川御役所．天保15・

　　1．（1844）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印．見置印．史料請求番号41L－4，265－6

330去巳年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主友之丞［ほか長百姓・百姓

　　代12名．押印］．宛名：市川御役所。弘化3・2．

　　（1846）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取集

　　人押印．　　　　　史料請求番号41L－4，265－7
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331去申年貯穀取集小前帳　嘉永二年酉正月

　　巨摩郡飯野村．

　差出：飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代12名．押印］．宛名：市川御役所．嘉永

　2・2．（1849）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取集

　　人押印．　　　　　史料請求番号41L－4，265－8

332去丑貯穀取集小前帳　飯野村．

　差出：飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・同見

　習・百姓代11名．押印］．嘉永7・3．（1854）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印，　　　　史料請求番号41L－4，265－9

333去丑貯穀取集小前帳　飯野村．

　差出1飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代11名．押印］．嘉永7・3．（1854）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳），かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印．　　　史料請求番号41L－4，265－10

334去辰年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　差出：飯野村名主宗之丞［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代9名．押印］．宛名：市川御役所．安

　　政4・3．（1857）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取集

　　人押印．見置印．　史料請求番号41L－4，265－11

335去辰貯穀増囲取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　差出：飯野村名主宗之丞［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代10名，押印］．宛名：市川御役所．

　　安政4・3．（1857）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印。見置印．史料請求番号41L－4，265－12

336去酉年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　差出：飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代9名．押印］．宛名：市川御役所．文

　　久2・2．（1862）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取集

　　人押印．見置印．　史料請求番号41L－4，265－13

337去戌年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　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：市川御役所．

文久3・2，（1863）．

1冊．35・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

集人押印．見置印．史料請求番号41L－4，265－14

338去亥年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村．

　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］．宛名：市川御役所．文

　　久4・2．（1864）．

　　1冊，35・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印．見置印．史料請求番号41L－4，265－15

339去辰年貯穀取集小前帳　巨摩郡飯野村、

　差出：飯野村名主幸右衛門［ほか長百姓・同

　見習・百姓代8名．押印］．宛名：市川御役所．

　　明治2・3．（1869）．

　　1冊．36・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

　　集人押印，　　　史料請求番号41L－4，265－16

340去戌貯穀取集小前帳

341当酉貯穀俵数取調担帳

　　　　　　　　　巨摩郡飯野村．

差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓

代9名．押印］．宛名：市川御役所．［

　1．

1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．貯穀取

集人押印．　　　史料請求番号41L－4，265－17

　　　　†　　　　　†

　　　　　　　　　嘉永二年酉三月

飯野村名主両右衛門．

飯野村．嘉永2，（1849）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，266－1

342貯穀俵数井足穀取調控帳　嘉永七年甲寅二

　　月朔日　名主彦右衛門．

　飯野村。［嘉永7］一安政2．（1854－55）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳〉．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，266－2

†貯穀取調小前帳

343未年貯穀取調小前相帳　安政六未年七月

　飯野村名主治右衛門．

　飯野村．安政6．（1859）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．貯穀引取足穀立会



　　人押印．　　　　　史料請求番号41し一4，266－3

344酉年貯穀取調小前相帳　文久元酉年八月八

　　日　飯野村名主彦兵衛．

　　飯野村．文久1．（1861）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．貯穀引取足穀組頭押

　　印．　　　　　　　　史料請求番号41L－4，266－4

345戌年貯穀取調小前帳　文久二年戌閏八月朔

　　日　飯野村名主源五右衛門．

　　飯野村．文久2．（1862）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　史料請求番号4辻一4，266－5

346当丑貯穀取調小前帳　慶応元丑年六月廿八

　　日　名主亀之助．

　　飯野村．慶応1．（1865）．

　　1冊．31・5cm（横長半帳）．貯穀引取足穀立会

　　人・組頭押印．　　史料請求番号41L－4，266－6

　　　　　†　　　　　　†

347貯穀拝借小前人別帳　文政五年午二月　飯

　　野村名主恒右衛門．

　　飯野村．［文政2］．（1819）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）。後表紙なし．拝借

　　人押印．

　　その他の標題表示：下帳．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，267

†貯穀拝借囲戻小前帳

348村方貯穀五ケ年賦拝［借囲戻小前帳］文政

　　元年寅十［二月］．

　　差出：飯野村上手組久右衛門［ほか中村組な

　　ど67名．押印］．文政！・12．（1818）．

　　1冊．35・5cm（横長半帳）．表紙一部破損．

　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，268－1

349夫食五ケ年賦拝借返納預主名前帳　文政二

　　卯年十一月　飯野村会所．

　　飯野村会所．［文政2］．（1819）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳），預り主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－3

350貯穀五ケ年賦御拝借囲戻小前帳　文政三辰
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　　年十二月　名主両右衛門．

　　飯野村．［文政3］．（1820）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．預り人押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－2

351午年より戌年迄貯穀五ケ年賦拝借返納帳

　　文政五年午二月　飯野村名主恒右衛門．

　　差出：飯野村名主常右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代・組頭・預り主36名．押印］．文政5・2．

　　（1822）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－4

352去午年五ケ年賦御拝借囲戻小前帳　巨摩郡

　　飯野村（押印）．

　　差出：飯野村名主彦左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代9名，押印］．宛名：市川御役所．文政6，

　　（1823）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．拝借人

　　押印．

　　表紙の印は，不在であった名主彦左衛門の印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－5

353去未五ケ年賦御拝借囲戻小前帳　巨摩郡飯

　　野村．

　　差出1飯野村名主八十右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代10名．押印］．宛名：市川御役所．文政

　　7．（1824）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．かぶせ綴．拝借人押

　　印．綴目印．　　　史料請求番号41L－4，268－6

354去酉五ケ年賦拝借囲戻小前帳　巨摩郡飯野

　　村．

　　差出：飯野村名主久米右衛門［ほか長百姓・

　　百姓代9名．押印］．宛名：市川御役所．文政8．

　　（1825）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．拝借人押

　　印．綴目印．　　　史料請求番号41L－4，268－7

355去戌五ケ年賦御拝借囲戻小前帳　巨摩郡飯

　　野村．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓

　　代9名．押印］．宛名：市川御役所．文政9．
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　　（1826）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．拝借人押

　　印．　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－8

356去亥五ケ年賦拝借囲戻小前帳　巨摩郡飯野

　　村．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・百姓

　　代9名．押印］．文政1L（1828）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．拝借人

　　押印．　　　　　　史料請求番号41L－4，268－9

357夫喰五ケ年拝借返［納預り主名前帳］　天保

　　五年甲午二月日．

　　［飯野村］．［天保5］．（1834），

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．表紙一部破損．綴

　　紐に結び封．預り主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－10

358夫喰五ケ年賦拝借返納預り主帳　天保七年

　　甲（申）二月日　飯野村会所名主長右衛門．

　　作成：飯野村．［天保7・2］．（1836）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．預り

　　主押印．　　　　史料請求番号41L－4，268－11

†貯穀詰戻小前帳

359亥年貯穀詰戻シ小前帳　天保十一子年　巨

　　摩郡飯野村．

　　差出：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代6名．押印］．宛名：市川御役所．天保11・

　　4．（1840）．

　　1冊．32cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴紐に結

　　び封．拝借人押印．綴目印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－12

360去子貯穀詰戻シ小前帳　天保十二年丑六月

　　　巨摩郡飯野村名主常右衛門．

　　差出：飯野村名主恒右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代6名．押印］．宛名：市川御役所．天保12・

　　6．（1841）．

　　1冊．33・5cm（横長半帳）。拝借人押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－13

361貯穀詰戻請取帳　天保十五年辰三月日　飯

　　野村名主多郎兵衛，

　　飯野村．天保15．（1844）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－14

362当寅貯穀積戻小前連印帳　慶応二寅年二月

　　飯野村．

　　差出：飯野村名主治右衛門［ほか長百姓・百

　　姓代2名．押印］．宛名：市川御役所．慶応2・2．

　　（1866）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．一部破損．

　　拝借人押印．綴目印．見置印。

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，268－15

363貯穀詰戻金銀請取帳　弘化三年午十二月日

　　飯野村名主彦右衛門（押印）．

　　飯野村．弘化3．（1846）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳），拝借人押印．綴目

　　印．　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，269

　　　　　†　　　　　　†

364貯穀新穀引替之節組々割渡井積立帳　安政

　　四年巳八月　巨摩郡飯野村．

　　飯野村．安政4一万延L（1857－60）．

　　1冊．32cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，270

365貯穀助成金之内割渡帳　文久元酉年四月

　　飯野村．

　　差出：飯野村名主彦兵衛［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代17名．押印］．文久1・4．（1861）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，271

366貯穀風災二付御下ケ軒別割合帳　元治元子

　　年十二月　飯野村名主亀之助．

　　差出：飯野村名主亀之助［ほか長百姓・同見

　　習・百姓代など246名．押印］．［元治1・12］．

　　（1864）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，272

367貯穀御下ケ割渡連印帳　慶応三年卯十一月

　　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

姓代など239名．押印］．慶応3・11・3．（1867）．

1冊．34cm（横長半帳〉．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，273

5・1・13．廻米・継立・人馬・往還

368木曽四ケ宿江代助役出人馬事訳帳　当丑よ

　　り来申迄弐拾ケ年之内　文化十四年丑九月

　　日．

　［飯野村］．文化14一文政9．（1817－26）．

　1冊．40・5cm（横長美帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，259

369信州往還寸間改帳　天保八年丁酉十二月

　飯野村名主常右衛門．

　差出：飯野村名主常右衛門・在家塚村名主彦

　右衛門［ほか長百姓・百姓代13名］．天保8・

　12．（1837）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，260

†廻米諸懸帳

370寅年御廻米諸懸帳　巨摩郡飯野村．

　差出：巨摩郡飯野村名主恒右衛門［ほか長百

　姓など198名．押印］．宛名1甲府御役所．文

　化4・3．（1807）．

　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，2574

371戌年御廻米諸掛帳　巨摩郡飯野村．

　差出：巨摩郡飯野村名主恒右衛門［ほか長百

　姓・百姓代など228名．押印］．宛名：甲府御役
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所。文化12・3．（1815）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

見置印．　　　　史料請求番号41L－4，257－2

372寅（辰）年御廻米諸掛帳　　　　　　　　　巨摩郡飯野村．
差出：巨摩郡飯野村名主亀之助［ほか長百姓・

百姓代など220名．押印］．宛名：野田松三郎・

御役所．文政4・3．（1821）．

1冊，34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

見置印．　　　　史料請求番号41L－4，257－3

373辰年御廻米諸掛帳　巨摩郡飯野村．

　差出：巨摩郡飯野村名主両右衛門［ほか長百

　姓・百姓代など233名．押印］．宛名：林金五郎』

　御役所．文政4・3．（1821）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴，綴目印．

　市川代官所見置印．史料請求番号41L－4，257－4

374戌年御廻米諸掛帳　巨摩郡飯野村．

　差出：巨摩郡飯野村名主亀之助［ほか長百姓・

　百姓代9名．押印］．宛名：市川御役所．文政

　10・3．（1827）．

　！冊，34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，257－5

5・1・14．太神宮献納

375太神宮御玉串初穂・痙（種）痘手数料受取帳

　　明治八乙亥年八月　飯野邨．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．32・5cm（横長半帳）．

　内容：各組よりの集金簿．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，286

5・2。飯野村戸長（事務取扱所2）・村事務所・村役所文書

5●2●1．土土也

376畝杭渡方控簿　明治八乙亥年十二月一日

　飯野村事務所．

　飯野村事務所．明治8・12．（1875）．

　1冊．30cm（横長半帳）．後表紙なし。綴紐に

　結び封．　　　　　　史料請求番号41L－4，285

†地所一筆限野見帳（地所調原書）

377地所一筆限野見帳　第壱番　堰上　明治八

　乙亥六月十日始メ　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26・5cm．

　その他の標題表示：畝歩付相済．末尾の表示：堰上

　終．　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－1
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378［地所一筆限取調野見帳　堰下　明治八乙

　　亥年　飯野村］．

　　作成：［飯野村］．明治8．（1875）．

　　1冊．26cm．表紙欠．

　　末尾の表示：弐番江移る．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－2

379地所一筆限取調野見帳　第弐番　明治八乙

　　亥年六月　飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm．

　　末尾の表示：三番帳江移る．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－3

380地所一筆限取調野見帳　第三番　明治八乙

　　亥年第六月　飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm．

　　末尾の表示；是より芦倉道南江移る．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－4

381地所一筆限取調野見帳　第四番　明治八乙

　　亥年第六月　飯野村．

　　作成1［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm．

　　その他の標題表示：畝付相済．末尾の表示：是ヨリ

　　五番江移る．　　　　史料請求番号41L－4，161－5

382地所調原書　第五番　明治八六有月　飯野

　　村．

　　作成1［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm，

　　その他の標題表示：畝付相済．末尾の表示：是より

　　六番江移る．　　　　史料請求番号41L－4，161－6

383地所一筆限調帳　第六番　明治八乙亥年第

　　六月　飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm．

　　末尾の表示：第七番江移る，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－7

384地所一筆限調帳　第七番　明治八乙亥年第

六月　飯野村．

作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

1冊，26cm．

表紙押印：「甲斐国巨摩郡［第二］十四区飯野村印」．

末尾の表示：八番江移．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－8

385地所調原書　第八番　明治第八年六月　飯

　　野［村］．

　　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm。表紙下部破損．

　　その他の標題表示：畝付相済．末尾の表示：五月廿

　　日終り．　　　　　史料請求番号41L－4，161－9

386地所調原書　第九番　明治八年六月　飯野

　　村．

　　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm．

　　その他の標題表示：畝付相済．末尾の表示：十番江

　　移る．　　　　　　史料請求番号41L－4，161－10

387地所調原書　第十番　明治八第六月　飯野

　　邨．

　　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊，26cm．かぶせ綴．

　　末尾の表示：第十一江移る．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－11

388地所取調原帖　第十一番　明治第八六有月

　　飯野村．

　　作成1［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　　1冊．26cm．かぶせ綴．

　　表紙押印1「甲斐国巨摩郡第二十四区飯野村印」．

　　その他の標題表示：刻付相済，再算済．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－12

389地所一筆限野帳　第十弐番　明治八歳第六

　　月　巨摩郡第二拾四区飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・7・6．（1875）．

　　1冊．27cm．後表紙なし．

　　表紙掛紙：原帳面除地・林成・小物成・其外等之区

　　別不残，差立控，本帳二者不残相印候積二付其

　　通御心得置下候也。末尾の表示：亥七月六日調．

　　地番：2429－2807番．史料請求番号41L－4，161－13



†地所調原書（改．地所一筆限取調野見帳）

390地所取調原書　第十番　改メー　二千八百

　八ヨリニ千八百九十一迄　明治八亥七月飯

　野村．

　作成1［飯野村］．明治8・7．（1875）．

　1冊．27cm．

　標題は後表紙による．表紙：地所取調原書　明治

　八第七月　飯野邨．その他の標題表示：再算済．

　地番（朱訂）：2808－2891番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－14

391地所調原書　第九番　改メニ　ニ千八百九

　十ニヨリ三千百三十九迄　明治八年　巨摩

　郡第二十四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8．（1875）．

　1冊。27・5cm．

　その他の標題表示：再算済．

　地番（朱訂）：2892－3223番，

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－15

392地券調原書　第八番　改メニ　三千百四十

　ヨリ三千三百四十七迄　明治八年　巨摩郡

　第二．十四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8．（1875）．

　1冊．27・5cm．後表紙なし．

　その他の標題表示：畝附済。再算済．

　地番（朱訂）：3224－3347番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，等61－16

393地所一筆限調原書　第七番　改四　三千三

　百四十八ヨリ三千五百廿七迄　明治八年第

　六月　古麻弐拾四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26’5cm．

　その他の標題表示：畝附済，再算済．

　地番（朱訂）：3348－3568番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161一↑7

394地所調原書　明治八年六月　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26・5cm．

　地番（朱訂）：3569－3870番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－18
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395地所一筆限調帳　第四番　甲　字原田　第

　拾八号　明治八乙亥年第六月　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26・5cm．後表紙なし．

　その他の標題表示：再改済．

　地番（朱訂）：3871－3987番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，薯61－19

396地所調原書　第二番　乙　字原田　第拾八

　号　明治八六月　飯野邑．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26cm．

　その他の標題表示：畝分付済．

　地番（朱訂）：3988－4134番，

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－20

397地所調原書　第八番　改十九号　四ノ水門

　壱番より百八十番迄　明治八六月　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26cm．

　その他の標題表示：畝分付済，再算済．

　地番（朱訂）：4135－4485番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－21

398地所一筆限取調野見帳　第七番　福王寺分

　三　明治八乙亥年第六月　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6，（1875）．

　1冊．26cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：歩附済．

　地番（朱訂）：4486－4566番，

　　　　　　　史料請求番号41L－4，璽61－22

399［地所一筆限取調野見帳］　ふ之二．

　作成：［飯野村］．明治［8］．（1875）．

　1冊．27cm．表紙・後表紙欠．

　地番（朱訂）：4567－4719番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，161－23

400地所一筆限取調野見帳　福王寺分壱　明治

　八乙亥年第六月　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6．（1875）．

　1冊．26・5cm．後表紙なし．

　その他の標題表示：再算済．

　地番（朱訂）：4720－4843番．
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史料請求番号41L－4，161－24

401地所一筆限取調簿　第二十一号　明治八年

　第七月　飯野邨．

　作成：［飯野村］．明治8・7．（1875）．

　1冊．26cm．
　表紙：七月廿一日為突合済　朝夷．

　地番：4844－4933番．史料請求番号41L－4，161－25

　　　　†　　　　　†
402地所一筆限野見合帳　第七番　明治八歳第

　六月日　巨摩郡第弐拾四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・6。（1875）．

　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　地番：2249－2436．　　史料請求番号41L－4，282

†地所一筆限取調帳

403地所一筆限取調帳　第壱号　字堰上　明治

　八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　その他の標題表示：読合済．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－1

404地所一筆限取調　第弐号　字堰下　明治八

　年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24・5cm．所持者押印．

　その他の標題表示：読合済．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－2

405地所一筆限取調帳　第三号　字堰下　明治

　八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　その他の標題表示：読合済．

　内表紙：標題表示と同文．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－3

406地所一筆限取調帳　第四号　字村西　明治

　八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．所持者押印．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－4

407地所一筆限取調　第五号　字村西　明治八

　年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊。24・5cm．所持者押印，

　内表紙：標題表示と同文，ほかに「読合済」とあり．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－5

408地所一筆限取調帳　第六号　字三宮神　明

　治八年八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875），

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．所持者押印。

　その他の標題表示：読合済．

　内表紙1標題表示と同文．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－6

409地所一筆限取調帳　第七号・第八号　字三

　宮神　明治八年第八月　巨摩郡第廿四区飯

　野村．
　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24・5cm。かぶせ綴．所持者押印．

　その他の標題表示：読合済．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－7

410［地所一筆限取調帳　第九号　字村中　明

　治八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村］．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24・5cm．前欠．表紙欠．所持者押印．

　地番：1721－1893番．

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－8

411地所一筆限取調　拾号・拾壱号　字宮東

　明治八年第八月　飯野村．

　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　1冊．24cm．所持者押印．

　その他の標題表示：合済。

　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－9

412地所一筆限取調　第拾二号　字村東　明治

八年第八月　巨摩郡第二十四区飯野村．

作成：［飯野村］．明治8・8，（1875）．

1冊．24・5cm．所持者押印，

その他の標題表示：読合済．

内表紙：標題表示と同文．

　　　　　　史料請求番号41L－4，162－10



413地所一筆限取調　拾三・拾四号　字七社

　　明治八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24・5cm．所持者押印．

　　その他の標題表示：読合済．

　　内表紙：標題表示と同文，但し「再読合済」とある．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－11

414地所一筆限取調　拾五号・拾六号　字街道

　　端　明治八歳第八月　巨摩郡第廿四区飯野

　　村．

　　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24・5cm．所持者押印．

　　その他の標題表示；読合済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－12

415地所一筆限取調帳　第拾七号　字西街道

　　明治八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24・5cm，所持者押印．

　　その他の標題表示：読合済．

　　内表紙：「取調原帳」とあり，「等級附済」と付記．ほ

　　かは標題表示と同文．

　　　　　　　　　　史料請求番号4往一4，162－13

416地所一筆限取調帳　第拾八号　字原田　明

　　治八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24・5cm．所持者押印．

　　その他の標題表示：読合済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－14

417地所一筆限取調　第拾九号　字四ノ水門

　　明治八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24・5cm．所持者押印．

　　その他の標題表示：読合済．

　　内表紙：「等付済」「突合済　朝夷」とあり．ほかは

　　標題表示と同文．　史料請求番号41L－4，162－15

418地所一筆限取調　第二十号　字水神　明治

　　八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　　作成：［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24・5cm．かぶせ綴．所持者押印。

5，山梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）　　　　　　　　　　　　　413－424　〔145〕

内表紙：地所一筆限取調簿　字水神．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－16

419地所一筆限取調　第廿一号　字飯平　明治

　　八年第八月　巨摩郡第廿四区飯野村．

　　作成：［飯野村］。明治8・8．（1875）．

　　1冊．24cm．所持者押印．

　　その他の標題表示：読合済．

　　内表紙：標題表示と同じ．但し村名を欠く．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，162－17

420地所一筆限取調帳　第二十一号　字飯平

　　明治八年第八月　巨摩郡第二十四区飯野村．

　　作成＝［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24cm．所持者押印．

　　その他の標題表示：第七月廿一日突合済，小野（押

　　印）。

　　史料番号163－2に先行する調査と思われる．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，163－1

421［地所一筆］限取調帳　［第二十一］号　［明

　　治八］年第八月　巨摩郡第二十四区飯野村．

　　作成＝［飯野村］．明治8・8．（1875）．

　　1冊．24cm．表紙上部欠．後表紙欠．所持者押

　　印．

　　史料番号162－17に先行し163－1の後に行われた

　　調査と思われる．　　史料請求番号41L－4，163－2

　　　　　　†　　　　　　　†

422［一筆限名寄帳］．

　　作成：［飯野村］．明治［　　　］．

　　1冊．31cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．一

　　部破損．

　　内容：地主米山治右衛門・米山敬次郎所持地自作・

　　小作一筆限り名寄．　　史料請求番号41L－4，298

423帳限総計簿綴込　従第壱号至第十七号　明

　　治十年第七月　山梨県第十三区巨摩郡飯野

　　村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治10・7．（1877）．

　　1冊．24cm．　　　　史料請求番号41L－4，164

†地所一筆限地価取調帳

424地所一筆限地価取調帳　第弐号　字堰下
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山梨県第十三区巨摩郡飯野村．

作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

1冊．27cm．四ツ目綴．所持者押印．

424－437

史料請求番号41L－4，165－1

425地所一筆限地価取調帳　第三号　字村西

　　山梨県第十三区巨摩郡飯野村、

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

　　1冊．27cm．四ッ目綴。所持者押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－2

426地所一筆限地価取調帳　第四号　字三宮神

　　　山梨県第十三区巨摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　　］．

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－3

427地所一筆限地価取調帳　第五号　字村中

　　山梨県第十三区巨摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　　］．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－4

428［地］所一筆限地価取調帳　［第］六号　［字］

　　宮東　山梨県第十三区巨摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－5

429地所一筆限地価取調帳　第七号　字村東

　　山梨県第十三区巨摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

　　1冊．27cm．四ッ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－6

430地所一筆限地価取調帳　第八号　字七社

　　山梨県第拾三区巨摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　］。

　　1冊．27cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－7

431地所一筆限地価取調帳　第九号　字街道端

　　　山梨県第拾三区巨摩郡飯野村．

作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－8

432地所一筆限地価取調帳　　　　　　　　　　　第十号　字西街道

　山梨県第十三区巨摩郡飯野村、

作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－9

433地所一筆限地価取調帳　　　　　　　　　　　第十一号　字原田

　山梨県第十三区巨摩郡飯野邨．

作成：［飯野村事務所］．明治［　　］．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－10

434地所一筆限地価取調帳　　　　　　　　　　　第十弐号　字四ノ

水門　山梨県第拾三区巨摩郡飯野邨、

作成：［飯軒村事務所］．明治［　　］．

1冊。26・5cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165一“

435地所一筆限地価取調［帳］第十三号　字水

　　神　山梨県第十三［区］巨摩郡飯野［村］．

　　作成：［飯野村事務所］。明治［　］．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　表紙掛紙：此帳限リ始番より一番ツ・減スヘシ．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－12

436地所一筆限地価取調帳　第拾四号　字飯平

　　　山梨県第十三区巨摩郡飯埜邨．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．所持者押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，165－13

437地所一筆限地価取調帳　第弐番　字堰下

　　山梨県第拾三区飯野邨．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　］．

　　1冊．28cm．

　　末尾附箋に明治十年一月三十一日改の等別総計

　　あり．

　　本文記事：数値は史料番号165－1の数値に訂正・

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，166－1



438地所一筆限地価取調帳　［第九］番　字街道

　　端　山梨県第十三区巨摩郡飯野村．

　　作成：［飯野村事務所］．明治［　　］．

　　1冊．28cm．

　　本文記事：二月十日読合済，数値は史料番号165－8

　　の数値により訂正．　史料請求番号41L－4，166－2

　　　　　　†　　　　　　†
439［地券調諸人足調簿　第六番ほか1．

　　［飯野村事務所］．明治8－9．（1875－76）．

　　1綴（3冊）．31・5cm（横長半帳）．

　　合綴：1．地券調諸人足調簿　第六番　明治八年五

　　月より九年三月迄　飯野村．［飯野村事務所］．

　　［明治9］．（1876）．1冊，31・5cm．（横長半帳）．

　　2．地券入費課出簿　明治八年従五月・明治九年

　　至三月　飯野村会所．［飯野村事務所］．［明治9］．

　　（1876）．1冊，31cm．（横長半帳）．

　　3・地券費遣沸簿　明治八年六月ヨリ同九年三月

　　至　飯野邨会所．［飯野村事務所］．［明治8－91．

　　（1875－76）．1冊．31cm．（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，287

440地券諸色代銘々割合帳　番外　明治九年第

　　四月　飯野村事務所、

　　作成：飯野村事務所．明治9・6．（1876）。

　　1冊．31cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，290

441八年諸人足拾出し帳　明治九年第四月．

　　作成：［飯野村事務所］．明治9・4．（1876）．

　　1冊．31cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，292

442人員詰合記　明治九丙子四月　飯野村事務

　　所（押印）．

　　［飯野村事務所］．明治9．（1876）．

　　1冊。31・5cm（横長半帳）．一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，294

443詰所所属物品録明治十年第十一月改飯
　　野村控記．

　作成1［飯野村事務所］．明治10・11．（1877）．

　1冊．30・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，295

5，山梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）438－450　　　　　　　　　　　　　　　　　〔147〕

　†地券台帳

444地券台帳　第壱号　字堰上　飯野村．

　　作成1［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊．25・5cm，五ツ目綴．かぶせ綴。地券台帳

　　用紙使用．　　　　史料請求番号41L－4，160－1

445地券台帳　第弐号　字堰下　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm．五ッ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　史料請求番号41L－4．160－2

446地券台帳　第三号　字村西　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878），

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm，五ツ目綴。かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　　史料請求番号4往一4，160－3

447地券台帳　第四号　字三宮神　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊。25・5cm．五ッ目綴。かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　　史料請求番号41L－4，160－4

448地券台帳　第五号　字村中．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊。25・5cm．五ツ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　　史料請求番号41L－4，160－5

449地券台帳　第六号　字宮東　中巨摩郡飯野

　　村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊。25・5cm．五ツ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用。　　　　史料請求番号41L－4，160－6

450地券台帳　第七号　字村東　飯野村．

　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　書込み下限：明治27．

　1冊。25・5cm。五ッ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　用紙使用。　　　　史料請求番号41し一4，160－7
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451地券台帳　第八号　字七社　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm．五ッ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　史料請求番号41L－4，160－8

452地券台帳　第九号　字街道端　飯野邨、

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）。

　　書込み下限：明治27．

　　1冊，25・5cm．五ツ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　　史料請求番号41L－4，160－9

453地券台帳　第拾号　字西街道　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）。

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm．五ツ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　史料請求番号41L－4，160－10

454地券台帳　第拾壱号　字原田　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定。（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm．五ツ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　史料請求番号41L－4，160－11

455地券台帳　第拾弐号　字四ノ水門　飯野邨．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定。（1878）。

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm．五ッ目綴．かぶせ綴．地券台帳

　　用紙使用．　　　史料請求番号41L－4」60－12

456地券台帳　第拾四号　字飯平　飯野村，

　　作成＝［飯野村役所］．明治11推定。（1878）．

　　書込み下限：明治27．

　　1冊．25・5cm．五ツ目綴．かぶせ綴。地券台帳

　　用紙使用．　　　史料請求番号41L－4，160－13

457地券台帳附属　飯野村．

　　作成：［飯野村役所］．明治11推定．（1878）．

　　書込み下限二明治23．

　　1冊．26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，160－14

5，由梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）451－463

†地所名寄帳

458地所名寄帳　中村　飯野村．

　　作成：飯野村役所（推定）。明治［　］．書込

　　み下限：明治19．

　　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示1突合済．十八乙酉七月十八日

　　写済．　　　　　　　史料請求番号41L－4，17H

459地所名寄帳　中澤貫一郎　飯野村、

　　作成1飯野村役所（推定）．明治［　　］。書込

　　み下限：明治19．

　　1冊．24cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：写済．突合済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－2

460地所名寄帳　東北組　飯野村．

　　作成：飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

　　み下限：明治19．

　　1冊．24cm，かぶせ綴．

　　その他の標題表示：突合済．写済。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－3

461地所名寄帳　西北組　飯野村．

　　作成：飯野村役所（推定）．明治［　］。書込

　　み下限：明治19．

　　1冊．24・5cm，かぶせ綴．

　　その他の標題表示：突合済．写済。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－4

462地所名寄帳　郷地新居組　飯野邨．

　　作成＝飯野村役所（推定）。明治［　］．書込

　　み下限：明治19，

　　1冊．24cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：突合済，写済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－5

463地所名寄帳　上手組　飯野村．

　　作成：飯野村役所（推定）．明治［　　］。書込

　　み下限：明治19．

　　1冊．24cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：突合済．写済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－6



464地所名寄帳　福王寺組　中巨摩郡飯野村．

　作成1飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示1突合済，写済．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－7

465地所名寄帳　宮畑組　飯野村．

　作成：飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：突合済．写済．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－8

466地所名寄帳　下飯野組　飯野村．

　作成：飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19，

　1冊．24cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：突合済．写済．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－9

467地所名寄帳　村持　飯野邨．

　作成：飯野村役所（推定）．明治［　］．書込

　み下限：明治13．

　1冊。24・5cm．かぶせ綴．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－10

468地所名寄帳　源村　飯野村役所．

　作成：飯野村役所．明治［　］．書込み下限：

　明治19，

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：新名寄へ突合済．飯野未写済．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，171－11

469地所名寄帳　在家塚邨　飯野村．

　作成1飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：突合済．写済二相成．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，17H2

470地所名寄帳　各村　飯野邨．

　作成：飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込
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み下限：明治19．

1冊．24・5cm．かぶせ綴．

その他の標題表示：突合済．写済．

　　　　　　史料請求番号41L－4，171－13

5・2・2．山林

471山林名寄帳　飯野村．

作成：飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

み下限：明治19．

1冊．24・5cm．かぶせ綴．

その他の標題表示1半八末書済．突合済．□．もと

の表紙（閉封）表示：明治十二年十月．

　　　　　　史料請求番号41L－4，172－1

472組持林名寄帳　飯野村．

　作成＝飯野村役所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　もとの表紙（閉封）表示：明治十二年第八月調理．

　その他の標題表示1組持．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，172－2

473山林証跡調帳　明治十二年度　飯野村．

　作成：飯野村役所．明治［12］．（1879）．

　1冊．28cm．地主押印．史料請求番号41L－4，177

5・2・3．村政一般

474萬謄録　明治十二年一月　飯野村役所、

　飯野村役所．明治12－13．（1879－80）．

　1冊．26cm．四ッ目綴．罫紙：無題榿色10行罫．

　後表紙裏の記事：明治十二年度中ノ諸事ヲ謄録．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，182

475戌年夫銭未進記　明治九年子三月日．

　作成：［飯野村事務所］。明治9・3．（1876）．

　1冊．31cm（横長半帳），後表紙なし．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，288

5・2・4．租税・村費

476亥正租石代金三納書出帳　福西東宮郷地分

　　明治九丙子六月　飯野邨事務所．

　作成：飯野村事務所．明治9・6．（1876）．

　1冊．31cm（横長半帳）．一部破損．
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史料請求番号41L－4，291

477亥村費課出金請取帳　明治九子四月　飯野

　　村事務所．

　　［飯野村事務所］．明治9．（1876）．

　　1冊．31cm（横長半帳）．綴紐に結び封．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，293

478常楽寺墓所伐木代価請取帳　明治九年子三

　　月廿九日　当村事務所．

　　飯野村事務所．明治9．（1876）．

　　1冊，31cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，289

5・3．源村外一箇村戸長役場文書

5・3・1．土地

†一筆限名寄帳

479一筆限名寄帳　飯野村中村組　中巨摩郡源・

　　飯野村戸長役場．

　　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　］。

　　書込み下限：明治24．

　　1冊．27cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示二台帳突合ノ上精算済．突合済．

　　本名寄帳地価金欄文中左傍ノ朱書地価金ハ修正

　　地価二有之候．　　　史料請求番号41L－4，168－1

480一筆限名寄帳　飯野村中沢貫一郎分　中巨

　　摩郡源・飯野村戸長役場．

　　作成：源村外一箇村戸長役場，明治［　］．

　　書込み下限：明治24．

　　1冊．28cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示：突合済，台帳突合ノ上精算済．

　　本名寄地価欄内中左側ノ朱書ハ修正地価金也．

　　末尾掛紙：読・算の日付「七月十四日」．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，168－2

481一筆限名寄帳　飯野村分各村持　中巨摩郡

　　源・飯野村戸長役場．

　　作成1源村外一箇村戸長役場．明治［　］．

　　書込み下限：明治24．

　　1冊．27cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示：台帳突合ノ上精算済。本名寄

　　中地価金欄内中左側ノ朱書ハ修正地価金ナリ．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，168－3

482一筆限名寄帳　飯野村宮畑組　中巨摩郡源・

　　飯野村戸長役場．

作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　　］．

書込み下限：明治24．

1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

その他の標題表示：突合セ済．台帳突合ノ上精算

済．本名寄地価金欄内ノ左側ノ朱書地価ハ修正

地価金ナリ．　　　　史料請求番号41L－4，168－4

483一筆限名寄帳　飯野村福王寺組　中巨摩郡

　　源・飯野村戸長役場．

　　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　　］．

　　書込み下限：明治24．

　　1冊．27cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示：廿二年四月□□日台帳突合済．

　　台帳突合ノ上精算済．本名寄中地価欄内中左側

　　ノ朱書ハ修正地価金也．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4、168－5

484一筆限名寄帳　飯野村西北組　中巨摩郡源・

　　飯野村戸長役場．

　　作成：源村外一箇村戸長役場，明治［　　］．

　　書込み下限：明治24．

　　1冊．27cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示：突合済．台帳突合ノ上精算済．

　　修正地価確定．　　　史料請求番号41L－4，168－6

485一筆限名寄帳　飯野村東北組　中巨摩郡源・

　　飯野村戸長役場．

　　作成：源村外一箇村戸長役場。明治［　　］．

　　書込み下限：明治24．

　　1冊．27cm．地券名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示：突合済．台帳突合ノ上精算済．

　　本名寄ノ地価欄内ノ左傍ニアル朱書地価ハ修正



地価金也． 史料請求番号41L－4，168－7

486一筆限名寄簿　飯野村郷地新居組　中巨摩

　郡源・飯野村戸長役場．

　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　　］．

　書込み下限：明治24．

　1冊．28cm．地券名寄帳用紙使用．

　その他の標題表示：突合済，台帳突合ノ上精算済．

　本名寄地価欄内中左側ノ朱書地価金ハ修正地価

　金也．　　　　　　　史料請求番号41し一4，168－8

487一筆限名寄簿　飯野村上手組　中巨摩郡源・

　飯野村戸長役場．

　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　　］．

　書込み下限：明治24．

　1冊．28cm．地券名寄帳用紙使用．

　その他の標題表示：突合済．台帳突合ノ上精算済．

　地価欄内中左ノ朱書地価金ハ修正地価金也、

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，168－9

488一筆限名寄帳　飯野村下飯野組　中巨摩郡

　源・飯野村戸長役場．

　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　　］．

　書込み下限：明治24．

　1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　その他の標題表示：突合済．台帳突合ノ上精算済，

　本名寄地価欄内中左側ノ朱書ハ修正地価金也．

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，蕃68－10

489一筆限名寄帳　飯野村分源村持　中巨摩郡

　源・飯野村戸長役場．

　作成：源村外一箇村戸長役場，明治［　　］．

　書込み下限：明治24．

　1冊．28cm．地券名寄帳用紙使用．

　その他の標題表示：突合済．台帳突合ノ上精算済．

　本名寄地価欄内中左側ノ朱書ハ修正地価金也，

　　　　　　　　史料請求番号41L－4，168－11

490一筆限名寄帳　飯野村分在家塚持　中巨摩

　郡源・飯野村戸長役場．

　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　1．
　　　　　　　　　ママラ
　書込み下限：明治30．

　1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　その他の標題表示：突合済．台帳突合ノ上精算済．
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本名寄地価欄内中左側ノ朱書ハ修正地価金也．

　　　　　　　史料請求番号4往一4，168－12

5・3・2．山林

491一筆限山林名寄帳　飯埜村．

　作成：源村外一箇村戸長役場．明治［　　］．

　1冊，28cm．地券名寄帳用紙使用．

　後表紙の表示1峡西，源村・飯ノ村戸長役場．

　　　　　　　　　　史料請求番号41し一4，170

5・3・3．地価金

492田畑・山林原野地価金取調帳　明治廿一年

　十二月　中巨摩郡飯野村．

　作成：［源村外一箇村戸長役場］．明治21・12．

　（1888）．

　1冊．27・5cm．罫紙：中巨摩郡源村・飯野村戸

　長役場．

　後表紙の表示も同文．　史料請求番号弔L－4，167

5・3・4．地券書換

493地券書換願綴　飯野　明治十二年より同廿

　年迄　源村・飯野村戸長役場．

　源村外一箇村戸長役場．明治20．（1887）．

　1冊．27cm．後表紙欠．史料請求番号41L－4，174

494明治八年ヨリ十二年・同九年ヨリ十七年・同

　十七年ヨリ十二月現在調書綴　飯野邨．

　　［源村外一箇村戸長役場1．明治12－20．

　（1879－87）．

　1冊．24・5cm．

　内容：1．明治十七年十二月現在地取調　明治弐拾

　年六月．

　2．明治十七年十二月現在総計調．

　3．地所所有者変換取調簿　第壱番　明治十二年．

　4。同　弐番　明治十五年壬午八月．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，179

5・3・5．家屋

495家屋台帳　明治十九年改　中巨摩郡飯野村．

　作成：源村外一箇村戸長役場，明治19．（1886）．

　書込み下限＝明治24．

　1冊．28cm．罫紙：家屋台帳用紙．帳間文書

　（明治23）あり．

　綴紐はずれ．　　　　　史料請求番号41L－4，173
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5・4．飯野村役場文書

5・4・1．土地

496土地集計簿　飯野村役場．

　作成：飯野村役場．明治［38］．（1905）．書込

　み下限：明治39．

　1冊．27cm．罫紙：飯野村役場赤色13行罫．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，180

497一筆限名寄帳中村明治廿五年一月飯

　野村役場．

　作成：飯野村役場．明治25・1．（1892）．書込

　み下限1明治32．
　　1冊．28cm．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，169－1

†一筆限名寄帳

498一筆限名寄帳上手明治廿五年一月飯

　野村役場．

　作成：飯野村役場．明治25・1．（1892）．書込

　み下限：明治32．

　　1冊。28cm．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，169－2

499一筆限名寄帳宮畑明治廿五年一月飯

　野村役場．
　作成1飯野村役場．明治25・1．（1892）．書込

　み下限1明治36．

　1冊．28cm．名寄帳用紙使用，

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，169－3

500一筆限名寄帳　在家塚邨　飯野邨．

　作成：［飯野村役場］．明治［　］．書込み下

　限：明治32．

　1冊．28cm．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，169－4

501一筆限名寄帳　源邨　飯野村．

　作成：［飯野村役場］．明治［　］．書込み下

　限：明治36．

　1冊．28cm．名寄帳用紙使用．

史料請求番号41L－4，169－5

502壱筆限名寄帳　各邨　飯野村．

　作成：［飯野村役場］．明治［　］．書込み下

　限：明治36．

　1冊．28・5cm．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－4，169－6

5・4・2．地所・地価修正

503地所地価修正書・報告書綴　明治廿二年ヨ

　　リ　中巨摩郡飯野村役場．

　飯野村役場．明治22－33．（1889－1900）．

　1冊。28・5cm．後表紙一部欠損．

　内容：開墾年期明成功之分一筆限取調帳　明治廿

　弐年．同　明治廿四年．荒地免租年期明起返一筆

　　限帳　明治十八年．下渡地々価査定一筆限取調

　帳，ほか，　　　　　　史料請求番号41L－4，175

504地所開墾・変換年季地二関スル明細綴　明

　治廿三年一月ヨリ　飯野村役場．

　作成：飯野村役場．明治23・1．（1890）．書込

　み下限：明治33。

　1冊．27cm．罫紙：飯野村役場赤色13行罫．

　内容：開墾地変換地年季中ノ分明細帳　明治廿三

　年一月より，ほか．

　綴紐はずれ．　　　　　史料請求番号41L－4，176

5・4・3．訴訟

505下杁訴訟費用書　明治二十三年度ヨリ全三

　十一年度迄　飯野村役場．

［飯野村役場］．明治24－31．（1891－98）。

1袋（23点）．31cm．

内容：下杁堰より常楽寺堰に通ずる日用水路妨害

排除事件訴訟および訴訟費用に係る判決書など。

袋入：1．決定正本（三〇ラー八）［ほか］．差出：東京

控訴院民事第二部裁判所書記岩佐松太郎（押印），

宛名：［名執幸右衛門1．明治31・4・9．（1898）。1綴

28・5cm．罫紙；東京控訴院判決用紙赤色12行罫。

2．判決正本（明治二十九年第二百八拾七号）．差

出：大審院書記土居侃夫（押印）．明治30・7・3．



　（1897）。1通．27cm．かぶせ綴．罫紙：大審院判決用

　紙赤色12行罫．判決：6月3日．

　3，訴訟費用確定決定［ほか］．［甲府地方］裁判

　所書記三城収治（押印）．宛名：［長田旭］．明治30・

　9・10。（1897）．2通．27・5cm．罫紙：［甲府地方裁判所］

　赤色13行罫．

　4．判決正本（明治廿四年第百五十八号）．差出：大

　審院書記岡田義道（押印）．明治25・3・22．（1892）．

　1通。27cm．かぶせ綴．罫紙：大審院判決用紙赤色1

3行罫。

5、横地安信約束手形及契約書．［　　コ，明治29－

30．（1896－97）．1袋（5点）．23cm，

5・1、契約証（事訴中上告事件二付勝訴）。明治29・

12・7。（1896）．作成：横地安信［外1名］・米山作一

郎［ほか1名］．1通．28cm，

5・2・1、約束手形（第壱号）．差出：横地安信。宛名：

飯野甚内．明治30・9・2．（！897）．1枚．14cm、

5・2・2．約東手形（第弐号）．差出：横地安信．宛名：

飯野甚内．明治30・9・2．（1897）．1枚．14cm．

5・2・3、約束手形（第三号）．差出：横地安信．宛名：

飯野甚内．明治30・9・2．（1897）．1枚．14cm．

5・2・4．約束手形（第四号〉．差出：横地安信．宛名：

飯野甚内．明治30・9・2．（1897）．1枚．14cm．

6．判決謄本（明治廿四年（ネ）第三十四号），東京

控訴院民事第一部書記長谷川巳喜男（押印）．明

治24・5・15．（1891）．1通．28cm．罫紙：東京控訴院赤

色13行罫．

7．閾席判決正本（明治廿三年第百廿壱号）［ほか］．

差出：甲府地方裁判所書記下瀬久寿（押印）．明治

24・1・9．（1891）．罫紙：無題ほか．1綴．28cm．ほかの

文書1正誤訂正分．端書に「飯野村」とある．次の8

と同文．罫紙：無題赤色25行罫（全面）．

8．閥席判決正本（明治廿三年第百廿壱号）［ほか］．

差出：甲府地方裁判所書記下瀬久寿（押印）。明治

24・1・9。（1891）．1綴．28cm．罫紙：無題赤色25罫（全

面）ほか。ほかの文書：正誤訂正文．前の7と同文，

罫紙：無題赤色25行罫（全面）ほか．

9．判決正本（甲府地方裁判所民事部廿三年百廿

一号）．差出：甲府地方裁判所書記酒井兼作（押印）．

明治24・1・24．（1891）．1通．28・5cm，罫紙1無題赤色

25行罫（全面）．

10．判決正本（廿三年第一二一号）［写］．差出：甲府

地方裁判所書記下瀬久寿．明治24・2・19．（1891）．

1通，26・5cm．罫紙：無題赤色12行罫，

11．判決正本（明治二十四年（ネ）第三拾七号）．差

出1東京控訴院第一部書記長谷川巳喜馬（押印）．

明治24・5・8。（1891）．1通．27cm．罫紙：東京控訴院

判決用紙赤色12行罫．

12．上告状［ほか］．［　］．明治24－26．（1891－

93）。仮綴1綴．28・5cm．内容；上告状（明治25・12）．

5、山梨県中巨摩郡飯野村役場文書目録（41L－4）　　505 〔153〕

判決正本（明治廿四年一部第百六十一号）．日用

水路防（妨）害排除請求ノ上告二対スル答弁書
（明治26・5・11）ほか．

13．判決正本（明治二十四年（ネ）第三十四号）．差

出1東京控訴院民事第一部書記長谷川巳喜馬（押

印）．明治24・5・15．（1891）．1通．27・5cm．罫紙：東

京控訴院判決用紙赤色12行罫．

14．判決正本（二八（ワ）第三七号）．差出1甲府地方

裁判所才判所書記弦木栄吉（押印），明治28・5・

10。（1895）。1通．27・5cm．罫紙：甲府地方裁判所判

決用紙赤色12行罫．

15．中間判決正本（二八（ワ）三七号）．差出1甲府地

方才判所裁判所書記下瀬久寿（押印）．明治28・5・

13．（1895）．1通．27・5cm．罫紙：甲府裁判所判決用

紙赤色12行罫．

16．判決正本（明治廿五年第六百三十三号）［写］．

差出：大審院書記土居侃夫．明治26・7・10，（1893）．

1通．26・5cm．罫紙：元田訴訟用黄色12行罫．

17．判決正本（明治廿五年（ネ）第三十八・五十一

号）。差出：東京控訴院民事第一部裁判所書記長谷

川巳喜馬（押印）．明治25・11・25．（1892），1通．28

cm．罫紙：東京控訴院判決用紙赤色12行罫．

18、判決正本（二八ネ三二一），差出：東京控訴院民

事第二部裁判所書記岩佐松太郎（押印）．明治29・

5・15．（1896）．1通．28cm．罫紙：東京控訴院判決用

紙赤色12行罫，　　　　史料請求番号41L－4，178


