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解　　題

　　　こだち歴　史　小立村村域は、河口湖南岸で、東は船

津村、西は勝山村に接し、旧大富村の西半とし

て、現在の河口湖町の南半の一角を占めている。

近世では、同村は郡内領に属し、『旧高旧領取

調帳』によれば、村高は、218石余であった。

　　　　　　　　　　　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）年より山梨県とな

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、船津村と合併して大富村となった。

　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」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は船津

村と分離し、引き続き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

役場を解消して、単独の「小立村役場」を置い

た。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、小立村の面積は、東西約15町・南北約35町

で、1891年（明治24）の戸口（現住戸数・本籍人口）

は、305戸、1680人であった。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。

その後、小立村は、1956年9月30日、船津村、

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、分割してこの文書群

とした（41P－2）。

　数量は29点であるが、合綴された史料を1点

と数えると、30点（『史料総覧』では目録カード

によって31点と記したが、史料請求番号89－15

は欠落と思われる）、書架延長は1mである。

史料の概要　本文書群の史料集積時期は、1876

年（明治9）年一1925年（大正14）であるが、下限の

1点は、年次、授受関係について後述するよう

に特異である。この1点を除いた下限の年次は1

909年（明治42）である。

　なお、本文書群は、25．大富村勝山村戸長役

場文書とは大富村事務所・村役所の部分が重なっ

ており、両本文書群をひとつのものであったと

見る余地はある。また、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想定図

その3河口湖町の場合」を参照していただき

たい。

　なお、本文書群は、次に述べるように大富村

事務所・村役所の文書であるが、いずれも小立

組の簿冊であって、単独に編綴された船津組の

簿冊を含んでいない。船津組のものは合綴され

た簿冊の一部に限られる。大富村廃止、小立・

船津両村再分離の際に戸長役場以前の文書を含

めて両村役場で引き分けたと思われる。そのう

ちの小立村分の一部が本文書群であろう。

　本文書群の内容は、地租改正事務にかかる
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経費および地所調査がほとんどで、これに町村

制施行以降の郡役所などの達および往復文書な

どが含まれている。目録編成の第1次項目とし

ては、大富村事務所・村役所文書（26・1。24点）、

小立村外一箇村組合役場文書（26・2。1点）、小

立村役場文書（26・3。4点）を設定した。ここに

は大富村外一箇村戸長役場文書は無い。

　26・1大富村事務所・村役所文書はほとんどが、

「地所一筆限名寄帳（簿）」「地租課出帳（簿）」であっ

て、第2次項目としては、土地、諸費課出、社

寺を設定した。さらに26・2小立村外一箇村組合

役場文書では、郡役所達を、26・3小立村役場文

書では、郡衙往復、土地、社寺を第2次項目と

した。このうち「［土地登記済通知書］」（1922－

25）は前述の通り、年次が他とは著しく離れて

おり、また区裁判所から都留税務署を宛先する

文書である。これが小立村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。

関連史料　河口湖町役場書庫には、「寛文九年」

（1669年）の標題のある「水帳」など旧船津村関係

の文書がある。『河口湖町史』の巻末「河口湖町

に保存されている古文書目録」に「旧船津村分」

とあるものがこの一部であろう。しかし本文書

群の小立村関連文書は無かった。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）はあるが、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『河口湖町古文書目録』

第1集、同教育委員会、一。
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26・1．大富村事務所・村役所文書

26・1・1．土地

†地所一筆限名寄帳（簿）

　1地所一筆限名寄帳　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　紀元二千五百三十七年明

　治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治25．

　　1冊．32cm．五ッ目綴。色表紙．紙見出し付き．

　　天・地小口表示：一．西神戸ヨリ回リ寺迄．その他

　　の標題表示：明治二十二年御改正［　］．

　　内容：大石仁左衛門分以下．

　付箋多数．開披注意．　史料請求番号41P－2，89－1

2地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限1明治22．

　1冊．32cm．五ツ目綴．色表紙紙見出し付き．

　天・地小口表示：二．西東入ロヨリ中程迄．その他

　の標題表示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内□，

　内容：誉田弥平分以下．

　付箋多数．開披注意．　史料請求番号41P－2，89－2

3地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑歳第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治22．

　1冊．32cm．五ツ目綴．色表紙．紙見出し付き．

　天・地小口表示：三．西寺前通り．その他の標題表

　示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内□．

　内容1渡辺仁右衛門分以下，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－2，89－3

4地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治21．

　1冊．32・5cm．五ッ目綴．色表紙．後表紙破損．

　紙見出し付き．

天・地小口表示：四．八西方ヨリ沖村迄．その他の

標題表示：明治廿二年九月改正第十五［　　］．

内容：渡辺孫兵衛．

付箋多数．開披注意．フケ．一部開披不可．

　　　　　　　　史料請求番号41P－2，89－4

5地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治22．

　1冊．32cm．五ツ目綴．色表紙。紙見出し付き．

　天・地小口表示1五。八南入口大，東．その他の標題

　表示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内六．

　内容：渡辺寿輔分以下．

　付箋多数。開披注意．　史料請求番号41P－2，89－5

6地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治21．

　1冊．32・5cm．五ッ目綴．色表紙．紙見出し付

　き．

　天・地小口表示：六．久南入ロヨリ回リ東迄．その

　他の標題表示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内

　□．

　内容：山中七右衛門分以下．

　一部フケ．開披注意．　史料請求番号41P－2，89－6

7地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877），

　書込み下限：明治22．

　1冊．32cm．五ツ目綴．色表紙．紙見出し付き．

　天・地小口表示：七．窪，北村通．その他の標題表

　示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内［　］．

　内容：渡辺弥平分以下．

　付箋多数．開披注意．　史料請求番号41P－2，89－7

8地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．



　作成1［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治22．

　1冊．32cm．五ッ目綴．色表紙．紙見出し付き．

　天・地小口表示1八．林加治ヤヨリ中村迄．その他

　の標題表示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内十

　内容：松井要右衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－2，89－8

9地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限1明治20．

　1冊．32cm．五ツ目綴．色表紙紙見出し付き．

　天・地小口表示：九．林新田ヨリ大門迄．その他の

　標題表示1明治廿二年九月改正第［　　］．

　内容：松井七左衛門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－2，89－9

10地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑歳八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］。（1877）．

　書込み下限：明治22．

　1冊．32・5cm．五ツ目綴．色表紙．紙見出し付

　き．

　天・地小口表示：拾．林下村ヨリ平畠迄．その他の

　標題表示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内□．

　内容：古屋源三郎分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－2，89－10

11地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑年第八月改正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877），

　書込み下限：明治20．

　1冊．32・5cm．五ッ目綴．色表紙．紙見出し付

　き．

　天・地小口表示：拾一．林南ヨリ高ギ迄．その他の

　標題表示：明治廿二年九月改正第十五号ノ内十三．

　内容：古屋森蔵分以下。

　　　　　　　　　史料請求番号41P－2，89－11

12地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　郡大富村小立組　明治十丁丑［年第1八月改
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　正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治22。

　1冊．32・5cm．五ッ目綴．色表紙．紙見出し付

　き．表紙・後表紙破損．

　天・地小口表示1拾三．乳沖南中．その他の標題表

　示：明治［　］．

　内容：［　1．

　フケ．開披不可．　　史料請求番号41P－2，89－12

13地所一筆限名寄［簿1山梨県第三拾［四区］

　都留郡大富［村］小［立組］　明治十丁丑年第

　八月改正．

　作成二［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治18．

　1冊．32cm．五ツ目綴．色表紙．紙見出し付き．

　表紙・後表紙破損．

　天・地小口表示：拾四．乳［］東．その他の標題表

　示；明治廿二年九月御改正第十［　］．

　内容：［　］．

　フケ．開披不可．　　史料請求番号41P－2，89－13

　郡大富村［小立組］明治十丁丑年第八月改

　正．

　作成：［大富村事務所］．［明治10］．（1877）．

　書込み下限：明治23．

　1冊．32cm．五ッ目綴．色表紙．紙見出し付き．

　表紙・後表紙破損．

　天・地小口表示：拾五番．その他の標題表示：明治

　廿二年九月御改正第［　　］．

14地所一筆限名寄簿　山梨県第三拾四区都留

　　内容：［　］．

　　フケ．一部開披不可．史料請求番号41P－2，89－14

26・1・2．諸費課出

15寅初納井県庁へ人民相所新築費課出帳　明

　治十一年七月十四日　大富村事務所．

　作成：大富村事務所．明治11・7・14．（1878）．

　1冊。32cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　その他の標題表記：小立組．明治廿二年九月改正

　第二十五号．　　　　　史料請求番号41P－2，95

†地租課出帳（簿）

16寅二期・三期地租課出帳　明治十一年第九
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月　大富村事務所．

作成：大富村事務所．明治11・9．（1878）．

1冊．37cm（横長半帳）．下げニツ目綴，

後表紙の表示1戸長阪本栄重・出納係・書役誉田忠

義．その他の標題表示：小立組，明治廿二年九月改

正第廿号．

フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41P－2，97

17卯地租壱・弐・三期課出帳　明治十二年七

　月　大富村役所．

　作成：大富村役所．明治12．（1879），

　1冊．36cm（横長半帳）．かぶせ綴．

　その他の標題表示：小立分五十弐号ノ内，明治廿

　二年九月改正第三十一号．

　　　　　　　　史料請求番号41P－2，98－1

18辰地租壱・弐・参期課出簿　明治十三年従七

　月　大富村役所．

　作成：大富村役所．明治13．（1880）．

　1冊．38・5cm（横長半帳）．かぶせ綴．表紙な

　ど破損．

　その他の標題表示：小立分，十三年十一月凶荒豫

　備金・分院年賦金課出．明治廿二年九月改正，三

　十六号，五十六号ノ内．

　フケ．開披不可．　　　史料請求番号41P－2，98－2

　　　　　†　　　　　†

19従明治十年七月至十一年六月民費課出帳
　　が
　□税費課出帳　九冊分　明治十一年戊寅三

　月　大富村事務所．

　作成：大富村事務所．明治11・3．（1878）．

　1冊．33cm（横長半帳）．下げニツ目綴．紙見

　出し付き．表紙破損．

　後表紙の表示：戸長阪本栄重・出納係・書役誉田忠

　義．その他の標題表示1小立組，四十五号．明治廿

　二年九月改正第二十二号．

　フケ．一部開披注意．　　史料請求番号41P－2，99

20［諸費課出簿］．

　大富村事務所．明治11．（1878）．

　1綴（2冊）．33cm（横長半帳）．下げニツ目綴．

　合綴：1．明治十年一月より十月迄祠官給料・吉田

　分署新築開業式割・明治九年七月より十年六月

　土木費割・明治八年貢租不納廿ケ年賦割・谷村分

　院十年十二月迄諸器井経費・十年一月より六月

迄警察費・川口元始祭課出簿　明治十一年第六

月四日割出シ　大富村事務所．作成：大富村事務

所．明治11（1878）．1冊，32cm（横長半帳）．下げ

ニツ目綴．その他の標題表示：小立組四十六号．

明治廿二年九月改正第十八号ノ内壱．（史料番号

100－1）．

2．明治八年貢租廿ケ年賦割・川口村八社祭典井元

始祭戸割・十年一月より六月迄警察費戸割・谷村

分院十年十二月迄経費地価割戸割・同所資本献

金端金割・明治九年山野税戸割　十一年六月一

日割出し　大富村事務所．作成：大富村事務所．

明治11（1878）．1冊．32cm（横長半帳）．下げニツ

目綴．その他の標題表示：舟津組．明治廿二年九月

改正第十七号内二．（史料番号100－4），

　　　　　　史料請求番号41P－2，100－1・4

21従明治十一年七月至同十二歳六月区長村費

　井学校組費半額課出［帳］明治十一年寅十

　二月　大富村事務所．

　作成：大富村事務所．明治11．（1878）．

　1冊．35cm（横長半帳）．下げニッ目綴．表紙・

　後表紙破損．

　後表紙の表示：戸長阪［本］栄重・出納係・書役誉田

　忠義．その他の標題表示：小立分。五十号ノ内。明

　治廿二年九月改正第二十三号．

　フケ．一部開披不可．史料請求番号41P－2，100－2

22［谷］村分院資本金［　　］初祓井利子課出帳

　　［　　］十一年寅十二月　大富村事務所．

　作成：大富村事務所．明治11・12．（1878）．

　1冊．37cm（横長半帳）．下げニツ目綴．表紙

　破損，

　後表紙の表示：戸長阪本栄重・出納係・書役誉田忠

　義．その他の標題表示：小［立］分．明治廿二年九月

　改正第二十一号．

　フケ．一部開披不可．史料請求番号41P－2，100－3

23明治八年水［　］同十一年迄［　　］課［

　　］　十二年卯［　　］　［　　］役［　　］，

　作成：大富村役所．明治12．（1879）．

　1冊．35・5cm（横長半帳）．下げニツ目綴．表

　紙欠損．

　後表紙の表示：戸長阪本栄重・出納係・書役誉田忠

　義．

　フケ．一部開披不可．史料請求番号41P－2，100－5



26・1・3．社寺

24明治九年社寺書上雛形乙号布達井附録　都

　　留郡第五区小立村．

　　大富村事務所．明治9－10．（！876－1877）．

　　1冊，28cm．

26，山梨県南都留郡小立村役場文書目録（41P－2）24－29　〔2！3〕

i　　　その他の標題表示：明治廿二年九月改正第百二十

　　　　号．

　　　　内容：社寺書上雛形ほか県よりの達，山梨県日誌

　　　　など．　　　　　　　　史料請求番号41P－2，94

26・2．小立村外一箇村組合役場文書

26・2・1．郡役所達

25郡役所達　並二直税分［本省力］達　明治二

　　十五年度　小立村外一ケ村組合役場．

　　小立村外一箇村組合役場．明治25．（1892）．

　　1冊．26cm．かぶせ綴．罫紙：南都留郡役所赤

色13行罫。小立村勝山村組合役場茶色！3行

罫など．

その他の標題表示：明治廿五年一月改第七号．

フケ．開披注意，一部不可．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－2，92

26・3．小立村役場文書

26・3・1．郡衙往復

26上級庁往復綴　明治廿六年　小立村役場．

　　小立村役場．明治26．（1893）．

　　1冊．25cm．かぶせ綴．

　　内容：農務係照会・訓令・告示・内訓．内記掛照会．

　　庶務照会など．　　　　史料請求番号41P－2，93

26●3●2．土土也

27反別地価総計名寄帳　久保組　明治二十五

　　年四月調整　南都留郡小立村．

　　作成：小立村役場，明治25．（1892）．書込み

　　下限：明治26．

　　！冊，32・5cm．六ッ目綴。

　　その他の標題表示1第弐百四拾六号　六冊ノ内三．

　　内容：渡辺貞喜分以下．　史料請求番号41P－2，90

28［土地登記済通知書］．

　［　］．大正1H4．（1922－1925）．

　1冊．20cm．表紙欠．前欠．土地登記済通知書

　用紙使用．

　谷村区裁判所福地出張所差出：，都留税務署宛．

　登記名義人の新表示はいずれも小立村民分．

　フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41P－2，91

26・3・3．社寺

29社寺関係書類　明治四十二年度　南都留郡

　小立村役場．

　小立村役場．明治42．（1909）．

　1冊．27cm．四ツ目綴．表紙破損．

　内容：神社財産及工作物登録申請，登録願，御料地

　払下願など．　　　　　史料請求番号41P－2，96


