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解 題

6，山梨県中巨摩郡在家塚村西野村今諏訪村組合役場文書目録（41L－2）

　歴　史　本文書群は在家塚村外二箇村組合役場

　を構成する各村関係のものであるが、出所は特

　定できていない。同組合役場管内は、者苗村の

西南、現在の白根町の最西部地域であり、
　み　だ　い

御勅使川扇状地であるが、本流の釜無川（富士

川上流〉の西岸にもあたる。この地域は近世で

　　　　　　　　どうどう　　うえはった
は西郡筋に属し、百々村・上八田村（両村は合併

　して百田村となる）などとともに「原七郷」とい

われたところの一部で、在家塚村・西野村・上今

諏訪村・下今諏訪村の4か村があった。近世初期

には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）の幕府領（甲府・

上飯田・市川代官所など）を経て明治維新を迎え

た。在家塚村の面積は東西7町半・南北16町半、

西野村は東西15町半・南北16町半、上今諏訪村

は東西10町・南北9町、下今諏訪村は東西17町・

南北5町である（『日本地名大辞典』）。

　明治維新後、各村は、1868年（明治元）に市川

県、翌1869年に甲府県、1871年（明治4）に山梨

県の管轄となり、大小区制期には、1872年（明

治5）に巨摩郡第二十三区・第二十六区、1876年

（明治9）には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年（明治8）の「村事務所」、1878年（明治11）

の「村役所」を経て、4村のうち1884年（明治17）

には在家塚村と百田村に聯合戸長役場（戸長役

場所在地は在家塚村。史料には「百在戸長役場」

と表示されることが多い。本集の表記にあたっ

ては名称を「百田村外一箇村戸長役場」に統一し

た）が組織され、一方、西野村・上今諏訪村・下

今諏訪村には豊村とともに戸長役場が組織され、

豊村外三箇村戸長役場（戸長役場所在地は豊村

上今井組）の管轄となった。1889年（明治22）、

上今諏訪村・下今諏訪村は合併して今諏訪村と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔159〕

　なり、西野村・在家塚村にはそれぞれ1889年に

　単独で市制町村制を施行した。ただ、この3か

　村は組合役場を組織して役場を西野村に設置し

　た。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

　と、在家塚村は戸数が238戸、本籍人口が1545

人で、地租改正後（1875年（明治8））の地租は1063

　円72銭3厘、反別は田14町2反2畝21歩・畑99町4

反12歩・宅地18町5反7畝8歩・竹薮2町6畝1歩・林

　　　　　　　　　　　くママラ11町5反4畝1歩・合計145町6反13歩である。西野

村は戸数が210戸、本籍人口が1467人で、地租

は1181円94銭1厘、反別は畑160町7反24歩・宅地

16町5畝25歩・竹薮2町7反3畝29歩・林15町5反2畝

20歩・芝地1町3反7畝18歩・合計196町4反26歩で

ある。今諏訪村は、戸数が178戸、本籍人口が

1062人で、地租は1362円84銭4厘、反別は田53

町1反9畝18歩・畑77町3反5畝23歩・宅地11町7反1

歩・竹薮3町4反6畝18歩・林10町7反2畝21歩・合計

156町4反4畝21歩である。

　1951年（昭和26）、在家塚村は他の2村との組

合役場を解消、飯野村と合併して巨摩町となり、

さらに1954年（昭和29）、巨摩町・西野村・百田村・

今諏訪村が合併して白根町となった。その後、

源村の一部を編入して現在に至っている。

　このような複雑な組織の変遷があり、それに

ともない文書にも離合集散があったと思われる。

一村についての記事が他村の文書とともに存在

することもおおいにあり得ることなので、利用

にあたっては関連のある村について幅広く検索

する必要がある。このため本集の解題に本文書

群関係の「自治体組織の変遷と文書の引継想定

図」（図4）を掲げておいたので参照していただき

たい。

伝来と数量　本文書群は、当館が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
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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』の編集に際して分割し、文書群記号を

41L－2とした。

　数量は190点、書架延長は4mである。合綴さ

れた史料をも1点と数えると196点となる。

史料の概要　本文書群は、1851年（嘉永4）から

1907年（明治40）までのものであるが、ほとんど

は1876年（明治9）から1889年（明治22）、すなわ

ち「村事務所期」から「組合役場期」の極初期の範

囲である。近世の史料は例外的に含まれている

にとどまる。各文書群は、「村事務所」「村役所」

を経て「聯合戸長役場」を構成したときに戸長役

場に引き継がれ、さらに組み合わせの変わる

「組合役場」「村役場」が設置されたときに、分割

されて各役場に引継がれたものと考えられる。

もっとも組合役場が近世以来の3か村の文書を

集中管理していたかどうかは、まだ明らかでは

ない。史料が、土地関係に集中していることか

ら、当館が購入する以前に、すでに一定の選別

が行われていることも考えられる。

　上記のごとき複雑な引継過程を経る文書群で

あるので、目録編成の第1次項目は、在家塚村

事務所・村役所文書（6・1。34点）、上今諏訪村事

務所・村役所文書（6・2。7点〉、下今諏訪村事務

所・村役所文書（6・3。16点）とした。西野村は若

干の近世文書、村事務所以前の戸長の事務所文

書を含むので、項目名としては長いが名主（所）・

戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書（6・4。

76点）とした。ただし、名主およびこれに続く

戸長の事務所名称が特定できているわけではな

　く、ここに掲げたのは仮称である。以下は、百

　田村外一箇村戸長役場文書（6・5。11点）、豊村

　外三箇村戸長役場文書（6・6。15点）、在家塚村

　外二箇村組合役場文書（6・7。30点）とし、年次

　の特定ができないもののために「不明」（6・8。1

6．山梨県中巨摩郡在家塚村西野村今諏訪村組合役場文書目録（41L－2）

点）を設定した。

　6・1在家塚村事務所・村役所文書は第2次項目

として村政一般、地租改正など一般的な土地関

係を集めた土地、山林関係を特出した山林原野

および物産を、6・2上今諏訪村事務所・村役所文

書は土地のほか損地起返関係を特出した水害損

地を、6・3下今諏訪村事務所・村役所文書は土地、

山林原野、水害損地をそれぞれ設定した。6・4

西野村名主（所）・戸長（事務取扱所）・村事務所・

村役所文書では村政一般、中央・県からの法令

に回章などの指令を含む布告・布達、国への租

税、小物成、地方税・協議費、土地、堀敷・間数

呼違取調、水路普請、収獲調、地誌編輯、入会、

学事とした。このうち在家塚村の主なものは、

「反別地価名寄帳」「地券台帳」「一筆限反別地価

取調帳」、上今諏訪村では「反別地価一筆限名寄

帳」、下今諏訪村では「一筆限反別地価取調簿」

「地券台帳」、西野村では「地券台帳」「名寄帳」

「一筆限取調簿」など地租改正後の土地関係史料

に集中している。ただ、西野村は前述のとおり

近世文書を含んでいるほか、「御用留」r御布告書」

「正租収入簿」「地誌編集取調」「学務委員定員及

給料御伺」、高尾山入会願などやや幅広さを見

せている。

　6・5百田村外一箇村戸長役場文書は土地、建

物、物産を、6・6豊村外三箇村戸長役場文書は

郡衙往復、土地、建物、土地・建物公証を、6・7

在家塚村外二箇村組合役場文書は郡衙往復、土

地、地価修正、村費を第2次項目として設定し

た。これらの主なものも租税と関連する土地関

係史料で、「地租名寄帳」「地券名寄帳」「地価修正

　一筆限取調帳」などである。6・8「不明」分は、「太

　神山伝嗣院堂図」1点のみであるがこれを第2次

　項目として設定した。同寺は中巨摩郡榊村（現・

　櫛形町）に所在するもののようである。
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　図10　在家塚村外二箇村組合役場管内要図
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関連史料　本集に関連の戸長役場が設置された

8．「山梨県中巨摩郡百田村役場文書」がある。

また、白根町役場には、西野村の役場から引継

いだ文書が若干保存されている。

参考文献

・白根町誌編纂委員会編『白根町誌』（本編）・資料

編、白根町役場、1968年。



〔162〕6，山梨県中巨摩郡在家塚村西野村今諏訪村組合　隻場文書目録（41L－2）卜8

6・L在家塚村事務所・村役所文書

6・1・1．村政一般

　1御用留．

　在家塚村事務所．明治9．（1876）。

　　1冊．27・5cm．後表紙なし．継紐に結び史料2

　　占』　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，28

6・1・2．土地

†反別地価名寄帳

　2反別地価名寄帳　第壱伍中沢常右衛門組

　　明治九丙子年十二月．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12．（1876）。

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴

　　地小口表示：在家塚古名寄帳　壱．その他の標題

　　表示：一　常右衛門。壱筆限帳突合之上検査済

　　五月八日斎藤（花押）．

　　内容：中沢常右衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－1

3反別地価名寄帳　第弐伍中沢栄次郎［組］

　明治九丙子年十二月．
　作成：在家塚村事務所．明治9・12。（1876）．

　書込み下限：明治19。

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　弐．その他の標題

　表示：二　栄二．宅地・田畑・林・竹林地価金突合済．

　二月廿六日事故謄写済．突合済

　内容1中込重次郎分以下。

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－2

4反別地価名寄帳　第三伍中込右衛門組　明

　治九丙子年十二月．

　作成1在家塚村事務所．明治9・12．（1876）。

　書込み下限：明治19。

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　参．その他の標題

　表示：一筆［限］帳突合検査済　二月八日斎藤（花

　押）．宅地・田畑・林・竹林地価金突合済。事故謄写

　済．読合済．

　内容二中込四良左衛門分以下。

史料請求番号41L－2，11－3

5反別地価名寄帳　第四伍斎藤源兵衛組　明

　治九丙子年十二月．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12。（1876）．

　書込み下限：明治19．

　1冊．27・5cm．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　四。その他の標題

　表示：四　源兵衛．壱筆限帳突合ノ上検査済　五

　月九日斎藤（花押）．事故謄写済。読合済一月廿九

　日．

　内容：斎藤久平分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－4

6反別地価名寄帳　第五伍斎藤要蔵組　明治

　九丙子年十二月．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12．（1876）．

　書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴，

　地小口表示：在家塚古名寄帳　伍．その他の標題

　表示：五　要蔵．壱筆限帳突合之上検査遂ケタリ

　五月九日斎藤（花押）．事故謄写済。

　内容1斎藤庄作分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－5

7反別地価名寄帳　山梨県第十三区第六伍斎

　藤茂兵衛組　明治十年第一月、

　作成：在家塚村事務所．明治10・1。（1877）。

　書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴，

　地小口表示：在家塚古名寄帳　七。その他の標題

　表示：六　茂兵衛．宅地・田畑・林・竹林地価金共突

　合済。壱筆限突合之上遂検査タリ　五月五日斎

　藤（花押）．事由謄記済。

　内容：斎藤弥三郎分以下。

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－6

8反別地価名寄帳　第七伍中込佐右衛門組

　明治九丙子年十二月．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12．（1876）．

　書込み下限1明治19。
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1冊．27・5cm．かぶせ綴．

地小口表示：在家塚古名寄帳　八，その他の標題

表示：七　佐右衛門．宅地・田畑・林・竹林地価金突

合済，壱筆限帳突合之上遂検査済　四月九日斎

藤（花押）．事故謄写済．

内容：中込森三郎分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－7

9反別地価名寄帳　第八伍中込又左衛門組

　明治九丙子年十二月．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12，（1876）。

　書込み下限1明治19．

　！冊．27・5cm．かぶせ綴．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　九．その他の標題

　表示：壱筆限帳突合ノ上検査済　五月九日斎藤

　（花押）．事故謄写済．

　内容：中込又左衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，↑↑一8

10反別地価名寄帳　第九伍中込佐五右衛門組

　　明治九丙子年第十二月、

　作成：在家塚村事務所．明治9・12．（1876）．

　書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　十．その他の表示

　記事：九　佐五右衛門．壱筆限帳突合済ノ上検査

　済　五月九日斎藤（花押）．事由謄写済．

　内容：中込直次郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－9

11反別地価名寄帳　第拾伍竹内快三郎［組1．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12．（1876）．

　書込み下限：明治19．

　！冊．27・5cm．かぶせ綴．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　十一一．その他の標

　題表示：十　元右衛門．壱筆限帳突合ノ上遂検査

　タリ　五月九日斎藤（花押）．

　内容1中込差左衛門分以下。

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－10

12反別地価名寄帳　寺社入作　明治九丙子年

　第十二月．

　作成：在家塚村事務所．明治9・12．（1876）．

　書込み下限：明治19．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

地小口表示：在家塚古名寄帳　十二．その他の標

題表示：十一　他．壱筆限帳突合之上遂検査タリ

　五月九日斎藤（花押）．事由謄写済．

内容：飯野半四郎分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，11－11

13地所一筆書抜等級取調帳　斎藤専平、

　作成：在家塚村事務所（推定）．明治［　］．書

　込み下限：明治19．

　1冊．27cm．かぶせ綴．一部破損．

　地小口表示：在家塚古名寄帳　六．その他の標題

　表示：十二尾，　　　　　史料請求番号41L－2，21

†地券台帳

14山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　台帳　第一号　明治十一年四月．

　作成：1在家塚村事務所］．明治！！・4．（1878）．

　書込み下限：明治2L

　l冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：1－200番　字竹ノ花，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－1

15山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　台帳　第二号　明治十一年四月．

　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4．（1878）．

　書込み下限：明治2L

　l冊．25・5Cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：201－235番　字竹ノ花．236－402番　字御

　堂．　　　　　　　　史料請求番号4往一2，13－2

16山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　台帳　第三号　明治十一年四月．

　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4．（1878）．

　書込み下限1明治2L

　l冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：403－614番　字柳原．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－3

17山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　台帳　第四号　明治十一年四月．

　作成：［在家塚村事務所］．明治1！・4．（1878）．

　書込み下限1明治2L

　l冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：615－902番　字神ノ木，
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　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－4

18山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　台帳　第五号　明治十一年四月．

　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4。（1878）．

　書込み下限：明治21．

　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：903－1！75番　字細道，

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－5

19山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　　台帳　第六号　明治十一年四月．

　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4．（1878）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．・

　　地番：1176－1499番　字仲畑．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－6

20山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　　台帳　第七号　明治十一年四月．

　　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4．（1878）．

　　書込み下限1明治21．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　地番二1500－1821番　字横堀．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－7

21山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　　台帳　第八号　明治十一年四月．

　　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4．（1878）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　地番：1822－2296番　字北河原．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－8

22山梨県第拾三区甲斐国巨摩郡在家塚村地券

　　台帳　第九号　明治十一年四月．

　　作成：［在家塚村事務所］．明治11・4．（1878）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　地番：2297－2545番　字芝原．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，13－9

　　　　　†　　　　　　†
23林・竹林・芝地一筆限帳　明治九年九月　巨
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　摩郡第廿六区在家塚村．

　差出：在家塚村戸長斎藤専平［ほか副戸長2

　名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治9・

　9・25．（1876）．

　1冊，24cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，17

†一筆限反別地価取調帳

24一筆限反別地価取調［帳］第壱号字竹ノ花

　在家塚村役所．

　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　！冊．23・5cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－1

25一筆限反別地価取調帳　第二号字御堂　在

　家塚村役所．

　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－2

26一筆限反別地価取調帳　第三号字柳原　在

　家塚村役所．

　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－3

27一筆限反別地価取調帳第西号字神ノ木

　在家塚村役所、

　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　　1冊．23・5cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－4

28一筆限反別地価取調帳　第五号字細道　在

　　家塚村役所．

　　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－5

29一筆限反別地価取調帳　第六号字仲畑　在

　　家塚村役所．

　　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－6
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30一筆限反別地価取調帳　第七号字横堀　在

　家塚村役所．

　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－7

31一筆限反別地価取調帳　第八号字北河原

　在家塚村役所．

　作成：在家塚村役所．明治［　］．

　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－8

32一筆限反別地価取調帳　字芝原第九号　在

　家塚村役所．

　作成：在家塚村役所．明治［］．

　1冊，24cm．地主押印。

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，15－9

　　　　　　　　　　　　30－40　〔165〕

6・1・3．山林原野

33山林・原野一筆限帳　明治十一年　在家塚

　村役所．

　差出：在家塚邨担当戸長斎藤専平［ほか村惣

　代5名。押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明

　治11・6・27．（1878）．

　1冊．24cm．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，18

6・1・4．物産

34物産井勧業資本収入帳　明治十三年・全十

　七年　在家塚村．

　在家塚村役所．明治11－17．（1878－1884）．

　1冊．26cm．後表紙なし．

　地小口表示：在物産井勧業資本利子元帳，

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，25

6・2．上今諏訪村事務所・村役所文書

6●2●1．土土也

†反別地価一筆限名寄帳

35反別地価一筆限名寄帳　四冊之内第壱号

　第十三区上今諏訪村．

　作成：上今諏訪村事務所（推定）。明治9頃

　（推定）．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊。26・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　内容：伊藤佐兵衛分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，32－1

36反別地価一筆限名寄帳　四冊之内第弐号

　第十三区上今諏訪村．

　作成：上今諏訪村事務所（推定）．明治9頃

　（推定）．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　内容：矢崎瀬兵衛分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，32－2

37反別地価一筆限名寄帳　四冊之内第参号

　第十三区上今諏訪村．

　作成：上今諏訪村事務所（推定）．明治9頃

　（推定）。（1876）．書込み下限：明治18．

1冊．27cm．かぶせ綴。地主押印．

内容：伊藤市右衛門分以下．

　　　　　　　史料請求番号41L－2，32－3

38反別地価一筆限名寄帳　四冊之内第四号

　第十三区上今諏訪村．

　作成：上今諏訪村事務所（推定）．明治9頃

　（推定）．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊。26・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　内容：原菊造分以下．史料請求番号41L－2，32－4

6・2・2．水害損地

39損地一筆限取調帳　明治九年　第拾三区上

　今諏訪村．

　差出：上諏訪村担当戸長斎藤卯八［ほか副戸

　長1名．押印］。宛名：山梨県令藤村紫朗。明

　～台10・4・20．（1877）．

　1冊．24cm．地主押印．

　その他の標題表示：九年水害損地反別・収獲・地価

　一筆限取調帳．　　　　史料請求番号41L－2，34

40損地調書　明治九丙子第十月　第十三区上
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41［明治十］五年水害損地取調上申　中巨摩

　郡上今諏訪村．

　差出：上今諏訪村役所（推定）．明治15頃（推

　定）。（1882）．

　1冊．23cm．表紙欠．史料請求番号41し一2，50－1

〔166〕

今諏訪村。

差出1上今諏訪村戸長斎藤卯八［ほか副戸長

2名］．宛名：山梨県令藤村紫朗。明治9・10．

（1876）．

1冊．27cm．後表紙なし．地主押印。

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，50－2

6・3．下今諏訪村事務所・村役所文書

梨県第十三区下今諏訪村．

作成二下今諏訪村事務所（推定），明治9推定，

（1876）．書込み下限：明治18．

1冊．28cm．地主押印．

地番：1082－1339番．　史料請求番号41L－2，37－2

47［一筆限反別地価取調簿］．

　作成：下今諏訪村事務所（推定）。明治9推定

　（1876）．書込み下限：明治18。

　1冊．28cm．表紙なし．地主押印。

　地番：1340一一1646番．　史料請求番号41L－2，36－3

†地券台帳

48地券台帳　一　自第壱番至第四百六十五番

　　　前畑・森南・森西・森北・金丸・後畑・宮前

　　明治十一年七月，

　　作成二下今諏訪村事務所（推定）。明治1レ7．

　　（1878）．書込み下限：明治21。

　　1冊．26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　後表紙の表示：中巨摩郡下今諏訪村，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2、38♂

49地券台帳　二　自第四百六拾六番至第九百

　八番　字宮前・欠落・中河原　明治十一年七

　月．

　作成二下今諏訪村事務所（推定）。明治11・7。

　（1878）．書込み下限：明治21。

　1冊．25cm，四ツ目綴．地券台帳用紙使用。

　後表紙の表示：中巨摩郡下今諏訪村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，38－2
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†一筆限反別地価取調簿

42一筆限反別地価取調簿　第壱号　第十三区

　　下今諏方（訪）村．

　　作成：下今諏訪村事務所（推定）。明治9推定．

　　（1876）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　その他の標題表示：六冊之内第壱番　前畑・森南・
　　　　　　し　
　　々西・々北．

　　地番：1－270番，　　　史料請求番号41L－2，36一一

43一筆限反別地価取調簿　第弐号　山梨県第

　十三区下今諏訪村．

　作成：下今諏訪村事務所（推定）。明治9推定．

　（1876）．書込み下限：明治18。

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：271－609番．　　史料請求番号41L－2，36－2

44一筆限反別地価取調簿字中河原壱番　山梨県

　第十三区下今諏訪村．

　作成：下今諏訪村事務所（推定）．明治9推定。

　（1876）．書込み下限：明治19．

　1冊．28c肌かぶせ綴地主押印．

　地番1610－883番．　　史料請求番号41L－2，37－1

45一筆限反別地価取調簿　字中河原第二番

　山梨県第十三区下今諏訪村．

　作成1下今諏訪村事務所（推定），明治9推定．

　（1876）．書込み下限：明治19。

　1冊．27・5cm．地主押印．

　地番；834－1081番．　史料請求番号41L－2，36－4

46一筆限反別地価取調簿　字中河原三番　山
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作成：下今諏訪村事務所（推定）．明治11・7．

（1878）．書込み下限：明治21．

1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

後表紙の表示：中巨摩郡下今諏訪村．

　　　　　　　史料請求番号41L－2，38－3

51地券台帳　四　自第千二百八十九番至第千

　六百四十六番　字中河原・腰巻・永光　明治

　拾一年七月．

　作成：下今諏訪村事務所（推定）．明治11・7．

　（1878）．書込み下限：明治21．

　1冊．25・5cm，四ッ目綴．地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示1中巨摩郡下今諏訪村．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，38－4

†一筆限田畑名寄帳

52一筆限田畑名寄帳　第壱号　中巨摩郡下今

　諏訪村．

　作成：下今諏訪村役所推定．明治12頃（推定）．

　（1879）．書込み下限：明治18．

　1冊，27・5cm．　　史料請求番号41L－2，40－1

53一筆限田畑名寄帳　第弐号　中巨摩郡下今

　諏訪村．

　作成：下今諏訪村役所（推定）．明治12頃（推

　定）．（1879）。書込み下限：明治18．

　1冊．27・5cm．　　史料請求番号41L－2，40－2

　　　　　　　　　　　　50－61　〔167〕

54一筆限田畑名寄帳　第三号　中巨摩郡下今

　諏訪村．

　作成：下今諏訪村役所推定．明治12頃（推定）．

　（1879）．書込み下限：明治18．

　1冊．27・5cm．　　史料請求番号41L－2，40－3

55一筆限田畑名寄帳　第四号　中巨摩郡下今

　諏方（訪）村．

　作成：下今諏訪村役所（推定）．明治12頃（推

　定）．（1879）。書込み下限：明治18．

　1冊．27・5cm．　　史料請求番号41L－2，40－4

6・3・2．山林原野

56山林原野一筆限り取調帳　第十三区下今諏

　訪村．

　作成：下今諏訪村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28・5cm．　　　史料請求番号41L－2，41

6・3・3．水害損地

57明治十五年水害損地一筆限取調帳　中巨摩

　郡下今諏訪村．

　作成：下今諏訪村役所（推定）．明治15頃（推

　定）．（1882）．書込み下限：明治15．

　1冊．22cm．　　　　史料請求番号41L－2，39

6・4．西野村名主（所）・戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書

6・4・1．村政一般

58御用留　第壱番　明治五玄黒　年沼灘如月日

　　名主長谷部与市左衛門、

　西野村．明治5．（1872）．

　1冊．25cm．　　　　史料請求番号41L－2、73

6・4・2．布告・布達

59御廻状表　二番　明治五壬申歳七月日　西

　野村名主．

　作成：西野村．明治5．（1872）．

　1冊．27cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，72

60御布告写　六番　明治六年二月十一日ヨリ

　同月十八日迄　　西野村戸長（押印）．

　西野村．明治6．（1873）．

　1冊．27cm．

　表紙印文：「甲州西野全西□長」．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，75－2

61各種御布告番号書写　明治六年第八月一日

　ヨリ八月三十一日迄

　［西野村］．明治6．（1873）．

　1冊．27・5cm．一部破損．

　その他の標題表示：三十一日迄．
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史料請求番号41L－2，74

62御布告書　明治六年十一月五日従　西野村

　戸長所．

　西野村．明治6．（1873）．

　1冊．27cm，　　　史料請求番号41L－2，75－1

63［回章写］、

　［西野村］．［明治7］．（1874）．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．罫紙：無題

　黒色8行罫．　　　史料請求番号41L－2，75－3

64回章写　十一年六月　西野村事務所．

　西野村事務所．明治11．（1878）．

　1冊．26・5cm．　　　史料請求番号41L－2，76

6・4・3、租税

†正租収入簿

65正租収入簿　明治十五年度　西野村役所．

　　作成：西野村役所．明治15．（1882）．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．罫紙：無題榿色10行

　　罫．　　　　　　　史料請求番号41L－2，68－1

66正租収入簿　第壱号　明治十六年度　中巨

　摩郡西野村（押印）．

　作成：西野村役所．明治16．（1883）．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．罫紙：無題榿色13行

　罫．

　表紙印文二「山梨県中巨摩郡西野村役所」．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，68－2

67正租収入簿　第弐号　明治十六年度　中巨

　摩郡西野村（押印）．

　作成：西野村役所．明治16．（1883）．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．罫紙：無題榿色13行

　罫．

　表紙印文：「山梨県中巨摩郡西野村役所」．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，68－3

　　　　　　†　　　　　　　†

68原野地租勘定帳　明治十二年分井十三年モ

　相用　十三年四月収納　西野村役所．

　作成：西野村役所．明治13，（1880）．

　1冊．26・5cm．罫紙：無題榿色10行罫．

史料請求番号41L－2，69

6・4・4．小物成

69林小物成名寄帳　元治二年丑三月日　名主

　　与市左衛門．

　　作成：西野村．元治2．（1865）．

　　1冊．40cm（横長美帳），

　　その他の標題表示：第二十壱号，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，81

70小物成ケ所取調書上　巨摩郡第弐拾六区西

　野村．

　差出：［西野村］戸長長谷部与一左衛門［ほ

　か副戸長4名］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明

　～台6・9・15．（1873）．

　1綴．27cm．

　内題：小物成米書上．　　史料請求番号41L－2，84

71［去明治九年小物成仮納金取立帳ほか］．

　西野村事務所　明治9頃一11推定．（1876－

　78），

　1綴（3綴・冊）．27cm．

　合綴：1．去明治九年小物成仮納金取立帳　明治十

　一年第七月　第十三区西野村事務所．作成：西野

　村事務所．明治11・7．（1878）．1綴．27cm．罫紙：無

　題藍色10行罫，（史料番号85）．

　2．明治九年小物成税仮収納帳　第十三区巨摩郡

　西野村．作成：西野村事務所．明治9以降．（1876）．

　1冊．27cm（横長半帳）．（史料番号86）．

　3．明治九年小物成税仮収納帳　第十三区西野村．

　作成：西野村事務所，明治9以降．（1876）．1綴26・

　5cm．罫紙：無題藍色10行罫．（史料番号87）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，85／87

6・4・5．地方税・協議費

72［協議費・戸数割・地方税取立帳］．

　　作成：［西野村役所］．明治［14以降］．（1881）．

　　書込み下限1明治14．

　　1綴．26・5cm．表紙・後表紙なし．罫紙：無題榿

　　色10行罫．納入金ごとの割印あり．

　　内容：芦沢小四郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，80－1

73［協議費・戸数割・地方税取立帳］．
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作成：［西野村役所］．明治［14以降］．（1881）．

書込み下限：明治14．

1綴．26・5cm．表紙なし．罫紙1無題榿色10行

罫．納入金ごとの割印あり．

史料番号80－1と一体のものか．

内容：中込源重良分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，80－2

74［協議費・戸数割・地方税取立帳］、

　作成：西野村役所推定。明治13以降．（1880）．

　1綴．26・5cm，前・後欠．罫紙：無題榿色13行

　罫，

　編綴は史料館によるもの．

　内容：長谷部清左衛門分ほか．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，97－3

6・4・6．土地

75［入作名寄ほか1、

　　［西野村］．嘉永4推定一安政4．（1851－57）．

　　1綴（3冊）．27・5cm。

　　合綴：1．［入作名寄ほかコ．作成：［西野村1．嘉永4推

　　定。（1851）．1冊．27・5cm．「戌改」の表示あり．

　　2．入作名寄帳　嘉永四年亥三月日　西野村小野

　　荻右衛門者也．作成：西野村．嘉永4．（1851）．1冊．

　　27・5cm．「戌改」の表示あり．

　　3．入作高名寄帳　安政四年巳十二月．作成：［西野

　　村］．安政4．（1857）。1冊．27・5cm．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，56－2

76［地所名寄帳力］．

　作成：［西野村］．明治［　　］．

　1冊．34cm（横長半帳）。前欠．

　内容：長左衛門・宝珠院分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，97－2

†一筆限取調簿

77地券一筆限取調簿　北弐番字柳原　従弐百

　六拾五至三百七拾五　明治六年九月　巨摩

　郡第二十六区西野村．

　作成：西野村．明治6・9．（1873）．

　！冊．27・5cm．下げ紙多数．地主押印．

　その他の標題表示：絵図済．読合済．再読合済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－1

　　　　　　　　　　　　　73－83　〔169〕

78一筆限取調簿　北三番　西北原四番田帳

　第三百七拾六両（番）より同六百二十七番迄

　　明治六年九月　巨摩郡二十六区西野村．

　作成：西野村．明治6・9．（1873）．

　1冊．27・5cm．地主押印．

　その他の標題表示：仕上り。

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－2

79一筆限取調簿　字西和田　第八百七拾番よ

　り同九百九拾九番迄　巨摩郡二十六区西野

　村．

　作成：西野村．［明治6］，（1873），

　1冊．27・5cm．下げ紙多数．地主押印．

　その他の標題表示：読合済．再算済．絵図改済．算

　入手塚八兵衛・長谷部守本（押印）．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－12

80一筆限取調帳　字切付　第千百四十より第

　千二百二十二迄　直摩郡二十六区西野村．

　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　1冊．28cm．地主押印．

　その他の標題表示：仕上ケ，

　　　　　　　　　史料請求番号4～L－2，58－13

81一筆限取調簿　南壱番　道下　千四百廿一

　より千五百四拾迄　巨摩郡二十六区西野村．

　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　1冊．27cm．下げ紙多数．地主押印．

　その他の標題表示：絵図済．掛合［　］．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－9

82一筆限取調簿　字観音堂　従千五百四拾壱

　至千五百九拾壱　巨摩郡第二十六区西野村．

　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　1冊．27・5cm．下げ紙多数．一部破損．地主押

　印．

　その他の標題表示：算入功力七右衛門．済．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－3

83一筆限取調簿　字横堀　従千五百九拾弐至

　千七百四拾六　巨摩郡第二十六区西野村．

　作成：西野村。［明治6］．（1873）．

　1冊．27・5cm．後表紙欠．下げ紙多数．一部破
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　　損．地主押印．

　　その他の標題表示1絵図済．読合済。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41し一2，58－4

84一筆限取調簿　字南原　従弐千百六拾九至

　　弐千弐百七　巨摩郡第二十六区西野村．

　　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　　1冊．27・5cm．下げ紙多数．地主押印．

　　その他の標題表示：読ミ合相済．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－5

85一筆限取調簿　字五味　従弐千弐百八至弐

　　千弐百八拾六　巨摩郡第二十六区西野村．

　　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　　1冊．27・5cm．下げ紙多数．地主押印．

　　その他の標題表示：読合済．再算済．中込編筆．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－6

86地券一筆限取調簿　南四番　字夏目原　従

　　弐千弐百八拾七従（至）弐千三百四拾五　明

　　治六年九月　巨摩郡二十六区西野村．

　　作成：西野村．明治6．（1873）．

　　1冊．27・5cm．下げ紙多数．地主押印．

　　その他の標題表示二仕上り．読合済．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－7

87一筆限取調簿　字前原　従弐千四百五拾三
　　　　　　　　　ぐママラ
　至弐千四百九拾八　巨摩郡第二十六区西野

　村．

　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　1冊．27・5cm．下げ紙多数．地主押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－8

88一筆限取調簿　字池尻　従弐千四百九十八

　至弐千五百七　巨摩郡第二十六区西野村．

　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　1冊．27cm．下げ紙多数．地主押印．

　その他の標題表示：読ミ合．絵図共二相済．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－10

89［一1筆限取調簿　字明躰　従弐千六百八至

　弐千六百七拾四　巨摩郡第二十六区西野村．

　作成：西野村．［明治6］．（1873）。
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　　1冊．27cm．下げ紙多数．一部破損．地主押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，58－11

90一筆限取調簿　内何歩相立入・外二何歩道

　　歩引・堰歩引・内何歩入歩立　巨摩郡第二十

　　六区西野村．

　　作成：西野村．［明治6］．（1873）．

　　1冊．27cm．　　　史料請求番号41L－2，58－14

†改正名寄

91改正名寄　西野村東北村組．

　　作成：西野村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治14．

　　1冊．27・5cm．　　　史料請求番号41L－2，55

92改正入作名寄　巨摩郡弐拾六区西野村、

　　作成：西野村事務所．明治［　　］．書込み下

　　限：明治14．

　　1冊．27・5cm．　　史料請求番号41L－2，56－1

93名寄帳　椚組

　　作成：西野村事務所（推定〉．明治［　］．書

　　込み下限：明治14．

　　1冊．27・5cm．　　　史料請求番号41L－2，54

†地券台帳

94地券台帳　壱　自壱番至四百八番　字道上・

　　小森・柳原　明治十一年第七月．

　　作成：西野村事務所（推定）．明治11・7．（1878）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊．26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－1

95地券台帳　自四百九番至九百六十二番　字

　　西北原・東北原　明治十一年第七月．

　作成1西野村事務所（推牢）。明治11・7．（1878）．

　書込み下限：明治21．

　　1冊．26cm．四ッ目綴。地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－2
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96地券台帳　自九百六十三番至千弐百六十六

　番字西和田・東和田明治十一年第七月．

　作成：西野村事務所推定．明治11・7．（1878）．

　書込み下限：明治21。

　1冊．26cm．四ッ目綴．地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－3

97地券台帳　自千二百六拾七番至千六百拾二

　番字切附・東原明治十一年第七月．

　作成：西野村事務所（推定）．明治11・7．（187

　8）．書込み下限：明治2L

　1冊，26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－4

98地券台帳　自千六百拾三番至千九百九十番

　　字道下・観音堂・横堀　明治十一年第七月．

　作成＝西野村事務所（推定）。明治11・7．（187

　8），書込み下限：明治2L

　1冊．26cm．四ッ目綴．地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－5

99地券台帳　自千九百九十一番至二千四百十

　八番　字西原・宮西・寒（塞）神　明治十一年

　第七月．

　作成：西野村事務所（推定）．明治11・7．（187

　8）．書込み下限1明治21．

　1冊．26cm．四ッ目綴，地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－6

100地券台帳　自二千四百拾九番至二千九百壱

　番　字後畑・南原・五味・東原・西久根　明治

　十一年第七月．

　作成：西野村事務所（推定）．明治ll・7．（187

　8）．書込み下限：明治22．

　1冊，26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2、52－7

101地券台帳　自弐千九百弐番至三千百四十三

番　字前原・池尻・明艦　明治十一年第七月、

作成：西野村事務所（推定）．明治11・7．（187

8）。書込み下限：明治21．

1冊．26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

後表紙の表示：西野村役所．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，52－8

†地所名寄帳

102［地所名寄帳力］．

　作成：西野村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊。28cm．前欠・一部破損，

　内容：小野嘉右衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，96－1

103［地所名寄帳力］．

　作成：西野村事務所（推定）．明治［　　　］．

　　（1880）．書込み下限：明治14．

　1冊．27cm．前欠．　史料請求番号41L－2，96－2

104名寄帳　池之端組　明治十四年第四月改．

　作成：西野村役所．明治14・4．（1881）．書込

　み下限＝明治28．

　1冊。26cm．四ツ目綴．名寄帳用紙使用。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，53－1

105名寄帳　巻屋組　明治十四年第四月改．

　作成：西野村役所．明治14・4．（1881）．書込

　　み下限：明治28．

　1冊．26cm．四ツ目綴．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，53－2

106名寄帳　北村組　明治十四年第四月改．

　作成：西野村役所．明治14・4．（1881）．書込

　　み下限：明治28．

　1冊．26cm．四ツ目綴。名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，53－3

107名寄帳　椚組　明治十四年第四月改．

　作成：西野村役所．明治14・4．（1881）．書込

　み下限：明治28．

　1冊．26cm．四ツ目綴．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，53－4
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⑩8名寄帳　中村組　明治十四年第四月改．

　作成：西野村役所．明治14・4．（1881）．書込

　み下限：明治28．

　1冊．26cm．四ッ目綴．名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，53－5

6．山梨県中巨摩郡在家塚村西野村今諏訪村組合役場文書目録（41L－2）108－119

109入作名寄帳　明治十四年第四月改．

　作成：西野村役所．明治14・4．（1881）．書込

　み下限：明治27．

　1冊．26cm．四ツ目綴．名寄帳用紙使用．一部

　開披不可．　　　　史料請求番号41L－2，53－6

　　　　　†　　　　　†
110地目変換簿　開墾願綴込　明治十年度ヨリ

　　西野村役所．

　作成：西野村役所．明治［　　］．書込み下限：

　明治35．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．罫紙：無題燈色10行

　罫．　　　　　　　　史料請求番号41L－2，62

6・4・7．堀敷・間数呼違取調

111堀敷取調簿　明治九年第七月　巨摩郡第廿

　六区西野村．

　作成：西野村事務所．明治9・7．（1876）．

　1冊．28cm．地主押印，史料請求番号41L－2，59

†間数呼違取調簿

112縄違総計取調簿　明治九年第九月廿七日

　巨摩郡第廿六区西野村．

　作成：西野村事務所．明治9・9．（1876）．

　1冊．27cm．　　　　史料請求番号41L－2，60

113間数呼違取調簿　明治九年第九月廿九日

　巨摩郡第廿六区西野村，

　作成二西野村事務所．明治9・9．（1876）．

　1冊．27cm．
　地番：156番以下．　　史料請求番号41L－2，61－1

114［間数呼違取調簿ほか］．

　西野村事務所．明治9．（1876〉．

　1綴（2綴）．27・5cm．表紙・後表紙なし．

　合綴11．［間数呼違取調簿］．差出：西野村戸長長谷

　部守本［ほか副戸長・伍長3名］．宛名：山梨県令藤

　村紫朗．明治9・1・11．（1876）．1綴．27・5cm．地番：

　314番以下．
　2．［間数呼違取調簿1　作成：［西野村］．［明治9］．

　（1876）．1綴．27cm．地番：654－885番．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，61－2

　　　　　†　　　　　†
115石地取調簿明治九年七月　巨摩郡第廿六区

　西野村．

　作成：西野村事務所．明治9・7．（1876）．

　1冊．27・5cm．後表紙なし．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，64

116［畑地間数呼違之分取調帳］．

　差出：西埜村戸長長谷部守平［ほか副戸長・

　伍長総代6名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・9・29．（1876）．

　1綴．27cm。表題・後表紙なし．

　字名：夏目原・西久根・前原・池尻・明躰．

　内容：二千三百五拾弐　中込重太郎分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，78－1

117道下。西原下帳

　作成：西野村事務所（推定），明治9推定．

　（1876）．

　1綴．27cm．表紙・後表紙なし．地主押印．畑

　地間数呼違之分取調帳の下書力．

　字名：道下・観音堂・横堀．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，78－2

118［堀敷取調帳］．

　差出：西埜村戸長長谷部守平［ほか副戸長・

　伍長総代6名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・7・27．（1876）．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．地主押印．

　字名：寒（塞）神・後畑・五味・夏目原・西久根・前原・

　池尻・明躰．　　　　　史料請求番号41L－2，78－3

119［畑地間数呼違之分取調帳］．

　作成：西野村事務所（推定）．明治9推定．

　（1876）．

　1綴．27cm．表紙・後表紙なし．

　字名：道下・観音堂・横堀・堀敷・宮西．

　内容：千四百六十六ノ内壱　長谷部守平分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，78－4
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120［堀敷・石塚取調帳］．

　作成：西野村事務所（推定）．明治9推定．

　（1876）．

　1綴．27cm．表紙なし。地主押印，

　字名：東北原．　　　　史料請求番号41L－2，78－5

121［石地・芝地・堀敷取調帳］．

　差出：西野村戸長長谷部守平［ほか副戸長・

　伍長総代6名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・7・28．（1876）．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．地主押印．

　字名：東北原・西原．

　内容：六百五十三ノ内大日庵分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，78－6

122［畑地間数呼違・堀敷取調帳］．

　作成：西野村事務所（推定）．明治9推定．
　　（1876）．

　1綴．27cm．表紙・後表紙なし．地主押印。

　字名：畑・観音堂・西原・堀敷・宮西（堀敷分はもと

　別綴であったものか），

　内容：千七百七十四ノ内芦沢重兵衛分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，78－7

123［堀敷取調帳］．

　作成：西野村事務所（推定）．明治9推定．

　（1876）．

　1綴．27cm．表紙なし．地主押印．

　字名；西和田・東和田・北東原・東原．

　内容：九百五号　芦沢重左衛門以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，78－8

6・4・8．水路普請

124早川開墾・新用水路普請積方帳　控．

　差出：第七区穴山村島津貞則．連署：開繋委

　任総代中込総右衛門［ほか6名］．長官宛．明

　治11・7．（1878）．

　1冊．24・5cm．一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，95

6・4・9．収獲調

125収獲取調帳・収獲調雛形　国郡区何村．

　西野村役所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．24・5cm．

　　　　　　　　　　　120－131　〔173〕

その他の標題表示：用紙蔵半紙凡弐行認

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，77

126［物産風災前後収穫見込］御届．

　差出：［西野］村戸長手塚八兵衛．宛名：中巨

　摩郡長三枝七内．明治［　　］．

　1綴．26・5cm．罫紙1無題榿色10行罫．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，88

6・4・10．地誌編輯

127地誌編輯届
　差出：［西野村］戸長長谷部真蔵（押印），宛

　名：山梨県令藤村紫［朗］．明治12・5・L（1879）．

　1綴．26・5cm．罫紙：無題榿色10行罫．

　端書：本番読合済．差出壱通ニテ済ミ下書．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，82

128地誌編集取調　明治十二年五月　中巨摩郡

　西野村．

　作成：［西野村役所］．明治12・5．（1879）．

　1綴．26・5cm．後欠．罫紙：無題榿色10行罫．

　内容：史料番号82の下書か．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，83

6・4・11．入会

129官有地え入会場拝借願．

　差出：高尾村［ほか22か村］総代依田久右衛

　　門［ほか4名］．明治14・9．（1881）．

　　1綴．26・5cm．罫紙：無題榿色10行罫．

　　　　　　　　　　史料請求番号4屡L－2，91

130三拾六ケ村入会山民有地二御編入願，

　差出：［中巨摩郡旧須沢村外旧弐拾弐ケ村人

　民・北巨摩郡旧上条南割村外旧九ケ村人民］．

　明治15・2。（1882）．

　1綴．26・5cm．罫紙：無題榿色10行罫．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，92

131［高尾山入会願一件二付回章留1．

　　［西野村役所］．明治14－15．（1881－82）．

　1綴．26・5cm．

　編綴は史料館によるものか．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，93
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6・4・12．学事

132学務委員定員及給料御伺．

　　差出：1西野］村戸長手塚八兵衛（押印）．宛

　　名：山梨県令藤村紫朗．明治14．（1881〉．

　　1綴．26cm．罫紙：無題榿色10行罫．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，89

133学務委員撰挙之義二付御伺．

　差出：［西野］村戸長手塚八兵衛（押印）．宛

　　名：中巨摩郡長三枝七内．明治14・8・3．（1881）．

　　1綴．26cm．罫紙：無題榿色10行罫．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，90

6・5．百田村外一箇村戸長役場文書

6・5・1．土地

†地券名寄帳

134地券名寄帳　五冊之内壱　第壱号北村　中

　　巨摩郡在家塚村．

　　作成：百田村外一箇村戸長役場．明治19推

　　定．（1886）．書込み下限：明治28．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　目次：壱　中沢常右衛門一六十一　中込喜十郎．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，12－1

135地券名寄帳　五冊之内　第弐号福島　中巨

　摩郡在家塚村．

　作成：百田村外一箇村戸長役場．明治19推

　　定．（1886〉．書込み下限：明治28．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　目次：壱　中込四郎左工門一四十四　中込みつ．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，12－2

136地券名寄帳　五冊之内　第参号　中巨摩郡

　在家塚村．

　作成：百田村外一箇村戸長役場．明治19推

　　定．（1886）．書込み下限：明治28．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　目次：壱　斎藤庄作一五十九　斎藤とく．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，12－3

137地券名寄帳　五冊之内　第四号下村　中巨

　摩郡在家塚村．

　作成：百田村外一箇村戸長役場．明治19推

　　定．（1886）．書込み下限：明治28．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使

用．

目次：壱　中込森三郎一七十二　中込貞次郎．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，12－4

138地券名寄帳　五冊之内　第五号下村・他村

　　中巨摩郡在家塚村．

　作成1百田村外一箇村戸長役場．明治19推

　　定．（1886）．書込み下限：明治28．

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　目次二壱　中込市平一［六十五］斎藤源兵衛．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，12－5

　　　　　†　　　　　　†

139地目限反別地価総計帳　明治廿壱年八月訂

　　正在家塚村．

　　作成：百田村外一箇村戸長役場．明治21．

　　（1888）．書込み下限：明治22．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．罫紙：同戸長役場統計

　　用紙．　　　　　　　史料請求番号41L－2，14

140百田村・在家塚村別券台帳　明治廿壱年

　作成：［百田村外一箇村戸長役場］．明治21．

　　（1888）．書込み下限：明治21．

　　1冊．25cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，29

6・5・2、建物

141在家塚村建物台帳　　　　　　　　百在戸長役場．

百田村外一箇村戸長役場．明治［　］．書込

み下限：明治20．

1冊．25cm．四ツ目綴．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，22
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142在家塚村各自建物届書　百在戸長役場．

　百田村外一箇村戸長役場．明治17、（1884）。

　1冊．25cm．
　内容：1．所有建物取調書　第壱番組伍長中沢常右

　衛門組．
　2．所有建物取調書　九番組伍長中込佐五右衛門。

　3．所有建物取調書　在十番組伍長竹内快三郎組，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，23

143建物図面　明治十九年第十一月　中巨摩郡

　在家塚村．

　　　　　　　　　　　　　　〔175〕

百田村外一箇府戸長役場．明治19．（1886）．

1冊．26cm．四ツ目綴．綴じ糸破損．所有者押

印．　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，24

6・5・3．物産

144煙草作付反別各自届書　明治廿一年　中巨

　摩郡在家塚村．
　　百田村外一箇村戸長役場．明治21．（1888）．

　　1冊．27・5cm．一部破損．罫紙：煙草作付御届．

　　作人押印．　　　　　史料請求番号41L－2，19

6・6．豊村外三箇村戸長役場文書

6・6・1．郡衙往復

145郡庁諸達照会書　明治弐拾弐年　戸長役場、

　元豊村外三箇村戸長役場．明治21－22。

　　（1888－89）．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，79

6・6・2．土地

†地券名寄帳

146地券名寄帳　第壱号　明治十八年第六月改

　正中巨摩郡上今諏訪村．

　作成1［豊村外三箇村戸長役場］．明治18。

　　（1885）．書込み下限：明治29．

　　1冊．26cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使用。

　　内容：伊藤佐兵衛分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，30－1

147地券名寄帳　第弐号　明治十八年第六月改

　正中巨摩郡上今諏訪村．

　作成：［豊村外三箇村戸長役場］．明治18。

　（1885）．書込み下限：明治29．

　1冊．26cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使用．

　内容1金丸潔八分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，30－2

148地券名寄帳　第三号　明治十八年第六月改

　正　中巨摩郡上今諏訪村．

　作成：［豊村外三箇村戸長役場］．明治18。

（1885）．書込み下限：明治29、

1冊．26cm．四ツ目綴．地券名寄帳用紙使用．

内容：金丸正徳分以下．

　　　　　　　史料請求番号41L－2、30－3

149［地券台帳］．

　作成：豊村外三箇村戸長役場．明治18推定。

　（1885）．書込み下限：明治21．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．地券台帳用

　紙使用．　　　　　史料請求番号41L－2、52－9

150上今諏訪村・西野村・下今諏訪村土地台帳総

　計　西野村・今諏訪村．

　作成：［豊村外三箇村戸長役場］．［明治22］．

　　（1889）．

　1冊．28cm．罫紙：豊村外三箇村戸長役場赤

　色13行罫．　　　　　史料請求番号41L－2，57

　　　　　†　　　　　　†
151管外所有地台帳　明治二十二年　西野村．

　　作成：豊村外三箇村戸長役場，明治22．（1889）．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．地所台帳用紙使用。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，67

152部外所有地価金簿　明治十九稔七月改　豊

　村外三ケ村戸長役場．
　作成：豊村外三箇村戸長役場．明治19．（1886）。

　1冊．27cm．罫紙：無題藍色10行罫。

　その他の標題表示1西野・今諏訪．
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史料請求番号41L－2、70

6・6・3．建物

†建物台帳

153建物台帳　明治十八年七月編製　中巨摩郡

　下今諏訪村．

　作成：豊村外三箇村戸長役場．明治18．（1885）．

　書込み下限：明治24．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．建物台帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，46

154建物台帳　明治十八年七月編製　中巨摩郡

　西野村．

　作成：豊村外三箇村戸長役場，明治18．（1885）．

　書込み下限：明治24．

　1冊。26・5cm．四ツ目綴．建物台帳用紙使用．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，66

6・6・4．地所・建物公証

†公証一覧簿

155地所・建物質入・書入公証一覧簿　自慶応四

　年正月至（以下欠）中巨摩郡下今諏訪村．

　作成：［豊村外三箇村］戸長役場．明治20頃

　（推定）．（1887）．書込み下限1明治25．

　1冊。26cm。四ツ目綴．地所・建物公証一覧表

　用紙使用．　　　　　史料請求番号41L－2，44

156地所・建物質入公証一覧簿　自明治六年七

月至（以下欠）中巨摩郡西野村．

作成：豊村外三箇村戸長役場．明治20推定．

（1887）．書込み下限：明治20．

1冊．26cm．四ッ目綴．罫紙：地所建物公証一

覧表．　　　　　　　史料請求番号41L－2，63

†異動地申告書

157異動地申告書　自明治十八年一月至全二十

　一年十二月　中巨摩郡上今諏訪村．

　［豊村外三箇村戸長役場］．明治18－21．

　（1885－88）．

　1冊．26cm．四ツ目綴．

　内容：手塚繁治分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－2，31

158異動地申告書　自明治十八年一月至全二十

　一年十二月　中巨摩郡下今諏訪村．

　豊村外三箇村戸長役場．明治18－21．（1885－

　88）．

　1冊．26・5cm．四ッ目綴．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，45

159異動地申告書　至明治十七年一月至全二十

　一年十二月　中巨摩郡西野村．

　豊村外三箇村戸長役場．明治17－21．（1884－

　88）．

　1冊．26cm．四ツ目綴．罫紙：同戸長役場榿色

　13行罫．　　　　　　史料請求番号41L－2，65

6・7．在家塚村外二箇村組合役場文書

6・7・1．郡衙往復

†郡庁諸達照会

160郡衙諸達照会書　明治弐拾五歳　在家塚村

　外弐ケ村組合役場．

　在家塚村外二箇村組合役場．明治24－25．

　（1891－92）．

　1冊．28cm．四ツ目綴．後表紙なし．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，26

161郡庁諸達照会　明治弐拾七年　在家塚村外

　弐ケ村組合役場．

在家塚村外二箇村組合役場．明治27．（1894）．

1冊．28・5cm．後表紙なし．

　　　　　　　史料請求番号41L－2，27－1

162［郡庁諸達照会ほか］．

　在家塚村外二箇村組合役場．明治23－27．

　（1890－94）．

　1綴（2冊）．27・5cm．

　合綴：1、郡庁諸達照会　第弐号　明治弐拾七年

　在家塚村外弐ケ村組合役場．同組合役場．明治2

　3－27．（1890－94）．1冊．27・5cm．後表紙なし，
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2．郡衙達書　明治廿七年九月　在家塚村外弐ケ

村組合役場．同組合役場．明治27，（1894）．1冊．

27cm．後表紙なし．　　史料請求番号41L－2，27－2

6・7・2．土地

163開墾鍬下願・地目変換届土地台帳　明治十

　七年改　中巨摩郡今諏訪村．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治22

　頃（推定）．（1889）．書込み下限：明治35．

　1冊．26cm．四ッ目綴，罫紙：豊村外三箇村戸

　長役場榿色13行罫・在家塚村外二箇村組合

　村役場赤色13行罫．　史料言青求番号41L－2，47

164管外所有地台帳　明治二十二年　今諏訪村．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治22．

　（1889）．

　1冊。27cm．四ツ目綴．土地台帳用紙使用．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，48

165［地券書換台帳］

　作成＝在家塚村外二箇村組合役場．明治22

　以降．（1889）．書込み下限：明治40．

　1冊．27・5cm．表紙・後表紙なし．地券台帳用

　紙使用．

　内容：斎藤力蔵分以下．史料請求番号41L－2，51－1

166［地券書換台帳］．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治22

　以降．（1889）．書込み下限：明治37．

　1綴．28cm．表紙・後表紙なし．地券台帳用紙

　使用．

　内容：志村茂兵工分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，51－2

†地租名寄帳（今諏訪村）

167今諏訪村大字上今諏訪地租名寄帳　二　明

　治廿九年一月調製　在家塚村外ニケ村組合

　役場．

　作成1在家塚村外二箇村組合役場．明治29．

　（1896）．書込み下限：明治36．

　1冊．26cm．四ツ目綴．地租等名寄帳用紙使

　用．

　内容：原喜十郎分以下．史料請求番号41L－2，10－1

　　　　　　　　　　　　璽62－172　〔177〕

168今諏訪村大字上今諏訪村地租名寄帳　三

　明治廿九年一月調製　在家塚村外ニケ村組

　合役場．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治29．

　（1896）．書込み下限：明治36．

　1冊．26cm．四ツ目綴．地租等名寄帳用紙使

　用．

　内容：斎藤夘八分以下．史料請求番号41L－2，10－2

†地租名寄帳（西野村〉

169西野村地租名寄帳　三　明治廿九年一月調

　製　在家塚村外ニケ村組合役場．

　作成二在家塚村外二箇村組合役場．明治29．

　（1896）．書込み下限：明治36．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地租等名寄帳用紙

　使用．

　地小口表示：西野　参　中．

　内容：芦沢福六分以下．史料請求番号41L－2，10－3

170西野村地租名寄帳　四　明治廿九年一月調

　製　在家塚村外ニケ村組合役場．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治29．

　（1896）．書込み下限二明治37。

　1冊．26cm．四ツ目綴．地租等名寄帳用紙使

　用．

　地小口表示：西野　四　北西．

　内容：芦沢開太郎分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，10－4

171西野村地租名寄帳　五　明治廿九年一月調

　製　在家塚村外ニケ村組合役場．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治29．

　（1896），書込み下限：明治36．

　1冊．26cm．四ツ目綴．地租等名寄帳用紙使

　用．

　地小口表示：西野　五　北東．

　内容1小野由吉分以下．史料請求番号41L－2，10－5

172西野村地租名寄帳　六　明治廿九年一月調

　製　在家塚村外ニケ村組合役場．

　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治29．

　（1896）．書込み下限：明治37．

　1冊．26cm．四ツ目綴．地租等名寄帳用紙使
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　　用．

　　地小口表示：西野　六　椚．

　　内容：功力政造分以下．史料請求番号41L－2，10－6

　　　　　　†　　　　　　　†

173地所異動書類　明治廿八年八月ヨリ至廿二

　　年八月　在家塚村外ニケ村組［合役場］．

　　在家塚村外二箇村組合役場．明治28－32．

　　（1875－99）．

　　1冊．28cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，20

6・7・3．地価修正

†地価修正一筆限取調帳

174地価修正一筆限取調帳　一　中巨摩郡今諏

　　訪村大字上今諏訪．

　　差出：［在家塚村外二箇村組合村長手塚繁治］．

　　宛名：山梨県知事中島錫胤。明治22・12・20．

　　（1889）．

　　1冊．26・5cm．

　　その他の標題表示：副．

　　地番：1－300番。　　　史料請求番号41L－2，33－1

175地価修正一筆限取調帳　二　中巨摩郡今諏

　　訪村大字上今諏訪．

　　差出：［在家塚村外二箇村細合村長手塚繁治］．

　　宛名：山梨県知事中島錫胤．明治22・12・20．

　　（1889）．

　　1冊．26・5cm．

　　その他の標題表示：副．

　　地番：301－593番．　　史料請求番号41L－2，33－2

176地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡今諏訪村

　　大字上今諏訪．

　　差出：［在家塚村・西野村・］今諏訪村［組合村］

　　々長手塚繁治（押印）．宛名：山梨県知事中

　　島錫胤．明治22・12・20．（1889）．

　　1冊．26・5cm．

　　その他の標題表示：副．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．

　　地番：12番ほか．　　　史料請求番号41L－2，33－3

177荒地原地価修正反別一筆限取調帳　中巨摩
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　　郡今諏訪村大字上今諏訪．

　　差出：［在家塚村・西野村・］今諏訪村［組合村］

　　々長手塚繁治（押印）．宛名：山梨県知事中

　　島錫胤．明治22・12・20．（1889）．

　　1冊．26・5cm．

　　その他の標題表示：副．　史料請求番号41L－2，35

178地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡今諏訪村

　　下今諏訪．

　　差出：［在家塚村外二箇村組合村長手塚繁治］．

　　宛名：山梨県知事中島錫胤．明治［23・1・31］．

　　（1890）．

　　1冊．27cm，

　　その他の標題表示：副四号．

　　地番：902－1200番．　史料請求番号41L－2，42－1

179地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡今諏訪村

　　大字下今諏訪．

　　差出：［在家塚村外二箇村組合村長手塚繁治］．

　　宛名：山梨県知事中島錫胤．明治23・1・31．

　　（1890）．

　　1冊．27cm．

　　地番：575－900番。　　史料請求番号41L－2，42－2

180地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡今諏訪村

　　大字下今諏訪．

　　差出：［在家塚村・西野村・］今諏訪村［組合村］

　　長手塚繁治（押印）．宛名：山梨県知事中島

　　錫胤．明治23・1・31．（1890）．

　　1冊．27cm．

　　その他の標題表示：副六号．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正一筆限

　　配当．

　　地番：1509－1646番．　史料請求番号41L－2，42－3

181地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡今諏訪村

　　大字下今諏訪．

　　差出：［在家塚村外二箇村］組合村長手塚繁

　　治（押印）．宛名：山梨県知事中島錫胤．明治

　　［23・1・31］．（1890）．

　　1冊．27cm．

　　地番：1201－1465番．　史料請求番号41L－2，42－4



6，山梨県中巨摩郡在家塚村西野村今諏訪村組合役場文書目録（41L－2）

182地価修正一筆限取調帳　明治廿二年起返

　　中巨摩郡今諏訪村大字下今諏訪．

　　差出：［在家塚村外二箇村］組合村長手塚繁

　　治（押印）．宛名：山梨県知事中島錫胤．明治

　　23・1・31．（1890）．

　　1冊．27cm．後表紙なし．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正一筆限

　　配当．

　　地番：624番ほか．　　史料請求番号41L－2，42－5

183地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡在家塚村．

　　差出1在家塚村［外二箇村組合村］長手塚繁

　　治（押印）．宛名：山梨県知事中島錫胤．明

　　？台22・12・20．（1889）．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．後表紙なし．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限り配当．

　　地番1字北河原1869－2293番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，16－1

184地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡在家塚村．

　　差出者：在家塚村［外二箇村組合村］長手塚

　　繁治．宛名：山梨県知事中島錫胤．明治22・！

　　2．（1889）．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴，後表紙なし．罫紙：

　　同組合役場榿色13行罫．

　　中表紙の表示：字北河原自千八百六拾九番至弐千

　　弐百九十三番．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限り配当．　　　　　史料請求番号41L－2，16－2

185［地価修正一筆限取調帳］．

　　差出1［在家塚村外二箇村組合］村長手塚繁

　　治（押印）．宛名：山梨県知事中島錫胤．明

　　～台22・12・20．（1889）．

　　！綴．26・5cm．前欠，

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正一筆限

　　　　　　　　　　　　　　182－190　〔179／

　　配当．

　　内容：今諏訪村字御勅使先・中河原63！番以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，97－1

　　　　　　†　　　　　　†

186荒地原地価修正一筆限取調帳中巨摩郡今諏

　　訪村大字下今諏訪．

　　差出1［在家塚村外二箇村］組合村長手塚繁

　　治（押印）．宛名：山梨県知事中島錫胤．明治

　　23・1・3L（1890）．

　　1冊．27cm．後表紙なし．

　　地番：601番ノ内ほか。　史料請求番号41L－2，43

187荒地免租年期附与願　明治四十年　中巨摩

　　郡今諏訪村．

　　在家塚村外二箇村組合役場．明治40．（1907）．

　　1冊．27cm．

　　内容：1．荒地免租年期附与願．差出：地主総代手塚

　　繁治［ほか1名．押印］．明治40・8釜無川洪水の為

　　荒地免租．

　　2．税務署突合セニ依ル分筆地取調帳．

　　3．再荒地免租年期附与願．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，49

6・7・4．村費

188渡航費徴収元帳　明治廿七年度　西野村．

　　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治27．

　　（1894）．

　　1冊．27cm．罫紙：同組合役場赤色13行罫．

　　内容：元帳のほか，渡航費収入日計簿（明治27年

　　度）．　　　　　　　　史料請求番号41L－2，71－1

189明治廿八年度渡航費徴収元帳　西野村．

　　作成：在家塚村外二箇村組合役場．明治27．

　　（1894）．書込み下限：明治30．

　　1冊．27cm．罫紙1同組合役場赤色13行罫。

　　内容：元帳のほか，渡航費収入日計簿（明治28年

　　度）．　　　　　　　　史料請求番号4↑L－2，71－2

6・8．不明

6・8・1．伝嗣院

190太神山伝嗣院［堂図］．

　　作成：［　　］．　明治［　　］．

1枚．26×27cm．鉛筆書き．

伝嗣院は中巨摩郡榊村上宮地に所在．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－2，94


