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解　　題

　　　　　　　　　　　　　ひらしな　　　　かみまんりき
歴史本文書群の出所である平等村、上万力

村村域は、甲府盆地の北東、笛吹川中流右岸

（西岸）と支流平等川の合流点にあり、かつての

秩父往還、現在の国道140号線がほぼ南北に通っ

ている。現在の山梨市西部に位置している。近

世では、万力筋に属し、平等村の地域は、落合

村、正徳寺村、山根村、矢坪村、上岩下村の5

か村に分かれていた。『旧高旧領取調帳』によれ

ば、それぞれ村高が、606石余、756石余、41石

（落合村地内）、459石余、222石余、上万力村が

986石余であった。

　明治維新後、この地域は、甲府県、甲斐府、

甲府県を経て、1871年（明治4）から山梨県とな

り、大小区制期には、1872年（明治5）には、山

梨郡第八区、1876年（明治9）に山梨県第二十六

区となり、1878年（明治11）の山梨郡の分画に際

しては、東山梨郡に属した。この間、1875年

（明治8）1月29日、落合村ほか4村は合併して平

等村となった。平等村の面積は東西約1里18町・

南北約20町、上万力村は東西・南北共約16町で

あった（『山梨県市郡村誌』）。

　両村の村政機構は、1875年の「平等村事務所」

・「上万力村事務所」、1878年（明治11）の「平等村

役所」「上万力村役所」を経て、1884年（明治17）

の「戸長役場」の設置に際しては、両村による

聯合戸長役場が組織され、平等村上万力村戸長

役場（目録本文の表記にあたっては名称を平等

村外一箇村戸長役場に統一した）と称し、役場

を平等村落合組に置いた。1889年（明治22）の市

制町村制の施行にあたっては、それぞれ単独で

施行したが、引き続き組合役場を組織した。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、1891年（明治24）の戸口（現住戸数・本籍人口）

は平等村が401戸、2582人、上万力村は、166戸、

1184人であった。平等村の地租改正後（1875年

（明治8））の地租は3037円1銭9厘、反別は田125

町5反20歩・畑114町6反1畝26歩・宅地21町7反9畝

2歩・温泉11歩・竹薮4反6畝26歩・林15町8反4畝25

歩・芝地2畝7歩・合計278町2反5畝27歩、上万力

村は地租1771円15銭6厘、反別は田52町2反1畝6

歩・畑86町1反9畝21歩・宅地11町4反3畝12歩・竹

薮1反6畝12歩・林1町7反9畝3歩・合計151町7反9

畝24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）。

　その後両村は、1942（昭和17）年7月1日合併し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　かて山梨村となり、1954年7月1日、日下部町、加

のいわ　　　　　　　　　　ごやしき
納岩町、八幡村、岩手村、後屋敷村、日川村と

合併、山梨市となり現在に至っている。

伝来と数量　本文書群は、1967年度に他の山梨

県下町村役場書類とともに、一括して古書店よ

り購入したものである。これまでの文書群名は

「山梨県東山梨郡平等村役場書類」であったが、

史料集積年代の下限、出所の歴史から、『史料

総覧』の編集の際、この文書群名とした。なお、

この文書群は当初42Fであったが、このなかに

　　　　　　　　　　　　　う　ばいし大月町（42F－2）・大原村（42F－3）・祖母石村（1．河

原部村。42F－4）・龍岡村（42F－5）のものが混在

していたので、それぞれ枝番号を付して分離す

ることとし、本文書群の記号を42F－1とした。

　数量は140点（『史料総覧』では、130点）である

が、合綴された史料を1点と数えると141点で、

書架延長は2mである。

史料の概要　この文書群は、従来「平等村役場

書類」となっていたものであるが、上万力村と

の組合村役場の文書である。文書群の史料集積

時期は、両村がそれぞれ単独に村事務所・村役

所を設けていた時期から、聯合戸長役場・組合

役場までに及び、史料の年次としては、1872年

（明治5）頃から1907年（明治40）に至っている。

　両村は単一の戸長役場・組合役場を設けたう
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え、さらに合併したものであるから、両村の文

書は、最終的には一個所に集約され単一の文書

群となった。したがって、最終段階の出所が、

平等村上万力村組合役場か、合併後の山梨村役

場か判然としない。ただ、合併後の文書を含ん

でいないと思われるので、組合役場文書とした。

　内容は、以下の通り地租改正以降の土地関係

文書である。平等村と上万力村とは「一筆限反

別地価取調簿（帳）」など共通の簿冊がある。目

録編成の第1次項目としては、両村の村事務所・

村役所、戸長役場、組合役場とした。すなわち

平等村事務所・村役所文書（11・1。43点）、上万

力村戸長（事務取扱所）・事務所・村役所文書（11・

2。21点）、平等村外一箇村戸長役場文書（11・3。

44点）、平等村外一箇村組合役場文書（11・4。32

点）を第1次項目として設定した。上万力村の事

務所以前の戸長事務所の名称を特定できないの

　　　　　　　　　　　　　　　　〔29〕

で、戸長（事務取扱所）を仮称した。

　11・1平等村事務所・村役所文書は、大半は土

地・地券関係で、「一筆限反別地価取調簿」のほ

か、「地券一筆限収獲地価取調簿」「地券書換願」

「地券台帳」などである。第2次項目は、土地、

地券、租税、土地書入・売買、財産処分、地誌・

地図、墓地とした。このうち地誌・地図は、地

誌編輯にかかる史料である。11・2上万力村戸長

（事務取扱所）・事務所・村役所文書も第2次項目

として、土地、地目変換・開墾、地所売渡を設

定した。ll・3平等村外一箇村戸長役場文書も同

様に土地・地券関係で、第2次項目を土地、地券、

地目変換・地価修正・開墾、丈量・地押検査、書

入質入公証とした。ここでは、「地価金合計帳」

「野取図帳」などである。11・4平等村外一箇村組

合役場文書では、第2次項目を土地、地価・地租、

建家とした。「地価修正一筆限取調帳」「地価地

図5平等村上万力村組合役場管内要図
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租集計帳」などである。これらの中に松本税務

管理局（1896年（明治29）10月設置、1902年（明治

35）11月設置）の罫紙を使用した史料が5点ある

（「増徴地租計帳」「地価修正帳」）。この文書には

同局内部の決裁印と思われる押印がある。同様

の例は前集所収7．源村役場文書目録にもあり、

当組合役場文書の一部となっている理由は不明

で、今後に課題を残している。このほか表紙の

みの2葉があり、これは目録にとらなかった。

関係史料　戦後の町村合併後、旧村役場文書は

山梨市発足の際に、集中管理せず旧村役場庁舎

に留め置かれ処分され、あるいは庁舎を農協、

公民館に転用しまた改築するに当たって廃棄さ

れたといわれる。その際、議会議事録、事務引

継書、土地の権利にかかる文書が選別され、現

在、市史編さん室で保存管理されている（「山梨

市役所所蔵旧町村行政文書目録」）。この中には、

旧山梨村（平等村・上万力村）役場文書もあり、

本文書群の集積時期にあたる村役所期以降の地

価・開墾関係の簿冊も若干あるが、大きく重な

るものではない。

参考文献

・山梨市誌編さん委員会『山梨市史』行政編、山

梨市、1985年。
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11・1、平等村事務所・村役所文書

11・1・1．土地

　1山林原野取調簿　村相　第弐拾六区平等邨

　之内旧山根村明治十年十二月十七日．

　作成：平等村事務所．明治10．（1877），

　　1冊．27・5cm．後表紙なし．綴目印．罫紙：山梨

　県第二十六区平等村榿色10行罫．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，76

2山林等級寄訳簿　第弐拾六区平等村山根組．

　作成：担当戸長代理雇書記飯島善右衛門［ほ

　か村総代・山根組特別総代2名．押印］．宛名：

　山梨県藤村紫朗．明治11・9・14．（1878）．

　1冊．28cm．綴目印．

　その他の標題表示：村控帳，十一年九月上申公帳

　引合済．　　　　　　　史料請求番号42F一璽，77

†地券一筆限収獲地価取調簿（旧矢坪村）

3地券一筆限収獲地価取調簿　第壱番　字古

　宿　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平等村之

　内元矢坪村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］，

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：1－218番，　　　史料請求番号42F－1，83一↑

4地券一筆限収獲地価取調簿　第二番　字丸

　山附赤坂　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平

　等邨之内元矢坪村，

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：219－480番．　　史料請求番号42F－1，83－2

5地券一筆限収獲地価取調簿　第三番　字山

　道下　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平等邨

　之内元矢坪村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］，

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：481－727番．　　史料請求番号42F－1，83－3

6地券一筆限収獲地価取調簿　第四番　字村

上一　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平等村

之内元矢坪村．

作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印，

地番：728－991番．

一部フケ，　　　　　史料請求番号42F－1，83－4

7地券一筆限収獲地価取調簿　第五番　字村

　上二・天神　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡

　平等村之内元矢坪村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴地主押印．

　地番：992－1174番，　史料請求番号42F－1，83－5

8地券一筆限収獲地価取調簿　第六番　字大

　沢一　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平等村

　之内元矢坪村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴地主押印．

　地番：1175－1352番．　史料請求番号42F－1，83－6

9地券一筆限収獲地価取調簿　第七番　字大

　沢二　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平等村

　之内元矢坪村，

　作成：平等村事務所（推定），明治［　］，

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：1353－1529番．　史料請求番号42F一薯，83－7

10地券一筆限収獲地価取調簿　第八番　字大

　沢三　山梨県第廿六区甲斐国山梨郡平等村

　之内元矢坪村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：1530－1669番．　史料請求番号42F－1，83－8

†一筆限反別地価取調簿（旧落合村）

11一筆限反別地価取調簿　山梨県第廿六区平

　等村ノ内旧落合村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］，
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　　1冊。27cm，かぶせ綴．地主押印．

　　地小口表示：落弐．その他の標題表示：弐．

　　地番：378－683番．　　史料請求番号42F－1，29－4
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12一筆限反別地価取調簿　山梨県第廿六区平

　等村ノ内旧落合村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．27cm．かぶせ綴．地主押印．

　地小口表示：落三．その他の標題表示：三、

　地番：684－863番．　　史料請求番号42F－1，29－3

13一筆限反別地価取調簿　山梨県第廿六区平

　等村ノ内旧落合村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］，

　1冊，27cm．かぶせ綴．地主押印．

　地小口表示：落四．その他の標題表示：四．

　地番：864－1163番．　史料請求番号42F－1，29－2

14一筆限反別地価取調簿　山梨県第廿六区平

　等村ノ内旧落合村．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．27cm．かぶせ綴．地主押印．

　地小口表示：落五．その他の標題表示：五．

　地番：1064－1437番．　史料請求番号42F－1，29－1

†一筆限反別地価取調簿（旧山根村）

15一筆限反別地価取調　第壱番　山梨県第弐

　　拾六区山梨郡平等村之内旧山根邨．

　　作成：平等村事務所（推定），明治［　］．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　　地番：1－484番．

　　一部フケ．取扱注意．　史料請求番号42F－1，69－1

16一筆限反別地価取調簿　第弐番　山梨県第

　弐拾六区山梨郡平等村之内旧山根邨．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：485－1006番．　史料請求番号42F－1，69－2

17一筆限反別地価取調簿　第四番　山梨県第

　弐拾六区山梨郡平等村之内旧山根邨．

　作成：平等村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴。綴目印。

　12－24

　地番：1479－1974番．　史料請求番号42F－1，69－3

　　　　　　　†　　　　　　†

18山林原野一筆限取調簿　山梨県第廿六区平

　等村之内旧落合村．

　差出：元副戸長矢崎武光［ほか伍長1名．押印］．

　宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・12・19．（1

　877）。

　1綴．27・5cm．罫紙：山梨県第二十六区平等

　村茶色10行罫．地主押印．

　その他の標題表示：台帳写込済（押印．望月）．十一

　年九月等級反別共公帳ト御読合済相成候．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，36

19地価反金取調帳　東山梨郡平等村．

　作成：平等村役所（推定）．明治［　］．

　1冊．27・5cm．罫紙：無題茶色12行罫．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，16

20一筆限反別地価取調惣計　東山梨郡平等村

　落合組．

　作成：［　　］．明治［　］．

　1綴25cm．　　　　史料請求番号42F－1，35

11・1・2．地券

21地券名寄帳　第弐号　平等村ノ内旧山根村、

　　作成：［　　］．明治［　］，

　　1冊．30cm．列帳綴．短冊貼付，

　　内容：雨宮茂左工門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，73

†地券書換願

22［地券書換願綴込］．

　　平等村役所．明治12（1879）．

　　1冊．28cm．表紙・後表紙なし，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，7

23地券書換願　明治十五年　平等村役所．

　平等村役所，明治15．（1882〉．

　1冊．24・5cm．下部切り揃え．

　その他の標題表示：中村喜作．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，5

24地券書換願綴込　平等村役所．



　　　　　　　　　　　　　　　11．

　平等村役所．明治15－16．（1882－83）．

　1冊．28cm．　　　　　史料請求番号42F一廉，6

　　　　　　†　　　　　†

25山林原野地券下渡証印税取立簿　平等村役

　所．

　平等村役所．明治13．（1880）．

　1冊．28cm．罫紙：平等村役所榿色13行罫．地

　券下渡人押印．　　　史料請求番号42F－1，15

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）25－36

†地券台帳

26［地券台］帳　［第壱号］．

　作成：平等村役所（推定）．明治［　］．書込

　み下限：明治21．

　1冊．26cm．四ツ目綴，地券台帳用紙使用，奥

　書：平等村戸長今川武邦［ほか書役3名．押印］．

　地番：1－481番．　　　史料請求番号42F－1，30－2

27地券台帳　第弐号　甲斐国東山梨郡平等村

　矢坪　明治十三年一月一日整．

　作成：平等村役所．明治13．（1880），書込み下

　限：明治21．

　1冊．26cm．四ッ目綴．地券台帳用紙使用．奥

　書：戸長今川武邦［ほか書役3名．押印］．

　地番：531－1619番，　　史料請求番号42F－1，82

28地券台帳　第三号　甲斐国東山梨郡平等村

　落合　明治十三年一月一日整．

　作成：平等村役所．明治13．（1880）。書込み下

　限：明治21．

　1冊，26cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．奥

　書：平等村戸長今川武邦［ほか書役3名．押印］．

　地番：960－1437番．　史料請求番号42F－1，30－1

11・1・3．租税

29［上地私墾畑物成取調書上相ほか］．

　平等村事務所．明治1L（1878）．

　1綴．28cm．表紙・後表紙なし．かぶせ綴．綴目

　印（東山梨郡平等村之印ほか1）．罫紙：山梨

　県第二十六区平等村茶色10行罫．

　内容：社寺上知一筆限取調簿など，

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，27

11・1・4．土地書入・売買

　　　　　　　　　　　　　　　　〔33〕

30地所書入番号表　明治十四年三月廿二日

　調査　東山梨郡平等村役所．

　作成：平等村役所．明治［　］．書込み下限：

　明治16．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．継目印（平等村役所）．

　罫紙：無題茶色12行罫．

　内題：地所書入奥印写一覧表．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，28

31地所質入証書割印帳　山梨郡第八区山根邨，

　平等村事務所．明治7－8．（1874－75）．

　1冊．27・5cm．罫紙：無題青色8行罫．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，74

32地所質・書入小拾帳　地所差抜用　［明治］

　十六年七月後・同十七年六月迄，

　平等村役所．明治16－17．（1883－84）．

　1冊．28cm．　　　　史料請求番号42F－1，13

33田一筆限リ小拾帳　東山梨郡平等村山根耕

　地．

　差出：地主深沢甚二朗［ほか証人1名．押印］．

　宛名：戸長今川武邦．明治12・2・15。（1879）．

　1通，26・5cm．綴目印．罫紙：無題榿色8行罫．

　その他の標題表示：売□四十二号（押印）．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F一等，78

34田畑小拾帳　東山梨郡平等村山根耕地．
　　　　　　　　ヒマめ　差出：売□深沢甚二郎［ほか保証人1名．押印］．

　宛名：戸長今川武邦．明治12・2・9．（1879）．

　1通．27cm．綴目印．罫紙：無題榿色10行罫．

　その他の標題表示：十二年四十三号．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，79

35畑宅地畑林成小拾帳．

　作成1売渡人荻原志明［ほか買請人1名．押印］．

　明治12推定．（1879）．

　1通．27cm．綴目印，罫紙：無題榿色10行罫．

　その他の標題表示：明治十二年第廿四号（押印）．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，80

11・1・5．財産処分

36山下駒吉財産公売金収入簿　第百七拾七号
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　　明治十四年十二月　平等村役所．

　　作成：平等村役所．明治14．（1881）．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．罫紙：平等村役所桃

　　色13行罫．　　　　　史料請求番号42F－1，22

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）

37根津豊吉財産公売払下代金収入簿　第百八

　拾四号　平等村役所．

　作成：平等村役所．明治15．（1882）．

　1冊．28cm．かぶせ綴．罫紙：平等村役所桃色

　13行罫．　　　　　　史料請求番号42F－1，23

38［根津豊吉・山下駒吉身代限二付上申書ほか］．

　1平等村役所．明治14．（1881）．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．

　内容：戸長上申書，財産取調受印滞願，財産取調書

　など，上申・滞願は墨消し．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，24

39［身代限り財産取調帳ほか］．

　平等村役所．明治7－12．（1874－79）．

　1綴．27・5cm．横半帳を含む．表紙・後表紙な

　し．かぶせ綴．綴目印（東山梨郡平等村之印

　ほか1）．

　内容：広瀬親郷財産取調書ほか．一部破損，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，25

　37－46

11・1・6．地誌・地図

40地誌取調書拍　明治十四年四月　東山梨郡

　　平等村．

　　作成：平等村役所．明治14．（1881）．

　　1冊．27・5cm．罫紙：平等村役所榿色13行罫．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，1－1

41地誌編輯取調書　東山梨郡平等村．

　作成：平等村役所．明治14推定．（1881）．

　1冊．27cm．綴目印．罫紙：平等村役所榿色13

　行罫．　　　　　　　史料請求番号42F－1，1－2

42東山梨郡平等村略図．

　作成：戸長代書役森義忠（押印）．明治14・4・

　28，（1881）．

　1枚36×38・5cm．一部破損．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，21

11・1・7．墓地

43檀家共同墓地調．

　　作成：平等村役所．明治［　］．

　　1綴．27・5cm．平等村役所茶色13行罫．付図共．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，26

11・2．上万力村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書

11・2・1．土地

44甲斐国山梨郡上万力村寺領検地野帳　上万

　　力村．

　　上万力村．明治［　］．

　　1冊．24cm．後表紙なし．表紙破損．

　　内容：1．甲斐国山梨郡社領上知検地野帳　上万力

　　村．明治［　］・4・17，戸長代永丈左衛門・副戸長代

　　永十之丈，写，

　　2．甲斐国山梨郡寺領上知検地野帳　上万力村．

　　明治［］・4・17．戸長代永丈左衛門・副戸長同十之

　　丈．写．

　　3．社寺領上知田畑小作入附書上帳．山梨郡第何区

　　何村．32・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，39

†一筆限反別地価取調帳

45一筆限反別地価取調帳　壱　山梨県第廿六

　　区上万力村．

　　差出：戸長代永十之丈正ほか副戸長・伍長惣

　　代5名．押印］．明治［　］．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：合．

　　地番：1－343番．　　　史料請求番号42F－1，38－1

46一筆限反別地価取調帳　二　山梨県第廿六

　区上万力村．

　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　代5名．押印］．明治［　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：合。



　　　　　　　　　　　　　　　！1，

　地番：344－753番．　　史料請求番号42F－1，38－2

47一筆限反別地価取調帳　三　山梨県第廿六

　区上万力村，

　差出1戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　代5名．押印］．明治［　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：合。

　地番：754－1108番．　史料請求番号42F－1，38－3

48一筆限反別地価取調帳　四　山梨県第廿六

　区上万力村．

　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　代5名．押印］．明治［　］．

　1冊．26’5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印な

　し．

　地番11109－1317番．　史料請求番号42F－1，38－4

49一筆限反別地価取調帳　四　山梨県第廿六

　区上万力村．

　差出1戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　代5名．押印］．明治［　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：引

　合．

　地番：1109－1317番，　史料請求番号42F－1，38－5

50一筆限反別地価取調帳　五　山梨県第廿六

　区上万力村．

　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　代5名。押印］．明治［　］．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：引

　合．

　地番：1318－1663番．　史料請求番号42F－1，38－6

51一筆限反別地価取調帳　六　山梨県第廿六

　区上万力村．

　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　代5名．押印］．明治［　］。

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印，照合印：合．

　地番：1664－2068番．　史料請求番号42F－1，38－7

52一筆限反別地価取調帳　七　山梨県第廿六

　区上万力村．

　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）47－57　　　　　　　　　　　　　　　　　〔35〕

　代5名．押印］．明治［　1。

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：引

　　合．

　　地番：2069－2499番．　史料請求番号42F－1，38－8

53一筆限反別地価取調帳　八　山梨県第廿六

　　区上万力村．

　　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　　代5名．押印］，明治［　］．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印（丸

　　印）．

　　地番：2500－2864番．　史料請求番号42F－1，38－9

54一筆限反別地価取調帳　九　山梨県第廿六

　　区上万力村．

　　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　　代5名．押印］．明治［　1．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：合．

　　地番：2865－3101番，史料請求番号42F－1，38－10

55一筆限反別地価取調帳　十　山梨県第廿六

　　区上万力村．

　　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　　代5名．押印］．明治［　］．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴。地主押印．照合印（丸

　　印）．

　　地番：3102－3322番．史料請求番号42F－1，38－11

56一筆限反別地価取調帳　十一　山梨県第廿

　　六区上万力村．

　　差出：戸長代永十之丈［ほか副戸長・伍長惣

　　代5名．押印］．明治［　］．

　　1冊、26・5cm．かぶせ綴．地主押印．照合印：引

　　合．

　　地番；3323－3717番．史料請求番号42F－1，38－12

11・2・2．地目変換・開墾

57［地目変換願］．

　　［上万力村役所］．明治13－14．（1880－81）．

　　1綴．26・5cm．表紙・後表紙欠．罫紙：無題桃色

　　10行罫．

　綴はずれのものを綴穴をもとに目録作成者が1

　綴としたもの．　　　史料請求番号42F－1、68－3
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58開墾自訴書　明治十七年七月　上万力村役

　所．

　上万力村役所．明治17．（1884）．

　1冊．28cm．後表紙なし．一部破損．罫紙：上万

　力村役所茶色13行罫ほか．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，52

59開墾地年期明成功二付上申　東山梨郡上万

　力村．

　差出：戸長代永十之丈（押印）．宛名：県令藤

　村紫朗代理山梨県少書記官内田忠雄．明治

　17・2．（1884），

　1通．27・5cm．表紙・後表紙なし．綴目印．罫紙：

　上万力村役所茶色13行罫．

　東山梨郡長進達付き．山梨県令の指令は史料番号

　68－4かとも思われる．　史料請求番号42F－1，58

60［期明二付徴税指令］．

　作成：山梨県令藤村紫朗（押印）．明治17・8・

　18．（1884）．

　1通，27cm．罫紙：山梨県榿色13行罫（片面）．

　史料番号58の末尾かとも思われる、

　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，68－4

61荒地年期末起返二付継年期取調上申　東山

　梨郡上万力村．

　差出：戸長代永十之丈（押印）．宛名：県令藤

　村紫朗代理山梨県少書記官内田忠雄．明治

　17・2・2．（1884）．

　1通．27・5cm，表紙・後表紙なし．継目印．罫紙：

　上万力村茶色13行罫．

山梨県令指令書とも．史料請求番号42F－1，59－2

11・2・3．地所売渡

†地所売渡証書

62［地所売渡証書ほか］．

　　［上万力村役所］．明治15－16．（1882－83）．

　　1綴．26・5cm．表紙・後表紙なし．地所売渡証

書，甲府浅川蔵版用紙など使用．

綴はずれのものを綴穴をもとに目録作成者が番

号順に1綴としたもの．

　　　　　　　　史料請求番号42F－1，68－2

63［地所売渡証書ほか］．

　［上万力村役所］，明治15－16，（1882－83）．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．綴は史料館．

　内容：地所売渡証書（午第44号）．一筆限小拾帳（未

　第5号）．ともに上万力村の地所であって，史料番

　号68－2の一部かと思われるが、文書番号が重複

　しており綴穴も異なるようなので，別綴であった

　と推定したもの，　　史料請求番号42F－1，68－1

11・2・4．地租徴収

64［地租徴収簿］，

　作成：［上万力村役所］．明治［　］．書込み

　下限：明治17．’

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙欠．後表紙・地小

　口破損．罫紙：上万力村役所茶色13行罫．

　地小口表示：畑地□．その他の標題表示1徴．

　フケ。一部破損．開披注意．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，89

11・3．平等村外一箇村戸長役場文書

11・3・1．土地

†地価金合計帳

65地価金合計帳　明治十八年度　東山梨郡平

　等村．

　作成：平等村外一箇村戸長役場（推定）．明

　治18頃推定．（1885）．

　　1冊．26・5cm．罫紙：無題藍色10行罫．

　　内容：根津彦七以下，　　史料請求番号42F－1，11

66地価金合計帳　明治十八年度　東山梨郡上

　万力村．

　作成：平等村外一箇村戸長役場（推定）．明

　治18推定．（1885）．

　1冊．26・5cm．罫紙：無題青色10行罫，

　内容：辻庄左ヱ門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，45



　　　　　　　　　　　　　　　　11．

　　　　　　†　　　　　†

67畦畔除卸有租地編入願　東山梨郡平等村，

　　差出：戸長代永十之丈［ほか地主総代5名．押

　　印］．宛名：山梨県知事山崎直胤．明治20．（18

　　87），

　　1冊，27・5cm．後表紙なし．

　　その他の標題表示：受付二月二日第五九六号．押

　　印（代永）．

　　山梨県知事指令書とも．史料請求番号42F－1，17

68田畑・宅地・山林・芝地反別地価取調　明治

　　十五年三月調　東山梨郡平等村（押印），

　　平等村外一箇村戸長役場．明治15－18，（18

　　82－85）。

　　1冊．28cm．後表紙なし．

　　表紙印文：望月．その他の標題表示：突合，明治十

　　九年八月，押印（大沢）．　史料請求番号42F－1，18

69合併地取調帳　東山梨郡平等村上岩下．

　　差出：戸長代永十之丈［ほか旧上岩下村地主

　　総代4名．押印］，明治20・8．（1887），

　　1冊．27・5cm．後表紙なし．地主押印．

　　表紙掛紙1田四畝二十九歩，十七円七十銭，四十四

　　銭，畦畔有地成増．

　　その他の標題表示：書抜済．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，20

70地価取言周簿　上万力村分　明治十七年十一

　　月　戸長役場．

　　作成：平等村外一箇村戸長役場．明治17．（1

　　884）。

　　1冊．26・5cm．上部欠損．罫紙：平等村・上万力

　　村戸長役場茶色13行罫．

　　内容：山下祐造分以下。　史料請求番号42F－1，44

71地所差抜書類　明治十八年七月ヨリ十九年

　　四月迄上万力村．

　　平等村外一箇村戸長役場，明治18－19．（188

　　5－86）。

　　1冊．28cm．後表紙なし．後欠か．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，55

11・3・2．地券

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）67－77　　　　　　　　　　　　　　　　　〔37〕

†地券名寄帳

72地券名寄帳　第四号落合組　東山梨郡平等

　　村．

　　作成：平等村外一箇村戸長役場（推定），明

　　治18推定．（1885）．

　　1冊．35cm，紙見出し付き．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　内容：荻原光太郎分以下．史料請求番号42F－1，37

73地券名寄帳　第八号山根組　東山梨郡平等

　　村，

　　作成：平等村外一箇村戸長役場（推定）．明

　　治19頃推定．（1886）．書込み下限：明治27．

　　1冊．35cm．紙見出し付き．地券名寄帳用紙使

　　用．

　　内容：広瀬勝兵衛分以下．史料請求番号42F－1，81

　　　　　　†　　　　　†

74地券書換願　上万力村分　明治十七年　戸

　長役場．

　平等村外一箇村戸長役場．明治22．（1889）．

　　！冊．27cm．　　　　　史料請求番号42F－1，49

11・3・3．地目変換・地価修正・開墾

75荒地起返官有地・有祖地へ組込地目変換届

　　東山梨郡平等村．

　平等村外一箇村戸長役場．明治17－21（！884

　－88）．

　1冊．28cm。後表紙欠．後欠。

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，14

†脱落地有租地編入願（平等村落合組）

76脱落地有租地編入願　東山梨郡平等村落合

　組．

　差出：戸長代永十之丈［ほか地主・隣地主・地

　主惣代5名．押印］，宛名：山梨県知事山崎直

　胤．明治20推定，（1887）．

　1綴。28cm．

　掛紙：落地田七歩（以下略），登載．受付二月二日，

　第六五一号．

　山梨県知事指令とも．史料請求番号42F－1，32－1

77脱落地有租地編入願　東山梨郡平等村落合

　組，



〔38／　　11．山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）78－86

　差出：戸長代永十之丈［ほか地主（永昌院）・
　　　
　檀中惣代・隣地主・地主惣代9名．押印］．明

　治20推定．（1887）。

　1綴．28cm．

　その他の標題表示：受付二月二日，第五六二号，

　山梨県知事指令とも．史料請求番号42F－1，32－2

　　　　　　†　　　　　†

78地目変換地価修正壱筆限御届書　東山梨郡

　平等村旧落合村．

　作成：［　　］．明治［　］．

　1冊．27cm．地主押印。

　その他の標題表示：表紙共五十六枚．登載．

　荻原音之助分以下，　　史料請求番号42F－1，33

†地目変換地価修正取調上申

79地目変換地価修正取調上申　東山梨郡平等

　村落合．

　差出：元戸長代永十之丈［ほか地主1名．押印］．

　明治22・10・28。（1889），

　1糸鍛．27・5cm．

　その他の標題表示：拍．　史料請求番号42F－1，34

80［地目変換地価修正取調上申］．

　作成：平等村外一箇村戸長役場（推定）．明

　治［　］．

　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．持主押印．

　内容：根津一秀分（上万力村）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，88

81［地目変換地価修正取調上申　東山梨郡上

　万力村］、

　平等村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　1綴．28cm．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，60

　　　　　　†　　　　　†

82無年期開墾賦租願　東山梨郡上万力村．

　差出：戸長代永十之丈［ほか地主総代5名，押

　印］．宛名：山梨県知事山崎直胤．明治20．（18

　87）．

　1通．28cm．

　その他の標題表示；受付二月二日第六六五号，

　山梨県知事指令書とも．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，50

83開墾一筆限帳　平等村正徳寺．

　作成：平等村外一箇村戸長役場（推定）．明

　治19頃推定．（1886）．

　1冊．28cm．地主押印．

　内容：田形宅舛分以下．無年期開墾地一筆限追申

　帳拍とも．　　　　　　史料請求番号42F－1，53

84地目変換・開墾・分裂・合併・荒地願綴込　上

　万力村．

　元平等村外一箇村戸長役場．明治22．（1889）．

　1冊．28・5cm．

　内容：1．地所開墾願．

　2．共有地連名簿（高橋善之甫外7人），

　3．地目変換地価修正取調上申，

　4・5．道路新築二付潰地二係ル地租免除之儀上申．

　6．水害損地免租之義二付上申．

　7．水害損地免租之義二付一筆限取調．

　8，地目変換地価修正取調上申，

　9．地目変換地価修正取調上申．

　10・11．水害損地免租之義二付上申，

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，54

85荒地年期末起返二付継年期取調上申　東山

　梨郡平等村ノ内旧正徳寺．
　　　　　　ラ　作成：戸長萩原光太郎［ほか地主惣代1名．押

　印］．宛名：山梨県令藤村紫朗，明治19・3．

　（1886）．

　1通．27・5cm，後表紙なし．綴目印．

　掛紙：荒地未起返二付．その他の標題表示：副．山

　梨県知事指令書とも．史料請求番号42F－1，59－1

86［荒地年期明地目変換起返二付取調上申ほ

　か］．

　平等村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　1綴（2通）．27・5cm．表紙・後表紙なし．

　合綴：1．荒地年期明地目変換起返二付取調上申

　東山梨郡上万力村，差出：地主代永だい（押印）・戸

　長荻原光太郎（押印）．宛名：山梨県令藤村紫朗．

　明治19・3・15．（1886）．1通．27・5cm．綴目印。山梨県

　令指令書とも．

　2．荒地年期明原地価二復シ難キニ付低価年期取

　調上申　東山梨郡上万力村．差出：地主山下真兵

　衛（押印）．明治19・3・15．（1886）．1通，27・5cm．綴

　目印．山梨県知事指令とも．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，63



　　　　　　　　　　　　　　　　11，

87開墾地年期明成二付上申　束山梨郡上万力

　村．

　平等村外一箇村戸長役場．明治！9．（1886），

　1冊．28cm，

　表紙掛紙：済　　　　　　史料請求番号42F－1，64

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）87－98

88無年期開墾地一筆限帳　東山梨郡平等村ノ

　内山根組　明治二十年初七日．

　差出：戸長代永十之丈［ほか平等村山ノ根組

　地主総代4名．押印］。明治20・7（1887）．

　1冊，28cm．地主押印、

　その他の標題表示：記載済，

　内容：雨宮沖右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，71

†無願開墾地々価修正上申書（旧山根村）

89無願開墾地々価修正上申書　東山梨郡平等

　村ノ内旧山根村．

　差出：戸長荻原光太郎［ほか地主総代2名］，

　宛名：山梨県令藤村紫朗．明治［　］．

　1冊．27・5cm。持主押印．

　内容：宮本治平分以下．史料請求番号42F－1，72－1

90無願開墾地々価修正上申書　東山梨郡平等

　村ノ内旧山根村．

　差出：戸長荻原光太郎［ほか地主総代2名］．

　宛名：山梨県令藤村紫朗．明治［　］．

　1冊，27・5cm．持主押印．

　内容：宮本治平分以下．史料請求番号42F－1，72－2

　　　　　　†　　　　　†

91地目変換取調帳　東山梨郡平等村旧矢坪村

　　明治二十年第七月日．

　差出：戸長代永十之丈［ほか地主惣代4名，押

　印］，明治20・8・29．（1887）．

　1冊．28cm．地主押印．

　その他の標題表示：書抜済，

　内容：古屋八郎右衛門分以下，

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F一屡，85

92有租地御組込之義二付上申　東山梨郡平等

　村ノ内正徳寺組　明治廿年九月．

　差出：戸長代永十之丈［ほか地押総代・隣地

　主など12名．押印］。宛名：山梨県知事山崎直

　　　　　　　　　　　　　　　　〔39〕

胤，明治20・9，（1887）。

1通．27・5cm．後表紙なし、綴直しは史料館，

地主（村持）押印．

その他の標題表示：受付二月二日，第五九七号．山

梨県令指令とも．　　　史料請求番号42F－1，86

†野取絵図帳

93野取絵図帳　東山梨郡上万力村．

　作成：［　　1．明治［　］，

　1糸鍛．27・5cm。

　2丁めに「戸長」と書込みあり，

　内容：中沢藤右工門分以下．史料番号51－3，51－6と

　同じ．　　　　　　　史料請求番号42F－1，51－1

94野取絵図帳　東山梨郡上万力村．

　作成：［　　］．明治［　］．

　1糸穀．27・5cm。

　1丁め裏に「戸長」と書込あり．

　内容：根津源甫分以下．史料番号51辺と同じ．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，51－2

95野取絵図帳　東山梨郡上万力村．

　作成：［　　］．明治［　］．

　1綴，28cm．

　内容：中沢藤右ヱ門分以下．史料番号51－1，51－6に

　同じ．　　　　　　　史料請求番号42F－1，51－3

96野取絵図帳　東山梨郡上万力村．

　作成：［　　1。明治［　］．

　1綴．28cm，かぶせ綴あと．

　内容：根津源甫分以下．史料番号51－2に同じ，

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，51－4

97野取絵図帳　東山梨郡上万力村．

　作成：［　　1．明治［　］．

　1綴．28cm，

　内容：中村岩吉分以下．史料請求番号42F－1，51－5

98野取絵図帳　東山梨郡上万力村．，

　作成：［　　］．明治［　］。

　1綴．28cm．2丁め欠．

　内容1中沢藤右工門分以下．史料番号51－1，51－3と

　同じ．　　　　　　　史料請求番号42F－1、51－6



〔40〕

11・3・4．丈量・地押検査

11．山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F4）99－108

†地押二係ル地主誓約書

99地押二係ル地主誓約書　上万力村．

　作成：地主惣代山下司馬作［ほか地主惣代・

　地主253名．押印］．明治［　］。

　1冊．26・5cm．継目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，6H

100地押二係ル地主誓約書　平等村．

　　作成：地主惣代根津茂周［ほか地主惣代・地

　　主402名．押印］．明治［　］，

　　1冊．26・5cm．継目印。

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，61－2

　　　　　　†　　　　　†

101地主総代出務簿　平等村・上万力村．

　　作成：平等村外一箇村戸長役場．明治［　］．

　　1冊．26cm．罫紙：平等村・上万力村戸長役場

　　赤色12行罫．　　　　史料請求番号42F－1，62

102青梅往還道敷一筆限取調　平等村・上万力

　　村．

　　平等村外一箇村戸長役場．明治22．（1889）．

　　1冊，27・5cm。罫紙：平等村・上万力村戸長役

　　場赤色13行罫．　　　史料請求番号42F－1，65

†地押検査二付御質問ノ条項二対スル答書

103［地押検査二付御質問ノ條項二対スル答書

　　ほか］，

　　平等村外一箇村戸長役場（推定），明治［　］。

　　1綴．27・5cm．罫紙：平等村・上万力村戸長役

　　場赤色12行罫．

　　内容：1．地押検査二付御質問條項二対スル答書．

　　差出：平等村地主総代人．

　　2．地価反金仕出表（平等村正徳寺組・落合組・上岩

　　下組・山ノ根組・矢坪組）

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，66－1

104地押検査二付御質問條項二対スル答書．

　平等村外一箇村戸長役場．明治［　］．

　　1通．27・5cm．罫紙：平等村・上万力村戸長役

　場赤色12行罫．

　戸長・整理委員・上万力村地主惣代より答書草案．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，66－2

　　　　　　†　　　　　†

105丈量誤謬訂正願　東山梨郡平等村ノ内山根

　　組．

　　差出：戸長代永十之丈［ほか地主総代・地主6

名．押印］．宛名：山梨県知事山崎直胤．［明治

20］．（1887）．

1冊，28cm．綴目印．

その他の標題表示：書抜済．受付二月二日，第五五

二号．山梨県知事指令とも．

　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，75

11・3・5．書入質入公証

†地所書入質入公証目録

106平等村地所書入質入公証目録．

　　作成：平等村外一箇村戸長役場．明治［　］．

　　書込み下限：明治20．

　　1冊．27cm．罫紙：平等村・上万力村戸長役場

　　赤色12行罫．　　　　　史料請求番号42F－1，4

107上万力村地所書入質入公証目録．

　　作成：平等村外一箇村戸長役場，明治［　］．

　　書込み下限：明治20．

　　1冊．27・5cm．罫紙：平等村・上万力村戸長役

　　場茶色12行罫．　　　史料請求番号42F－1，56

　　　　　　†　　　　　†

108公証改正二付地所売買・譲渡書券届　明治
　　　　　　　　　　　　　　　　ママラ
　　十八年三月　東山梨郡上万力村役場．

　　平等村外一箇村戸長役場．明治11－18．（1878

　　－1885）．

　　1冊．28cm．　　　　史料請求番号42F－1，57



11，山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F．1）109－117　　〔41〕

11・4．平等村外一箇村組合役場文書

11・4・1．土地

109雑地集計　畑・山林・原野・池沼　上万力村．

　　作成：平等村外一箇村組合役場．明治［　］．

　　書込み下限：明治41．

　　1冊．27・5cm．平等村・上万力村組合役場地

　　租修正名寄帳用紙使用．

　　内表紙の表示：土地集計　畑之部　上万力村，

　　内容：今沢正春分以下．　史料請求番号42F－1，43

11・4・2．地価・地租

†地価修正一筆限取調帳（平等村落合）

110地価修正一筆限取調帳　第壱号　東山梨郡

　　平等村落合．

　　作成1平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：読中村，拍広セ．読佐藤，拍中

　　沢．

　　地番：5－200番。　　　史料請求番号42F－1，31－1

111地価修正一筆限地価取調帳　第弐号　東山

　　梨郡平等村落合．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm。地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：謄写，読毅象，拍喜作。中沢読，

　　佐藤控．

　　地番：201－400番．　　史料請求番号42F－1，31－2

112地価修正一筆限地価取調帳　第参号　東山

　　梨郡平等村落合．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　掛紙：落三号帳写．

　　その他の標題表示：中沢控，佐藤読．読中村喜作，

　　拍広セ毅象．

　　地番：401－600番．　　史料請求番号42F－1，31－3

113地価修正一筆限地価取調帳　第四号・第五

　　号　東山梨郡平等村落合．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm，地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢読，佐藤控．

　　地番1601－831番．　　史料請求番号42F－1，31－4

†地価修正一筆限取調帳（上万力村）

114地価修正一筆限取調帳　第拾壱号・第拾七

　　号東山梨郡上万力邨．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　掛紙：読中村喜，拍広瀬毅．その他の標題表示：中

　　沢読，佐藤拍．

　　地番：2010一一2068，3230／13番．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，47

†地価修正一筆限取調帳（平等村山根）

115地価修正一筆限取調帳　第壱号　東山梨郡

　　平等村山根　一．

　　作成二平等村外一箇村組合役場（推定）。明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm。地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢読，佐藤控．

　　地番：1－178番．　　　史料請求番号42F－1，70－1

116地価修正一筆限取調帳　第弐号　東山梨郡

　　平等村山根　二百．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊，27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢読，佐藤控．

　　地番：214－400番，　　史料請求番号42F－1，70－2

117地価修正一筆限取調帳　第参号　東山梨郡

　　平等村山根　四百．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明
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　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢控，佐藤読．

　　地番：401－600番．　　史料請求番号42F－1，70－3

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）

118地価修正一筆限取調帳　第四号　東山梨郡

　　平等村山根　六百．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢読，佐藤拍．

　　地番：601－788番．　　史料請求番号42F－1，70－4

119地価修正壱筆限取調帳　第五号　東山梨郡

　　平等村山根　八百．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．28cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢拍，佐藤読，

　　地番：806－1000番，　史料請求番号42F－1，70－5

120地価修正一筆限取調帳　第六号　東山梨郡

　　平等村山根　千．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢読，佐藤如．

　　地番：1001－1200番．　史料請求番号42F－1，70－6

121地価修正一筆限取調帳　第七号　東山梨郡

　　平等村山根　千二百．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明
　　治［1　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示1中沢控，佐藤読．

　　地番：1201－1400番．　史料請求番号42F－1，70－7

122地価修正一筆限取調帳　第八号　東山梨郡

　　平等村山根　千四百．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示：中沢読，佐藤控．

118－127

地番：1401－1600番． 史料請求番号42F－1，70－8

123地価修正一筆限取調帳　第拾号　東山梨郡

　　平等村山根　千八百．

　　作成：［　　］．明治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　その他の標題表示1中沢読，佐藤拍．

　　地番：1801－1956番の1番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，70－9

†地価修正一筆限取調帳（平等村矢坪）

124地価修正一筆限取調帳　第三号

　　平等村矢坪．

東山梨郡

作成：［　］．明治［　］，

1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

表紙・後表紙に平等村・上万力村戸長役場赤

色13行罫の裏を使用．

その他の標題表示：中沢読，佐藤如，下読中村毅象，

上控中村喜作．

地番：401－600番．　　史料請求番号42F－1，84－1

125地価修正一筆限取調帳　第四号　東山梨郡

　　平等村矢坪．

　　作成：［　　］．明治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用，

　　表紙・後表紙に平等村・上万力村戸長役場赤

　　色13行罫の裏を使用．

　　その他の標題表示：読佐藤，拍中沢，謄写読毅象，

　　拍喜作．　　　　　　史料請求番号42F－1，84－2

126地価修正一筆限取調帳　第五号　東山梨郡

　　平等村矢坪．

　　作成：［　　］．明治［　］．

　　1冊．27・5cm．地価修正一筆限取調用紙使用．

　　表紙に選挙人名簿用紙（選挙人名簿用紙は

　　甲府市内藤活版所印行）の裏を使用．

　　その他の標題表示：読中沢，如佐藤，読中村喜作，

　　拍広セ毅象、

　　地番：801－1000番．

　　フケ．一部開披不可，　史料請求番号42F－1，84－3

　　　　　　　†　　　　　　†

127［地価修正一筆限取調帳力1．

　　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明



　　　　　　　　　　　　　！L

治［　］．

1冊．28・5cm．表紙欠．地主押印．

内容：字原之前第百九番古屋せん分以下．

　　　　　　　　史料請求番号42F－1，51－7

山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書目録（42F－1）128－137

128土地名寄帳差抜控　明治参拾弐年四月起

　主任．

　平等村外一箇村組合役場．明治32－40．（1899

　－1907）．

　　1冊．27cm．罫紙：平等村・上万力村組合役場

　赤色13行罫．　　　　史料請求番号42F－1，12

†各人別反別地価地租集計帳

129各人別反別地価地租集計帳　第壱号　平等

　村．

　作成：［平等村外一箇村組合役場］，明治28

　推定．（1895）．書込み下限：明治40．

　　1冊．28・5cm．地租等名寄帳用紙使用．

　　内容：根津彦七分以下．史料請求番号42F－1，8－1

130各人別反別地価地租集計　第弐号　平等村．

　作成：［平等村外一箇村組合役場］．明治28

　推定．（1895）．書込み下限：明治40．

　　1冊．28cm．地租等名寄帳用紙使用．

　　その他の標題表示：除冊．四十二年四月一日整理，

　　内容：近江とら分以下．史料請求番号42F－1，8－2

131各人別反別地価地租集計帳　上万力村．

　作成：平等村外一箇村組合役場（推定）．明

　　治［　］．書込み下限：明治41．

　　1冊．28cm．地租修正名寄帳用紙・地租等名

　寄帳用紙使用．

　　内容：今沢正春分以下．　史料請求番号42F－1，40

†田租集計

132田租集計　上万力村．

　作成：平等村外一箇村組合役場．明治［　］．

　　明治41．

　　1冊．28cm．平等村・上万力村組合役場地租

　修正名寄帳用紙使用．

　　内表紙の表示：土地集計　田之部　上万力村．

　内容：今沢正春分以下．　史料請求番号42F－1，42
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133田租集計　平等村、

　作成：［平等村外一箇村組合役場］．明治37

　推定、（1904）．書込み下限：明治4L

　　1冊．27・5cm．平等村・上万力村組合役場地

　租修正名寄帳用紙使用．

　　内容：伊藤栄作分以下　　史料請求番号42F－1，10

　　　　　　†　　　　　†

134郡村宅地租集計　平等村，

　作成1［平等村外一箇村組合役場1．明治37

　推定．（1904）．

　　1冊。28cm．平等村・上万力村組合役場地租

　　修正名寄帳用紙使用．

　　内容：伊藤金次郎以下，　史料請求番号42F－1，9

†増徴地租計帳

135壱筆限増徴地租計帳　全　畑・宅地・雑地

　　明治参拾壱年法律第参拾弐号　上万力村，

　作成：［　　］．明治［　］．

　　1冊．25cm，罫紙：松本税務管理局茶色12行

　　罫（片面）．同局地価修正帳用紙使用，検算済

　　の押印欄などあり，同局職員が押印．

　　中表紙の表示：増徴地租額通知書．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，48

136増徴地租計算帳全一筆限明治参拾壱年
　法律等参拾弐号　上岩下・矢坪・落合・山根・

　正徳寺　宅地・雑地・畑　平等村，

　作成：［　］．明治［　］．

　　1冊．25cm．罫紙：松本税務管理局茶色12行

　罫（片面）．同局黒色増徴地租額通知書用紙

　使用．検・算出ほかの押印欄あり，同局職員

　が押印，　　　　　　　史料請求番号42F－1，2

†地価修正帳

137地価修正帳　　　　　弐冊之内其壱　明治参拾壱年

法律等参拾壱号　落合・正徳寺・上岩下　平

等村．

作成：［　］．明治［　］．

1冊．25cm．罫紙：松本税務管理局茶色12行

罫（片面）．同局地価修正帳用紙使用，検・集

算済ほかの押印欄あり，同局職員が押印．

　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，3－1
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138地価修正帳　弐冊之内其弐　明治参拾壱年

　　法律等参拾弐号　矢坪・山根　平等村．

　　作成：［　］．明治［　］．

　　1冊．25cm．罫紙：松本税務管理局茶色12行

　　罫（片面）．同局地価修正帳用紙使用．検・集

　　算済ほかの押印欄あり，同局職員が押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，3－2

139地価修正帳全明治参拾壱年法律第三十
　　一号　上万力村．

　　作成：［　　］．明治［　］．

　　1冊．25cm．罫紙：松本税務管理局茶色12行

　　罫（片面）．同局地価修正帳用紙使用．検・集

　　算の押印欄あり，同局職員が押印，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－1，46

11・4・3．建家

140［建家売渡約定証ほか］．

　　平等村外一箇村組合役場．明治25．（1892）．

　　1綴，26・5cm．表紙・後表紙なし，

　　内容：建家売渡約定証．建物引潰井運搬受負証書．

　　領収書．石積石運ヒ受負証書その他瓶・行荷など

　　の証．　　　　　　　　史料請求番号42F－1，67


