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解 題

歴　史　本文書群の出所である鰍沢村は、甲府

盆地の最南部、富士川右岸にあり、近世では西

郡筋に属した。当初は幕府領であったが、のち

甲府藩（徳川家・柳沢家）、1724年（享保9）には幕

府領（市川代官所など）に戻り、明治維新を迎え

た。近世を通じ、富士川の舟運による物資の集

散、身延参りの宿場町として水陸の要衝の地で

あり、鰍沢河岸ともよばれて青柳・黒沢などと

ともに三河岸の一つとされ、その繁栄は1903年

（明治36）の中央線の開通まで続いた。『甲斐国

志』によって19世紀初頭（文化年間）の村況をみ

ると、戸口は639戸・2897人（男1439・女1458）、

馬9、牛14を数える。幕末の『旧高旧領取調帳』

では、村高1020石余となっている。また同村に

は天戸・国見平・鬼嶋・梅久保・角久保・白沢・新居

林の枝郷があり、面積は東西約22町・南北約42

町である（『山梨県市郡村誌』）。

　明治維新後、鰍沢村は、1868（明治元）年、市

川県・甲斐府を経て、翌1869年（明治2）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）に巨摩郡第三十一区、

1876年（明治9）には山梨県第十五区に属した。

当初の戸長の事務所名称は「鰍沢村事務扱所」で

ある（史料番号5「御布告」などへの押印）。1875

年（明治8）の「鰍沢村事務所」、1878年（明治11）

の「鰍沢村役所」を経て、1884年（明治17）の「戸

長役場」の設置に際しては、単独の戸長役場が

鰍沢駅に設置された。この間、1878年（明治11）

の巨摩郡の分画に際し南巨摩郡に属し、同郡役

所の所在地となった。1889年（明治22）の市制町

村制施行に当たっては単独で施行し、1896年

（明治29）に町制を施行した。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、戸数が920戸、本籍人口が4680人で、地租

改正後（1875年（明治8））の地租は1763円2銭2厘、

反別は田34町3反21歩・畑119町4反3畝21歩・宅地

17町6反4畝29歩・竹薮9反5畝15歩・林208町5反13

歩・芝地2町2反7畝11歩・合計383町1反2畝20歩で

ある（『山梨県地誌稿』山梨県立図書館所蔵によっ

て補訂）。

　鰍沢村は、1955年（昭和30）に五開村と合併、

またその後、西八代郡大同村、同郡市川大門村

より一部を編入して現在に至っている。

伝来と数量　本文書群は、1966年度に他の山梨

県下町村役場文書、長野県・新潟県役場文書と

ともに、一括して古書店（東京都内）より購入し

たものである。これまで「山梨県南巨摩郡諸村

役場書類」（41K）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41K－2と

した。

　数量は170点、書架延長は2mである。

史料の概要　この文書群は、1674年（延宝2）か

ら1887年（明治20）までの近世の鰍沢村・宿文書

と近代では戸長役場期までの文書によって構成

されている。従って目録編成の第1次項目には

名主の事務所名称を特定できてはいないが、ま

ず名主（所）期（9・1。63点）を設定した。また近

代は本文書群で最も多い中央および山梨県の法

令が各時期を通して存在するため、一括した方

が利用上便利であると考え、布告・布達など（9・

1。99点）を第1次項目に加え、さらに鰍沢村事

務所・村役所文書（9・3。8点）を設定した。なお

布告・布達以外には1872年以降の鰍沢村事務扱

所期および鰍沢村戸長役場期の文書は見られな

い0

　9・2名主（所）文書は、第2次項目として村中取

締を含む村政一般、年貢割付、職業・人別、損

地・質地を含む土地、川に関する普請、夫役、

川下ケ手形・荷物・繋馬などの荷物・搬送を設定

した。村政一般では郷蔵焼失にかかる「御蔵焼



失用事招」をはじめ「差上申一札之事（博突其外

法度筋被仰渡二付）」「定（村内取締方之儀）」など

主として法度・村法関係、また「御成ケ割付之事」

「年貢可納割附之事」などの年貢割附証文が多い。

人別では宗旨人別への差加え一札など、土地で

は「質地証文」「対談書之事（質地請戻二付）」など、

普請では「乍恐以書付奉申上候（毛戸尻堤取繕二

付黒沢村外ニケ村へ御教諭願）」など、搬送では

「為取替議定書之事（塩荷物取扱方）」などの史料

を含んでいる。

　9・1布告・布達などでは、第2次項目として布

達表、また一般的な法令綴を布告・布達（一般）

とし、個別のものを布告・布達（個別）とした。

ほかに県の日誌や「山梨県会傍聴記事」などを一

括した山梨県日誌・報告の項を設定した。
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一2）に含まれており、また巨摩郡地方以外の文

書群にもあるのであわせて利用いただきたい。

　9・3鰍沢村事務所・村役所文書は少量であるが、

第2次項目として土地、山林原野、地方税、学

校経費を設定した。主に「一筆限名寄取調帳」で、

ほかに「地方税地租割・戸数割収納日計簿井公儲

金入」「鰍沢学校諸費出入簿」などがある。

関連史料　鰍沢町役場では、1988年に書庫を取

壊し、古い公文書を焼却した。そのうち若干の

ものが選別されて、同町総務課町誌編さん室に

保存されている。

参考文献　鰍沢町誌編さん委員会編『鰍沢町誌』

上・下巻、鰍沢町役場、1996年。

図13　鰍沢村要図

年次は1873年（明治6）から87年（明治20）ま

でのものである。このうち布達表は、1876

年（明治9）から79年（明治12）までの1冊であ

るが、他の史料が法令そのものであるのに

対し、これは法令目録であるので、項目を

独立させた。本集には外に「山梨県布達表」

を見ることは出来ないが、「南都留郡大富村

勝山村戸長役場文書」（41P－1）には、1873－

80年（明治6－13）の布達表1冊を含んでいる

（史料番号1）。布告・布達は、県からの布達・

達、県の布達を添えて発せられる太政官布

告、諸省の布達を年次・法令の種別などご

とに合綴したものである。山梨県庁では県

民一般宛の法令を甲号布達とし、宛先を限

定したものを乙号達としている。これらは

ほぼ年次によって排列した。個別の法令は

「改訂徴兵令参行（考）」「郵便規則・西洋形船

達」などである。山梨県関係の各法令・日誌

は、本集では4．「山梨県北巨摩郡増富村役

場文書」（41M）および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」（41L
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9・1．鰍沢村名主（所）文書

9・1・1．村政一般

　1御蔵焼失用事拍　文政四年巳正月十七日．

　　［鰍沢村］．明和9一文政4．（1772－1821）．

　　1冊．18cm（横半半帳）．列帳綴．

　　内容：1月17日（御蔵焼失翌日）一7月付文書控．明

　　和9・8伺書写を付す．　　史料請求番号41K－1，99

2差上申一札之事（博変其外御法度筋被仰渡

　二付御請）．

　差出：市川大門村名主弥一郎［ほか鰍沢村名

　主・長百姓・百姓代5名］．宛名：市川御役所．

　万延1・11・f．（1860）．

　1通．27・5cm（継紙）．史料請求番号41K－1，109

3定（村内取締方之儀）．

　差出1鰍沢村名主喜兵衛［ほか長百姓・百姓

　代11名。押印］．宛名：市川御役所．慶応1・6・

　14．（1865）．

　1通．27・5cm（継紙）．

　最勝寺村・青柳村名主の奥書を付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，110

4差上申一札之事（鉄鉋（砲）預リニ付請証文）．

　差出：喜平次［ほか2名］．宛名二一川御役所．

　寛政6・4．（1794）．

　1通，27cm．

　端裏書：鉄鉋願下事，寅四月．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，↑11－1

5差上申一札之事（鉄砲預リニ付請証文）．

　差出：鰍沢村名主市川弥市右衛門［ほか2名］．

　宛名：市川御役所．寛政6・9．（1794）

　1通．27・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，111－2

6差上申鉄鉋（砲）証文之事．

　差出：鰍沢村名主次郎左衛門［ほか2名］．宛

　名：市川御役所．文化！0・4．（1813）

　1通．33cm．

端裏書1鉄鉋謹文．　史料請求番号41K－1，111－3

7差上申一札之事（茂右衛門村預ケ被仰付御

　請）．

　差出：鰍沢村名主清左衛門．宛名：安藤伝蔵

　様御手附中村甚八郎．［　］子・2・16．

　1通．28cm．　　　　史料請求番号41K－1，114

8差出申一札［之事］（薪拾不将二付御詫）．

　差出：政吉［ほか組合など4名．押印］．宛名：

　御村役人衆中．安政7・2．（1860）．

　1通．28cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，129

9御尋二付以書付奉申上候（広瀬山鉄砂取揚

　製造願差出二付取揚方手続之儀）．

　差出：増坪村名主兵左衛門［ほか下鍛冶屋村

　名主・百姓など2名］．宛名：御普請役内藤平

　九郎．文久4・2・24．（1864）．

　1通．28cm（継紙）．写．

　市川大門村ほか22力村名主・長百姓・百姓代差出

　の御糺二付以書付奉申上候を付す．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，133－1

9・1・2．年貢割付

†年貢割付状

10［年貢割附継証文］．

　　鰍沢村．延宝2一天和3．（1674－83）．

　　1巻（10通）．29cm（継紙），

　　内容：1．西郡筋鰍沢村寅之御成ケ割付之事．差出：

戸倉小左衛門［ほか2名．押印］．宛名：鰍沢村名主・

百姓．延宝2・12．

2．甲州西郡筋鰍沢村申年御成［ケ］割［付之事］．

差出1今忠兵（押印）．宛名：鰍沢村名主・百姓．延宝

8・11．

3．甲州西郡筋鰍沢村未年御成ケ割付之事．差出：

今忠兵（押印）．宛名：鰍沢村名主・百姓．延宝7・11・

20．

4．甲州西郡筋鰍沢村午年御成ケ割付之事．差出：

今忠兵（押印）．宛名1鰍沢村名主・百姓．延宝6・11．

5．甲州西郡筋鰍沢村巳年御成ケ割付之事．差出：

今忠兵（押印）．宛名：鰍沢村名主・百姓．延宝5・1L
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6．甲州西郡筋鰍沢村辰年御成ケ割付之事．差出：

今忠兵（押印）．宛名1鰍沢村名主・百姓．延宝4・11．

7．甲州西郡筋鰍沢村卯年御成ケ割付之事．差出1

今忠兵（押印）。宛名：鰍沢村名主・百姓．延宝3・！L

8．甲州西郡筋鰍沢村酉御成ケ割付之事．差出：萩

孫四（押印）．宛名：鰍沢村名主・百姓．天和1・11．

9．甲州西郡筋鰍沢村戌御成ケ割付之事．差出：萩

孫四（押印）．宛名：鰍沢村名主・百姓．天和2・11．

10．甲州西郡筋鰍沢村亥御成ケ割付之事．差出：萩

孫四（押印）．宛名：鰍沢村名主・百姓．天和3・11．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，103

11［年貢割附継証文］．

　鰍沢村．寛保2－3．（1742－43）．

　1巻（2通），30cm（継紙）．

　端裏書：寛保二戌年より宝暦三酉年まで拾弐ケ年

　分．

　内容：1、戌御年貢可納割付之事．差出1大久保孫兵

　衛（押印）．宛名：［鰍沢］村名主・長百姓・惣百姓．寛

　保2・1L
　2．亥御年貢可納割付之事．差出：大久保孫兵衛（押

　印）．宛名：［鰍沢］村名主・惣百姓．寛保3・1L

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，104

12戌御年貢可納割附之事．

　差出：上倉彦左衛門．宛名：［鰍沢］村名主・惣

　百姓．宝暦4・10．（1754）．

　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41K－1，108－1

13［年貢割附継証文］．

　鰍沢村．明和1－6．（！764－69）．

　1巻（6通）．33・5cm（継紙）．

　内容：1．申御年貢可納割附之事．差出：川田玄蕃

　（押印）．宛名：［鰍沢コ村名主・惣百姓．明和1・10．

　2．酉御年可納割付之事．差出：久保平三郎（押印）．

　宛名：［鰍沢1村名主・惣百姓．明和2・1L

　3．戌御年貢可納割付之事．差出：久保平三郎（押印）．

　宛名1［鰍沢］村名主・惣百姓．明和3・11．

　4．当亥起返．差出：久保平三郎（押印）．宛名1［鰍沢］

　村名主・惣百姓．明和4・11．

　5．子御年貢可納割付之事，差出：久保平三郎（押印）．

　宛名：名主・惣百姓，明和5・1L

　6．丑御年貢可納割付之事．差出：久保平三郎（押印）．

　宛名：［欠損1．明和6・11．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，105

14午御年貢可納割附之事．

差出：堀谷文右衛門（押印）．宛名：［鰍沢村］

名主・長百姓・惣百姓．寛政10・10．（1798）．

1通．33cm（継紙）．史料請求番号41K－1，106－1

15［年貢割附継証文］．

　鰍沢村．寛政11－12．（1799－！800）．

　1巻（2通）．33・5cm（継紙）。

　内容11．未御年貢可納割附之事．差出：堀谷文右衛

　門（押印）．宛名：［鰍沢］村名主・長百姓・惣百姓。

　寛政11・10．

　2．申御年貢可納割付之事．差出：堀谷文右衛門（押

　印）．宛名：［鰍沢］村名主・長百姓・惣百姓，寛政12・

　10．　　　　　　　史料請求番号41K－1，106－2

16寅御年貢可納割附之事．

　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化3・10．（1806）．

　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－1

17卯御年貢可納割附之事．

　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化4・10．（1807）．

　1通．33cm（継紙）．丁間文書！枚．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－2

18辰御年貢可納割附之事、

　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化5・10．（1808）．

　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－3

柑巳御年貢可納割附之事．

　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化6・10。（1809）．

　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－4

20午御年貢可納割附之事．

　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化7・10．（18！0）．

　1通．33・5cm（継紙），

　　　　　　　　　　史料請求番号41K一肇，107－5
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21当未御年貢可納割附之事．

　　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　　主・長百姓・惣百姓．文化8・10．（1811）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－6

22申御年貢可納割附之事．

　　差出1中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　　主・長百姓・惣百姓．文化9・10，（1812）．

　　1通．33cm（継紙）．史料請求番号41K－1，107－7

23酉御年貢可納割附之事．

　　差出：中村八太夫（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　　主・年寄・惣百姓．文化10・10．（1813）．

　　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－8

24戌御年貢可納割付之事．

　差出：中村八太夫（押印）。宛名：［鰍沢］村名

　　主・長百姓・惣百姓．文化11・10．（1814）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－9

25亥御年貢可納割附之事．

　差出：鈴木伝市郎（押印〉．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化12・10．（1815）．

　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－10

26子御年貢可納割附之事．

　差出：鈴木伝市郎（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化13・10．（1816）．

　1通．33・5cm（継紙）。

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，108－2

27丑御年貢可納割附之事．

　差出：鈴木伝市郎（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　主・長百姓・惣百姓．文化14・10．（1817）．

　1通．33・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，107－11

28寅御年貢可納割附之事、

　差出：小林藤之助（押印）．宛名：［鰍沢］村名

　　主・長百姓・惣百姓，天保13・10．（1842）．

　　1通．32cm（継紙）．史料請求番号41K－1，108－3

9・1・3．職業・人別

29相願申一札之事（百姓吉兵衛鍛冶職渡世願

　　二付）．

　　差出：高田村名主小兵衛（押印）．宛名：鰍沢

　　村御役人．文久1・3．（1861）．

　　1通．25cm．　　　　史料請求番号41K－1，112

30飯米仕送リ代滞御利解願．

　　差出：鰍沢村百姓代長三郎．宛名1市川御役

　　所．文久1・1．（1861）。

　　1通。27・5cm（継紙）．相手方：同村善兵衛．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，113

31覚（伊勢左衛門娘た乃養育金請取）．

　　差出：伊勢左衛門後家賀弥［ほか2名．押印］．

　　宛名：御村役人．文久1・9．（1861）．

　　1通．27cm．　　　　史料請求番号41K－1，115

32差出申一札之事（大椚村常左衛門井妻子宗

　　旨人別帳差加二付）．

　差出：大椚村名主友左衛門（押印）．宛名：鰍

　沢村御名主衆中．文久1・3．（1861）．

　1通．26・5cm．　　　史料請求番号41K－1，”6

33差出申一札之事（養子紋左衛門嫁人別御差

　加願）．

　差出：織右衛門［ほか2名．押印］．宛名：鰍沢

　村御年番御役人衆中．文久2・3．（1862）．

　1通．29・5cm，　　　史料請求番号41K－1，117

34覚（附木職吉五郎宗門送状一件二付差出）．

　差出：清兵衛［ほか1名．押印］．宛名：鰍沢宿

　保坂加茂平［ほか1名］．文久3・9・24．（1863）．

　1通．28cm．　　　　史料請求番号41K－1，”8

35差出申一札之事（喜之助縁談二付）．

　差出：国見平組喜之助祖父安兵衛［ほか親類・

　法師倉組合惣代など9名，押印］．宛名：御村

　役人．文久3・12・23．（1863）．

　1通．27・5cm（継紙）．史料請求番号41K－1，”9



36頼一札之事（竹次郎厄介二付他行預リ）．

　　差出：中初狩宿名主正蔵（押印）．宛名：鰍沢

　村御役人衆．文久3・2．（1863）。

　　1通。27・5cm．　　　史料請求番号41K－1，120

9・1・4．土地

37乍恐以書付御届書上候（損毛地二付）．

　　差出：鰍沢村名主喜平治［ほか長百姓・百姓

　代6名．押印］．宛名：市川御役所．天保15・8．

　　（1844）．

　　1通．33・5cm（継紙）．史料請求番号41K－1，121

38差出申屋敷割［対談一札］之事．

　差出：三左衛門［ほか4名．押印］．宛名：御名

　　主中．万延1・9・5．（1860）．

　　1通．27cm．　　　　史料請求番号41K－1，董22

39乍恐以書付奉願上候（諏訪大明神除地出入

　　二付）．

　差出：［曹洞宗西光寺住寺（持）］永宗・［檀家

　拾九人惣代百姓］庄蔵．宛名：市川御役所．

　万延1・7．（1860）．

　　1通．28・5cm（継紙）．史料請求番号41K－1，123

40売渡申田地之事．

　差出：売主佐太郎［ほか証人1名．押印］．宛名：

　　白沢宣兵衛．嘉永6・8．（1853）．

　1通．27・5cm．

　裏書：名主清左衛門（押印），丑霜月．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，124

41差出申一札之事（証文紛失実正二付）．

　差出：西嶋村紋蔵（押印）．宛名：梅久保村源

　五左衛門．文久1・9．（1861）．

　1通．26cm．　　　史料請求番号41K－1，125－1

42差出申一札之事（西島村紋蔵へ差入れ置質

　地証文紛失二付）．

　差出：梅久保［村］源五左衛門［ほか1名．押印］．

　宛名1御村役人中．文久1・10．（1861）．

　1通．26・5cm．　　史料請求番号41K－1，125－2

43差置申済ロ証文之事（小作代金滞方井長畑
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　　　林境立二付）．’

　　　差出：鬼嶋願人正内・宗十郎・相手利助［ほか

　　　2名．押印］．宛名：御役人中．文久2・5．（1862）

　　　1通．28cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，126

　44対談書之事（質地請戻二付）．

　　　差出：白沢乙兵衛1ほか2名．押印］．宛名：本

　　　村御役人．文久3・12．（1863）．

　　　1通。28・5cm．　　　史料請求番号41K－1，127

　45［質地証文］．

　　　［　　］．元治1．（1864）．

　　　1点（2通）．27・5cm（継紙）．

　　　内容：1．相渡し申質地証文之事．差出：鬼じま質主

　　　宗重郎［ほか証人1名．押印］．宛名：柳川村文右衛

　　　門．元治1・12，

　　　2．小作手形之事．差出：鬼じま小作証人宗重郎［ほ

　　　か2名］．宛名：柳川村文右衛門．元治1・12．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，128

　9・1・5．普請

46乍恐以書付奉申上候（毛戸尻堤取繕二付黒

　　沢村外ニケ村へ御教諭願）．

　　差出：鰍沢村名主清左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など3名］．宛名：市川御役所。万延1・6．

　　（1860）．

　　1通．27・5cm（継紙）．史料請求番号41K－1，130

47乍恐以書付御歎願奉申上候（川急破御普請

　　之儀二付）．

　　差出：鰍沢村名主清左衛門［ほか長百姓・百

　　姓代など2名］．宛名：御普請掛御役人中．万

　　延1・6，（1860）。

　　1通．28cm（継紙）．

　　端裏書1歎願手控．　　史料請求番号41K－1，131

9・1・6．夫役

48乍恐以書付奉申上候（国中御取締筋二付夫

　用差出方御免）．

　差出：鰍沢村名主清左衛門［ほか長百姓・百

　姓代など2名．押印］．宛名：市川御役所．文

　久3・8．（1863）．

　　1通．28cm（継紙）．史料請求番号41K－1，132－1
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49乍恐以書付奉申上候（国中御取締筋二付夫

　用差出方御免）．

　差出：鰍沢村名主清左衛門［ほか長百姓・百

　姓代など2名］．宛名：市川御役所．文久3・8．

　　（1863）．

　1通．26・5cm（継紙）．

　　史料番号132－1の下書．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，132－2

9・1・7．荷物・搬送

†他国出穀米川下ケ手形下附願

　50と51、52と53はそれぞれ同文。

50乍恐以書付奉願上候（他国出穀米川下ケ手

　　形下附二付）．

　　差出：鰍沢村喜兵衛［ほか4名．押印1．宛名：

　　市川御役所．慶応1・5・8．（1865）．

　　1通．27・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，134－1

51乍恐以書付奉願上候（他国出穀米川下ケ手

　　形下附二付）．

　　差出：鰍沢村喜兵衛［ほか4名．押印］．宛名：

　　市川御役所．慶応1・5・8．（1865）．

　　1通，27・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，134－2

52乍恐以書付奉願上候（他国出穀米川下ケ手

　　形下附二付）．

　　差出：鰍沢村長次右衛門［ほか17名．押印］．

　　宛名：市川御役所．慶応1．（1865）．

　　1通．28cm（継紙）．史料請求番号41K－1，134－3

53乍恐以書付奉願上候（他国出穀米川下ケ手

　　形下附二付）．

　　差出1鰍沢村長次右衛門［ほか17名．押印］．

　　宛名：市川御役所．慶応1・5・8．（1865）。

　　1通．27・5cm（継紙）．

　　　　　　　　　吏料請求番号41K－1，134－4

　　　　　†　　　　　　†
54差出申引請証文之事（河岸御蔵番井塩荷物

　　請梯賄方二付）、

　　差出：当人長八［ほか引請親類・組合など3名］．

　　宛名：村御役人中．安政6・8．（1859）．

　1通．27・5cm（継紙）．史料請求番号41K－1，135

55差出申一札之事（御番所定詰方二付御請）．

　差出：組合文治郎［ほか親類など2名．押印］．

　宛名：村御役人中．文久2・9．（1862）．

　1通．34cm．　　　　史料請求番号41K－1，136

56差出申御詫一札之事（小柳川組組合役勤方

　差縫二付）．

　差出：粂右衛門［ほか親類・組合惣代など7名．

　押印］．宛名：御村役人．文久2・7・15．（1862）．

　1通，28cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，137

57為取替議定書之事（塩荷物取扱方）．

　作成：田島村郡中惣代名主七郎左衛門［ほか

　甘割・青柳・鰍沢・黒沢・岩淵各村・蒲原宿名

　主・長百姓・問屋など20名］．文政12・9．（1829）．

　1通．27cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，138

58差出申一札之事（種次郎塩荷附帰リニ付御

　詫）．

　差出：八千蔵村名主吉兵衛［ほか長百姓・百

　姓代など2名．押印］．宛名：鰍沢村御役人中．

　文久1・8．（1861）．

　1通．28cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，139

59乍恐以始末書奉申上候（賄荷物紛失之儀）．

　差出：鰍沢村長百姓喜平次煩二付代伜喜蔵

　［ほか名主1名］．宛名：市川御役所．安政6・8・

　4．（1859）．

　1通．28cm（継紙）．写．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，140

60差出申一札之事（砂糖荷物紛失一件御詫二

　付）．

　差出＝韮崎宿国蔵［ほか小笠原・山寺村名主

　代など9名．押印］．宛名1鰍沢宿御役人中．

　文久2・2・19．（1862）．

　1通．28cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，等41

61差上申御｛宅（詫）書一札之事（御献上御用荷

　物落馬二付）．

　差出：鰍沢宿問屋代兼七兵衛［ほか同年寄・
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八日市場・下山宿問屋代など4名］．宛名：大

賢山御納所．文久1・ll．（1861）．

1通．34cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，142

62差上済口証文之事（吉右衛門繋馬出入一件）．

　差出1山家村之内堀切組百姓忠右衛門［ほか

　親類・鰍沢村金之助・馬持惣代・市川大門村

　民右衛門・淺原村長百姓など10名．押印］．宛

　名：市川御役所．文久3・9．（1863）．

1通．28cm（継紙）．　史料請求番号41K－1，143

63趣意書写（吉右衛門繋馬出入一件熟談内済

　二付済口証文）．

　作成：［山家村之内堀切組百姓忠右衛門，ほ

　か鰍沢村金之助など］．［文久3］．（1863）．

　1通．28cm（継紙）．

　史料番号143の後段部分．

　　　　　　　　史料請求番号41K－1，133－2

9・2．布告・布達など

9・2・1．布達表

64山梨県布達表　従明治九年至同十二年

　　巨摩郡鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治9－12．（1876－79）．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

南

内容：官省寮布告・布達の県副布達及び県独自の

布達の番号表。大意（内容）を付す．

綴紐破損。　　　　　　　史料請求番号41K－1，1

9・2・2．布告・布達（一般）

†布告・布達・県令綴

65御布告　第壱号．

　鰍沢村．明治6．（1873）．

　木版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　後表紙裏押印：「巨摩郡第弐十一区鰍沢村」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・告示など．

　虫損多数　　　　　　　史料請求番号弔K－1，2

66御布告　第三号．

　鰍沢村．明治6．（1873）．

　木版合綴1冊．22cm．四ツ目綴．

　後表紙裏押印：「巨摩郡第弐十一区鰍沢村」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　虫損多数，　　　　　　史料請求番号41K－1，3

67御布告　第九十三号ヨリ第百十八号．

　鰍沢村．明治6．（1873）．

　木版合綴1冊．22cm．四ツ目綴．欠号多数．

　後表紙裏押印：「巨摩郡第弐十一区鰍沢村」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・告示など．

虫損多数． 史料請求番号41K－1，4

68御布告　第九十八号ヨリ百二十九号迄　従

　明治六年五月』二十七日至六月四日百二十九

　号．

　鰍沢村．明治6，（1873）．

　木版・活版ほか合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　欠号多数
　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，5

69御布告　従明治六年八月五日百四十四号至

　九月二十五日二百拾一号．

　鰍沢村．明治6．（1873）．

　活版・木版ほか合綴1冊．21．5cm　四ッ目綴．

　欠号多数
　表紙押印1「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，6

70御布告　第二百二号ヨリニ百七十六号　明

　治六年癸酉十月ヨリ至十二月．

　鰍沢村．明治6．（1873）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．欠号多数．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・告示など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，7

71御布告綴込．

　鰍沢村．明治6．（1873）．



〔218〕　9，山梨県南巨摩郡鰍沢村文書目録（41K－1） 71一一81

木版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，8

72御布告　年号明治七歳ナリ　甲戌年従一月

　至三月三十日．

　鰍沢村．明治7．（1874）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など。

　綴紐破損．　　　　　　　史料請求番号41K－1，9

73御布告戌七月九日迄年号明治七歳扱

　所．

　鰍沢村．明治7．（1874）．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴。

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など。

　綴紐破損．　　　　　　史料請求番号41K－1，10

74［御布達書］従明治七年九月二十二日甲第

　百八十一号至十月三十日甲第二百二十号．

　鰍沢村．明治7．（1874）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印1「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，11

75［御布達書］従明治八年一月四日甲第壱号

　至二月十四日甲第三十号．

　鰍沢村．明治8．（1875）。

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」。

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など。

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，12

76御布達書　甲第五十九号明治八年三月四日

　至九十九号六月十三日．

　鰍沢村．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm．後欠．後表紙なし！部

　錯簡．欠号多数．四ツ目綴痕．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容二太政官・諸省・県の布告・布達など．甲114号

　　までを含む．

綴紐切れ，史料館にて補修．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，13

77［御布達書］従明治八年四月廿五日甲第百

　二十二号至五月二十八日百八十号、

　鰍沢村．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴。

　表紙押印1「鰍沢村事務扱所印」．

　内容1太政官・諸省・県の布告・布達など．乙52号一

　56号達を含む．　　　　史料請求番号41K－1，14

78［御布達書］従明治八年五月廿八日甲第百

　八十壱号至六月三十日甲第二百十七号井徴

　兵令参考・改正戸籍．

　鰍沢村．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．乙73号一

　75号達を含む．

　綴紐破損．　　　　　　史料請求番号41K－1，15

79御布達書　従甲第二百号明治八年六月十五

　日至二百四十九号八月二日．

　鰍沢村．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，16

80御布告　甲第三百二拾号より同三百五拾号

　迄明治八年乙亥年第十二月吉日配達ノ分

　　事務所．

　［鰍沢村事務所］．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．22・5cm．後表紙なし．その他

　の標題表示：第十三号。

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，17

81御布達書　明治八年十二月九日甲第三百七

　十壱ヨリ三百八十七号迄井徴兵令改正・参

　考・後備軍召集布達マデ．

　鰍沢村事務所．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．



内容：太政官・諸省・県の布告・布達・告示など．

　　　　　　　　史料請求番号41K－1，18

82［御布達書］従明治八亥五月十七日乙第四

　十九号ヨリ同年十二月廿八日乙第百四十一

　号迄．

　［鰍沢村事務所］．明治8，（1875）．

　活版合綴！冊．21cm．四ツ目綴．後欠．欠号多

　数．一部錯簡．

　内容：県の達など．95号まで．

　綴紐切れ．　　　　　　史料請求番号41K－1，19

83［御布達書］　明治九年一月ヨリ［　］鰍沢

　事務所．

　鰍沢村事務所．明治8－9．（1875－76）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．表紙破損．

　内容：太政官布告など，

　フケ，開扱不可．　　　　史料請求番号41K－1，20

84［御布達書］　明治九年二月七日同年三月七

　日二至ル・甲第廿八号ヨリ同七拾六号迄

　第三十一区鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21cm。四ツ目綴．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など，一部目次

　を付す．　　　　　　　史料請求番号41K－1，21

85［御布達書］明治九年二月廿九日ヨリ同四

　月四日迄・甲第七拾七号　第三十一区鰍沢

　事務所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴！冊．21cm．四ツ目綴．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，22

86［御布達書］従甲第百六拾八号至甲第百九
　　　　　　　　　　　　ママラ
　拾七号・従乙第三十五至乙甲第五十三号

　明治九年第九月　事務所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「巨麻郡三十一区鰍沢村扱所」．

　内容1太政官・諸省・県の布告・布達など．丙29－31

　号達を含む．　　　　　史料請求番号41K－1，23
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87［御布達書］従甲第百九拾八号至甲第二百

　五拾六号八月五日　明治九年第九月　事務

　扱所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21cm。四ツ目綴．

　表紙押印；「巨麻郡三十一区鰍沢村扱所」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，24

88［御布達書］従明治九年八月廿四日第二百

　六拾二号至甲第三百号十月四日　事務所、

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　内容1太政官・諸省・県の布告・布達など．

　虫損多数，　　　　　　史料請求番号41K－1，25

89［御布達書］従明治九年十月五日甲第三百

　壱号至甲第四百三号十二月廿八日　事務所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ッ目綴．

　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，26

90［御布達書1　明治九年一月八日ヨリ同九年

　三月十九日迄・乙第壱号ヨリ同廿壱号迄外

　丙第十六号・同第十七号　鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21cm，四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」。その他の標題表

　示1乙第拾号質入建物規則．

　内容：県の達．一部目次を付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，27

91［御布達書］従明治九年六月十五日乙第五

　拾五号至乙第百壱号十月廿四日　事務所．

　鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

　活版1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　内容1県の布達．丙47号を含む．

　綴紐切れ．　　　　　　史料請求番号41K－1，28

92［御布達書1従明治九年十月廿五日乙第百
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二号至十二月廿八日百六拾六号　事務所．

鰍沢村事務所．明治9．（1876）．

活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

その他の標題表示：九年乙第百五十号区務章程．

内容：県の達．

虫損多数．　　　　　　史料請求番号41K－1，29

93御布告明治十丁丑年一月三十日迄・甲第

　壱号ヨリ同廿九号二至　鰍沢村事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．22cm．四ッ目綴．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，30

94［御布告］明治十年二月一日…ヨリ同三月二

　十日迄甲第三拾号ヨリ同第九拾九号二至

　鰍沢村事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．1

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　その他の標題表示：甲第九拾八号商売取締規則．

　内容1太政官・諸省・県の布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，31

95［御布告］明治十丁丑年三月廿四日ヨリ四

　月廿八日二至ル・甲第百壱号ヨリ百三拾五

　号迄・乙第四拾八号ヨリ七拾四号迄　此内

　学籍［規則］在之　第拾五区鰍沢村事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　その他の標題表示：乙第六十四号地券台帳製法・

　第百廿四号売薬規則・甲第百二十六号宿屋業規

　則．

　内容1太政官・諸省・県の布告・布達など．一部目次

　を付す．　　　　　　　史料請求番号41K－1，32

96［御布告］従甲第百三拾六号五月二日至甲

　第百八拾壱号七月二日　明治十年七月日

　鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．22cm．四ッ目綴．

　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，33

97［御布告］従甲第百八拾二号七月三日至甲

　第二百廿三号八月十四日　明治十年八月日

　　鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所，明治10．（1877）．

　活版合綴1冊。22cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．その他の標

　題表示：甲第二百八号社寺参篭人規則・甲第二百

　廿三号租税其他収入規則・甲第二百拾九号明治

　八年十月ヨリ六月迄・同年十月ヨリ十年六月迄

　県区費表目，

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，34

98［御布告］従甲第二百廿四号八月十七日至

　第二百五拾六号九月廿一日井民費集散仮規

　則・区町村豫算帳雛形　明治十年九月日

　鰍沢村事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印1「山梨県十五区鰍沢扱所」．その他の標

　題表示：雇人口入規則・利息制限法．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，35

99［御布告］従甲第三百拾九号十一月廿七日

　至甲第三百四拾七号十二月廿五日外乙第百

　四拾四号民費集散規則　明治十年丑十二月

　　鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴，

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，36

100御布告　乙第［以下欠1明治十丁丑一月一

　　日ヨリ三十日迄鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　内容：県達など．乙1－21号．欠号あり．県の布達・

　　省の達を含む．　　　　史料請求番号41K－1，37

101［御布告］従乙第七拾七号五月十日至乙第

　百拾壱号八月廿一日明治十年九月日鰍

　沢村事務所．

　鰍沢村事務所．明治10．（1877〉．



活版合綴1冊．21cm．四ッ目綴．

表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

内容：県の達など．　　　史料請求番号41K－1，38

102［御布告1明治十年十二月ヨリ同十二月廿

　　七日迄乙第百五十八号ヨリ同百六十号二至

　　ル・明治十一年一月ヨリ四月三十日迄乙第

　　壱号ヨリ同四拾三号二至ル裂地・地目変換

　　ノ類　第十五区鰍沢村事務所．

　　鰍沢村事務所．明治10－11．（1877－78）．

　　活版合綴1冊．21cm。四ツ目かぶせ綴．

　　内容：県の達など．　　　史料請求番号4IK－1，39

103［御布告］第一号　従甲第壱号ヨリ甲第四

　　十七号二月廿三日二至ル　明治十一年三月

　　一日　鰍沢事務所．

　　鰍沢村事務所．明治1L（1878）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，40

104［御布告］第二号　明治十一年二月廿六日

　　ヨリ同四月廿五日迄・甲第四拾八号ヨリ同

　　第九拾号二至ル　第十五区鰍沢村事務所．

　　鰍沢村事務所．明治11．（1878），

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　　その他の標題表示：甲第七拾九号諸興行規則・甲

　　第七拾四号諸掃除規則・部分木仕付条例．

　　内容1太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，41

105［御布告］第三号　従甲第九拾壱号四月二

　　十七日至甲第百拾壱号六月二十八日　明治

　　十有一載第七月日　鰍沢事務所．

　　鰍沢村事務所．明治11．（1878）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41Kr，42

106［御布告1第四号　従甲第百四拾二号七月

　　二日至甲第百七拾三号八月二十一日　明治

　　十有一年第九月日　鰍沢事務所、
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鰍沢村事務所．明治11．（1878）．

活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．その他の標

題表示：百五十壱号盗難届書式．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県学事報

告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，43

107［御布告］明治十一年十月三十日ヨリ同年

　　十二月廿八日迄・甲第弐百廿三号ヨリ同二

　　百八十四号迄　南巨摩郡鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治11．（1878）．

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：二百廿八号違式誰違条例・二百八十

　　三号地方税中営業税．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県学事報

　　告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，44

108［御布告］明治十一年十月一日ヨリ同年十

　　二月廿七日迄・乙第七拾三号ヨリ同九拾七

　　号迄　南巨摩郡鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治11．（1878）。

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　　表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：県の達など．県学事・衛生・勧業報告・省の布

　　達を含む。　　　　　　史料請求番号41K－1，45

109［御布達書］従甲第壱号一月八日至同第四

　　拾二号二月四日　明治十二年二月　鰍沢村

　　役所．

　　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」。その他

　　の標題表示：甲第拾九号郡長委任条件アリ．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．丙号達・

　　学事・衛生報告を含む．　史料請求番号41K－1，46

110［御布達書］従甲第六十号二月二十八日至

　　甲第七十四号三月三十一日　明治十二年第

　　四月　鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：死去届・［　1規則．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県学事報
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告を含む． 史料請求番号41K－1，47

111［御布達書］従甲第七拾六号四月八日至甲

　第八拾四号四月二十八日　明治十二年五月

　九日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　の標題表示：第八十四号村会規則末二有．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県学事報

　告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，48

112［御布達書］従四月二十九日廃（発）至六月

　四日甲第数種布達　明治十二年第六月十四

　　日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示1恩給井夫（扶）助料願書・種痘改正日

　割．
　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，49

113［御布達書］従明治十二年六月三日甲第九

　拾七号七月二日発布達二至ル鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」，その他

　　の標題表示1百三号地方税中営業雑税．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，50

114［御布達書］甲第八月十一日発ヨリ同月三

　十日及ヒ至九月一日発明治十二年第九月

　　日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．21cm．四ッ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など丙24号達・

　　県衛生報告を含む．　　史料請求番号41K－1，51

115［御布達書］従甲第百四十四号九月六日至

　　同百五十八号九月二十六日　明治十二年十

　　月日　鰍沢村役所．

鰍沢村役所．明治12．（1879）．

活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

の標題表示：本県病院達・地租其他徴集規則・教育

令．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県衛生・

学事報告を含む．　　　史料請求番号41K－1，52

116［御布達書］従乙第四十壱号三月一日至乙

　第六十四号四月三十日　明治十二年五月十

　二日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

表紙押印二「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

の標題表示：乙第四十八号経費勘定帳・同明細帳・

諸税未納額帳．

内容：県の達など．　　　史料請求番号41K－1，53

117［御布達書］従乙第六十五号五月一日至乙

　第九十九号八月二十二日　明治十二年第九

　　月吉日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．21cm．四ッ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」，

　　内容：県の達など．丙16号達などを含む．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，54

118［御布達書］従甲第十八号二月九日至同第

　　四拾六号四月二日　明治十三年第四月日

　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」，

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，55

119［御布達書］従三月三十一日及甲第四十七

　号至甲第六十三号四月三十日　明治十有三

　　年四月日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　　表紙押印二「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：甲第五十三号衛生委員心得・区町村

　　編制法・太政官区町村会・地方税規則・集会条例・

　　米商会社条例．



内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，56

120［御布達書］従甲第六拾四号五月十日至甲

　　第七拾六号六月四日　明治十三年六月日

　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：第六十八号地方雑種税改正・第七十

　　四号地方税戸数割・代言人規則ノ事司法甲第壱

　　号．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県学事・

　　勧業報告を含む．　　　史料請求番号41K－1，57

121［御布達書］従甲［第百三拾九号九月廿日］

　至甲［第百五拾七号十月廿九日］明治十有

　　三年　［鰍沢村役所］．

　鰍沢村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　その他の標題表示：改正酒造規則，

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県勧業報

　　告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，58

122［御布達書］従甲第百五拾八号十一月二日

　至甲第百七拾八号十二月七日　明治十三年

　十二月　鰍沢村役所、

　鰍沢村役所。明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊。21・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，59

123［御布達書］従甲第三拾三号三月一日至甲

　　第五拾九号四月二十八日　明治十四年辛巳

　五月十五日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示1甲第四拾号種痘規則．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県勧業報

　告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，60

124［御布達書］従甲第九拾七号七月五日至甲
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第百廿四号八月九日・甲第百廿六号迄アリ

　明治十四年九月　鰍沢村役所．

鰍沢村役所．明治14．（1881）．

活版合綴1冊．21・5cm．四ッ目綴．

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県勧業報

告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，61

125［御布達書］従明治十四年八月十六日百廿

　　七号至同甲第百五拾号十月六日　明治十四

　　年辛巳十月日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．四ッ目綴，

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：警察署願届ケ手続．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県衛生報

　　告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，62

126［御布達書］従甲第百七拾四号十一月廿二

　　日至甲第二百拾四号十二月廿六日　明治十

　　四年辛巳十二月　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達など．県衛生報

　告を含む．　　　　　　史料請求番号41K－1，63

127御布達　大蔵卿　従甲第百四号至甲第百五

　拾七号　明治十四年辛巳十二月　鰍沢村役

　所．

　鰍沢村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴，

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：大蔵省の布達．標題の番号は県の副布達番

　号を示す．　　　　　　史料請求番号41K－1，64

128［御布達書］従乙第二号一月十二日至乙第

　　三拾三号四月二十三日　明治十四年辛巳五

　　月日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治13－14．（1880－81）．

　　活版合綴1冊．21・5cm。四ッ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：乙第拾二号改正旅費日当・後備軍司

　令・乙第二十号種痘規則・十三年乙第七十八号．
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内容：県の達，省の達を含む．

　　　　　　　　史料請求番号41K－1，65

129［御布達書］従乙第三拾六号五月十二日至

　乙第六拾三号八月十三日　明治十四年九月

　　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．22cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　の標題表示：六十二号小学校職員俸給井旅費．

　内容：県の達など．　　　史料請求番号41K－1，66

130［御布達書］従乙第六拾六号八月二十日至

　乙第九拾八号十二月二十六日　明治十四年

　辛巳十二月　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治14．（1881）。

　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　内容：県の達．丙号達・省の達を含む．丁間文書：失

　物品受領証（山梨県南巨摩郡警察署．明治25）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，67

131太政官達書　第一号　従甲第壱号一月九日

　至甲第拾六号三月三日　明治十有五年壬午

　四月四日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　内容：太政官・諸省の布告・布達・告示など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，68

132太政官達書　第二号　従甲第拾七号三月廿

　三日至七月十八日　明治十五年壬午八月吉

　　日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　内容：太政官・諸省の布告・布達・告示など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，69

133［御布達書］従甲第七拾号至告第八拾八号

　八月十日達書明治十五年壬午八月日鰍

　沢村役所．

　鰍沢村役所．明治15．（1882）．

活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

の標題表示：備荒儲蓄金・人力車規則．

内容：県の布達・告示など．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，70

134［御布達書］従乙第四拾三号明治十五年六

　　月十七日至乙第八拾九号十二月十九日　明

　治十六年第一月　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治15，（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　の標題表示：明治十五年分九十一号ヨリ九十三号

　迄ハ十六年ノー号ニアリ．

　内容：県の達など．　　　史料請求番号41K一雪，71

135太政官布達　明治十五年八月ヨリ同年十二

　　月至ル　明治十六年癸未一月　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　の標題表示：十五年八月第四拾三号徴発令・十五

年九月第四十九号行旅死亡人取扱規則・売薬規
則．

内容：太政官・諸省の布告・布達・告示など．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，72

136［御布達書］　従甲第壱号一月十一日同弐拾

　四号五月九日至ル明治十六年第五月鰍

　沢村役所．

　鰍沢村役所．明治15－16。（1882－83）．

　活版合綴1冊．17・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　の標題表示：外十五年十二月九十七号ヨリ百壱号

　冨士川船規則・送籍書式迄アリ井同年十二月乙

　第九十号モアリ・甲第拾号馬車規則・同第八号違

　警罪追加．

　内容：県の布達・告示など。

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，73

137太政官［布告］第三十号ヨリ五十号十二月

　二十八日二至ル　明治十六年癸未十二月日

　　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治16．（1883）．

　活版合綴1冊．17・5cm，四ツ目綴．



内容：太政官の布告・布達など，

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，74

138大蔵卿［告示］　第壱号ヨリ同四拾六号五月

　　十二日二至ル明治十六年癸未第六月鰍

　　沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治16．（1883）．

　　活版合綴1冊．17・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：大蔵卿の告示など．史料請求番号41K－1，75

139［御布達書］

　　月二十四日

　　村役所．

　　鰍沢村役所．

　　活版合綴1冊，

従甲第壱号一月至同拾七号三

明治十七年甲申三月日　鰍沢

　
綴

蒐
目

84

ッ

ー8

四

　
　
m

7
　

C

1
　

5

ム
ロ・

ぞ
　
7

明
1

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

の標題表示：第七号古物商規則アリ．

内容1太政官・県の布達など．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，76

140［御布達書1従甲第拾八号四月九日至甲第

　　四拾壱号六月廿五日　明治十七年甲申七月

　　日　鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治17．（1884）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示：廿三号営業税・質屋規則　但二十年

　　九月勅令二十号改正アリ．

　　内容：内閣・県の布達・達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，77

141［御布達書］従甲第四拾三号七月一日至同

　　第七拾二号十二月廿五日　明治十七年十二

　　月　鰍沢村戸長役場．

　　鰍沢村戸長役場．明治17，（1884）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　　表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．そ

　　の他の標題表示：四十四号村会規則アリ・五十六

　　号戸長役場名称．

　　内容：県の布達など．　　史料請求番号41K－1，78

142太政官達　従甲二号一月廿二日至第廿二号

　　六月廿二日　明治十七年甲申七月日　鰍沢
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村役所．

鰍沢村役所．明治16－17．

活版合綴1冊．18cm．四ッ目綴．

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

の標題表示：外明治十六年十二月甲第四十三・四・

五号達アリ・第［　］証券印紙規則・商標．

内容：太政官の布告・布達など，

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，79

143本県之達　従乙第壱号至五拾号六月廿八日

　　　明治十七年甲申七月日　鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治17．（1884）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．その他

　　の標題表示1廿七号伝染病心得．

　　内容1県の達．　　　　　史料請求番号41K－1，80

144［本県之達］従乙第六拾九号七月廿三日至

　　乙第百三拾壱号十二月廿五日　明治十七年

　　十二月日　鰍沢村戸長役場．

　　鰍沢村戸長役場，明治！7．（1884）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「由梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．

　　内容：県の達など．　　　史料請求番号41K－1，81

145［御布達書］従甲第四拾三号五月十九日至

　　甲第九拾四号十二月二十八日　明治十八年

　　第十二月　鰍沢村戸長役場．

　　鰍沢村戸長役場．明治18．（1885），

　　活版合綴1冊．17・5cm，四ッ目綴．

　　表紙押印1「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．そ

　　の他の標題表示：七十一号寄留屈．

　　内容1内閣・県の布達・達など．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，82

146［本県之達］乙第壱号ヨリ五拾七号五月十

　　三日二至ル　明治十八年乙酉五月　鰍沢村

　　戸長役場．

　　鰍沢村戸長役場．明治17－18．（1884－85）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ッ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．

　　内容：県の達など．　　　史料請求番号用K－1，83

147［本県之達］従乙第三号一月十五日至乙第
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改正乙第二号十二月　明治十九年十二月日

　鰍沢村戸長役場．

鰍沢村戸長役場．明治19．（1886〉．

活版合綴1冊．17・5cm．四ツ目綴．

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．

内容：県の達など．　　　史料請求番号41K－1，84

148［本県県令］従県令第壱号十九年八月五日

　至甲第三十八号二十年十二月　明治二十一

　年四月日　鰍沢村戸長役場．

　鰍沢村戸長役場．明治19－20．（1886－87）．

　活版合綴1冊，17・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．

　内容：県令・県の達など．史料請求番号41K－1，85

9・2・3．布告・布達（個別）

149証券印紙規則．

　［鰍沢村］．明治6．（1873）．

　木版活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　内容：証券印紙規則，同増補，証券印紙心得など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，96

150改訂徴兵令参行（考）明治八年十一月七日

　発行　鰍沢事務所．

　鰍沢村事務所．明治8．（1875）．

　活版1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「鰍沢村事務扱所印」．

　内容：陸軍省発行改訂徴兵令参考・後備軍官員服

　務概則，　　　　　　　史料請求番号41K－1，86

151電信取扱規則明治十二年第七月六日鰍

　沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　活版1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，95－1

152電信取扱規則　明治十二年第七月六日

　沢村役所．

　鰍沢村役所．明治12．（1879）．

　活版1冊．21・5cm．四ツ目綴。

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　史料番号95－1と同じもの．

鰍

史料請求番号41K－1，95－2

153違式誰違条例　但明治九年六月・警察署定

　規・県治綜覧表　但明治十年四月・病院規則

　　明治十有一年寅十一月．

　鰍沢村役所．明治9－10．（1876－77〉．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県十五区鰍沢扱所」．

　内容：違式言圭違条例．勧業掛条例．山梨県病院規則．

　警察署並定規、県治綜覧表解釈．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，88

154郵便規則　明治十四年十二月廿六日第六拾

　八号・西洋形船達　同年十二月廿八日　明

　治十五年壬午一月　鰍沢村役所、

　鰍沢村役所．明治14－15．（1881－82）．

　活版合綴1冊．21・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　内容：郵便規則，西洋形船船長運転手機関手免状

　規則，水産博覧会規則などの太政官布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，90

155徴発令　明治十五年十二月太政官第廿六号・

　同注釈　明治十六年三月　明治十六年五月

　　日鰍沢村．

　鰍沢村役所．明治15－16．（1882－83）．

　活版合綴1冊．17・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印＝「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　その他の標題表示：外十五年八月十二日徴発令ア

　　リ，但十五年第三号綴込二有．

　内容：徴発令注釈．徴発事務条例．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，87

156徴兵事務条例　第拾八号明治十七年甲申七

　月十九日　鰍沢村役所．

　鰍沢村役所．明治17．（1884）．

　活版1冊．18cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　内容：山梨県による増刷．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，91

157酒造営業心得書　明治十七年甲第五拾五号

　鰍沢村戸長役場．

　鰍沢村戸長役場．明治17．（1884）．

　活版1冊．17・5cm．四ツ目綴．

　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」．
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内容：県の布達， 史料請求番号41K－1，93

158菓子及醤油規則　明治十八年七月一日ヨリ

　　施行　鰍沢村戸長役場．

　　鰍沢村戸長役場．明治18．（1885）．

　　活版合綴1冊．17・5cm．四ッ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村戸長役場」，

　　内容：菓子税則．醤油税則．同心得．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，94

9・2・4．山梨県日誌・報告

159山梨県会傍聴記事　第二号　従明治十二年

　　第五月十日至五月二十八日　鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治11．（1878）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

内容：峡中新報42－62号付録（峡中新報社発行）．

　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，89

†山梨県日誌

160山梨県日誌　明治十年分　南巨摩郡鰍沢村

　　役所．

鰍沢村役所．明治10．（1877）．

活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

内容：改正山梨県日誌　明治10年21・26・30－44号．

　　　　　　　　　史料請求番号41K一1，97

161山梨県日誌　十四年九号ヨリ十五年第十二

　　号十二月二至ル　明治十五年辛午十二月

　　鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所，明治14－15．（1881－82）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．四ツ目綴．

　　内容：改正山梨県日誌　明治14年9－12号・15年1－

　　12号．　　　　　　　　史料請求番号41K－1，98

　　　　　　†　　　　　　†

162山梨県学事報告明治十五年七月ヨリ鰍
　　沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊，17・5cm．四ツ目綴．

　　表紙押印：「山梨県南巨摩郡鰍沢村役所」．

　　内容：学事報告19－25号．衛生報告19－21号．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，92

9・3．鰍沢村事務所・村役所文書

9・3・1．土地

†一筆限名寄取調帳

　163－167は元は1冊か。

163［一筆限名寄取調帳力］．

　　作成：鰍沢村事務所（推定）．明治10カ．（1877）．

　　書込み下限：明治17．

　　1冊．39cm（横長美帳）．表紙・後表紙欠．

　　内容：杉山五兵衛分以下．各筆の地番・地種・反別・

　　収獲高・地価金・等級などを付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，102－2

164［一筆限名寄取調帳力］．

　　作成：鰍沢村事務所（推定）．明治［　］．書込

　　み下限：明治17．

　　1冊．39cm（横長美帳）．表紙・後表紙欠．

　　内容：遠藤太右衛門分以下．各筆の地番・地種・反

　　別・収獲高・地価金・等級などを付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，102－3

165［一筆限名寄取調帳力］．

　　作成：鰍沢村事務所（推定）．明治［　］．書込

　　み下限：明治18．

　　1冊．39cm（横長美帳）．表紙・後表紙欠．

　　内容：川口角兵衛分以下．各筆の地番・地種・反別・

　　収獲高・地価金・等級などを付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，102－4

166［一筆限名寄取調帳力］．

　　作成：鰍沢村事務所（推定）　明治［　］．書込

　　み下限：明治17．

　　1冊．39cm（横長美帳）．前欠・表紙・後表紙欠．

　　内容：依田治郎右衛門分以下．各筆の地番・地種・

　　反別・収獲高・地価金・等級などを付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，102－5

167［一筆限名寄取調帳力］．



〔228〕　9．山梨県南巨摩郡鰍沢村文書目録（41K－1）

　　作成：鰍沢村事務所（推定）．明治［　］．書込

　　み下限＝明治17．

　　1冊．39cm（横長美帳）．表紙・後表紙欠．

　　内容：芦沢重兵衛分以下．各種の地番・地種・反別・

　　収獲高・地価金・等級などを付す．

　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，102－6

167－170

9・3・2．山林原野

168山林原野所有之確証取調帳　明治十年　第

　　十五区巨摩郡鰍沢村．

　　差出：［鰍沢］村総代井上長右衛門［ほか担当

　　戸長1名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．

　　明7台10・12．（1877）．

　　1冊．25・5cm．かぶせ綴．罫紙：山梨県第十五

　　区鐙色10行罫。地主押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，100

9・3・3．地方税

169地方税地租割・戸数割収納日計簿井公儲金

　　入　十七年度壱期明治十七年第八月日　南

　　巨摩郡鰍沢村役所．

　　鰍沢村役所．明治17．（1887）．

　　1冊．27cm．罫紙：無題榿色10行罫．綴目印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41K－1，101

9・3・4．学校経費

170鰍沢学校諸費出入簿　明治十年第四月日

　　幹事青柳与次兵衛．

　　作成：幹事青柳与次兵衛．明治10．（1877）．

　　書込み下限：明治11．

　　1冊．39cm（横長美帳）．下げ綴．

　　虫損多数．　　　　　史料請求番号41K－1，102－1


