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解　　題

　　　さいはら
歴　史　西原村は、桂川（相模川上流部）支流の

鶴川の最上流域に位置し、現在の上野原町の北

西部を占め、東は東京都檜原村に接している。

才原村とも書く。近世では、郡内領に属し、

『旧高旧領取調帳』では、村高157石余であった。

　　　　　　　　　　　いさわ　近代では、明治維新後、石和県、甲斐府、甲

府県を経て、1871年（明治4）より山梨県となり、

大小区制期には、1872年（明治5）に都留郡第十

二区、1876年（明治9）に山梨県第二十九区とな

り、1878（明治11）年の都留郡の分画に際しては、

北都留郡に属した。西原村の面積は、東西1里・

南北30町であった（『山梨県市郡村誌』）。

　同村の村政機構は、戸長事務所の名称を「戸

長事務取扱所」としていたが、1875年の「西原村

事務所」、1878年（明治11）の「西原村役所」とな

り、1884年（明治17）の「西原村戸長役場」設置で

は、役場を同村郷原組に置いた。1889（明治22）

年の市制町村制の施行に際しても単独で施行し、

「西原村役場」を置いた。

　『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、233戸、1384人、地租改正後（1875年（明治8））

の地租は481円90銭1厘、反別は田8反25歩・畑99

町8反9畝26歩・切替畑183町5反4畝11歩・宅地7町

9反9畝7歩・竹薮1反3畝28歩・林539町4反6畝16歩・

芝地53町1反5畝3歩・合計884町9反9畝26歩であ

る。

　その後、1955年4月1日、上野原町、大目村、

巌村、甲東村、大鶴村、島田村、欄原村と合併、

上野原町となり現在に至っている。

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

「山梨県北都留郡諸村役場書類（1）」（41N）であっ
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たが、　『史料総覧』編集の際に分割してこの文

書群名とした（41N－1）。なおこの文書群に混在

していた桐原村（41N－2）・増富村（41N－10）・西

野村（6．在家塚村。41N－11）・在家塚村外二箇村

組合役場（同）の文書には、枝番号を付してそれ

ぞれに分離した。

　数量は393点（『史料総覧』では400点）であるが、

合綴された史料を1点と数えると409点である。

本集の文書群では、最も数量が多い。書架延長

は5mである。

史料の概要　この文書群の史料集積時期は、17

25年（享保10）一1899年（明治32）である（ただし、

近世の史料には近代の写本が少なくない。なお

享禄とあるが享保の誤記）。他市町村の文書と

同じく、近世、近代を通じて主に土地・租税関

係で、とくに地租改正後の文書が多いが、学校

関係の文書を含むなど、他の文書群に比較し史

料としての幅が広くなっている。

　目録編成の第1次項目は、西原村名主（所）文

書（23・1。33点）、西原村戸長事務取扱所・村事

務所・村役所文書（23・2。261点）、西原村戸長役

場文書（23・3。63点）、西原学校（23・4。18点）、

西原村役場文書（23・5。17点）、および時期を特

定できない時期不明（23・6。1点）分である。名

主の事務所の名称を特定できなかったので、名

主（所）を仮称した。また西原学校は、設立・廃

止年次を明示できないが、目次ではこの編成項

目の後に史料集積時期を付した。

　23・1西原村名主（所）文書では、主として「村

方明細書上帳」「年々高抜差改帳」「田畑名寄御水

帳」などで、第2次項目を村政一般、貢租・上納、

土地、荒地、貯穀・夫喰拝借、入会とした。23・

2西原村戸長事務取扱所・村事務所・村役所文書

は、本文書群の過半であって、なかでも各字ま

た小字ごとの「野（取）帳」「地所取調帳」「名寄帳」

が主たる部分を占めている。そのほか他村にも
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多い「一筆限反別地価取調帳」「地券台帳」があり、

さらに「村入用差引帳」「戸籍表」、社寺、埋葬、

学事、衛生関係文書など町村事務の各般に及ん

でいる。このため第2次項目を村政一般、租税・

印税・民費、土地、地券、村入用・夫喰拝借、夫

役、戸籍、社寺・埋葬、学事、衛生、抵当証券、

入会、道路とした。

　23・3西原村戸長役場文書は、主として地租改

正後の地価修正、開墾、地押調査に関するもの

で、多くを「反別地価増減取調帳」「無年期開墾

地一筆限帳」「無年期開墾地賦租願」「地目変換地

価修正一筆限帳」「地押野帳」「野取図帳」などが

占めている。第2次項目を土地、地券、開墾、

地価修正、戸籍、衛生、公証とした。　23・4西

原学校は、西原村事務所の学事の項とは別に、

西原学校が出所と考えられる学校運営、学務委

員関係の文書であって、日誌、教員出勤、学校

資本、試験雑費を第2次項目とした。

　23・5西原村役場文書は、主として「土地名寄

帳」「送籍状」および伝染病対策文書で、村政一

般、土地、戸籍、衛生を第2次項目とした。23・

6時期不明の文書は、1点のみで、第2次項目を

家屋等調とした。

関連史料　上野原町役場および教育委員会では、

旧西原村の関連史料の残存を確認していない。

参考文献

・上野原町誌編纂委員会編『上野原町誌』上・中・

下、甲陽書房、1975年。
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23・1．西原村名主（所）文書

23・1・1．村政一般

　1村差出相帳　天明四年巳三月日　西原村．

　作成：甲州都留郡西原村名主五郎右衛門［ほ

　か組頭・百姓代7名］．宛名：谷村御役所．天

　明4．（1784）．

　1冊、27・5cm．罫紙：無題青色10行罫（浅川

　製）．写．　　　　　　史料請求番号41N－1，49

2村方明細書上帳　文化三寅年三月　甲州都

　留郡西原村．

　差出：西原村名主彦左衛門［ほか組頭・百姓

　代6名］．宛名：甲府勤番御支配松伊予守様御

　役所．文化3・3．（1806）．

　1冊．27・5cm．罫紙：無題青色10行罫（浅川

　製〉．写．　　　　　　史料請求番号41N－1，47

23・1・2．貢租・上納

　3［申御年貢可納割付之事ほか］．

　西原村．元文3一明治4．（1738－1871）．

　1綴（3通）．27・5cm．罫紙：無題青色10行罫

　（浅川製）．写．

　合綴：1．申御年貢可納割付之事　宝暦二年申十月

　西原村．作成：山本平八郎．宝暦2・10，（1752）．1通．

　27・5cm．罫紙：無題青色10行罫（浅川製）．写．

　2．辛未御年貢割附　明治四年未年十二月　西原

　村，作成：山梨県庁。明治4・12．（1871）．1通．27・5

　cm．罫紙：無題青色10行罫（浅川製）．写．

　3．［午御年貢可納割付之事］．作成：斉藤喜六郎，

　宛先：西原村名主・惣百姓．元文3・11．（1738）．1通．

　27・5cm．罫紙1無題青色10行罫（浅川製），写．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，50

4丑御年貢皆済目録．

　差出：増安兵衛（押印）．宛名：［西原］村名主・

　組頭・百姓代．慶応2・4．（1866）．

　1通。26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡西原村五郎右衛門．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，132

†高抜差改帳

関連史料：36。

　　ママラ
5高祓差改帳　四番　文化九申年五月　甲州

　都留郡西原村．

　作成：西原村．文化9・5．（1812）．

　1冊．37cm（横長美帳）．ニツ目綴．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，74－1

　　　　ママラ
6年々高祓差改帳　五番　甲申文政七年八月

　日　甲州都留郡西原村、

　作成：西原村．文政7・8．（1824）．

　1冊．34cm（横長半帳）．三ツ目綴．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，74－2

　　　　ママラ
7年々高祓差改帳　六番　天保六年八月日

　甲州都留郡西原村．

　作成：西原村．天保6・8．（1835），書込み下

　限：天保8．

　1冊．35cm（横長半帳）．三ツ目綴．

　挿入貼付1中山道長文書殿棄証拠品（由梨県上の

　原警察分署封筒入）．　史料請求番号41N－1，74－3

　　　　ママラ
8年々高祓差改帳　七番　弘化二巳年八月日

　名主正左工門．

　作成：名主正左工門，弘化2・8．（1845）．

　1冊．35cm（横長半帳），後表紙破損．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，74－4

　　　　ママラ
9年々高祓差改帳　八番　安政三辰年十一月

　日　西原村名主国次．

　作成：名主国次．安政3・11．（1856）．

　1冊．40cm（横長美帳）．ニッ目綴．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，74－5

　　　　ママラ
10年々高祓差改帳　九番　文久三亥年十月日

　　西原村名主民部．

　作成：名主民部．文久3・10．（1863）．

　1冊．34cm（横長半帳）．綴目印．ニッ目綴．

　掛結び文書1通。

　後表紙の表示：九番西原村．掛結び文書：卯郡中入
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　　用云々．　　　　　　史料請求番号41N－1，74－6

　　　　　　ママラ
11年々高祓差改帳　拾番　明治三午年十一月

　　日　西原村名主古家道平，

　　作成：名主古家道平．明治3・11．（1870）．

　　1冊．35cm（横長半帳〉．

　　後表紙の表示：十番終．史料請求番号41N－1，74－7

　　　　　　　†　　　　　　†

12夜失退転離散人諸上納書上帳　天保九年戌・

　　正月日　都留郡西原村．

　　差出：名主常右衛門［ほか2名］．宛名：西村奥

　　太郎様谷村御役所．天保9・1．（1838）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　後表紙の表示：横帳廿四冊之内．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，71

13御国恩上金取建帳　安政五年午七月十三日

　　西原村名主一学．

　作成：名主一学．安政5・7・13．（1858）．

　1冊．40・5．cm（横長美帳）．

　後表紙の表示：横帳廿四冊之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，65

14丑弐納御年貢浮役取建帳　慶応元丑年十二

　月日　西原村名主五郎右衛門、

　作成：名主五郎右衛門．慶応1・12．（1865）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　後表紙なし．　　　　　史料請求番号41N－1，66

15荒地御見分諸入用控帳　慶応弐寅年八月

　名主五郎右衛門、

　作成：名主五郎右衛門．慶応2・8．（1866）．

　1冊．34・5．cm（横長半帳）．掛結び文書1通．

　掛結び文書：［白米代ほか受取］．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，64

23・1・3．土地

†田畑名寄水帳

16［田畑名寄御水帳］一．

　　作成：［名主仁左衛門］．［安永2・12］．（1773）．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．表紙欠．後欠．

　　フケ多数，開披注意・一部不可．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，1－1

17［田畑名寄御水帳］　［二］．

　作成：名主仁左衛門．［安永2］・12．（1773）．

　1冊．27・5cm．四ッ目綴．表紙・後表紙欠．

　開披注意．　　　　　　史料請求番号41N－1，1－2

18田畑名寄御水帳　［三］　安［永二癸巳十二

　月力］．

　作成：名主仁左衛門．安永2・12．（1773）．

　1冊，27cm．四ツ目綴．表紙摩耗．

　フケ多数，開披注意・一部不可．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，↑一3

†山畑反別取調帳

19［山畑林反別取調帳］．

　　作成：西原村（推定〉．［　　］．

　　1冊，35cm（横長半帳）．表紙なし．
　　　　　　ママラ
　　内容：字尾奈手ちよ分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，61

20山畑［反別取調帳］．

　作成：［　　］．［　　］．

　1冊．24・5cm．後表紙破損．

　内容：初戸与三郎分以下。

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，63－1

21［山畑反別取調帳］．

　作成：［　　］．［　　］．

　1冊．25・5cm。かぶせ綴．綴目印．

　内容：下城勘治分以下．史料請求番号41N－1，63－2

22［山畑反別取調帳］．

　作成：［　　］．［　　］．

　1冊．24・5cm．表紙・後表紙なし．

　内容：はっと権右衛門・大泉院分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，63－3

23・1・4．荒地

†荒地小前書上帳

23前々荒地小前書上帳　天保三辰年八月日

　　都留郡西原村．

　　作成：名主新左衛門［ほか組頭・百姓代7名］，

　　天保3・8．（1832）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．ニツ目綴．表紙破損．
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史料請求番号41N－1，68

24荒地当申起返小前書上帳　嘉永元年申八月

　日　都留郡西原村．

　差出1名主嘉左衛門［ほか組頭・百姓代2名］．

　宛名：佐々木道太郎様御役所．嘉永1・8。（18

　48）．

　1冊。33・5cm（横長半帳）．

　後表紙の表示：横帳廿四冊之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一肇，69

†高荒地山畑代永控帳

関連史料：48。

25高荒地山畑代永控帳　慶応二寅年極月日

　　西原村名主五郎右衛門．

　作成：名主五郎右衛門．慶応2・12．（1866）．

　　1冊．35cm（横長半帳）。かぶせ綴．綴目印．

　後表紙の表示：都留郡西原村．

　　内容：太左衛門分以下．　史料請求番号41N－1，70

26高荒地山畑井代永控帳　明治未四年十二月

　吉辰　西原村名主古家道平．

　作成：西原村名主古家道平．明治4・12．（187

　1）．

　1冊．35cm（横長半帳）．史料請求番号41N－1，79

23・1・5，貯穀・夫喰拝借

27［穀高預り証］．

　　西原村．天明8一万延2．（1788－1861）．

　　1通．27・5cm（継紙）．継目印．欠落あり．

　　内容：1、当村御用穀六組小前取定拍事．差出：名

　　主五郎右工門ほか組頭・百姓代2名．宛名：御代官

　　平岡彦兵衛様谷村御役所．天明8．

　　2．［穀高預り証］．寛政2・3．以下，万延2・2まで

　　連年継紙（末尾は申二月）．欠落部分：文政8一天保

　　10．　　　　　　　　　史料請求番号41N一！，134

28［夫喰拝借返納割帳ほか］．

　西原村．天保9一文化3．（1806－38）．

　1綴（3冊）．37cm（横長半帳）．

　後表紙の表示：横帳廿四冊之内．

　合綴：1、夫喰拝借返納割帳　天保九戌年九月日

　名主常右衛門、作成：名主常右衛門。天保9・9（1

　838）．1冊．34cm（横長半帳）．その他の標題表示：

横帳二十四之内．

2．谷村・石和御用御伝馬覚帳　文化三寅年八月

三日　甲州都留郡西原村、作成：西原村．文化3・

8・3．（1806）．1冊．32cm．

3．谷村・石和御用伝馬出方覚　文化三寅八月三

日改，作成：西原村．文化3・8・3（1806），1冊。37cm．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，73

29貯穀増米小前書上帳　文久元酉年十二月日

　　都留郡西原村．

　作成：西原村．文久1・12．（1861）．

　1冊，38cm（横長半帳）．かぶせ綴．綴目印．小

　前押印．

　後表紙の表示：横帳廿四冊之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，67

30貯穀年々穀〆書上帳　文化八未年閏二月

　都留郡西原村．

　西原村。文化8一天保2．（1811－31）．

　1冊．27・5cm．

　後表紙の表示：竪帳拾壱冊之内，

　内容：西原村名主・与頭・百姓代（押印）より矢橋松

　次郎様御役所宛，雑穀取集村役人預り覚に以降の

　下穀覚などを付加．

　フケ．開披注意，　　　　史料請求番号41N－1，51

†貯穀井二丙・丁囲穀組訳俵数書上帳

31貯穀井丁・丙囲穀組訳石数書上帳　安政四

　　年巳十一月　西原村．

　差出：西原村名主一学［ほか組頭・百姓代2名．

　押印］．宛名：御代官清水孫次郎様御手代鈴

　木誠助．安政4・11．（1857）．

　　1冊．27・5cm．掛結び文書1綴．

　後表紙の表示：竪帳拾壱冊之内．掛結び文書：麦弐

　拾云々．　　　　　　　史料請求番号41N－1，52

32貯穀井二丁・丙囲穀組訳俵数書上帳　元治

　元子年十一月日　都留郡西原村．

　差出：都留郡西原村名主仁左衛門［ほか組頭・

　百姓代など2名］．宛名：谷村御役所．元治1・

　11．（1864）．

　1冊。25・5cm．後表紙なし．

　その他の標題表示：竪帳拾壱冊之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，53
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23・1・6、入会

33乍恐以書付奉願上候（入会山立木売払二付）．

　差出：当御預所甲州都留郡瀬戸村名主小右

　衛門［ほか西原村名主・小菅村名主など7名］．

宛名：谷村御役所．嘉永3・3．（1850）．

1通。29cm（継紙）．

関連史料：292（史料番号57）．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，133

23・2．西原村戸長事務取扱所・村事務所・村役所文書

23・2・1．村政一般

34［廻章写ほか］．

　西原村事務所．明治9．（1876）。

　　1冊．26・5cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：廻章写．租税納入督促，医術免許鑑札など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，58

　　ママ35正祖取調書　北都留郡西原村．

　作成＝西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．25・5cm．

　　内容：地税金・県区村費書上．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，14

23・2・2．租税・印税・民費

　　　　ママラ
36年々高祓差改帳　明治六年第十一月日　戸

　長降矢壬子次郎．

　作成：戸長降矢壬子次郎．明治6・11．（1873）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　関連史料：5－14，　　史料請求番号41N－1，74－8

37役浮面物割紙帳　明治八年［　］西原村．

　作成：西原村事務取扱所．明治8．（1875）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．掛結び文書1通．

　後表紙の表示：事務扱［所］．掛結び文書：酒代金受

　取証．

　フケ．開披不可．　　　　史料請求番号41N－1，72

†証印税券数取調帳

38証印税券数取調帳　西原村旧初戸組．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．25cm．かぶせ綴．地主押印．

　内容：第二十九区西原村長田助右衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，33－1

39証印税券数取調帳　旧小在家組．

作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

1冊．25・5cm．かぶせ綴．地主押印．

内容：船木宗右衛門分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，33－2

40印税券数取調帳　旧原組．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　1。

　1冊．25・5cm．かぶせ綴．地主押印，

　内容：奈良庄兵衛分以下、史料請求番号41N－1，34

41［印税券数取調帳］．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．25・5cm．地主押印

　その他の標題表示：旧藤尾．

　内容：第二十九区西原村長田長左衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－67

　　　　　　†　　　　　†

42山林原野印税取調簿．

　西原村役所．明治13．（1880）．

　1冊．24・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　表紙押印：（不明）．内題：山林原野取調書　北都

　留郡西原村．　　　　　史料請求番号41N－1，32

43明治十二年上半期地方税二係ル雑種税納簿

　北都留郡西原村役所（押印）．

　作成：西原村役所．明治［　　］．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，107

44［地方税明治十二年一月ヨリ同年六月迄仮

　割帳・県費・旧区費及協議費］．

　西原村役所．明治12．（1879）．

　1綴（2冊）．35cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　合綴：1．地方税　明治十二年一月ヨリ同年六月迄，

　明治十二年三月六日，北都留郡西原村役所．作成：



西原村役所．明治12・3・6．（1879）．1冊．33cm（横

長半帳）。下げニッ目綴その他の標題表示（朱書）：

県費・旧区費及協議費．

2．地券其他協議費割賦帳明治十二年第五月廿二

日　北都留郡西原村役所．作成：西原村役所．明

治12・5・22（1879）．1冊．35cm（横長半帳）．

その他の標題表示（朱書）：県費，区費，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，108

45地方営業税雑種税拍簿　明治十四年七月

　北都留郡西原村役所．

　作成：西原村役所．明治14・7．（1881）．

　1冊．27・5cm．［北都留郡徴収簿］用紙使用．

　内容：第二種中買長田与三郎分以下。

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，37

46上埜原駅屯所新築献納簿　明治九年第一月

　日　都留郡第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1．（1876）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　フケ．開披注意，　　　史料請求番号41N－1，118

47民費等級割帳　西原村戸長古家五郎右衛門．

　作成：担当戸長古家五郎右衛門（押印）．明

　～台11・4・29．（1878），

　1冊．26・5cm．罫紙：無題青色10行罫．

　後表紙の表示：乙第七番之内．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一，，36

23・2・3．土地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
48高荒地山畑代永控帳　明治七甲戊十二月十

　　日都留郡西原村第拾弐区戸長降矢壬子次郎．

　　作成：西原村戸長降矢壬子次郎．明治7・12・

　　10．（1874）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　内容：助右衛門分以下．

　　関連史料：25－26．　　　史料請求番号41N－1，88

49作人仕訳帳　明治七年第十一月　都留郡第

　十二区西原村正副戸長．

　作成：［西原村事務取扱所］。明治7・ll．（187

　4）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　内容：降矢忠信分以下。
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　　　　フケ、　　　　　　　　史料請求番号41N－1，100

50一筆限古高仕訳簿　明治九年第二月日　都

　留郡第十二区西原村．

　作成：西原村役所．明治9・2．（1876），

　1冊．34cm（横長半帳），

　地番：2678－2800番。　　史料請求番号41N－1，84

51宅地取調拍帳　明治九年八月日　西原村事

　務所．

　作成：西原村事務所．明治9・8．（1876）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　内容：長田甫右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，86

52山林芝地一筆限帳　明治九年十二月　第廿

　九区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・12．（1876）．

　1冊，24・5cm．後表紙なし．

　末尾の記事：山梨県地券掛御中．

　内容：長田与三郎分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，16

†一筆限反別地価取調帳

53一筆限反別地価取調帳　第壱号　第廿九区

　　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．［明治10・3］．（！877）．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴。地主押印．

　　内容：降矢東屋分以下．史料請求番号41N－1，7－1

54一筆限反別地価取調帳　第弐号　第廿九区

　西原村．

　作成：［西原村事務所］．［明治10・3］．（1877）．

　1冊。28cm。四ッ目綴．地主押印．

　内容：降矢ちよ分以下．史料請求番号41N－1，7－2

55一筆限反別地価取調帳　第三号　第廿九区

　西原村．

　作成：［西原村事務所1．［明治10・3］．（1877）．

　1冊．27・5cm．四ッ目綴．地主押印．

　内容1中山太郎右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，7－3
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56一筆限反別地価取調帳　第四号　第廿九区

　　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．［明治10・3］．（1877）．

　　1冊．28cm．四ツ目綴．地主押印．

　　内容：長田小重郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，7－4

57一筆限反別地価取調帳　第九号　第廿九区

　西原村，

　作成：［西原村事務所］．［明治10・3］．（1877）．

　1冊．27・5cm．四ツ目綴．地主押印．

　内容：武原金左衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，7－5

†一筆限反別地価取調帳総計簿

58一筆限反別地価取調帳小以総計簿　山梨県

　　第二十九区西原村．

　　差出：山梨県第二十九区都留郡西原村戸長

　　兼副戸長橋本四平太［ほか地券担当人など8

　　名］．宛名：山梨県令藤村紫朗．明治10・3・1

　　0．（1877）．

　　1冊．28cm．

　　内容：1－12号，　　　　史料請求番号41N－1，8

59一筆限反別地価取調総計簿　山梨県第廿九

　区西原村．

　作成：差出：山梨県第廿九区都留郡西原村戸

　長降矢壬子次郎［ほか戸長兼副戸長・担当人

　など9名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫朗．

　明治10・2・20．（1877）．

　1冊．27・5cm．　　　　史料請求番号41N－1，9

　　　　　　　†　　　　　　†

60山林原野名寄取調帳　明治十一戊寅年三月

　六日　第二十九区西原村事務所．

　作成：西原村事務所．明治11・3・6．（1878）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，82

61［畑林地書上ほか］．

　西原村役所（推定）．明治10－12推定．（1877－

　79）．

　1冊．33cm（横長半帳）．後表紙なし．掛結び文

　書1通．

掛結び文書：地所売渡入費金受取証．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，98

†各戸地価取調帳

62各戸地価取調帳　明治十二年四月廿日　北

　　都留郡西原村役所（押印），

　　作成：西原村役所．明治12・4・20．（1879）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：長田甫右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，83－1

63各戸地価取調帳　明治十三年第七月日　北

　都留郡西原村役所（押印）．

　作成：西原村役所．明治13・7．（1880）．

　1冊．33cm（横長半帳）．
　　　　　　　ママラ
　内容：長田甫左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，83－2

64各戸地価取調帳　明治十五年第八月十三日

　　北都留郡西原村役所（押印）．

　作成：西原村役所．明治15・8・13．（1882）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　内容：長田甫右衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，83－3

†野（取）帳

65字向河原野取帳　明治八年第十二月十七・

　　八両日　都留郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治8・12・17．（1875）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－1

66字上夏地野帳　明治八亥十二月二十六日

　第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］。明治8・12・26．（1875）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　その他の標題表示：紙数十九．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－2

67字鋳普女保野帳　明治八年第十二月三十一

　日　都留郡第十弐区地券掛．

　作成：［西原村事務所］．明治8・12・31．（1875）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．



　抹消線：字名，

　虫損多数．開披注意，　史料請求番号41N－1，75－3

68字一本木野帳　明治九年第一月二日．

　作成：西原村事務所（推定）．明治9・1・2．（18

　76）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－4

69字初戸沢野帳　明治九年二月十三日　西原

　村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・2・13。（1876）．

　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－5

70字八田向イ野帳　第十二区西原村．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．35cm（横長半帳）．掛結び文書1通。

　掛結び文書：百六十一同番降矢分．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－6

71字八幡野帳　都留郡第十二区西原村．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－7

72字久野家野帳　明治九年第一月七日　西原

　村．

　作成：［西原村事務所］。明治9・1・7．（1876）．

　1冊．34cm（横長半帳）。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－8

73字丹後沢野帳．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］，

　1冊。34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－9

74［字夏地野帳ほか］、

　［西原村事務所］．明治9。（1876）．

　1綴（2冊）．35cm（横長半帳ほか）．掛け結び．

　合綴：1．字夏地野帳　明治九年一月十五日　第十

　二区西原村．作成1［西原村事務所］．明治9・1・15．

　（1876）。1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．（史料
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　　　　番号75－10）．

　　　　　2、［字夏地野帳］．作成：西原村事務所（推定）．明

　　　　治［　コ．1冊．35cm（横長半帳）．表紙なし．史料番

　　　　号75－10の続きと思われる．（史料番号75－1！）．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－10／11

　　　75字高根沢野帳　都留郡第十二区西原村．

　　　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　　　1冊．34・5cm（横長半帳）。

　　　　副標題：「一」を削除，一部虫損．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－56

　　　76字平野帳　明治九年二月第三日　都留郡第

　　　　十二区西原村．

　　　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・13．（1876）。

　　　　1冊．34・5cm（横長半帳），

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一壌，75－57

　　　77字小中群野帳　明治九年第一月廿一日　都

　　　　留郡第十二区西原村．

　　　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・2L（1876）．

　　　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－58

　　　78字向井野帳　明治九年　西原村．

　　　　作成：［西原村事務所］．明治9．（1876）．

　　　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　標題：「字向井野帳」は朱消か。

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－59

　　　79字神沢原野帳　明治九年第二月六日　都留

　　　　郡第十二区西原村．

　　　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・6．（1876）．

　　　　1冊，34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－60

　　　80字阿寺沢野帳　明治九年二月八日　都留郡

　　　　第拾弐区西原村．

　　　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・8．（1876）。

　　　　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－12

　　81字小田原野帳　明治九年第二月十八日　都
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　　留郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・18．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）。

　　その他の標題表示：字小田原．後表紙の表示：第拾

　　弐区西原村．　　　史料請求番号41N－1，75－13

82字林野帳　明治九年一月第廿一日　都留郡

　第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・21．（1876）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－14

83字浜田野帳　明治九年第一月廿五日　都留

　郡西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・25．（1876）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－15

84扇畑ケ野帳　明治九年第一月廿四日　都留

　郡第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・24．（1876）．

　1冊．35cm（横長半帳〉．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－16

85字大田野帳　明治九年第一月廿日　西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・20．（1876）．

　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－17

86字桜木野帳　九年一月二日．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・2．（1876）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－18

87字遍盃野帳　明治九年二月六日　西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・2・6．（1876）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－19

88字真野々帳　明治九子二月三日　都留郡第

　拾弐区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・2・3．（1876）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

史料請求番号41N－1，75－20

89字鳳屋野帳　明治九年第一月七日　都留郡

　第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・7．（1876）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　本文字名：方屋．　　史料請求番号41N－1，75－21

90字上原野帳　明治九年第一月十九日　都留

　郡第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・19．（1876）．

　1冊。35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－22

91字腰掛野帳　明治九子二月二日　都留郡第

　拾弐区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・2・2．（1876）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－23

92間頭野帳　明治九年第二月日　都留郡第十

　二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・2．（1876）．

　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし。

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－24

93字大羽根野帳　都留郡第十弐区西原村．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－25

94字鶴槙沢野帳　明治九年第二月五日　都留

　郡第十弐区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・2・5．（1876）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－26

95字牛替野帳　明治九年第一月九日　都留郡

　第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・1・9．（1876）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－27
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96字若宮野帳　第十二区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－28

97字改飯尾川野帳　第十二区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］，

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　標題：「尾船」を抹消，「改飯尾川」を付加．その他の

　　標題表示：済．　　　史料請求番号41N－1，75－29

98字八ツ田野帳　都留郡第十二区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）。明治［　1．

　　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－30

99字佐群平野帳　明治九年一月廿五日　西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・25．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）。後表紙欠．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－31

100字佐群向野帳　明治九年二月十二日　西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・12．（1876）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－32

101字是蔵野帳　明治九年一月第十七日　都留

　　郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・17，（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）。後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－33

102字下城野帳　明治九年第二月廿日　都留郡

　　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・20．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－34

103字割地野帳　明治九年第一月廿一日　都留

　　郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・21．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－35

104字栗山・槙奇野帳　明治九年二月六日　西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・6．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－36

105字滝沢野帳　明治九年一月六日　第十二区

　　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・6．（1876）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N一璽，75－37

106字南向野帳　明治九年一月第九日　都留郡

　　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・9．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－38

107字横道野帳　明治九年二月第二日　都留郡

　　第十弐区西原村．

　　作成：［西原村事務所］，明治9・2・2．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－39

108字長秋野帳　第十二区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊，34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　標題：「字長秋野帳」を削除．その他の標題表示：是

　　ハ重ル．　　　　　史料請求番号41N－1，75－40

109字大佐群野帳　明治九年一月廿四日　西原

　　村、

　　作成：［西原村事務所1．明治9・10・24．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　一部虫損，　　　　史料請求番号41N－1，75－41

110字大野々帳　明治九年二月第四日　都留郡

　　第十二［区］西原［村］．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・4、（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．
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　　一部虫損．開披注意．史料請求番号41N－1，75－42

111字西之久保野帳　第十二区西原［村］．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　虫損，開披注意．　　史料請求番号41N－1，75－43

112字六藤野帳　明治九年第一月十九日　都留

　　郡第十二区西原村、

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・19．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　虫損，開披注意．　　史料請求番号41N－1，75－44

113字狢沢野帳　明治九年二月五日　西原村．

　　作成：［西原村事務所］，明治9・2・5．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－45

114字平の田向野帳　明治九年第二月六日　都

　　留郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・6，（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－46

115字神原野帳　明治九年一月三日　都留郡第

　　十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・3。（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　標題：「原中」を削除．史料請求番号41N－1，75－47

116字暮沼野帳　明治九年　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　その他の標題表示：読合相済．

　　虫損．開披注意．　　史料請求番号41N－1，75－48

117字わらび平野帳　明治九子年二月九日　西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・9．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳〉．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－49

118字田和野帳　明治九子年二月十二日　西原

111－125

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・12．（1876），

　　1冊．35cm（横長半帳），後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－50

119字沖沢野帳　明治九年第一月九日　西原村．

　　作成：［西原村事務所］。明治9・1・9．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－51

120字大永作・字蔵掛野帳　明治九年第一月九

　　日　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・9．（1876）．

　　1冊，35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－52

121字宮原野帳　明治九年第一月四日　都留郡

　　第十二区西原村，

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・4。（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－53

122字平ノ田野帳　明治九年二月五日　都留郡

　　第十弐区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・2・5．（1876）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－54

123字内台野帳　明治八年十二月廿八日　都留

　　郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治8・12・28．（1875〉．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示：神原．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－55

124字糠小屋野帳　［第］十二区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］。

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　虫損．開披注意．　　史料請求番号41N－1，75－61

125字丸山野帳　明治九年第一月八日第十二区

　　　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・8．（1876）．



　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　虫損．一部開披不可．史料請求番号41N－1，75－62

126字柳平野帳　第十二区　西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－63

127字丸山ヨリ字沖沢．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－64

128字原平野帳　壱番　都留郡第十二区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　その他の標題表示：紙数十七．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－65

129字宮沢野帳　明治九年第一月八日　都留郡

　　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治9・1・8．（1876）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，75－66

†地所取調帳

130［地所取調帳］第一号　横道・大野・真野・

　　腰掛．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm，

　　地番：1－595番．　　　史料請求番号41N－1，6－1

131［地所取調帳］第二号　腰掛・平埜田・田和・
　　　　　　　
　　大田向・羽戸沢．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙裏の表示：山梨県二拾九区都留郡。

　　地番：596－1246番．　　史料請求番号41N－1，6－2

132［地所取調帳］　第六号　蕨平・栗山・槙寄・
　　　ママラ

　　遍盃・丸山・沖沢・下城．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．
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　　　地番：3339－3974番，　史料請求番号41N－1，6－9

　133地所取調帳　第七号　間頭・久の毛・滝沢・

　　　暮沼・向井　都留郡西原村．

　　　作成1西原村事務所（推定）．明治［　］，

　　　1冊．25cm．

　　　地番：3975－4447番．　史料請求番号41N－1，6－10

　134地所取調帳　第八号　丹後沢・小田原・カン

　　　バラ・内イ大・高根沢・原平・中倉・大沢　都

　　　留郡西原村．

　　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　　1冊．25・5cm．

　　　地番：4448－5003番．　史料請求番号41N－1，6－11

　135地所取調帳　第九号　方屋・上夏地・長秋・

　　　是蔵・宮原　都留郡西原村．

　　　作成：西原村事務所（推定）。明治［　］．

　　　1冊．25cm．

　　　地番：5004－5603番．　史料請求番号41N－1，6－12

　136地所取調帳　第十号　字八田・字八幡・沢入・

　　　飯尾川　第十二区西原村．

　　　作成：西原村事務所（推定）。明治［　］．

　　　1冊．25cm．

　　　地番：5604－6230番．　史料請求番号41N－1，6－13

　137地所取調帳　第十一号　小船・大羽根・桜木・
　　　　　　　　　　　　　　　ママラ　　　　　ママ　
　　　一本木・柳平・南向・牛替・倉掛・大永作　都

　　　留郡西原村．

　　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　　1冊．25・5cm．

　　　地番（朱訂）：6231－6810番，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－39

　138地所取調帳　字横道　都留郡第十二区西原

　　　村．

　　　作成＝［西原村事務所］．明治［　］．

　　　1冊．24・5cm．

　　　表紙押印：（不明）．

　　　地番（朱訂）：1－206番．史料請求番号41N－1，6－62

　139地所取調帳　字平　都留郡第十二区西原村．
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　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊。24・5cm．

　　表紙押印：降矢，ほか．

　　地番（朱訂）：207－247番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－69

140地所取調帳　字大野　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢，ほか．

　　地番（朱訂）：248－465番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－40

141地所取調帳　字真野　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙掛紙：読合済．表紙押印：降矢，ほか，その他の

　　標題表示：高写。まノ．

　　地番（朱訂）：466－577番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－72

142地所取調帳　字腰掛　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　1．

　　1冊，24・5cm。表紙掛紙：読合済．

　　表紙押印：降矢，ほか．

　　地番（朱訂）：578－740番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－70

143地所取調帳　字平の田　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成1［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：ふるや．その他の標題表示：相済．平ノ

　　田．

　　地番（朱訂）：741－913番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－36

144地所取調帳　字田和　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

140－149

　　表紙押印：ハシ本．その他の標題表示：相済．

　　地番（朱訂）：914－1005番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－71

145地所取調帳　大田向井・字佐群向井　西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙押印：ふるや．その他の標題表示：相済．

　　地番（朱訂）：1006－1142番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－29

146地所取調帳　字初戸沢　西原村．

　　作成＝［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙押印：ふるや．その他の標題表示：高付済．相

　　済．

　　地番（朱訂）：1143－1233番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－35

147地所取調帳　字浜田　都留郡西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：ふるや．その他の標題表示：高移ス．相

　　済

　　地番（朱訂）：1234－1330番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－55

　　　　　　　　　（ママ）
148地所取調帳　字扇圃ケ　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］，

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印＝降矢．その他の標題表示：高移ス．

　　地番（朱訂）：1331－1406番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－33

149地所取調帳　字割地　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢．その他の標題表示：読合済．

　　地番（朱訂）：1407－1682番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－64



150地所取調帳　字小中群　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊。24・5cm．

　　表紙押印：降矢．その他の標題表示：高写，

　　地番（朱訂）：1683－1701番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一，，6－56

151地所取調帳　字林　都留郡第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所1．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢．その他の標題表示：高写．

　　地番（朱訂）；1702－1781番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号用N－1，6－43

152地所取調帳　字若宮　第十二区西原村、

　　作成：［西原村事務所］，明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢．その他の標題表示：相済．

　　地番（朱訂）：1782－2005番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－34

　　　　　　　　　　　ママラ
153地所取調帳　字西ノ窪　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］、

　　1冊．24・5cm．

　　後表紙押印：降矢，

　　地番（朱訂）：2006－2235番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－51

154地所取調帳　字大田都留郡　第拾弐区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢，

　　地番（朱訂）：2236－2437番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一璽，6－31

155地所取調帳　字六藤
　　村．

　　作成：［西原村事務所］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢．

都留郡第十二区西原

明治［　］，
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　　　　　地番（朱訂）：2438－2551番．

　　　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一1，6－42

156地所取調帳　字上平　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］，明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢．その他の標題表示：高写．

　　地番（朱訂）：2552－2689番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－54

157地所取調帳　字大作群　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm，

　　表紙押印：（不明），

　　地番（朱訂）：2690－2822番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－68

158地所取調帳　字佐群平　西原村．

　　作成：［西原村事務所1．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：ハシ本，ほか．

　　地番（朱訂）：2823－2940番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号4璽N－1，6－59

159地所取調帳　字夏地　西原村．

　　作成：［西原村事務所］，明治［　］．

　　1冊，24・5cm．

　　地番（朱訂）：2941－3147番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－20

160地所取調帳　字狢沢　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］，

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：（不明）．

　　地番（朱訂）：3148－3225番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－44

161地所取調帳　字ハらび　平西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊，25cm．

　　地番（朱訂）：3226－3427番．
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　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－66

162地所取調帳　字栗山・真木寄　都留郡第十

　　二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊，24・5cm，

　　地番（朱訂）：3428－3477番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－79

　　　　　　　　　（ママ〉
163地所取調帳　字遍盃　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　地番（朱訂）：3478－3648番』

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－30

164地所取調帳　字丸山　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：（不明）．

　　地番（朱訂）：3649－3725番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－28

165地所取調帳　字沖沢　都留郡第拾二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］，明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：（不明）．

　　地番（朱訂）：3726－3800番。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－23

166地所取調帳　字下城　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］，明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙押印：（不明）．

　　地番（朱訂）13801－3925番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－77

167地所取調帳　字問頭　明治九年第二月廿二

　　日　西原村．

　　作成1西原村事務所（推定），明治9・2・22．（1

　　876）．

　　1冊，25cm．

162－173

　　後表紙の表示：都留郡第十二区ほか．

　　『地番（朱訂）：3926－3992番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－14

　　　　　　　　　　　（ママ）
168地所取調帳　字久野家　都留郡十二区．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：［降矢］．後表紙裏の表示：都留郡第十二

　　区西原村字久野毛．

　　地番（朱訂）：3993－4136番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－50

169地所取調帳　字滝沢　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：降矢．

　　地番（朱訂）：4137－4270番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－61

170地所取調帳　字暮沼　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．表紙掛紙．

　　地番（朱訂）：4271－4336番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－16

171地所取調帳　字向井　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成1』［西原村事務所］．明治［　1．

　　1冊．25・5cm．

　　表紙押印：（不明）．

　　地番（朱訂）：4337－4390番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－38

172地所取調帳　字丹後沢　第十二区西原村、

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　その他の標題表示：読合済．後表紙の表示：第二十

　　九区都留郡地所取調帳．

　　地番（朱訂）：4391－4474番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－57

173地所取調帳　字小田原　西原村．


