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解 題

歴　史　本文書群の出所である源村は、飯野村

　　　　み　だ　い
の西隣、御勅使川扇状地の扇頂部に位置する・

現在の白根町の西半分を占める地域である。こ

の地域は、近世では西郡筋に属し有野村などが

　　　　　　　　　　　かみつぶらいあった。現在は韮崎市内の上円井村からこの地

域の曲輪田新田に至る徳島堰が通水し（1670年

完成）、「原七郷」と呼ばれたこの一帯の灌概用水

となった。

　明治維新後、この地域は1868年（明治元）に市

川県、翌1869年に甲府県、1871年（明治4）に山

梨県の管轄となった。大小区制期には、1872年

（明治5）に巨摩郡第二十四区、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）、有野・築山・駒場・須沢・大嵐・塩前の6か村

と曲輪田新田に、飯野村の飯野新田を加えて源

村が成立した。源村の面積は東西1里15町・南北

約1里2町で（『山梨県市郡村誌』）、この年の戸口

は、446戸・2082人であった。同年の「源村事務

所」、さらに1878年（明治11）の「源村役所」を経

て、1884年（明治17）の「戸長役場」の設置に際し

ては、飯野村との聯合戸長役場が組織され、「源

村飯野村戸長役場」（本集の表記にあたっては名

称を源村外一箇村戸長役場に統一した）と称し、

役場を源村飯野新町組に置いた。市制町村制の

施行に際しこれを解消し、単独の役場を設置し

た。戸長役場を共にした飯野村との関係図を、

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、源村の地租改正後（1875年（明治8））の地租

　は3132円43銭9厘、反別は田200町9反5畝7歩・畑

40町2反4歩・切替畑2町9反4畝23歩・宅地26町8反

9畝26歩・竹薮4町9反5畝18歩・林53町8反8畝8歩・

芝地1町5反8畝18歩・合計331町4反2畝14歩であ

る。

　1957年（昭和32）源村のうち飯野新田・曲輪田

新田・築山が白根町に編入、1959年（昭和34）源

村が白根町と合併し現在に至っている。

伝来と数量　本文書群は、1966年度に他の山梨

県下町村役場文書、長野県・新潟県役場文書と

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』

の編集に際して分割し、文書群記号を41L－3と

した。

　数量は107点、書架延長は2mである。『史料

総覧』では、114点となっているが、合綴された

史料を1点と数えると128点となる。

史料の概要　この文書群は、明治維新以後、市

制町村制初期まで、1869年（明治2）から1899年

（明治32）までのものであるが、多くは村事務所

期から戸長役場期に集中している。目録編成の

第1次項目としては、源村成立以前の諸村のう

ち築山村の史料が残存しているので、築山村名

主（所）・戸長（事務取扱所）文書を仮称して項目

を独立させた（7・1。1点）。次いで源村戸長（事

務取扱所）・村事務所・村役所文書（7・2。74点）、

徳島堰下詰所文書（7・3。3点）、源村外一箇村戸

長役場文書（7・4。26点）、源村役場文書（7・5。3

点）を第1次項目として設定した。村事務所以前

の諸村名主・戸長の事務所名称は特定できてい

ない。また徳島堰下詰所は存続期間、村との関

係などが未詳であるが、名主（所）期から源村事

務所期にわたる期間の文書群であるので、第1

次項目として独立させた。

　7・2源村事務所・村役所文書は、いずれも土地

　関係で主に田畑の「名寄帳」「一筆限反別地価取

　調帳（簿）」「地所一筆限取調帳」「地券帳」、山林
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図11　源村役場管内要図
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にかかる「山林原野一筆限帳」「山林原野名寄帳」

などである。したがって第2次項目として土地

と山林原野を設定した。7・3徳島堰下詰所文書

は少量であるが詰所入費、水役を第2次項目と

して設定した。7・4源村外一箇村戸長役場文書

もほとんどが土地関係の史料であって、「地価

修正一筆限取調帳」などの地価修正、反金調書、

地所分裂・合併申告願、土地総計、土地調査に

関するものであり、ほかはわずかに村費にかか

る「源村・飯野村聯合費諸色通」があるのみであ

る。ここでは土地、地価修正、聯合村費を設定

した。7・5源村役場文書は「地価帳」「土地単価表」

などでほとんどが地価に関する史料であるので、

地価と県税を第2次項目とした。

　なお7・5源村役場期のなかに、松本税務管理

局（1896年（明治29）10月設置、1902年（明治35）

11月廃止）・東京税務監督局（1902年（明治35）11

月設置）の罫紙を使用している史料が2点ある

（史料番号136・139）。特に松本税務管理局の文

書は同局内部の決裁印と思われる押印があり、

源村文書の一部となっている理由は不明である。

後考を待つ史料である。

関連史料　本集には源村と聯合の戸長役場が設

置されたことのある5．「山梨県中巨摩郡飯野村

役場文書」がある。

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。
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7・1．築山村名主（所）・戸長（事務取扱所）文書

7・1・1．土地

　1畑方生地人銘名寄　明治二巳年　巨摩郡築

　　山村．

　　作成：築山村．明治2．（1869）．書込み下限：

明治7．

1冊．40cm．（横長帳）．

内容：与右衛門・三四吉分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－3，155

7・2．源村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書

7・2・1．土地

　2辰改名寄帳　甲斐国巨摩郡第廿四区曲輪田

　　新田．

　　差出：曲輪田新田戸長保坂徳兵衛［ほか副戸

　　長2名］．宛名：源村正副戸長．明治8推定．

　　（1875）．書込み下限：明治10．

　　1冊．24・5cm，かぶせ綴．

　　内容1石川弥吉分以下．史料請求番号41L－3，114

　3未改名寄帳　甲斐国巨摩郡第廿四区曲輪田

　　新田．

　　差出：曲輪田新田戸長保坂徳兵衛［ほか副戸

　　長2名］．宛名：源村正副戸長．明治8推定．

　　（1875）．書込み下限：明治8．

　　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

　　内容：内田源右衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，115

　4田畑・宅地・竹林・林成反別地価名寄帳　明

　　治九年十一月　源村四番組．

　　作成：［源村事務所］．明治9．（1876）。書込み

　　下限：明治19．

　　1冊．24・5cm．

　　後表紙の表示：新名寄調整済．その他の標題表示：

　　突合済．塩前．

　　内容：四番組塩谷弥重分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，133

　5畑・林成反別地価名寄帳　源村四番組．

　　作成：［源村事務所］．明治9推定．（1876）．

　　書込み下限：明治19．

　1冊．24・5cm．

　その他の標題表示：突合済相成．
F
内
容 ：三番組浅利権左工門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，134

6田畑宅地反別地価名寄帳　明治九年十一月

　　源村四番組．

　作成：［源村事務所］．明治9．（1876）．書込み

　下限：明治19．

　1冊．24・5cm．

　その他の標題表示：突合済．

　内容：弐番組飯埜安二郎分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，135

7名寄帳　明治十丑年　源村須沢組．

　作成：［源村之内旧須沢村伍長］．明治10．

　（1877）．書込み下限：明治15．

　1冊，28cm．

　内容：名取定三郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，101

8名寄帳　明治十一年十二月改　山梨県第十

　三区源村旧駒場．

　作成：［源村之内旧駒場村伍長］．明治11．

　（1878）．書込み下限：明治19．

　1冊．28・5cm．

　その他の標題表示：写済．精正．

　内容：井上文右工門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，102

9名寄帳　明治十丑歳三月　山梨県十三区源

　村旧大嵐村．
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作成：源村之内旧大嵐村伍長金川勘左衛門

［ほか伍長1名］．明治10・3・23．（1877），書込

み下限：明治19。

1冊．27・5cm．かぶせ綴．

その他の標題表示：突合済．

内容：金丸徳左衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，103

10田畑名寄帳　明治十年四月　源村之内旧須
沢．

作成：源村事務所（推定）

書込み下限：明治19．

1冊．28・5cm。かぶせ綴．

その他の標題表示：突合済．

内容：名取宇三郎分以下．

．明治10。（1877）．

史料請求番号4↑L－3，104

†名寄帳（有野）

11名寄帳　第壱番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊．36cm．四ツ目綴．地所短冊貼付．

　その他の標題表示：新名寄ト整合済ミ，両存［コロ．

　内容：河西紋次郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，98－1

12名寄帳　第弐番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19。

　1冊．36cm．四ッ目綴．地所短冊貼付．

　その他の標題表示：写済．弐番帳，斎藤百松始，斎

　藤直右衛門，右之者弐重有之二付公証之際御照

　会相願度候也　明治十七年十二月．（押印「石原」）．

　内容：斎藤安太郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，98－2

13名寄帳　第三番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊．36cm．四ツ目綴．地所短冊貼付．

　その他の標題表示1三番帳，有野喜兵衛始．突合

　済。矢崎藤次郎，右之者弐重有之二付公証之際

　御照会相願度候也　明治十七年十二月．（押印
　「石原」）．

　内容：有野喜兵衛分以下．

史料請求番号41L－3，98－3

14名寄帳　第四番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊，36cm．四ッ目綴．地所短冊貼付．

　その他の標題表示：四番帳，矢崎孝太郎始．突合

　済．

　内容：矢崎孝太郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，98－4

15名寄帳　第五番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊．36cm．四ツ目綴。地所短冊貼付．

　その他の標題表示：五番帳，行善寺始．突合済．飯

　野幸太郎ヨリ入，第三百七，一田弐セ弐拾八歩，

　金拾五円九拾八銭七厘，質入。

　内容：行善寺分以下．　史料請求番号41L－3，98－5

16名寄帳　第六番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治21．

　1冊．36cm．四ッ目綴．地所短冊貼付．

　その他の標題表示1六番帳，喜代蔵始。突合済．

　内容：守倉喜代蔵分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，98－6

†名寄帳（飯野新田）

17名寄帳　東小路　旧飯野新田、

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊．35cm．四ツ目綴．

　内容：鈴木清左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，99－1

18名寄帳　二番　西小路　旧飯野新田．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊．35・5cm．

　内容：埴原弁市郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，99－2

19名寄帳　旧飯野新田他邨持．



〔188〕　7．山梨県中巨摩郡源村役場文書目録（41L－3）　　19－28

作成＝源村役所（推定）．明治［

下限：明治19．

1冊．35cm．

その他の標題表示：謄写済（押印）。

内容：中込清五郎分以下．

］．書込み

史料請求番号41レ3，99－3

20名寄［帳　旧飯野新田］．

　作成：源村役所（推定）．明治［

　下限：明治19．

　1冊．35cm．表紙破損．

1．書込み

その他の標題表示：坂田七郎右衛門・飯野利右衛

門，右之者弐重有之［二付］公証之際御［照会］

相願度［候也］　明治十七年［　］．

内容：米山要右工門以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，99－4

21［名寄帳　旧飯野新田］．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限：明治19．

　1冊．35・5cm．表紙なし．

　内容：了円寺以下．　　史料請求番号41L－3，99－5

†名寄帳（築山）

22名寄帳　第弐番　中巨摩郡源村旧築山、

　　作成：源村役所（推定）．明治［　］．書込み

　　下限：明治19．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：精正．

　　内容；名取正盛分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，100－1

23名寄帳　源村旧築山組．

　作成：源村役所（推定）．明治［　　］．書込み

　下限1明治19．

　1冊．28cm。かぶせ綴．

　その他の標題表示：市川庄作，右之者弐重有之二

　付公証之際御照会相願度候也．（押印「石原」）．是

　は浅利寅作ヨリ受出シ取消相成候．

　内容：川崎市五郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，100－2

†地所一筆限原帳（曲輪田新田）

24地所一筆限原帳　第壱号　明治八年地券改

正山梨県第廿四区曲輪田新田正副戸長．

作成1源村事務所（推定）．明治8推定．（1875）

．書込み下限：明治18，

1冊．27・5cm．かぶせ綴．

その他の標題表示：第壱番ヨリ第弐百五番二至ル，

内壱番ヨリ百五十四番二至ル字宿東・百五拾五

番ヨリ弐百五番二至字原田道上．

　　　　　　　　史料請求番号41L－3，117－1

25地所一筆限原帳　第弐号　明治八年地券改

　正　山梨県第廿四区曲輪田新田正副戸長・

　作成：源村事務所（推定）．明治8推定．（1875）．

　書込み下限：明治18．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：第弐百六番ヨリ第四百八拾番

　迄，内従弐百六番至三百四拾番字宿西・従三百

　三拾五至四百拾弐番字五丁・従四百拾三番至四

　百八拾番字大西．　　史料請求番号41L－3，117－2

26地所一筆限原帳　第三号　明治八年地券改

　正　山梨県第廿四区曲輪田新田正副戸長．

　作成：源村事務所（推定）．明治8推定．（！875）．

　書込み下限：明治18．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：従第四百八拾壱番至第六百五

　拾八番，内従四百八拾壱番至五百拾九番字川間・

　従五百弐拾番至六百三十壱番字柳畑通・従六百

　三拾弐番至六百五拾八番字原田飛地．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，117－3

†一筆限名寄取調帳（壱番組）

27一筆限名寄取調帳　壱　山梨県第十三区巨

　　摩郡源村第壱番組．

　　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．書込

　　み下限：明治19．

　　1冊．28cm．

　　後表紙表示：源村壱番旧名寄．

　　その他の標題表示：杉山弥兵衛，右之者弐重有之

　　二付公証之際御照会相願度候也．『

　　内容：石川弥吉分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，116－1

28一筆限名寄取調帳　弐

　摩郡源村第壱番組．

　作成：源村事務所（推定）．

山梨県第十三区巨

明治［　］．書込



みド限：明治！9．

1冊．28cm．

内容：榊村杉山重兵衛分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41L－3，116－2

†地所一筆限取調簿（築山）

29田耕地一筆限取調簿　第壱番　源村内旧築

　山．

　作成1源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．26・5cm，かぶせ綴．罫紙：巨摩郡第廿四

　区青色8行罫．

　後表紙裏の表示：田耕地一筆限取調帳　第壱番

　源村八番組．

　地番：1－222番．　　史料請求番号41L－3、”8－1

30田耕地一筆限取調簿　第弐番帳　巨摩郡第

　二十四区源村之内旧築山村．

　作成1源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．罫紙1無題青色8行

　罫．

　その他の標題表示；壱通済．再読合済．

　地番1223－355番．　史料請求番号41L－3，118－2

31地所一筆限取調帳　第三番帳　巨摩郡第二

　十四区旧築山村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴，罫紙：無題青色8行

　罫．

　その他の標題表示1一通読合．再読合済．

　地番1356－421番．　史料請求番号41L－3，118－3

32地所一筆限取調帳　第五番帳　巨摩郡廿四

　区源村之内旧築山村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．罫紙：無題青色8行

　罫．

　その他の標題表示1一通読合．

　地番：479－658番．　史料請求番号41L－3，118－4

33地所一筆限取調帳　第六番帳　巨摩郡第廿

　四区旧築山邨．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．罫紙：無題青色8行
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　　　罫．

　　　その他の標題表示：再合済．

　　　地番1659－818番．　史料請求番号41L－3，118－5

34地所一筆限取調帳　第七香（番）帳　巨摩郡

　第廿四区源村之内旧築山村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．26・5em．かぶせ綴．罫紙：無題青色8行

　罫．

　地番：819－894番．　史料請求番号41L－3，118－6

†一筆限反別地価取調簿（有野）

35一筆限反別地価取調簿　第壱号　西河原

　旧有野村．

　作成1源村事務所（推定），明治［　　］．書込

　み下限：明治19。

　1冊．27cm．四ッ目綴．地主押印．

　内表紙の標題：…筆限反別地価取調帳．

　地番：1－428番．　　史料請求番号41L－3，105－1

36一筆限反別地価取調簿　第四号　南小倉

　旧有野村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．27・5cm，四ッ目綴．地主押印．

　地番；1317－1619番．史料請求番号41L－3，蕃05－2

37一筆限反別地価取調簿　第五号　古屋鋪

　旧有野村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．28cm，四ッ目綴．地主押印．

　地番：1620－1769番。史料請求番号41L－3，105－3

38一筆限反別地価取調簿　第七号　字高塚

　旧有野村．

　作成：源村事務所（推定），明治［　］．

　！冊。27cm．四ッ目綴．地主押印．

　地番：2092一一2206番．史料請求番号41L－3，105－4

39一筆限反別地価取調簿　第九号　北新田

　旧有野村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19．

　1冊．27・5cm．四ッ目綴．地主押印．
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地番：2466－2739番（終）．

　　　　　　　　史料請求番号41L－3，105－5

†一筆限地価反別取調帳（須沢）

40［一筆限地価反別取調帳］［旧須沢村］．

　　作成：源村事務所（推定〉．明治［　　］．

　　1冊．27cm．表紙破損．地主押印．

　　地番：1－429番．　　　史料請求番号41L－3，106

†一筆限地価反別取調帳（飯野新田）

41一筆限地価反別取調帳　第弐号　山梨県第

　　十三区巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田．

　　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　　1冊，29cm．かぶせ綴。地主押印．

　　地番：356－473番．　史料請求番号41L－3，107－1

42一筆限地価反別取調帳　第三号　山梨県第

　十三区巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田．

　作成：源村事務所（推定）。明治［　］．

　1冊．29cm．かぶせ綴．地主押印。

　地番：474－613番．　史料請求番号41L－3，107－2

43一筆限地価反別取調帳　第四号　山梨県第

　十三区巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．29・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：614－740番．　史料請求番号41L－3，107－3

44一筆限地価反別取調帳　第五号　第十三区

　巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田．

　作成＝源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．29cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：741－931番．　史料請求番号41L－3，107－4

45一筆限地価反別取調帳　第六号　山梨県第

　十三区巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田。

　作成：源村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．29cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：932－1051番．　史料請求番号41L－3，107－5

46一筆限地価反別取調帳　第七号　山梨県第

　十三区巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

1冊．29cm．かぶせ綴．地主押印．

地番：1052－1143番．史料請求番号41L－3，107－6

47一筆限地価反別取調帳　第八号　山梨県第

　十三区巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田、

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊，29cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：1144－1335番．史料請求番号41L－3，107－7

48一筆限地価反別取調帳　第九号　第十三区

　巨摩郡源邨ノ内旧飯野新田．

　作成：源村事務所（推定）。明治［　　］．

　1冊．28・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：1336－1464番．史料請求番号41L－3，107－8

†一筆限反別地価取調帳（駒場）

49一筆限反別地価取調帳　一　山梨県第拾三

　　区源村之内旧駒場村．

　　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　地番：1－233番．　　史料請求番号41L－3，108－1

50一筆限反別地価取調帳　二　山梨県第拾三

　区源村之内旧駒場村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：233－357番．　史料請求番号41L－3，108－2

†一筆限反別地価取調帳（塩前）

51一筆限反別地価取調帳　山梨県第十三区源

　　村ノ内旧塩前村．

　　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．書込

　　み下限：明治14．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　その他の標題表示：三番帳．

　　地番：329－433番．　　史料請求番号41L－3，109

†一筆限反別地価取調帳（大嵐）

52一筆限反別地価取調帳　第一号　山梨県第

　　十三区源村之内旧大嵐村．

　　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．27cm．

　　地番：1－104番．　　　史料請求番号41L－3，110



　　　　　†　　　　　　†
53一筆限等級附総計　明治八乙亥年　巨摩郡

　　第廿四区源村之内築山．

　　作成：源村事務所（推定）．明治8．（1875）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，138

54第十三区甲斐国巨摩郡源村駒場地券台帳

　　弐冊ノ内第壱号．

　　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．書込

　　み下限：明治23．

　　！冊。26cm．四ツ目綴．用紙：地券台帳用紙．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，120

55［地租改正二付収獲地価合計書上書］．

　　［源村事務所］．明治9．（1876）．

　　1綴。26・5cm．罫紙：山梨県青色10行罫紙ほか．

　　各旧村地主総代などからの押印・綴目印の

　　ある県令宛の文書．

　　内容曲輪田新田・塩前村・大嵐村・須沢村・駒場村・

　築山村分．　　　　　史料請求番号41L－3，137

56収穫地価割賦帳　山梨県第十二（三）区源村

　八番組．

　作成：市川三代吉［ほか5名．押印］．明治9・

　11・13．（1876）．

　1冊．27cm．綴目印．

　内容：反別地価等級別総計，旧築山分．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，140

†地券帳（有野）

57地券帳　第壱番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　1冊．27cm．かぶせ綴．

　地番：1－428番．字西河原分．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，145－1

58地券帳　第三番　中巨摩郡源村旧有野．

　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　地番1921－1316番．字東田分．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，145－2
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　　59地券帳　第四番　中巨摩郡源村旧有野．

　　　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　　　地番：1317一一1619番．南小倉分．

　　　　　　　　　　　史料請求番号4往一3，145－3

　　60地券帳　第五番　中巨摩郡源村旧有野、

　　　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　　　地番：1620－1769番．字古屋鋪分．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，145－4

　　61地券帳　第六番　中巨摩郡源村旧有野．

　　　作成：［源村役所］。明治［　　］．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　　地番：1770－2091番．字古中分．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，145－5

62地券帳　第七番　中巨摩郡源村旧有野．

　　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　　1冊，27・5cm．かぶせ綴．

　　地番：2092－2206番．字高塚分．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，145－6

63地券帳　第八番　中巨摩郡源村旧有野．

　　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　　地番：2207－2465番．字狐畠分．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，145－7

64地券帳　第九番　中巨摩郡源村旧有野、

　　作成：［源村役所］．明治［　　］．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　　地番：2466－2739番．字北新田分．

　　　　　　　　　史料請求番号41し一3、145－8

7・2・2．山林原野

　†山林原野一筆限帳

65山林原野一筆限帳　山梨県第十三区源村ノ

　　内旧須沢村．

　作成：源村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．28・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3、121



〔192〕　7．山梨県中巨摩郡源村役場文書目録（41L－3）　　66一ア5

66山林原野一筆限調帳　山梨県第十三区源村

　　ノ内旧飯野新田．

　　差出：旧飯野新田地券担当人浅利半左衛門

　　［ほか戸長代など2名］．宛名：山梨県令藤村

　　紫朗．明治12・7．（1879）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目印，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，122

†山林原野名寄帳

67山林原野名寄帳　明治十三季四月　山梨県

　中巨摩郡源村ノ内旧曲輪田新田．

　作成1［源村村役所］．明治13．（1880）．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．綴目印（源村役所）．

　　その他の標題表示：弐重調済（掛紙）．

　丁問文書に大正2・6・30付借用証書，1通，

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，123

68山林原野名寄帳　明治十三歳四月　源村内

　旧須沢．

　作成：［源村村役所］。明治13．（1880）．書込

　み下限：明治19．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．綴目印（源村役所）．

　その他の標題表示：突合済，精正（掛紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，124

69山林原野名寄帳　明治十三年四月　源村旧

　駒場組．

　作成：［源村村役所］．明治13．（1880）．書込

　み下限1明治19．
　1冊．24・5cm．かぶせ綴．綴目印（源村役所）．

　その他の標題表示：突合済．謄写済．弐重取調済

　（掛紙）．　　　　　　　史料請求番号41L－3、125

70山林名寄帳　明治十三年　源村四番組．

　作成：［源村村役所］．明治13．（1880）．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．弐重調済（掛紙）．

　　　　　　　　　　史料講求番号41L－3，126

71山林名寄　源村第八番組．

　作成：［源村村役所］．明治［　］．書込み下

　限：明治19．

　1冊．24cm．かぶせ綴．綴目印（源村役所）．

　その他の標題表示：弐重調済（掛紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，127

　　　　　†　　　　　　†

72林反別名寄簿　明治十三年第四月十八日

　中巨摩郡源村旧大嵐村伍長金河林造．

　作成：［源村旧大嵐村伍長金河林造］．明治

　13．（1880）．書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴．綴目印（源村役所）．

　その他の標題表示：突合済．弐重調済（掛紙），

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，128

†山林原野総計簿

73山林原野総計簿　中巨摩郡源村．

　差出：源村戸長矢崎藤二郎．宛名：山梨県令

　藤村紫朗，明治［12・7］．（1879）．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．

奥書に当村旧村内山林原野及反別収利地価金共

調査之上合計奉書上とあり．

内容：1．曲輪田新田（明治12・7・10）．

2．旧飯野新田（明治12・7・10）．

3．旧有野村．

4．旧塩前村（明治12・7・28），

5．旧大嵐村（明治12・7・29）．

6．旧須沢村．

7．旧駒場村（明治12・7・29）．

8．旧築山村．　　　　　史料請求番号41L－3、129

74山林原野取調総計　山梨県第十三区源村ノ

　内旧築山村．

　差出：［源村ノ内旧築山村］地券担当人市川

　藤八［ほか戸長代など2名］．宛名：山梨県令

　藤村紫朗．明治11・9・1．（1878）．

　1綴．26cm．罫紙：無題茶色10行罫．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，130

75山林原野一筆限取調総計簿　山梨県第十三

　区源村ノ内旧須沢村．

　差出二［旧須沢］村地主総代名取清蔵［ほか

　地券担当人・担当戸長3名．押印］．宛名：山梨

　県令藤村紫朗．

　1冊．29cm．かぶせ綴．綴目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，131
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7・3．徳島堰下詰所文書

7・3・1．詰所入費

76徳嶋堰詰合中入費記　明治六二添八年第六

　　月　下詰所中、

　　作成：［徳嶋堰］下詰所．明治6．（1873）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，156

77御詰所入費三ケ村割合帳　明治九年子三月

　五日　下御詰所．

　作成：飯野村戸長代理浅利藤左工門［ほか元

　曲輪田新田・元飯野新田副戸長・伍長など5

創
珊

明治9・3。（1876）．

31cm．（横長半帳）．

　　　　　　史料請求番号41L－3，158

7・3・2．水役

78徳嶋用水中水役日誌　明治八年第六月肇

　　下御詰中．

　　作成1［徳嶋堰］下詰所．明治8．（1875）．

　　1冊．34・5cm．（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，157

7・4．源村外一箇村戸長役場文書

7。4●1．土土也

79［源村旧村等級反金調書ほか］．

　　源村外一箇村戸長役場．明治10－20．（1877－

　　87）．

　　1綴（10冊）．28cm．

　　合綴11．源村旧村等級反金調書中巨摩郡源村・飯

　　野村．差出：源村・飯野村戸長矢崎亮造．明治20・6・

　　16。（1887）．1冊．27cm．罫紙：同戸長役場黒色13

　行罫．

　2、反別地価総計帳　明治十九年四月写　中巨摩

　郡源村内大嵐．作成1［　　］．明治［　　］．書込み

　下限：明治9．書写：源村外一箇村戸長役場，明治

　19。1冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目印（源村・飯野村

　聯合役場之印）．上記以外の標題表示1本書写．奥

　書に，本組反別地価惣計役場備付二写置とあり．

　3、一筆限反別地価取調帳総計帳　明治十丁丑年

　三月九日　山梨県拾三区源村之内旧曲輪田新田．

　作成：［源村］副戸長保坂徳兵衛（押印）．明治10・

　3・9．（1877）．1冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目印．そ

　の他の標題表示：下書．本書写．三廉二総計あり．

　奥書に，地券課江奉差上とあり．

　4．一筆限反別地価取調総計　山梨県第拾三区巨

　摩郡源村之内旧飯野新田．差出：［　　］．明治10

　推定。（1877）．1冊．27cm．その他の標題表示1本

　書写。源村・飯野村戸長役場罫紙使用の2葉を綴

　込．

　5．一筆限反別地価取調総計　山梨県第十三区源

村ノ内元有野村，作成1［　　］．明治［　　］．1冊．

24・5cm．その他の標題表示：本書写．

6．壱筆限反別地価総計帳　山梨県第拾三区源村

之内旧塩前村．差出：源村之内旧塩前村地主総代

塩谷武八［ほか担当人・副戸長2名．押印1．宛名：山

梨県令藤村紫朗．明治10・2．（1877）．1冊．27・5

cm。かぶせ綴．その他の標題表示1本書写．

7．一筆限反別地価取調総計帳　山梨県第十三区

源村之内元須沢村．差出：源村之内旧須沢村地主

総代名取重右工門［ほか伍長総代・戸長2名］．宛

名：山梨県令藤村紫朗．明治10推定．（1877）．1冊．

25cm．その他の標題表示：本書写．

8．山林原埜地価反別総計　明治十有三稔四月

源村内旧須沢邨，作成：［源村役所］．明治13・4，

（1880）．書写1須沢村地券担当人名取重右衛門．1

冊．24・5cm．綴目印（源村役所）．

9、壱筆限反別地価取調総計　明治十八年四月写

之　山梨県第拾三区源村之内旧駒場村，差出1源

村之内旧駒場村地主総代河西伊之助［ほか伍長

総代など2名］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・

2・7。（1877）．1冊。26・5cm．罫紙1源村・飯野村戸

長役場榿色12行罫ほか．その他の標題表紙：本書
写，

10．一筆限反別地価等級総計　山梨県第十三区

源村之内旧築山村．差出：伍長市川次左衛門［ほか

伍長4名］。宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・3・2．

！冊、28cm．その他の標題表示：拍，本書写．
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史料請求番号41L－3，119

80源村改租以降反金取調書下書　明治廿一年

　十月改　源村．

　源村外一箇村戸長役場．明治17－21。（1884－

　88）．

　1綴．　28cm．

　内容11．等級反金調書．

　2．水車溝反金新設届．

　3．［川普請入用総計］．

　4．明治十七年十二月民有地現在総計全年異動地

　一筆限取調書　源村・飯野村両村分．

　5．源村各組限十七年民有総計．

　6．生地総反別地価取調写　駒場．

　7．明治十七年十二月至三拾一日現在民有地総計

　調　旧築山．

　8．田畑宅地竹林芝地等級反金取調　源村．

　9．従明治九年至全拾七年一筆限異動地増減調書

　　源村．
　　10．田畑宅地竹林芝地等級及反金取調・

　　11・12．田畑宅地竹林芝地林等級反金取調　源村

　　八ケ組．　　　　　　史料請求番号41L－3，142

81地所分裂願綴　第壱号　源村・飯野村　明

　治［二］十一年一月　源村飯野村戸長役場．

　源村外一箇村戸長役場．明治17－22．（1884－

　89）．

　1冊．30cm．
　その他の標題表示：飯野村里道移転願此綴二有．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，151

82田耕地合併申告書　中巨摩郡源村飯野新田．

　差出：［源村旧飯野新田］地主惣代植原弁一

　郎［ほか整理委員・伍長など3名．押印］。宛名：

　山梨県知事山崎直胤．明治21・5・3．（1888）。

　1綴．28cm，
　その他の標題表示：突合済．壱件記入済第四月十

　六日．　　　　　　　　史料請求番号41L－3，150

83源村田畑山林原野総計　郡役所写　源村飯

　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20．

　1冊．28cm．罫紙：源村・飯野村戸長役場黒色

　13行罫．

後表紙の表示：明治弐拾年弐月日。

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，132

84源村土地台帳総計入．

　源村外一箇村戸長役場．明治21－22。（1888－

　89）．

　1袋（5冊・綴）．35cm．

　袋入二1．明治十七年十二月現在民有惣計　源村。

　差出：源村飯野村戸長矢嵜亮造（押印）．宛名：山

　梨県知事山嵜直胤．明治21・5。（1888）。1冊。

　27・5cm．県知事指令とも．その他の標題表示1二八．

　2．明治十七年十二月民有現在総計　源村．差出：

　源村飯野村戸長矢嵜亮造（押印）．宛名：山梨県知

　事山崎直胤．明治21・5．（1888）．1冊。27・5cm，

　3．［地目異動増減総計表］源邨．［源村外一箇村

　戸長役場］．明治22（推定）．（1889）。1綴。27・5cm。

　罫紙：同村戸長役場赤色13行罫．内容：明治18－21

　　年度分．

　　4．［地目異動増減表］．［源村外一箇村戸長役場］・

　　明治22（推定）．（1889）．1綴．27・5cm．罫紙：同村戸

　　長役場赤色13行罫．内容：各字ごと明治18－21年

　　度分．

　　5．弐拾壱年現在［地価地租増減表］．［源村外一箇

　　村戸長役場］．明治22（推定）．（1889）．1綴。27・5

　　cm，罫紙：同村戸長役場赤色13行罫．内容：源村各

　　字ごと．　　　　　　　史料請求番号41L－3」53

85明治十七年中民有現在地総計・全暦十九年

　中地目変換及無年季開墾地源村総計　第三

　月廿日　源・飯野村戸長役場．

　源村外一箇村戸長役場．明治20頃（推定）。

　（1887）．

1袋（4冊・綴）．32cm．

袋入：1．明治十九年中地目変換総計　中巨摩郡源

村駒場組．差出1源村駒場組地主総代井上文右衛

門［ほか戸長1名．押印］．宛名：山梨県知事藤村紫

朗．明治20・2．（1887）．1冊．28cm。

2．十九年自一月至七月地目変換壱筆限り総計

明治弐拾年参月　中巨摩郡源村控．差出1源村地

主惣代矢嵜孝太郎［ほか戸長など8名］。宛名：山梨

県知事山崎直胤．明治20・3．（1887）．1冊。28cm．

3．無年季開墾壱筆限総計簿　明治二十年第三月

　中巨摩郡源村控．差出：源村地主惣代矢嵜孝太

郎［ほか戸長など10名．押印］．宛名：山梨県知事山

崎直胤．明治19・12．（1886）。1冊．28cm．

4・無年季開墾一筆限総計・地目変換一筆限総計

下書　源村．［源村外一箇村戸長役場］。明治20



　　頃（推定）．（1887）．1綴．27・5cm．罫紙：同戸長役場

　　黒色13行罫．　　　　　史料請求番号41L－3，154

86土地調査二係ル綴込　第壱号　第二月　源・

　　飯野村戸長役場．

　　源村外一箇村戸長役場．明治13－21．（1880－

　　88）．

　　1冊。29cm．

　　内容：質問二対スル答書ほか，

　　　　　　　　　　史料請求番号41し一3，143

7・4・2、地価修正

87明治十九年地目変換地価修正一筆限御届書

　　明治十九年十二月　中巨摩郡源村築山．

　　［源村外一箇村戸長役場］．明治19．（1886）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，148－1

88［明治十九年］地目変換［地価修正］一筆限

　　［総計帳］築山組．

　［源村外一箇村戸長役場］．明治19．（1886）．

　1冊．27cm．　　　史料請求番号41L－3，148－2

89明治十九年中無年期開墾地一筆限帳　明治

　十九年十二月　中巨摩郡源村築山．

　差出：源村地主総代矢嵜孝太郎［ほか戸長な

　　ど2名．押印］．宛名：山梨県知事藤村紫朗．

　明治19・12．（1886）。

　1冊．27cm．かぶせ綴．地主押印。

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，149

90誤謬地訂正願　拍　中巨摩郡源村ノ内有野

　組．

　［源村外一箇村戸長役場］．明治19．（1886）．

　1冊．27・5cm．　　　史料請求番号41L－3，144

91変換地々価修正願　明治廿一年五月　中巨

　摩郡源村旧飯野新田．

　差出：源村旧飯野新田地主惣代飯野雄造［ほ

　か1名．押印］．宛名：山梨県知事山崎直胤．

　明治21・5，（1888）．

　1綴。24・5cm．綴目印．

　その他の標題表示：記入済．読合済．
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　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，152

　　92［脱落地賦租願綴］．

　　　源村外一箇村戸長役場．明治21．（1888）．

　　　！冊．28cm．表紙・後表紙欠．後欠力。願人押

　　　印．

　　　内容：源村地主内田新五右工門分以下．県知事指

　　　令（原本）とも．　　　史料請求番号41L－3，146

　　93脱落地賦租願一筆限帳　源村ノ内旧築山．

　　　源村外一箇村戸長役場．明治21．（1888）．

　　　1冊．28・5cm．かぶせ綴．地主ほか押印．

　　　その他の標題表示：拍．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，147－1

　　94壱筆限脱落賦租願　中巨摩郡源村曲輪田新

　　　田．

　　　源村外一箇村戸長役場．明治20－2L（1887－

　　　88）．

　　　1冊．27・5cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，147－2

　†地価修正一筆限取調帳

　　95地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　　有野組．

　　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　　中島錫胤．明治22．（1889）．

　　　1冊．28cm．

　　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　　限配当．　　　　　　史料請求番号41L－3，1”一1

　　96地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　　飯野新田．

　　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　　中島錫胤．明治22．（1889）．

　　　！冊．28cm．

　　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　　限配当，　　　　　　史料請求番号41L－3，111－2

　　97地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　　築山組．

　　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　　中島錫胤．明治22．（1889）．
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　　1冊．27cm．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．　　　　　　史料請求番号41L－3，111－3

98地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　塩前組．

　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　中島錫胤．明治22・10．（1889）．

　　1冊．27・5cm．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．　　　　　　史料請求番号41L－3，111－4

99地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　須沢組，

　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　中島錫胤．明治22．（1889）．

　　1冊．27・5cm．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当，　　　　　　史料請求番号41L－3，111－5

100地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　駒場組．

　　差出＝源村長矢崎孝太郎，宛名：山梨県知事

　　中島錫胤．明治22．（1889）。

　　1冊．27・5cm．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．　　　　　　史料請求番号41し一3，111－6

101地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源村ノ内

　　曲輪田新田．

　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　中島錫胤．明治22．（1889）．

　　1冊．27cm．

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．　　　　　　史料請求番号41L－3，111－7

　　　　　　†　　　　　　†

102荒地原地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡源

　　村．

　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　中島錫胤．明治22．（1889）．

　　1冊．27・5cm。

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．

　　内容：曲輪田新田組・有野組・塩前組・須沢組・駒場

　　組分．　　　　　　　　史料請求番号41L－3、112

103荒地起返地価修正一筆限取調帳　中巨摩郡

　　源村ノ内有野組．

　　差出：源村長矢崎孝太郎．宛名：山梨県知事

　　中島錫胤．明治22・12・14．（1889）．

　　1冊．27・5cm，

　　明治22年訓令第50号による特別地価修正額一筆

　　限配当．荒地年期明地目変換起返一筆限取調書

　　（1枚）を付す．　　　　史料請求番号41L－3，113

7・4・3．聯合村費

104源村・飯野村聯合費諸色通　明治十八年十

　　二月　矢崎藤次郎．

　　作成：矢崎藤次郎（押印）．明治18．（1885）．

　　書込み下限：明治20．

　　1冊．17・5cm．下げ一ツ目綴．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，159

7・5．源村役場文書

7・5・1．地価

105［地価帳］．

　　［　　　］．明治［29以降］．（1896）．

　　1綴（6冊）．24・5cm．罫紙：松本税務管理局黒

　　色12行罫・同管理局地価帳用紙．各冊には修

　　正算出ほかの押印欄があり，同局職員の押

　　印あり．

　　合綴：1．地価帳　中巨摩郡源村大字曲輪田新田組

作成：松本税務管理局．明治［　1。1冊．24・5cm。

2．地価帳　中巨摩郡源村飯野新田組．作成：松本

税務管理局．明治［　　1．1冊．24・5cm。

3．地価帳　中巨摩郡源村有野組．作成：松本税務

管理局，明治［　　］・1冊・24・5cm・

4．地価帳　中巨摩郡源村大字塩前組．作成二松本

税務管理局．明治［　　］．1冊．24・5cm．

5．地価帳　中巨摩郡源村大字須沢組．作成：松本

税務管理局．明治［　　］．1冊．24・5cm。
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6．地価帳　中巨摩郡源村大字築山組，作成：松本

税務管理局　明治［　　］。1冊．24・5cm．

　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，136

106土地単価表　源村役場．

　　1源村役場］．明治［35以降］．（1902）．

　　1冊．27cm．罫紙：東京税務監督局収獲地価

　　壱反歩当用紙．　　史料請求番号4往一3，139

7・5・2．県税

107県税戸数割賦課表　従明治廿六年度至（以下

　　欠）源村役場．

　　源村役場．明治27－32。（1894－99）．

　　1冊．27・5（3m．罫紙：源村役場赤色13行罫．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41L－3，141


