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解 題

歴史本文書群の出所である大富村外一箇村

戸長役場のうち大富村の村域は、富士山の北麓、

河口湖の南に位置しており、鎌倉往還（現在、

国道137号線・138号線）が、河口湖東岸を北上し、

また、湖南を国道139号線が横断している。こ

の地域は、現在の河口湖町の南半を占めている。

近世では、郡内領に属し、この地域には、船津
　　こだち
村、小立村があった。『旧高旧領取調帳』によれ

ば、村高は、船津村が202石余、小立村が218石

余であった。大富村との聯合戸長役場が組織さ

れた勝山村はその西隣である。

　　　　　　　　　　　いさわ　近代には、明治維新後、石和県、甲斐府、甲

斐県を経て、1871年（明治4）より山梨県となり、

大小区制期には、翌1872年に都留郡第五区、

1876年（明治9）に山梨県第三十四区となり、1878

年（明治11）の都留郡の分画に際しては、南都留

郡に属した。この間、1875年（明治8）6月30日、

船津・小立両村は合併して大富村となった。

　従って大富村の村政機構は、1875年の「大富

村事務所」、1878年（明治11）の「大富村役所」を

経て、1884年（明治17）の戸長役場の設置に際し

ては、大富村と勝山村との聯合戸長役場が組織

され、「大富村勝山村戸長役場」（目録本文の表

記にあたっては名称を大富村外一箇村戸長役場

に統一した）を大富村木立組に置いた。さらに

1889年（明治22）の市制町村制の施行にあたって

は、大富村を廃止して小立村と船津村が再び分

離した。両村のうち小立村は勝山村との組合役

場を小立村小立組に置いたが、1892年（明治25）

に組合役場を解消し、単独の「小立村役場」を置

いた。一方、船津村は市制町村制の施行にあたっ

て隣村の河口村のうち浅川組を合併し、引き続

き船津村として単独で「船津村役場」を置いた。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、小立村の地租改正後（1875年（明治8））の地

租は、722円31銭2厘、反別は畑197町6反8畝15

歩・切替畑136町4反4畝24歩・宅地7町5反1畝10歩・

林30町3反1畝19歩・芝地71町5反13歩・合計443町

4反6畝21歩である。同じく船津村の地租は900

円58銭4厘、反別は畑272町3反4畝9歩・切替畑17

5町5反1畝18歩・宅地11町6反6畝8歩・林46町2反1

2歩・芝地90町8反9畝29歩・合計596町6反2畝16歩

である。

　その後、小立村、船津村は、1956年9月30日、

河口村、大石村と合併し、河口湖町となり現在

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「山梨県南都留郡大富村役場書類」であったが、

『史料総覧』の編集の際に、これに含まれていた

「山梨県南都留郡小立村役場文書」（41P－3）、「山

梨県南都留郡大石村役場文書」（41P－2）を分離し

た。

　数量は92点（『史料総覧』では、89点）、書架延

長は3mである。

史料の概要　この文書群の史料集積時期は、

1873年（明治6）一1889年（明治22）であって、これ

は、大富村合併以前を上限とし大富村外一箇村

戸長役場時代を下限とするものである。本文書

群から分離した26。小立村役場文書とは、大富

村事務所・村役所部分が重なっており、あるい

は両文書群をひとつのものであったと見る余地

はある。また、同じく分離した27．大石村役場

文書を含めて河口湖町に引き継がれた後に散逸

した可能性もある。ただ、それぞれの史料年次

の下限をもって村政機構に位置づけると、本文

書群はここに掲げた名称となる。これら3文書

群の想定される引継過程は、本集全体の解題に

収録した「図4　自治体組織の変遷と文書の引継
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想定図その3　河口湖町の場合」を参照してい

ただきたい。

　本文書群の内容は、大部分が太政官・内閣・諸

省・山梨県庁からの布告・布達、衛生・学事・勧業

などの県の報告（印刷物）を編綴したもの、県庁・

郡役所への進達、郡役所からの達である。これ

らは村事務所・村役所・戸長役場期を通じてシリー

ズとしてのまとまりがあるので、一括した。同

様の処理を前集および本集（27．大石村役場文書）

でも行っている。このため目録編成の第1次項

目としては、大富村外一箇村戸長役場文書（25・

1。3点）、布告・布達・県報告・郡衙往復（25・2。8

9点）を設定した。

　25・1大富村外一箇村戸長役場文書の第2次項

目としては、村政一般のみとした。戸長役場か

ら村内への達、役場職員の勤務に関する文書で

ある。25・2布告・布達・県報告・郡衙往復では、

布達の目録である「布達表」、山梨県

の布達を添えた布告・布達の号を逐っ

関連史料　河口湖町には、役場庁舎内に旧船津

村関係の文書があり、また教育委員会所管の史

料では小立村の近世文書（主として年貢関係）が

ある。しかし近代の大富村・小立村の文書はほ

とんど残存しておらず、史料館所蔵史料との重

なりは無いようである。

参考文献

・菅沼英雄著『河口湖町史』河口湖町役場、1966年。

・河口湖町教育委員会編ゼ河口湖町古文書目録』

第1集、同教育委員会、一。

図19大富村勝山村戸長役場管内要図

て編綴した「諸省卿達」などと「徴兵令」

など個別の法令があり、また県庁か

ら発行される「山梨県衛生報告」「山梨

県日誌」など、および「諸進達」「郡衙

達」がある。第2次項目としては、布

達表、布告・布達（一般）、布告・布達

（個別）、県報告、郡衙達・往復・諸進

達を項目として設定した。

　なお、布告・布達綴は、表紙に「大

富邨役所」とした表示が村役所設置以

前の分からあり、この時期（1878－84

年）に一斉に編綴がなされたことを推

測させる。また、「明治廿二年九月改

正第弐号ノ内壱」などとあるのは、町

村制施行直後に文書整理が行われた

痕跡と考えられる。
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25・1．大富村外一箇村戸長役場文書

25・1・1．村政一般

　1回章返納綴込　明治十九年中　南都留郡大

　富・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886），

　1冊．24cm．かぶせ綴，

　その他の標題表示：第百四拾参号．明治廿二年九

　月改正第三十五号．　　史料請求番号41P－1，84

　　　　　　　ママラ
　2人民へ達書返布綴込　明治廿一年四月ヨリ

　廿二年七月七日迄南都留郡大富・勝山村

　戸長役場．

　元大富村外一箇村戸長役場．明治21－22．（1

　888－1889）．

1冊．27・5cm．

その他の標題表示：明治廿二年九月改正第九十五

号，

フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41P－1，83

3欠席・帰庁届綴込　明治二十一年中　南都

　留郡大富・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治21－22．

　（1889－1890）。

　1冊．27cm．後表紙なし．

　その他の標題表示：廿二年九月改メ．第百十六号．

　フケ．開披不可．　　　　史料請求番号41P－1，85

25・2。布告・布達・県報告・郡衙往復

25・2・1．布達表

　4山梨県布達表　自明治六年至同十三年　南

　都留郡大富村役所．

　大富村外一箇村戸長役場．明治6－20．
　（1873－1887）．

　活版合綴1冊．21cm．後表紙の後に付加．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラ　その他の標題表示：第参［　］拾壱号，小立村□

　帳分入．後表紙の表示：戸長［誉］田忠義［調］整［之］．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達の番号表・日本

　赤十字社々則・私立南鶴教育会会則・山梨県日誌．

　売薬原品買入並使用帳など．

　フケ．開披注意．一部開披不可．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，1

25・2・2布告・布達（一般）

†布告・布達綴

5明治六年甲号御達　自［第］四拾壱号至第百

　廿八号　南津留郡大富邨役所．

　［　　］．明治6．（1873）．

　木版・活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．後表

　紙欠，

　その他の標題表示：□十号ノ内．明治廿二年九月

改正弐号ノ内壱．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41P－1，2

6明治六年甲号御達　自第百廿九号至第弐百

　七拾六号　南都留郡大富邨役所．

　［　　　］．明治6．（1873）．

　活版・木版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十号．明治廿二年九月改正

　第弐号ノ内二．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，3

7明治七年甲号御達　自第壱号至第百号　南

　津留郡大富邨役所．

　［　　］．明治6－7．（1873－1874）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示1［　］十一号．明治廿二年九月

　改正第四号ノ内二．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達。

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，4
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8明治七年甲号御達　自第百壱号至第弐百七

　拾号　南津留郡大富邨役所．

　［　　］．明治7，（1874）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十一号ノ内．明治廿二年九

　月改正第四号ノ内一．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，5

9明治七年乙号御達　自第六拾五号至第百六

　拾三号　南都留郡大富村役所．

　［　　］．明治7．（1874）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十弐号．廿二年九月改正第

　三号．後表紙の表示：戸長誉田忠義調製之．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達。

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，6

10明治八年甲号御達　自第壱号至第弐百号

　南都留郡大富邨役所．

　［　　　］．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十三号．明治廿二年九月改

　正第六号ノ内壱．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，7

11明治八年甲号御達　自第弐百壱号至第三百

　九拾弐号　南都留郡大富邨役所．

　［大富村事務所］．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示二六十三号ノ内二番．明治廿二

　年九月改正第六号ノ内弐。

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　一部フケ．　　　　　　　史料請求番号41P－1，8

12明治八年乙号達　自乙第壱号至同百四拾弐

　号南都留郡大富村役所．

　［大富村事務所］．明治8．（1875）．

　活版合綴1冊．21cm。かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十四号。明治廿二年九月改

　正第五号．

　内容：諸省・県の達．　　　史料請求番号41P－1，9

13

　　　　　　　　　　　　　　　〔195〕

明治九年甲号達　自第壱号至弐百号　南

都留郡大富村役所．

［大富村事務所］．明治8－9．（1875－1876）．

1冊．21cm．かぶせ綴．

その他の標題表示：六十五号．明治廿二年九月改

正第七号ノ内二。

内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，沁

14明治九年甲号達　自第弐百壱号至第四百三

　号南都留郡大富邨役所．

　［大富村事務所］．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十五号ノ内．明治廿二年九

　月改正第七号ノ内一，

　内容1太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，11

15山梨県乙号全明治九年大富村役所．
　［大富村役所］．明治9．（1876）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示1六十六号．明治廿二年九月改

　正第八号．

　内容県の達．県勧業場報告を含む．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，12

16山梨県甲号　壱　第壱号ヨリ百号迄　明治

　十年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十八号三．明治廿二年九月

　改正第十壱号ノ内一．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41P一辱，13

17山梨県甲号　弐　第百壱号ヨリ弐百号迄

　明治十年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治10．（1877）．

　1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十八号ノ内三，明治廿二年

　九月改正第拾壱号ノ内二．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，14
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18山梨県甲号　三番　第弐百壱号ヨリ三百四

　十九号迄　明治十年　大富村役所．

　［大富村事務所］。明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十八号ノ内三．明治廿二年

　九月改正第拾壱号ノ内三．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，15
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19山梨県乙号　壱　明治十年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十九号二．明治廿二年九月

　改正第拾弐号ノー．

　内容：太政官・県の達，　史料請求番号41P－1，16

20山梨県乙号　弐番　明治十年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治10．（1877）．

　活版合綴1冊．25・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：六十九号ノ内二．明治廿二年

　九月改正第拾弐号ノ内二．

　内容：諸省・県の達．　　史料請求番号41P－1，17

21山梨県甲号達　第壱号　第壱号ヨリ百五拾

　号迄　明治十一年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治10－11。（1877－1878）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十号二．明治廿二年九月改

　正第拾五号ノ内一．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，18

22山梨県甲号　二留　第百五十壱号ヨリニ百

　八十三号迄　明治十一年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治11．（1878）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十号ノ内二．明治廿二年九

　月改正第拾五号ノ内二．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，19

23山梨県乙号全第四号ヨリ九拾七号迄
　明治十一年　大富村役所．

　［大富村事務所］．明治11．（1878）．

　活版ほか合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十一号．明治廿二年九月改

　正第拾六号．

　内容：諸省・県の布達・達．

　　　　　　　　　　史料講求番号41P－1，20

　　ママラ

24大政官・工部省御布告　明治十二年　大富

　村役所．

　大富村役所．明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十三号．明治廿二年九月改

　正第廿弐号．

　内容：太政官・工部省の布告・布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，53

25大蔵省・内務省・開拓使・文部省御布告　全

　　明治十二年　大富村役所．

　大富村役所，明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十四号．明治廿二年九月改

　正第廿三号．

　内容1大蔵省・内務省・開拓使・文部省の布達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，39

26山梨県甲号　壱　第壱号ヨリ百号迄　明

　治十二年　大富村役所．

　大富村役所．明治11－12．（1878－1879）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十弐号ノ内二．明治廿二年

　九月改正第廿五号ノ内一．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，21

27山梨県甲号達　第二号留　第百壱号ヨリ百

　八十九号迄　明治十二年　大富村役所．

　大富村役所．明治12．（1879）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十弐号ノニ．明治廿二年九

　月改正第廿五号ノ内二．

　内容：県の布達．

　開披注意．　　　　　　史料請求番号41P－1，22
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28太政官　第壱号ヨリ第五拾九号迄　明治拾

　参年　大富村役所．

　大富村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．22cm。かぶせ綴．

　その他の標題表示：八十号．明治廿二年九月改正

　三拾号，

　内容：太政官の布告など，

　フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41P－1，54

29大蔵卿御達　甲　第壱号ヨリ百四十壱号迄

　　明治十三年　大富村役所．

　大富村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．21cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十七号．明治廿二年九月改

　正第廿六号．

　内容：大蔵省の布達．

　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41P－1，48－1

30［諸省布達］従第壱号至第廿参号工部省・

　従甲第壱号至甲第拾弐号内務省大蔵省・従

　甲第壱号至甲第六号開拓使・第壱号・弐号文

　部省・第壱号宮内省　明治十参年　大富村

　役所．

　大富村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十八号．明治廿二年九月改

　正第廿九号．

　内容：諸省の布達．

　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41P－1，48－2

31山梨県甲号達　壱号　第壱号ヨリ百号迄

　明治十三年　大富村役所．

　大富村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示1八十一号ノ内二。明治廿二年

　九月改正第三拾二号．

　内容：県の布達．　　　　史料請求番号41P一↑，23

32山梨県乙号全第壱号ヨリ第八拾七号迄
　　明治十参年　大富村役所．

　大富村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示1八十二号．明治廿二年九月改

　正第廿七号．
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　内容：県の達．　　　　　史料請求番号41P－1，73

33太政官布告　明治拾四年　南都留郡大富村
　　　ママラ
　役場．

　［大富村役所］．明治！4．（1881）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：第六十三号．明治廿二年九月

　改正第三拾八号．後表紙の表示：戸長誉田忠義整

　備之．

　内容：太政官の布告．　　史料請求番号41P－1，55

34大蔵卿　全　明治十四年分．

　大富村役所．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊，22cm，かぶせ綴．表紙欠．

　標題は地小口による，

　内容：大蔵省の布達．　　史料請求番号41P－1，49

35御布達　甲第百三十五号ヨリ同百四十八号

　マテ・乙第七十一号ヨリ同七十四マテ・太政

　第四十一号ヨリ同五十号・同無号一・大蔵甲

　第百七号ヨリ同百廿一号マテ・工部第十四

　号ヨリ同十六号マテ・陸軍布第二号・内務甲

　第九号・衛生報告第五号・乙第七十二号正誤

　　明治十四年九月．

　［大富村役所］．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．18cm．表紙押印（山梨県南都

　留郡大富村役所．渡辺）．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．県衛生報告を

　含む．　　　　　　　　史料請求番号41P－1，40

36明治十四年分諸省卿達　南都留郡大富村役
　　ママラ

　場．

　［大富村役所］．明治14．（1881）．

　1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：百六十四号．明治廿二年九月

　改正第三拾五号．後表紙の表示1戸長誉田忠義整

　備之．

　内容：諸省・使などの布達．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，41

37太政官・諸省御達　明治拾四・五年　大富村

　役所．

　大富村役所．明治14－！5．（1881－1882）．
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　1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：百七拾壱号．明治廿二年九月

　改正第三拾七号．後表紙の表示：戸長誉田忠義調

　整之．
　内容：太政官・諸省の布告・布達，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，42

38山梨県甲号達　従壱号至百号　明治十四年
　　　　　　　　　　くママラ
　分　南都留郡大富村役場．

　　［大富村役所］．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：百六十六号．明治廿二年九月

　改正第四拾号ノ内一．

　内容：県の布達，　　　　史料請求番号41P－1，24

39山梨県甲号達　従百壱号至弐百拾参号　明
　　　　　　　　　　　　　　ママラ　治十四年分　南津留郡大富村役場．

　　［大富村役所］．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴，

　　その他の標題表示：百六十七号．明治廿二年九月

　改正第四拾号ノ内二．後表紙の表示：戸長誉田忠

　義整備之．
　　内容：県の布達．

　　開披注意．　　　　　　史料請求音号41P－1，25

40明治十四年本県乙号達　南都留郡大富村役
　　　ママラ
　　場．

　　［大富村役所］．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：百七十号．明治廿二年九月改

　　正第四壱号．

　　内容：県の達．　　　　　史料請求番号41P－1，26

41太政官・諸省御布達　明治拾五年　大富村

　　役所．

　　大富村役所．明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．継目印．

　　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第四十三

　　号・二百十号．後表紙の表示：南都留郡大富村戸長

　　誉田忠義調整之。

　　内容：太政官・諸省の布告・布達・告示．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，46

42大蔵省御達　明治拾五年．
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　大富村役所．明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．綴目印．

　その他の標題表示：弐百五号．明治廿二年九月改

　正第四拾九号．

　内容：大蔵省の告示．　　史料請求番号41P－1，50

43山梨県甲号御達綴込　明治拾五年　大富村

　役所．

　大富村役所，明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．綴目印．

　その他の標題表示：二百六号．四百六号．明治廿二

　年九月改正第四拾七号．後表紙の表示：大富村戸

　長役所，

　内容：県の布達．　　　　史料請求番号41P－1，27

44山梨県告号御達　明治拾五年分　大富村役

　所．

　大富村役所．明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．綴目印．

　その他の標題表示：弐百八号．明治廿二年九月改

　正第四拾六号．

　内容：県の告示．　　　　史料請求番号41P－1，28

45明治拾四年布達表・同拾五年乙号達頒布

　大富村役所．

　大富村役所．明治15．（1882），

　活版合綴1冊。18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：弐百七号．明治廿二年九月改

　正第四十五号．後表紙の表示：大富村役所．

　内容：県の達・広告．　　史料請求番号41P－1，29

46諸省御達　第壱号　第壱号ヨリ拾号迄　明

　治十六年　大富村役所．

　大富村役所．明治16．（1883）．

　活版合綴1冊．17・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第五十三

　号．

　内容：太政官・諸省の布告・布達・告示．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，43

47諸省御達　第二号　第廿号ヨリ五拾号迄

　明治十六年　大富村役所．

　大富村役所．明治16．（1883）．
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　活版合綴1冊．17・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第五十号．

　弐ノ内．

　内容：太政官・諸省の布告・布達・達（明治十七年第

　二回内国絵画共進会規則・附則・陸軍治罪法・朝

　鮮国間行里程取極約書・約定シタル朝鮮国海岸

　二於テ犯罪ノ日本国漁民取扱規則・医術開業試

　験規則・朝鮮国二於テ日本人民貿易ノ規則・朝鮮

　国海関税目・繭糸織物陶漆器共進会規則・海軍志

　願兵徴募規則・古物商取締条例など）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，44

48大蔵卿御達　第壱号ヨリ六十五号迄　明治

　十六年　大富村役所．

　大富村役所．明治！6．（1883）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：弐百四十二号。明治廿二年九

　月改正第五十四号．

　内容：大蔵省の告示．　　史料請求番号41P－1，51

49明治十六年甲号達　第壱号ヨリ六十七号迄

　　大富村役所．

　大富村役所．明治16．（1883），

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：明治廿二年九月改正，第五十

　七号．

　内容：県の布達．　　　　史料請求番号41P－1，30

50明治十六年告号御達　第壱号ヨリ百三十八

　号迄　大富村役所．

　大富村役所．明治16．（1883）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示1弐百四十五号．明治廿二年九

　月改正第五十五号．

　内容：県の告。　　　　　史料請求番号41P－1，31

51明治十五年布達表・同十六年乙号御達　大

　富村役所．

　大富村役所．明治16．（1883）．

　活版合綴1冊．17・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：四十四年十二月調査，目録外．

　明治廿二［年九月改正第［　1号］．

　内容：県の達．　　　　　史料請求番号41P－1，32
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52太政官達　第壱号ヨリ三拾三号迄　明治拾

　七年　南都留郡大富村外壱ケ村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治17．（1884）。

　活版合綴1冊．18・5cm．

　　その他の標題表示：弐百八十四号．廿二年九月改

　正第百廿九号．

　内容：太政官・諸省の布告・布達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，45

53山梨県甲号　明治十七年　大富村・勝山村

　戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治17．（1884），

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：廿二年九月改正第百廿六号．

　内容：明治十六年布達告示及達表．県の布達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，33

54明治拾七年中乙号　第壱号ヨリ第百三拾七

　号迄　南都留郡大富村・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治17．（1884），

　活版合綴！冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：廿二年九月改正第百廿五号，

　二百八十三号．

　内容：県の達．　　　　　史料請求番号41P－1，34

　　　ぼラ
55太政富第壱号ヨリ第四拾弐号迄　明治十八

　年　南都留郡大富・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治18．（1885）．

　活版合綴1冊．！8cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：百五号．第百三十三号廿二年

　九月改正．

　内容：太政官の布告・布達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，47

56明治十八年甲号　第壱号ヨリ第九拾三号迄

　　南都留郡大富・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治18．（1885）．

　活版合綴1冊．18cm，かぶせ綴．

　その他の標題表示1百六号．廿二年九月改正．第百

　三十四号．

　内容：県の布達．　　　　史料請求番号41P－1，35

57明治十八年乙号　第弐号ヨリ第百廿三号迄
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　　南都留郡大富・勝山村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治18．（1885）．

　　活版合綴1冊．18cm．四ツ目綴．

　　その他の標題表示：百七号．廿二年九月改正．第百

　　三十二号．

　　内容：県の達．　　　　史料請求番号41P－1，36－1

58内閣布達綴込　明治十九年　南都留郡大富・

　勝山村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　　活版合綴1冊．18cm，かぶせ綴．

　　その他の標題表示：第百四号．廿二年九月改正第

　　百四十五号．

　　内容：内閣の布達・勅令．史料請求番号41P－1，52

59本県甲号布達綴込　明治十九年　南都留郡

　　大富・勝山村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　　活版合綴1冊．18cm．

　　その他の標題表示：廿二年九月改メ第百四十3号．

　　第百参号．

　　内容：県の布達．　　　　史料請求番号41P－1，37

60本県乙号布達　明［治］十九年［　］年　南都

　　留郡大富・勝山村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治19，（1886）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．

　　その他の標題表示：［　コ百五号．廿二年九月改正．

　　第百四十六号．

　　内容：県の達．　　　　史料請求番号41P－1，36－2

61県令布達　明治十九年八月　南都留郡大富・

　　勝山村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　　活版合綴1冊．18cm．

　　その他の標題表示：五枚壱冊，廿二年九月改正第

　　百廿十四号．第百九拾壱号．

　　内容：県令．　　　　　史料請求番号41P－1，36－3

62本県甲号　明治廿年中　大富村一ケ村戸長

　　役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治20．（1887）．

　　活版合綴1冊．18cm．

25，山梨県南都留郡大富村勝山村戸長役場文書目録（41P－1）58－67

その他の標題表示：第百拾号．廿二年九月改正第

　　百五十七号．

　　内容：県の達。

25・2・3．布告・布達（個別

史料請求番号41P－1，38

63徴兵令改正前　明治五年ヨリ明治十二年二

　至大富村役所．
　大富村役所．明治5－12．（1872－1879）．

　活版合綴1冊．21・5cm。かぶせ綴．

　その他の標題表示：二百四十一号．二百四拾弐号．

　明治廿二年九月改正第廿号．

　内容：徴兵令・後備軍官服務概則など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，59

　　　　　　　　ママ　
642改正徴兵令　大政官第四十六号ヨリ　明

　治十二年十月廿七日　大富村役所．

　大富村役所．明治12－13．（1879－1880）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：□三号．明治廿二年九月改正

　第弐壱号．後表紙の表示：南都留郡大富村役所．

　内容：改正徴兵令・徴兵事務条例・同追加改正など，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，60

65徴兵関係達　明治十四年　南都留郡大富村
　　　マの
　役場．

　［大富村役所］．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：百六十九号．明治廿二年九月

　改正第四拾二号．後表紙の表示：戸長誉田忠義整

　備之．

　内容：予備軍及後備軍編制条例など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，56

66徴兵事務條例綴　明治廿年　南都留郡大富

　村・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治16－20．（188

　3－1887）．

　活版合綴1冊．18・5cm．

　その他の標題表示：第八拾四号．廿二年九月改正

　第百五拾四号．

　内容：徴兵令など。　　　史料請求番号41P－1，57

67現行徴兵規則備考　明治十六年



25．山梨県南都留郡大富村勝山村戸長役場文書目録（41P－1）68－76

　　編輯：黒神易直．明治16・10．（1883）．

　　活版1冊。18cm．公刊本．691頁．表紙・後表

　　紙欠．表紙・後表紙押印（山梨県南都留郡大

　　富村外壱箇村戸長役場）．

　　標題は中扉による．　　史料請求番号41P－1，58

68明治九年布達学則　附区戸長撰挙法則　壱

　　号　南都留郡大富邨役所．

　　［大富村事務所］．明治9，（1876）．

　　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第九号．

　　六十七号．

　　内容：山梨県学則・同附録・山梨県小学教則・改正

　　正副区長戸長選挙規則．史料請求番号41P－1，61

69営業税雑種税賦課規則・願書々式・地方税地

　　価井戸数割課出・地方税経費予算課出　明

　　治十二年　大富村役所．

　　大富村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：甲第百三号ヨリ百四・五・六・

　　七・八・九・十・十三号迄．明治廿二年九月改正第

　　拾七号。

　　内容：県の布達．　　　　史料請求番号41P－1，72

70産業布達綴込　明治十九年　南都留郡大富・

　勝山村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：第百七号．廿二年九月改正第

　　四十三号．

　　内容：郡内織物業組合規約案など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，71

25・2・4県報告

71山梨県学事報告　乙号　明治十年ヨリ同十

　一・十二年迄三ケ年分　大富村役所．

　大富村役所．明治10－12．（1877－1879）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：八十四号．明治廿二年九月改

　正第弐拾四号．

　内容：県の達．学事報告．史料請求番号41P－1，62

　　　　　　　　　　　　　　　　〔201〕

72山梨県勧業報告　乙号　明治十年ヨリ同十

　一・十二年迄　三ケ年分　大富村役所、

　大富村役所．明治10－12．（1877－1879）。

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：八十五号．明治廿二年九月改

　正第拾三号．

　内容：県勧業報告，　　　史料請求番号41P－1，67

73山梨県衛生報告　明治十一年ヨリ同十二年

　迄大富村役所．
　大富村役所．明治11－12．（1878－1879）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第拾八号．

　八十六号．

　内容：県の衛生報告．　　史料請求番号41P－1，65

74本県衛生御達　従明治十三年至明治十四年
　　　　　　　　　　ママラ
　　南都留郡大富村役場．

　［大富村役所］．明治13－！4．（1880－1881）．

　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：八十七号．明治廿二年九月改

　正第三拾三号．

　内容：内務省布達・衛生局雑誌，県の達・衛生報告．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，66

75勧業報告・盧栗栽製簡易法　壱・第壱号ヨリ

　第拾五号迄　明治拾参年　大富村役所．

　大富村役所．明治13．（1880）．

　活版合綴1冊．20cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：七十九号．明治廿二年九月改

　正第三拾壱号．

　内容：県勧業報告．　　　史料請求番号41P－1，68

76山梨県学事報告　明治十四年　南都留郡大

　富村役所、

　大富村役所．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．継目印．

　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第三拾九

　号．百六十弐号．後表紙の表示：戸長誉田忠義整備

　之．

　内容：山梨県の布達・達．学事報告．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P一嘩，63
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77山梨県勧業報告・農商務卿御達全明治

　十四年　中南都留郡大富邨役所．

　大富村役所．明治14．（1881）．

　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：第七十三号．明治廿二年九月

　改正第三十六号．後表紙の表示：戸長誉田忠義調

　整之．

　内容：農商務省布達（米麦大豆煙草菜種共進会規

　則）・県勧業報告．　　　史料請求番号41P－1，69

25，山梨県南都留郡大富村勝山村戸長役場文書目録（41P－！）77－87

78山梨県日誌　明治拾五年　大富村役所．

　大富村役所．明治14－15．（138H882）．

　活版合綴1冊．18・5cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：百六拾弐号．明治廿二年九月

　改正第四拾八号．後表紙の表示1戸長誉田忠義調

　整之．

　内容1県日誌．　　　　　史料請求番号41P－1，74

79勧業・衛生・学事三科報告　明治拾五年　大

　富村役所．

　大富村役所．明治15．（1882）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：第弐百九号．明治廿二年九月

　改正第四拾四号．

　内容：県勧業臨時報告・衛生報告・学事報告．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，70

80学事・衛生報告　明治十六年　大富村役所．

　大富村役所．明治16．（1883）．

　活版合綴1冊．18cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第五十六

　号．弐百四拾六号．

　内容：県の達・学事報告・衛生報告．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，64

25・2・5．郡衙達・往復・諸進達

†諸進達

81諸進達綴　明治十四年　南都留郡大富村役

　所．

　大富村役所．明治14．（1881）．

　1冊．25cm．かぶせ綴．罫紙：大富村役所榿色

　10行罫など．

　その他の標題表示1三百廿三号、明治廿二年九月

　改正第百四号．　　　　史料請求番号41P－1，75

82諸進達書　明治拾五年度分　大富村役所．

　大富村役所．明治15．（1882）．

　1冊．25cm．かぶせ綴．綴目印，罫紙：大富村

　役所榿色12行罫．

　その他の標題表示：第七十八号，明治廿二年九月

　改正第百廿九号．後表紙の表示：戸長誉田忠義調

　整之．　　　　　　　　史料請求番号41P－1，76

83諸進達　明治十六年．

　［大富村役所］．明治16．（1883）．

　1冊．25・5cm．かぶせ綴，罫紙：大富村役所榿

　色13行罫など．

　その他の標題表示：第百五十二号．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，77

84郡衙県庁進達綴　明治十七年　南都留郡大

　富村・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治17．（1884）．

　1冊．26cm．罫紙：大富村役所桃色10行罫な

　ど．

　その他の標題表示：第二百九拾壱号．明治廿二年

　九月改正第壱号．　　　史料請求番号41P－1，78

85郡衙願伺進達綴込　明治十八年中　南都留

　郡大富村・勝山村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治18．（1885）．

　1冊．25cm．かぶせ綴．表紙破損．罫紙：大富・

　勝山村役所桃色13行罫（片面）など．

　その他の標題表示：乙三十六号．明治廿二年九月

　改正，第廿四号．

　フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41P－1，79

86諸進達綴込　明治十九年中　南都留郡大富

　村外一ケ村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　1冊．25cm．かぶせ綴．罫紙：南都留郡大富村・

　勝山村戸長役場黒色回議用紙など使用．

　その他の標題表示：第百四拾四号，明治廿二年九

　月改正第四拾弐号．

　フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41P－1，80

87衛生科諸進達　明治拾五年　大富村役所．

　大富村役所．明治14－15．（1881－1882）．



　　　　　　　　　　　　　　　　　25．

1冊．26cm．かぶせ綴．

その他の標題表示：第十九号．明治廿弐年九月改

正第百三拾七号．後表紙の表示：戸長誉田忠義調

整之．

フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41P－1，86

山梨県南都留郡大富村勝山村戸長役場文書目録（41P－1）88－92　〔203〕

†郡衙達

88郡役所達綴込　明治十九年中　南都留郡大

　　富村外一ケ村戸長役場．

　　大富村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　　1冊．25・5cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示：第百参拾七号．明治廿二年九

　　月改正第四十四号．表紙裏の表示：戸長坂本栄重．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－1，81

89郡衙達綴込　甲号　明治廿年中　南都留郡

　大富邨外壱ケ村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治20．（1887）．

　1冊．25cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：第壱号．明治廿二年九月改正

　第六十七号内壱．　　史料請求番号41P－1，82－2

90明治廿年中郡衙達綴込　乙号　南都留郡大

　富村外壱ケ村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場，明治20．（1887）．

　1冊，25cm．かぶせ綴．

　その他の標題表示：第壱号．明治廿二年九月改正

　第六拾七号ノ内二．　史料請求番号41P－1，82－1

　　　　　　　†　　　　　　†

91警察往復書類　明治廿一年中　南都留郡大

　富外一ケ村戸長役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治21．（1888）．

　1冊．26cm．後表紙破損．

　その他の標題表示：明治廿二歳九月改正第八拾四

　号．

　フケ．一部開披不可．　　史料請求番号41P－1，88

92姻草作附井収獲届　明治廿一年・廿二年両

　年度　大富村外一ケ村聯合役場．

　大富村外一箇村戸長役場．明治21－22．（188

　8－1889）．

　1冊．25cm．かぶせ綴．後表紙破損．

　その他の標題表示：明治廿五年十月改第弐百拾壱

号．

フケ．一部開披不可， 史料請求番号41P－1，87


