
作成：［西原村事務所］．明治［　］．

1冊．25cm．

表紙押印：（不明）．その他の標題表示：読合済．

地番（朱訂）：4475－4531番．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－24

174地所取調帳　字神原　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　その他の標題表示：読合済，

　　地番（朱訂）：4532－4610番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－19

175地所取調帳　字内台

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：（不明）。その他の標題表示：読合済．

　　地番（朱訂）：4611－4724番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－60

176地所取調帳　字高根沢　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：（不明）．

　　地番（朱訂）：4725－4819番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－26

177地所取調帳　字原平　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：（不明）．その他の標題表示：済．

　　地番（朱訂）：4820－4906番。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－25

178地所取調帳　字中倉・字大沢　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；ハシ本．その他の標題表示：明治七年三

　　月．
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　　　　　地番（朱訂）：4907－4944番．

　　　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－22

179地所取調帳　字方屋　都留郡第十二区西原

　　村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　後表紙の表示：西原村副戸長．表紙押印：ハシ本，

　　ほか．

　　地番（朱訂）：4945－5081番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－27

180地所取調帳　上ミ夏地　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．

　　地番（朱訂）：5082－5181番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－73

181地所取調帳　字是蔵原　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊，25cm．

　　表紙押印：降矢．

　　地番（朱訂）：5298－5391番、

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－37

182地所取調帳　字宮原　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）：5392－5536番，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－75

183地所取調帳　’字八ツ田　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：降矢．後表紙の押印：地券掛．

　　地番（朱訂）：5537－5705番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－32
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184地所取調帳　字八幡　第五拾九号　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）：5706－5914番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－63

184－194

185地所取調帳　字沢入　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1降矢．その他の標題表示：西原村．

　　地番（朱訂）：5915－5985番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－78

186地所取調帳　字飯尾川　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）：5986－6159番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－74

187地所取調帳　字小船　都留郡第拾弐区西原

　　村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　地番（朱訂）：6160－6229番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－53

188地所取調帳　字大羽根　都留郡第十弐区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　その他の標題表示1読合済．

　　地番（朱訂）：6230－6275番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－58

189地所取調帳　字桜木
　　村．

　　作成：［西原村事務所］，

　　1冊．24・5cm．

都留郡第十二区西原

明治［　］．

表紙押印：（不明）．その他の標題表示：読合済．

地番（朱訂）：6276－6405番。

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－15

190地所取調帳　字一本木　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）．その他の標題表示：読合済．

　　地番（朱訂）：6406－6538番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－17

191地所取調帳　字柳原　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）．その他の標題表示：読合済．

　　地番（朱訂）：6539－6601番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－18

192地所取調帳　字南向　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）．その他の標題表示：読合済．

　　地番（朱訂）：6602－6685番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－45

193地所取調帳　字牛替　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．その他の標題表示：読合済．

　　地番（朱訂）：6686－6702番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－49

　　　　　　　　　　　　　ママラ
194地所取調帳　字蔵掛・大永作　都留郡第拾

　　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．

　　地番（朱訂）：6703－6732番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－46



195地所取調帳　二　字八ツ田向　都留郡第拾

　　二区西原村，

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊。24・5cm．後表紙なし．

　　表紙押印：降矢．

　　地番（朱訂）：6744－6801番．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N一重，6－3

196地所取調帳　三　字宮沢　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）：6802－6838番．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号4梱一1，6－4

197地所取調帳　四　字向河原　都留郡第十二

　　区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙押印：降矢。

　　地番（朱訂）：6839－6991番．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－5

198地所取調帳　五　字阿寺沢　都留郡第十二

　　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）：6992－7112番．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－7

199地所取調帳　字糠小屋　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．書込み

　　下限：明治9．

　　1冊，25cm．

　　表紙押印：（押印）．

　　地番（朱訂）：7113－7162番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－48

200地所取調帳
　　区西原村．

字平野田向ヒ　都留郡第十二

23．山梨県北都留郡西原村役場文書目録（41N－1）195－205　〔163〕

　　　　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　　　　1冊。25cm．

　　　　　表紙押印：（不明）．

　　　　　地番（朱訂）：7163－7237番．

　　　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－21

201地所取調帳　字尾名手　都留郡第十二区西

　　原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙押印：降矢．

　　地番（朱訂）：7238－7263番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－65

　　　　　　　　　　　　　　　ママラ
202地所取調帳　字大群・字杉菜久保　都留郡

　　第十二区西原村．

　　作成：［西原村事務所］。明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　表紙押印：降矢，ほか，後表紙の表示1御茶盆．

　　地番（朱訂）：7264－7315番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－41

203地所取調帳　字鶴槙沢　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）：7316－7346番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－76

204地所取調帳　字神沢原　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）：7347－7398番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－52

†名寄帳

205名寄帳　第一伍　明調済　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　内容：長田甫右衛門分以下．
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　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－1

206名寄帳　二伍組　西原村．

　　作成：西原村事務所．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：ハシ本．後表紙の表示：第廿九区都留郡

　　西原村事務所．

　　内容：長田七左衛門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－2

207名寄帳　三伍組　西原村，

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　その他の標題表示：□□書拍済．拍済．

　　内容：長田小重郎分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－3

208名寄帳　第四伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　その他の標題表示：寄済．

　　内容：梅屋久甫分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－4

209名寄帳　五々組　西原村．

　　作成：［西原村事務所1．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　内容：船木宗右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－5

210名寄帳　第六伍　西原村．

　　作成1［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm綴目印．

　　その他の標題表示：寄調済，巻末の和歌（君がため

　　云々）に付した日付1十年九月八日．

　　内容：船木権左衛門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－6

211名寄帳　第七伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　内容：岡部斉兵衛分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－7

206－218

212名寄帳　第八伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　内容：降矢太兵衛分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－8

213名寄帳　第八伍下城　壱番．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm，

　　その他の標題表示：読合済．第二十九区．
　　　　　　　　ママラ
　　内容：降矢団治分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－9

214名寄帳　第八伍下城　第二番．

　　作成：［西原村事務所］，明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　その他の標題表示：読済，押印（不明）．

　　内容：降矢団次分以下．史料請求番号41N－1，2－10

215名寄帳　第九伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊。24・5cm．

　　後表紙の表示：山梨県第廿九区都留郡西原村地券

　　名寄帳、

　　内容：降矢治郎右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－11・

216名寄帳　第十伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　内容：古屋軍治郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－12．

217地所名寄帳　第十一伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm．

　　内容：一宮七兵衛分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－13

218名寄帳　第十二伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm。

　　内容：細川要兵衛分以下．



　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－14

219名寄帳　第十三伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］。明治［　1。

　　1冊．25cm．

　　内容：奈良庄兵衛分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－15

220名寄帳　第十四伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　内容：奈良伝兵衛分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－16

221名寄帳　第十五伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm。

　　内容：横瀬弥五兵衛分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－17

222名寄帳　第十六伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．25cm，

　　内容：宇津木重三郎分以下。

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－18

223名寄帳　第十七伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　その他の標題表示：名寄帳．表紙押印：ハシ本。

　　内容：奈良七郎右衛門分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－19

224名寄帳　第十八伍　西原村．

　　作成＝［西原村事務所］．明治［　1．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印1ハシ本．後表紙の表示：第廿九区都留郡

　　西原村．

　　内容：奈良源七分以下，

　　フケ．開披注意。　　　史料請求番号41N－1，2－20

225名寄帳　第十九伍　西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．
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　　1冊．24・5cm．

　　内容：奈良弥兵衛分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－21

226名寄帳　第二十伍　第二十九区西原村．

　　作成：［西原村事務所］．明治［　］．

　　1冊．24・5cm．

　　表紙押印：ハシ本．

　　内容：奈良弥左衛門分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，2－22

†山畑地所名寄帳

227山畑地所名寄帳　第壱伍　第廿九区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治18．

　　1冊．29・5cm．四ツ目綴．地主押印，

　　地小口表示：一番。

　　内容：初戸長田甫右衛門分以下．帳問文書：証券焼

　　失シタル分，2枚．　　　史料請求番号41N－1，5－1

228山畑地所名寄帳　第弐伍　第廿九区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　1．書

　　込み下限：明治18．

　　1冊．29cm．四ッ目綴．地主押印．

　　地小口表示：二，2．

　　内容：藤尾長田七左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－2

229山畑地所名寄帳　第三伍・四伍　第廿九区

　　西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．29cm．四ツ目綴．

　　地小口表示：三・四。

　　内容：藤尾長田小重郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－3

230山畑地所名寄帳　第六伍　第廿九区西原村、

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　1．書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．29cm．四ツ目綴．地主押印．

　　地小口表示：六，6．

　　内容：たわ船木権左衛門分以下．
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　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－4

231山畑地所名寄帳　第七伍　第廿九区西原村．

　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治19．

　　1冊。29cm．四ッ目綴．地主押印．

　　地小口表示：七番．

　　内容：へはい岡部才兵衛以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－5

232山畑地所名寄帳　第八伍　第廿九区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．29cm．四ツ目綴。坤主押印なし，

　　地小口表示：八．

　　内容：降矢東屋分以下．

　　綴紐切れ．　　　　　　史料請求番号41N－1，5－6

233山畑地所名寄帳　第八伍・九伍　第廿九区

　　西原村、

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治18．

　　1冊．29cm．四ツ目綴．地主押印。

　　地小口表示：八・九．

　　内容：下条降矢太兵衛分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－7

234山畑地所名寄帳　第十伍・十一伍・十二伍

　　第廿九区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治18．

　　1冊．29cm．四ツ目綴．地主押印．

　　地小口表示：十・十一・十二．

　　内容：古家軍次郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－8

235山畑地所名寄帳　第十三伍・十四伍　第廿

　　九区西原村．

　　作成＝西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．29cm．四ッ目綴．地主押印．

　　地小口表示；十三・十四．

　　内容：奈良庄兵衛分以下．
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　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－9

236山畑地所名寄帳　第十五伍・十六伍　第廿

　　九区西原村．

　作成：西原村事務所（推定）。明治［　］．書

　　込み下限：明治18．

　　1冊．29cm．四ッ目綴．地主押印．

　　地小口表示：十五・十六．

　　内容：横瀬弥五兵衛分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－10

237山畑地所名寄帳　第十七伍・十八伍　第廿

　　九区西原村．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．29cm．四ッ目綴．地主押印．

　　地小口表示：十七・十八．

　　内容：奈良七郎右衛門分以下、

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，5－11

23・2・4．地券

238地券入用帳　明治癸酉年一月日　戸長降矢

　　壬子次郎．

　　作成：戸長降矢壬子次郎．明治6・1．（1873〉．

　　1冊．33cm（横長半帳），

　　フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41N－1，89

†往還・間道分見帳

239都留郡第十二区西原村往還分見帳　明治六

　　年二月日　地券掛．

　　作成：西原村地券掛．明治6・2．（1873）．

　　1冊，30cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，80－1

240都留郡第十二区村内間道分見帳　明治六年

　　第二月　西原村地券掛．

　　作成：西原村地券掛．明治6・2．（1873）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，81－1

241都留郡第十二区村内間道分見帳　明治六年

　　第二月　地券掛、

　　作成：［西原村］地券掛．明治6・2，（1873）．



　　1冊，34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，81－2

242都留郡第十二区村内間道分見帳　明治六年

　　第二月日　地券掛．

　　作成：［西原村］地券掛．明治6・2．（1873）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，81－3

243都留郡第十二区西原村往還分見　明治六年

　　十二月　地券掛．

　　作成：西原村地券掛．明治6・12．（1873）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，80－2

　　　　　　　†　　　　　†

244地券取調入費控帳　明治七戌年第八月九日

　　　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・8・9．（18

　　74）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．史料請求番号41N－1，90

245地券入費払方記帳　明治七戌年十二月日

　　西原村戸長降矢壬子次郎．

　　作成：西原村戸長降矢壬子次郎．明治7・12．

　　（1874）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．掛結び文書2通．

　　掛結び文書：同十八日，一焼酎五合云々．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，91

246地券入費内割帳　明治九年第二月十四日

　　都留郡第十二区西原村．

　　作成：西原村事務所．明治9・2・14．（1876）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　フケ．開披注意，　　　　史料請求番号41N－1，92

†地券台帳

247［甲斐国都留郡西原村地券台帳　第一号

　　明治□□年1．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　1．書

　　込み下限：明治17．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　付き．地券台帳用紙使用．

　　地小口表示：一号．
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　　地番11－596番．　　　史料請求番号41N－1，20－1

248甲斐国都留郡西原村地券台帳　［第三号

　　明治□□年］．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　1．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　　付き．地券台帳用紙使用．

　　地小口表示：三号．

　　地番：1247－1797番．　史料請求番号41N－1，20－2

249甲斐国都［留郡］西原村［地券台帳　第六号

　　　明治□□年］．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　　付き．地券台帳用紙使用．

　　地小口表示：六号．

　　地番：3339－3974番．　史料請求番号41N－1，20－3

250［甲］斐国都留郡［西］原村地券台帳　［第七

　　号明治□□年］．

　　作成：西原村事務所（推定），明治［　］．書

　　込み下限1明治20．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　　付き．地券台帳用紙使用．

　　地小口表示：七号，

　　地番：3975－4447番．　史料請求番号41N－1，20－4

251［甲斐国都留郡西原村地券台帳　第八号

　　明治□□年］．

　　作成：西原村．明治［　］．書込み下限：明治

　　20．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　　付き．地券台帳用紙使用．

　　地番：4448－5003番．　史料請求番号41N－1，20－8

252［甲斐国都留郡西原村地券台帳　第九号

　　明治□□年］。

　　作成：西原村事務所（推定），明治［　］．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　付き．地券台帳用紙使用．
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　　地小口表示：九号．

　　地番：5004－5603番，
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史料請求番号41N－1，20－5

253甲斐国都留郡西原村地券台帳　第［十］号

　　明治□□年．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙一部摩耗．紙見

　　出し付き．地券台帳用紙使用．

　　地小口表示：十号．

　　地番：5604－6230番．　史料請求番号41N－1，20－6

254［甲斐］国都留郡西原村地券台帳　第十二号

　　明治□□年．

　　作成：西原村事務所（推定）．明治［　］．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴．表紙摩耗．紙見出し

　　付き。地券台帳用紙使用．

　　地小口表示二十二号。表紙掛紙：四（レ）二三号事件

　　二付西原村ヨリ取寄於村申請，二回目，三点ノー

　　（甲府地方裁判所書記課付箋用紙）．

　　地番16811－7516番．　史料請求番号41N－1，20－7

　　　　　　　†　　　　　†

255地券状過不足取調費　明治十二年第二月廿

　　六日　北都留郡西原村役所．

　　作成：西原村役所．明治12・2・26．（1879）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　　後表紙の表示（朱書）：乙第十六番た．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，109

256券状書換渡附帳　明治十四年一月九日より

　　西原村役所．

　　作成：西原村役所．明治14・1・9．（1881）．書

　　込み下限：明治15．

　　1冊．33cm（横長半帳）．綴目印．受取人押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，93

257地券附録台帳　明治十五年四月創記　北都

　　留郡西原村．

　　作成＝［西原村役所］。明治15・4．（1882）．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．地券台帳用紙使用．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，21

23・2・5．村入用・夫喰拝借

258午ヨリ三ケ年賦御拝借返納取立帳　明治六

　　癸酉年一月日　西原村戸長降矢壬午次郎．

　　作成1戸長降矢壬子次郎．明治6・1．（1873），

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41N－1，113

†村入用差引帳

259村入用差引帳　藤尾組　明治七甲戌年十二

　　月十日　伍長代理長田治郎兵衛．

　　作成：藤尾組伍長代理長田治郎兵衛，明治7・

　　12・10．（1874）．

　　1冊，35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，99－1

260村入用差引帳　原組　明治七甲戌年十二月

　　十日　伍長代理宇津木重郎右衛門，

　　作成＝原組伍長代理宇津木重郎右衛門．明

　　7台7・12・10．（1874）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，99－2

261村入用差引帳　小在家組　明治七甲戌年

　　伍長代理白鳥源左衛門．

　　作成：小在家組伍長代理白鳥源左衛門．明

　　～台7・12・10．（1874）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，99－3

262村入用差引帳　郷原組　明治七甲戌年　伍

　　長代理一ノ宮七兵衛．

　　作成：郷原組伍長代理一ノ宮七兵衛．明治7・

　　12・10．（1874）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，99－4

263村入用差引帳　飯尾組　明治七甲戌年十二

　　月十日　伍長代理奈良重郎左衛門，

　　作成：飯尾組伍長代理奈良重郎左衛門，明

　　マ台7・12・10．（1874）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，99－5

　　　　　　　†　　　　　†
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264村費日記簿　明治十年十一月　第廿九区都

　留郡西原村事務所．

　作成：西原村事務所．明治10・ll．（1877）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，122

265協議二係ル役所費並二学校補充簿　明治十

　二年渡上半期予算　北都留郡西原村役所．

　作成：西原村役所．明治12，（1879）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　後表紙の表示（朱書）：乙第十八号了．掛紙1諸雑費

　割附帳　明治十二年十月九日．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，102

266当卯村費遣払帳　明治十二年第一月　北都

　留郡西原村役所．

　作成：西原村役所．明治12・1．（1879）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，106

267公用書・逓送状郵便切手貼用簿　一ケ月一

　　卜巡り人足記共（朱書）明治十二年第三月

　　北都留郡西原村役所．

　作成：西原村役所．明治12・3．（1879）．

　1冊．33cm（横長半帳）。下げニツ目綴．

　後表紙の表示（朱書）：第十四番加，

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，125

268伍長・筆生日当仕払帳　道路費・祠官給料渡

　方明治十二年八月より山梨県北都留郡

　西原村役所．

　作成：西原村役所．明治12・8．（1879），

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　後表紙の表示（朱書）：乙第十七番札．その他の標

　題表示（朱書）：諸払方仕分ケ，

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，105

269雑費仕払其他金員仕訳帳　明治十二己卯年

　十一月より　北都留郡西原村戸長古家道義．

　作成：［西原村役所］．明治12・11．（1879）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，104

270［村会開設費録ほか］．

　西原村役所．明治12－13．（1879－80）．

　1綴（2冊），34cm（横長半帳）．

　合綴：1．村会開設費録並二筆生出頭日諸払仕訳

　明治十二年六月　北都留郡西原村役所。作成：西

　原村役所．明治12・6．（1879）．34cm（横長半帳）．

　2、［明治十三年四月廿四日割地券費］．作成：西原

　村役所（推定），明治13．（1880）．1冊．32cm（横長

　半帳）。表紙なし．　　　史料請求番号41N－1，103

271凶荒予備法第六号証　明治十三年度議決

　西原村戸長役場．

　西原村役所．書写：西原村戸長役場．明治13．

　（1880）．

　1冊．26・5cm．罫紙：無題榿色13行罫．写．

　内容：西原村会々議事細則，凶荒予備法，共有金収

　入録，共有金貸附帳，費用遣払明細録など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，42

23・2・6．夫役

272御請書（出人足割当に付）　　　　　　　　　　都留郡第十二区
西原村、

差出：戸長降矢壬子次郎［ほか副戸長・伍長2

2名．押印1．宛名：山梨県参事富岡敬明．明

7台6・12．（1873）．

1冊．28cm．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，54

3・2・7．戸籍

273戸籍出入下調帳　明治六年一月日　第十二

　区戸長降矢壬子次郎．

　作成1［西原村事務取扱所］．明治64．（1873）．

　1冊．28・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，128

274諸職諸業簿　明治六年六月　西原村戸長降

　矢壬子次郎．

　作成：戸長降矢壬子次郎．明治6・6．（1873）。

　1冊．27・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，121

†戸籍表

　　　　　　　　　　　　　　　ママラ275［戸籍表］壱番・弐番　藤尾組・初土組．
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作成：西原村事務取扱所（推定）．明治［　］．

1冊。33cm．［戸籍表］用紙使用．

内容：長田助右衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，46－1

276［戸籍表］四番　郷原組．

　　作成：西原村事務取扱所（推定）．明治［　］．

　　1冊．32・5cm．［戸籍表］用紙使用．

　　内容：古家軍次郎分以下，

　　フケ．一部開披不可．　史料請求番号41N－1，46－2

2刀［戸籍表］五番　原組．

　　作成：西原村事務取扱所（推定）．明治［　］．

　　1冊．33・5cm．［戸籍表］用紙使用．

　　内容：奈良庄兵衛分以下，

　　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41N－1，46－3

278［戸籍表］六番　飯尾村．

　　作成：西原村事務取扱所（推定）．明治［　］．

　　1冊．33cm．［戸籍表］用紙使用．

　　内容：奈良七郎左右衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，46－4

　　　　　　　†　　　　　†

279［戸籍編製二付取調］．

　　西原村事務所（推定）．明治8．（1875）．

　　1綴．24・5cm．表紙なし．

　　内容：1番長田甫右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，137

280戸籍出生死亡届書　明治十一年一月一日

　　西原村．

　　西原村事務所．明治8－1L（1875－1878）．

　　1冊，35cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　　表紙貼紙下：戸籍出入届請附　明治八年第一月一

　　日．後表紙の表示：事務所．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，129

281人別製表　上ノ部　明治十五年二月改　西

　　原村役所．

　　作成：西原村役所．明治15・2．（1882）．

　　1冊．32cm．後表紙なし．「人別製表」用紙使用

　　（明治十二年十二月三十一日午後十二時現

　　在とあり）．

内容：古家軍次郎分以下．史料請求番号41N－1，44

23・2・8．社寺・埋葬

282禅［臨］済宗中峯派本末寺院明細帳　山梨県

　　管轄所甲斐国都留郡拾弐区西原村．

　　作成：西原村事務取扱所（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，48

　　　　ママラ
283祠官級料取立帳
　　小遣料（朱書）

　　　　　　　　附八年分村費正副戸長・

　　　　　　　明治八亥年十二月三日　都

留郡第拾弐区西原村事務所．

作成：西原村事務所．明治8・12・3．（1875）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．

フケ．開披注意．　　　史料請求番号41N－1，124

284［祈雨祭入費覚帳ほかL
西原村事務所．明治9．（1876）．

1綴（4冊）。35cm（横長半帳ほか）．掛結び．

合綴：1．祈雨祭入費覚帳　明治九年八月六日　第

十二区西原村．作成：［西原村事務所］．明治9・8・6．

（1876）．1冊．17cm（横半半帳）．後表紙なし．掛結

び文書1通．掛結び文書：浅倉栄兵衛，米代・酒代

受取証．（史料番号114）．

　　　　　　　　　　　　　くママラ
2．郷社祭典費・学校費不足・種痘謝議料割附取立

帳明治九年十二月十二日西原村事務所作成：

西原村事務所，明治9・12・12．（1876）．1冊．31cm

（横長半帳）．（史料番号115）．

3．戸籍諸入用割附帳　明治九丙子年九月十二日

　都留郡第十二区西原村．作成：西原村事務所．

明治9・9・12．（1876）。1冊．33cm（横長半帳）．その

他の標題表示（朱書）：戸籍掛．（史料番号116）．

4．上知物成上納帳　明治九年第九月十二日　西

原村戸長降矢壬子治郎．作成：戸長降矢壬子治郎．

明治9・9・12，（1879）．1冊．33cm（横長半帳）．（史料

番号117）．　　　　史料請求番号41N－1，114／117

285廃合寺処属之貢納地取調帳　山梨県第二十

　　九区西原村．

　　差出：廃寺新沢庵本寺宝珠寺住職木村文笠
　　　　　　ママラ
　　［ほか村総代など7名．押印］．宛名：山梨県

　　令藤村紫朗。明治10・6・28．（1877）。

　　1冊．28cm．かぶせ綴　史料請求番号41N－1，35

286埋葬人名記　明治九年　都留郡第十二区西



原村事務所．

作成：西原村事務所．明治9．（1876）．

1冊．33cm（横長半帳）。

　　　　　　史料請求番号41N－1，127

287郷社拝殿勧名録　明治十三年第十一月日

　一宮太神祭典組中．

　作成：一宮太神祭典組中．明治13・11，（1880）．

　1冊．33cm（横長半帳）．

　　　　　　　史料請求番号41N－1，62

23・2・9．学事

288第二十九区西原村学籍　明治十年第七月

　戸長古家五郎右衛門．

　作成：西原村戸長古家五郎右衛門．明治10・

　7．（1887）．書込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．［学籍簿］用紙使用．

　後表紙の表示：乙第三番，

　内容：長田菊松分以下，　史料請求番号41N－1，41

289学校蚕種配賦帳　明治十年第三月日　西原

　村事務所．

　作成：西原村事務所．明治10．（1877）．

　1冊．32cm（横長半帳）．下げニッ目綴．

　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41N－1，120

23・2・10．衛生

　　　　　　ママラ290初再度種痘謝議控簿　明治八年七月日　西

　原村．

　作成：西原村事務取扱所．明治8・7．（1875）．

　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　後表紙の表示：事務取扱所，

　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41N－1，123

23．山梨県北都留郡西原村役場文書目録（4！N－1）287－296　　　　　　　　　　　〔171〕
23・2・11．抵当証券

291抵当証書控帳　明治九丙子年八月日　都留

　郡第十二区西原村．

　作成：［西原村事務所］．明治9・8．（1876）．

　1冊．33・5cm（横長半帳），

　内容：松本作左衛門分以下．

　　　　　　　史料請求番号41N－1，85

23・2・12．入会

292［西原村外二村入会小金沢山土室・大ひろけ

　二付吟味願書ほか］．

西原村事務取扱所（推定），享保10一明治7，

（1725－1874）．

1冊．27・5cm．罫紙：無題榿色10行罫など．写．

内容：御巣鷹場荒らしの者召出吟味願，放鷹，御用

水夫人足受取証，曲物板伐出二付儀定書，入会山

立木売払二付願書など．

関連史料：33（史料番号133）．

　　　　　　史料請求番号41N－1，57

23・2・13、道路

293理道里程取調帳　明治十四年七月十三日

　北都留郡西原村役所．

　作成：西原村役所．明治14・7・13．（1881）．

　1冊．33・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　史料請求番号41N一↑，110

294里道初戸沢橋ニケ所掛換諸費記　明治十六

　年五月　山梨県北都留郡西原村役所．

　作成：西原村役所．明治16・5．（1883）．

　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　史料請求番号41N－1，111

23・3．西原村戸長役場文書

23●3●1．　土土也

†宅地畑田反価山林原野仕訳帳

295田畑宅地山林原野仕訳帳　初戸・藤尾・小在

　家　明治十九年七月三十日　西原村戸長役

　場．

　作成：西原村戸長役場．明治19・7・30，（1886）．

1冊、34cm（横長半帳）．

標題：「郷原・原・飯尾」を削除，「初戸」以下を朱加．

内容：長田兼松分以下．史料請求番号41N－1，87－1

296宅地畑田反価山林原野仕訳帳　郷原・原・飯

　尾　明治十九年第七月三十日．
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　　作成：［西原村戸長役場］．明治19・7・30．（18

　　86）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　内容：古家軍治郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，87－2

297－308

†反別地価増減取調帳

297反別地価増減取調帳　飯尾組　明治十八年

　　第二月廿八日改　北都留郡西原村戸長役場

　　（押印）．

　　作成：西原村戸長役場．明治18・2・28，（1885）．

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　　内容：奈良七郎右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，10－1

298反別地価増減取調帳　初戸組・藤尾組　明

　　治十八年第二月二十八日改　北都留郡西原

　　村戸長役場．

　　作成：西原村戸長役場．明治18・2・28．（1885）．

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　　内容：長田助右衛門以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，10－2

299反別地価増減取調帳　郷原組　明治十八年

　　第二月廿八日改　北都留郡西原村戸長役場．

　　作成：西原村戸長役場．明治18・2・28．（1885）．

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　　内容：古家軍次郎以下．史料請求番号41N－1，10－3

300反別地価増減取調帳　小在家組　明治十八

　　年第二月廿八日改　北都留郡西原村戸長役

　　場．

　　作成1西原村戸長役場，明治18・2・28．（1885）．

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．地券名寄帳用紙使用．

　　内容：舟木作右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，10－4

　　　　　　　†　　　　　　†

301地価増減帳　廿二年度　元西原村戸長役場．

　　作成：［元西原村戸長役場］．明治22．（1889）。

1冊．27・5面．西原村戸長役場赤色13行罫．

内容：長田菊松分以下．　史料請求番号41N－1，11

23・3・2．地券

302地券書類　明治十七・十八・十九三ケ年間

　　西原村戸長役場．

　　西原村戸長役場．明治12－20．（1879－87）．

　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．

　　地小口表示：明治十七・十八・十九年地券書換願．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，22

303［地所売買地券書換願綴］

　　［西原村戸長役場］．明治19－20．（1886－87）．

　　1冊．26・5cm，表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，26

304地券［書換名寄簿力］明治十八年第二月．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治18推定．

　　（1885）．

　　1冊．26cm．表紙破損．罫紙＝無題赤色12行罫．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，60－1

23・3・3．開墾

305開墾地野取地図　明治十八年第七月　西原

　　村役場．

　　作成：［西原村戸長役場］。明治18・7．（1885）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，76

306［無年期開墾地賦租願力］．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　書込み下限：明治19．

　　1冊．27・5cm．表紙・後表紙欠．地主押印．

　　内容：宇津木重郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，27－1

307［無年期開墾地賦租願力］

　　作成：西原村戸長役場（推定），明治［　］．

　　1冊．25cm．四ツ目綴痕．表紙なし．

　　内容：降矢伊勢治郎分以下。綴紐切れ．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，6－80

308［開墾変換落地再調簿ほか］．



西原村戸長役場．明治20．（1887）．

1綴（2冊）。35cm（横長半帳）．

合綴：1．開墾変換落地再調簿　明治廿年八月日

　北都留郡西原村戸長役場，作成：西原村戸長役

場．明治20・8．（1887）．1冊．35cm（横長半帳）．内容：

古尾道平分以下．

2．開墾落地取調野帳　北都留郡西原村戸長役場

明治廿年第八月廿九日．作成：西原村戸長役場，

明治20・8・29。（1887）．1冊．34cm，内容：降矢利右衛

門分以下．　　　　　　史料請求番号41N－1，96

309変換開墾計算帳　明治二十年八月　北都留

　　郡西原村戸長役場．

　　作成：西原村戸長役場．明治20・8．（1887）．

　　1冊．36・5cm（横長半帳）．

　　標題朱書．　　　　　　史料請求番号41N－1，97

†無年期開墾地一筆限帳

310無年期開墾地一筆限帳　陸冊之内壱　明治

　　二十年十一月　北都留郡西原村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11。（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴。地主押印．

　　内容：長田彦左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号4肇N－1，17－1

311無年期開墾地一筆限帳　六冊之内弐　明治

　　二十年十一月　北都留郡西原村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11．（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　内容：長田小重郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，17－2

312無年期開墾地一筆限帳　六冊之内参　明治

　　二十年十一月　北都留郡西原邨．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11．（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　内容：細川高三郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，17－3

313無年期開墾地一筆限帳　六冊之内四　明治

　　二十年十一月　北都留郡西原邨．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11．（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．
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　　　　　内容：奈良彦三郎分以下．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，17－4

314無年期開墾地一筆限帳　六冊之内伍　明治

　　二十年十一月　北都留郡西原村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11．（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　内容：奈良善三郎分以下，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，17－5

315無年期開墾地賦租願　六冊之内陸　明治二十年

　　十一月北都留郡西原村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11．（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　内容：古家道平分以下．　史料請求番号41N－1，18

†無年期開墾地賦租願

316無年期開墾地賦租願　第壱号　北都留郡西

　　原村．

　　作成：西原村戸長役場（推定），明治［　］．

　　1冊．25cm．後表紙なし．地主押印．

　　内容：長田彦左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，19－1

317無年期開墾地賦租願　第弐号　北都留郡西

　　原村，

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　内容：長田小重郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，19－2

318無年期開墾地賦租願　第三号　北都留郡西

　　原村．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　内容1岩木又右衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，19－3

319無年期開墾地賦租願　第四号

　　原村．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　内容：奈良彦三郎分以下．

北都留郡西

明治［　1．
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　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，19－4

320無年期開墾地賦租願　第五号　北都留郡西

　　原村．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　内容：奈良善三郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，19－5

321無年期開墾地賦租願　第六号　北都留郡西

　　原村．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　内容：古家道平分以下，挿入1北都留郡西原村全図．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，19－6

23・3・4．地価修正

†落地有租地編入願

322［落地有租地へ編入願等綴］．

　　［西原村戸長役場］．明治［　　］．

　　1綴．28・5cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：須森仲右衛門分（取消）分以下．宛名：山梨

　　県知事藤村紫朗．　　史料請求番号41N－1，27－3

323落地有租地編入願綴　明治拾九年　西原村
　　設場．

　　西原村戸長役場．明治19－20．（1886－87）．

　　1冊．28・5cm．後表紙欠．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，24

324落地有租地編入願　第壱号　北都留郡西原

　　村．西原村戸長役場．明治19．（1886）．

　　1冊．27・5cm．

　　表紙押印：山岡、　　　史料請求番号41N－1，25－1

325落地有租地編入願　第弐号　明治二十年十

　　一月　北都留郡西原邨．

　　西原村戸長役場．明治19，（1886）．

　　1冊．27・5cm．

　　表紙押印：山岡，　　　史料請求番号41N－1，25－2

†第一類地より第二類地へ編入地価修正一筆

326第一類地より第二類地へ編入地価修正一筆

320－332

　　　明治十九年　北都留郡西原村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治19．（1886）．

　　1冊．27・5cm，地主押印．

　　その他の標題表示：下書．内容：降矢東や分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，12－1

327第一類地より第二類地へ編入地価修正一筆

　　　上ノ部　明治十九年　北都留郡西原村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治19．（1886）．

　　1冊．27cm．後表紙なし．地主押印．

　　内容1降矢東や分以下，史料請求番号41N－1，12－2

　　　　　　　　†　　　　　　†

328二類地成一筆限帳　全　明治二十年十一月

　　　北都留郡西原邨．

　　作成：［西原村戸長役場］，明治20・11．（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　その他の標題表示：拍．

　　内容：蔵春院分以下．　　史料請求番号41N－1，13

329弐類地目変換申告書　完　明治二十年十一

　　月六日　西原邨．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・11・6．（18

　　87）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　その他の標題表示：控．突合済，

　　内容：長田金造分以下，　史料請求番号41N－1，30

†誤謬訂正願

330誤謬訂正願綴　明治拾九年　西原村役場．

　　西原村戸長役場．明治19－2L（1886－88）．

　　1冊．28・5cm．

　　後表紙のもとの表示：部内往復綴　明治三十六年

　　西原村役場．　　　　史料請求番号41N－1，31－1

331誤謬訂正願綴　明治二十年十一月　北都留

　　郡西原村．

　　西原村戸長役場．明治19．（1886）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：山岡．　　　史料請求番号41N－1，31－2

332［地目変換誤謬訂正願力］．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　書込み下限：明治19．



　　1冊．27・5cm．表紙・後表紙欠．地主など押印。

　　内容：舟木作右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1．27－2

　　　　　　　　†　　　　　　†

333［地目変換地価修正願ほか］．

　　西原村戸長役場．明治20推定．（1887）．

　　1綴．28・5cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：地目変換地価修正願，無年期開墾地賦租願，

　　壱類地ヨリ弐類地へ編入願，誤謬地・脱落地総計。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，27－4

†地目変換地価修正一筆限帳

334地目変換地価修正一筆限帳　北都留郡西原

　　村．

　　作成：［西原村戸長役場］．明治20・1L（1887）．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印。

　　内容：長田菊松分以下．　史料請求番号4術一1，29

335［地目変換地価修正一筆限帳力］．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治20推定．

　　（1887）．

　　1冊．27・5cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：奈良長兵衛分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，60－4

336［地目変換地価修正一筆限帳力1．

　　作成：西原村戸長役場（推定）．明治20推定．

　　（1887）．

　　1冊．27・5cm．表紙・後表紙なし．地主押印。

　　内容橋本四平太分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，60－2

　　　　　　　　†　　　　　　†

337地押検査費仕訳帳　明治廿年十月　西原村

　　地主総代．

　　作成：西原村地主総代．明治20・11，（1887）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　内容：奈良長兵ヱ分以下．史料請求番号41N－1，95

338明治十九年地所取調野取図簿　山梨県北都

　　留郡西原村地押掛・西原村役場．

　　作成：西原村戸長役場。明治19．（1886）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．後表紙なし，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号4雪N－1，77
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†地押野帳

339明治十九年地押埜帳　従字横道至字問頭二

　　　北都留郡西原村地主惣代．

　　作成：北都留郡西原村地主惣代．明治19．（1

　　886）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示（朱書）：第壱番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－1

340明治十九年地押改図野帳　北都留郡西原村

　　地主惣代．

　　作成：北都留郡西原村地主惣代．明治19．（1

　　886），

　　1冊．34・5cm（横長半帳〉．後表紙なし．

　　その他の標題表示（朱書）：第二番従字久野毛至大

　　沢二．　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－2

341明治十九年実地々押帳　　　　　　　　　　　字南向キ野取「よ

り至神沢原二」（朱書）　北都留郡西原村地

押惣［代］．

作成：西原村地押惣代，明治19．（1886）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

その他の標題表示（朱書）：第四番．

虫損．開披注意，　　　史料請求番号41N－1，78－3

342明治十九年実地取調野帳　字横道ヨリ字上

　　平至テ　北都留郡西原村地押惣代．

　　作成：西原村地押惣代．明治19．（1886）．

　　1冊．35cm（横長半帳）．掛結び文書1通．

　　その他の標題表示（朱書）：第壱号．

　　掛結び文書：畑壱丁四反云々．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－4

343明治十九年地押野帳　従字大作群至字問頭

　　二　北都留郡西原村地押惣代．

　　作成：西原村地押惣代．明治19．（1886）．

　　1冊．34cm（横長半帳），

　　その他の標題表示（朱書）：第弐号．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－5

344野帳　字方屋ヨリ字大永作マテ　北都留郡

　　西原村地押惣代．

　　作成：西原村地主惣代．明治［　］．
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　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示（朱書）：第四号．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－6

345－355

345第拾弐号野帳　字美流沢ヨリ字神沢原マテ

　　　北都留郡西原村地押惣代，

　　作成：西原村地押惣代．明治［　］．

　　1冊．33cm（横長半帳）．

　　その他の標題表示（朱書）：第五号．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－7

346明治十九年地押改図野帳　従字久埜毛至大

　　沢二　北都留郡西原村地主総代．

　　作成：北都留郡西原村地主総代．明治19．（1

　　886）．

　　1冊．35cm（横長半帳）『．

　　その他の標題表示（朱書）：第三号．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－8

347明治十九年地押野帳　従字方屋至柳平二

　　北都留郡西原村地主総代．

　　作成：西原村地主総代．明治19．（1886）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　その他の標題表示（朱書）：第三．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－9

348明治十九年地押野帳　北都留郡西原村地主

　　総代．

　　作成：西原村地主総代．明治19．（1886）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－10

†野取図帳

349野取図帳　第壱号　字横道ヨリ　西原村地

　　押．

　　作成：西原村地押［惣代］，明治［　］．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－11

350耕地野取帳　字向イ川原ヨリ字神沢原マテ

　　　西原村地押．

　　作成：西原村地押［惣代］．明治［　］．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

史料請求番号41N－1，78－12

351［野取図帳］．

　　作成：西原村地押惣代（推定）。明治［　］．

　　1冊．34cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　その他の標題表示（朱書）：字長秋より大永作迄．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－13

352［野取再調帳ほか］．

　　西原村戸長役場（推定）．明治［　］．

　　1綴（2冊）．34cm（横長半帳）．掛結び，

合綴：1．野取再調帳　字久野毛ヨリ西原村地押惣

代．作成：西原村地押惣代．明治［　］．1冊．34cm

（横長半帳）．後表紙なし．（史料番号78－14）．

2．［野取図帳］．作成：西原村地主惣代（推定）．明

治［　　］，1冊．20cm（横美半帳）．表紙なし．

内容：暮沼細川市右工門以下．（史料番号78－15）、

　　　　　　　史料請求番号41N－1，78－14／15

353［野取絵図帳力］．

　　作成：［　　］．明治［　］．

　　1冊．28・5cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：舟木作左工門分以下，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，60－3

　　　　　　　†　　　　　　†

354諸品口取明細帳　明治弐拾年十月十一日

　　西原村地押掛．

　　作成：西原村地押掛．明治20・10・1L（1887）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．綴目印．掛結び文書1

　　通．

　　掛結び文書：十月十六日，一金五十六銭云々．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，94

23・3・5，戸籍

355代替願書綴　明治十八年一月・十九年一月
　　　　　　　　　　ママラ
　　ヨリ・廿年一月一月ヨリ　北都留郡西原村

　　戸長役場．

　　西原村戸長役場．明治11－19．（1878－86）．

　　1冊．28cm．後表紙なし．後欠か．

　　挿入：後念相続取極儀定．明治11・3・17，1通．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，55

23・3・6．衛生
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356衛生書類　自明治十三年至同十八年　西原

　村戸長役場．

　西原村戸長役場．明治13－18．（1880－85）．

　1冊．24・5cm。四ッ目綴．後表紙欠．

　破損，虫損．　　　　　史料請求番号41N－1，39

23・3・7．公証

357公証物件目録　明治廿年一月改　西原村戸

長役場．

作成：西原村戸長役場．明治20・1．（1887〉．

書込み下限：明治34．

1冊．27cm．罫紙：西原村戸長役場茶色13行

罫．

表紙押印：不明，後表紙押印：西原□役□．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，38

23・4．西原学校

23・4・1．日誌

358日誌　紀元弐千五百四十年第一月九日ヨリ

　十四年五月初旬二及ブ．

　作成：西原学校．明治13．（1880）。

　1冊．26・5cm．綴目印．罫紙：無題榿色13行罫．

　後表紙の表紙：西原学校（押印）。

　内容：明治13年1月一9月分．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，43

23・4・2．教員出勤

359教員出席簿　明治十八年度　北都留郡西原

　学校．

　作成：西原学校．明治18．（1885）．

　1冊。25・5cm．

　表紙押印：［長谷川］。　　史料請求番号41N－1，40

23・4・3．学校資本

360学校資本金抵当申出相簿　明治八年第十

　一月日．

　作成：西原学校．明治8・1L（1875）．

　1冊．35cm（横長半帳）．

　後表紙の表示：都留郡第十二区西原学校．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，119

23・4・4．試験雑費

†試験入費録

361大試験入費録　明治九年第五月．

　作成：［学校事務所］．明治9・5．（1876）．

　1冊．33cm（横長半帳）．

　後表紙の表示1学校事務［所］，

　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41N－1，130

362昇級試験諸費仕訳帳　明治十二年六月日

　北都留郡西原学校（押印）．

　作成：西原学校．明治12・6．（1879）．

　1冊。40・5cm（横長美帳）．綴目印．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－1

363昇級試験諸雑費帳　明治十三年五月九日

　西原学校．

　作成：西原学校。明治13・5・9．（1880）．

　1冊．33cm（横長半帳）．下げニツ目綴．後表紙

　なし．　　　　　　史料請求番号41N－1，101－2

364昇級試験諸雑費控帳　明治十三年十一月三

　　日ヨリ　北都留郡西原学校．

　作成：西原学校．明治13・11・3．（1880）．

1冊．34・5cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

その他の標題表示（朱書）：井二明治十三年十二月

八日地券書替入費取立，

　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－3

365前期昇級試験諸雑費控帳　明治十四年第五

　月三十一日　北都留郡西原村西原学校．

　作成：西原学校．明治14・5・31．（1881）．

　1冊．32cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　その他の標題表示：合．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－4

366昇級試験諸雑費控帳　明治十四年第十一月

　廿九日　北都留郡第十六学区西原学校．

　作成1西原学校．明治14・11・29．（1881）．
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　　1冊．34cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　　その他の標題表示：合。

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－5

山梨県北都留郡西原村役場文書目録（41N－1）367－377

367前期昇級試験諸雑費出入相帳　明治十五年

　　第五月十六日　北都留郡第拾六学区西原学

　　校（押印）．

　　作成：西原学校．明治15・5・16．（1882）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．綴目印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－6

368明治十五年前季大試験諸雑費相帳　五月十

　　六日　第拾六学区西原学校．

　　作成：西原学校，明治15・5・16．（1882）．

　　1冊．34cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－7

369明治十五年十二月大試検入費帳　西原学校

　　（押印）、

　　作成：西原学校．明治15・12．（1882）．

　　1冊，33cm（横長半帳），

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－8

370［明治十六年大試費記］．

　　西原学校．明治15－16．（1882－83）．

　　1冊（2綴）．35cm（横長半帳ほか）．掛結び．

　　合綴11．明治十六年十二月後期大試費記　北都

　　留郡第拾六学区西原学校（押印）．作成：西原学校，

　　明治16・12．（1883）．綴目印．1冊．35cm（横長半帳）．

　　2．［大試験費］．作成：西原学校（推定）．明治15－16．

　　（1882－83）．2枚，25cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－9

371明治十七年度前季大試検諸雑費遣帳　明治

　　十七年五月十四日　西原学校．

　　作成：西原学校．明治17・5・14．（1884）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．後表紙なし．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－10

372明治十七年度前期大試検諸雑費遣払相帳

　　明治十七年五月十四日　北都留郡第拾六学

　　区学校委員古家寛三郎（押印）．

　　作成：学校委員古家寛三郎．明治17・5・14．

　　（1884）．

　　1冊．33cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－11

373明治十七年度後季昇級試験入費唾　明治十

　　七年十二月六日　第十六学区西原学校．

　　作成：西原学校．明治17・12・6．（1884）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－12

374前期大試検諸入費帳　明治十八年四月廿三

　　日　北都留郡第十六学区西原学校学務委員

　　奈良長兵衛．

　　作成：学務委員奈良長兵衛，明治18・4・23．

　　（1885）．

　　1冊。34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－13

375後期大試検諸入費帳　明治十八年十一月十

　　三日　北都留郡第十六学区西原学校．

　　作成：西原学校．明治18・11・13．（1885）．

　　1冊．34・5cm（横長半帳）．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，101－14

23・5．西原村役場文書

23・5・1．村政一般

376節約方法盟約書　飯尾組．

　　作成：西原村飯尾組．明治23．（1890）．

　　1綴．26・5cm．継目印．罫紙：無題赤色12行罫

　　（甲府市内藤印行）．

　　内容：1．［節約方法盟約書］西原村長古屋寛三郎

（押印）．明治23・2・3．

2、節約方法．奈良七郎右工門ほか33名（押印）．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，136

23・5・2．土地

377土地台帳総計取調帳　明治廿三年六月　北



都留郡西原村．

作成：［西原村役場］．明治23・6．（1890）．

1冊．26・5cm．罫紙1西原村役場赤色13行罫．

　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，23

378［共有地所有権歩合調書ほか］．

　　［西原村役場］．明治26－29．（1893－96）．

　　1冊．27cm．表紙なし．罫紙：無題赤色12行罫．

　　所有権保持者押印，

　　内容：共有地所有権歩合調書，共有地入組届，諸税

　　代納人届など．　　　　史料請求番号41N一璽，28

379［地価総計帳ほか］．

　　西原村役場．明治32．（1899）．

　　1綴（2冊）．25cm．

　　合綴＝1．地租増徴総計帳　明治参拾弐年　北都留

　　郡西原村役場．作成：西原村役場．明治32．（1899）．

　　1冊。25cm．内容：長田菊松分以下，

　　2．田租総計帳　明治参拾弐年　西原村役場，作成：

　　西原村役場．明治32（1899）．1冊．24・5cm．内容：降

　　矢壬子治郎分以下．　　史料請求番号41N－1，15

†土地名寄帳

380土地名寄帳　［原］組．

　　作成：西原村役場．明治［　］．書込み下限：

　　明治37．

　　1冊。27cm．四ツ目綴．紙見出し付き，罫紙：西

　　原村役場赤色13行罫，地券名寄帳用紙使用．

　　地小口表示：名寄帳原組．

　　内容：奈良常治郎分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，3－1

38↑土地名寄帳　藤尾組．

　　作成：西原村役場．明治［　］．書込み下限：

　　明治37．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．紙見出し付き，罫紙：西

　　原村役場赤色13行罫，地券名寄帳用紙使用．

　　地小口表示：名寄帳藤尾組，

　　内容：長田七左ヱ門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，3－2

382土地名寄帳　郷原組．

　　作成：西原村役場．明治［　］．書込み下限：

23．山梨県北都留郡西原村役場文書目録（41N－1）378－387　　　　　　　　　　　　　　　〔179〕

明治37．

1冊．27cm．四ツ目綴。紙見出し付き．罫紙：西

原村役場赤色13行罫，地券名寄帳用紙使用．

地小口表示：名寄帳郷原組．

内容：古家常松分以下．史料請求番号41N－1，3－3

383土地名寄帳　小在家組之［壱］．

　　作成：西原村役場．明治［　］．書込み下限：

　　明治36．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．紙見出し付き．罫紙：西

　　原村役場赤色13行罫，地券名寄帳用紙使用．

　　地小口表示：名寄帳小在家組壱。

　　内容：船木作右ヱ門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，3－4

384土地名寄帳　小在家組之弐．

　　作成：西原村役場．明治［　］，書込み下限：

　　明治37．

　　1冊．27cm，四ッ目綴．紙見出し付き．罫紙：西

　　原村役場赤色13行罫，地券名寄帳用紙使用．

　　地小口表示：名寄帳小在家組弐．

　　内容：降矢ふで分以下．史料請求番号41N一嘩，3－5

　　　　　　†　　　　　†

385土地名寄帳　質地増減材料集　廿三年七月

　　西原村役場．

　　作成：西原村役場．明治［　］．書込み下限：

　　明治33．

　　1冊．26cm．罫紙：西原村役場赤色13行罫ほ

　　か．

　　内容：長田金蔵分以下。　史料請求番号41N－1，4

23・5・3．戸籍

†送籍状

386［送籍状綴］，

　　西原村役場．明治25．（1892）

　　1綴．27・5cm．表紙・後表紙なし．戸籍簿用紙

　　使用．　　　　　　史料請求番号41N－1，45－3

387［送籍状綴］．

　　西原村役場．明治26．（1893）．

　　1綴，28cm．表紙・後表紙なし．戸籍簿用紙な

　　ど使用．　　　　　史料請求番号41N－1，45－2
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388送籍状綴　明治廿七年度　西原村役場．

　　西原村役場．明治27－28．（1894－95）．

　　1冊．29cm，戸籍簿用紙など使用．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，45－1

　　　　　　　　†　　　　　　†

389戸内結婚御許可願．

　　差出：降矢清右衛門［ほか長男亡志之吉妻な

　　ど5名．押印］．宛名：山梨県知事小野田元煕．

　　明治31・7・14．（1898）．

　　1通．26・5cm．綴目印．表紙・後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，56

23・5・4．衛生

390陳情書（赤痢病蔓延二付）北都留郡各村長

　　一同．

　　作成1北都留郡笹子村長天野董平・外拾七ケ

　　村長連名．宛名1山梨県知事伯爵清棲家教．

　　明治30．（1897）．

　　1通．25cm．コンニャク版

　　写．　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，59

391予防委員出勤簿　明治三十年八月　西原村

　　役場（押印）．

　　作成：西原村役場，明治30・8．（1897）．

　　1冊．32・5cm（横長半帳）．後表紙押印．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，112

392［人夫雇入相帳ほか］．

　　西原村役場（推定）．明治30．（1897），

　　1綴（5冊）．33cm（横長半帳）．

合綴＝1．人夫雇入拍帳　明治三十年七月伝染病予

防委員奈良松助取扱．作成：伝染病予防委員奈良

松助．明治30・7．（1897）．32cm（横長半帳），（史料

番号126－1）．

2，臨時人夫買揚帳　明治三拾年八月十日　西原

村第参区衛生予防事務所　橘右庄左工門取扱．作

成：西原村第三区衛生予防事務所．明治30・8・10．

（！897）．1冊．33cm（横長半帳）．（史料番号126－2）．

3．臨時人夫買揚帳　明治廿年八月三日　西原村

第六区衛生予防事務所奈良勇三郎取扱，作成：西

原村第六区衛生予防事務所．明治30・8・3．（1897）．

1冊．33cm（横長半帳）．後表紙の表示：第六区長降

矢清右衛門．（史料番号126－3）．

4．臨時人夫買揚控帳　明治三拾年八月参日起

西原村第六区衛生予防事務所　奈良七郎右工門

取扱．作成：西原村第六区衛生予防事務所．明治

30・8・3．（1897）。1冊．33cm（横長半帳）．後表紙の

表示：西原村衛生組長奈良七郎右工門・奈良勇三

郎．（史料番号126－4）．

5．人夫雇入拍帳　明治三十年八月　伝染病予防

委員古家道平取扱．作成：西原村伝染病予防委員

古家道平，明治30・8．（1897）．1冊．32・5cm（横長

半帳）．（史料番号126－5）．

　　　　　　　　史料請求番号41N－1，126－1／5

23・6．時期不明

23・6・1．家屋等調

393［家屋・甲斐絹製造高・蚕種掃立枚数調］．

　　作成：［　　］．明治［　　］．

　　1冊．35×35cm（半紙横綴）．表紙・後表紙な

　　し．

　　内容：高橋太郎分以下．本宅・倉庫などの間数・坪

　　数，甲斐絹製造高・蚕種掃立枚数の有無を記載．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41N－1，131


