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解　　題

　　　　　　　　みさか　　　せっとう
歴　史　大石村は、御坂山地節刀ケ岳、黒岳の

南麓、河口湖の北岸に位置し、現在の河口湖町

の北部西半を占めている。近世では、郡内領に

属し、『旧高旧領取調帳』によれば、村高は、19

9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）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（明治11）年の都留郡の分画に際しては、南

都留郡に属した。

　大石村の村政機構は、1875年の「大石村事務

所」、1878年（明治11）の「大石村役所」を経て、1

884年（明治17）の戸長役場の設置に際しては、

河口村との聯合戸長役場が組織され、「河口村

大石村戸長役場」（目録本文の表記にあたっては

名称を河口村外一箇村戸長役場に統一した）を

河口村川口組に置いた。さらに1889年（明治22）

の市制町村制の施行にあたっては、単独で施行

し、「大石村役場」を大石村の中央に置いた。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、大石村の面積は、東西約1里10町・南北約1

里4町で、1891年（明治24）の戸口（現住戸数・本

籍人口）は、231戸、1148人であった。地租改正

後（1875年（明治8））の地租は、545円41銭9厘、

反別は田6反1畝13歩、畑137町5反1畝26歩・切替

畑21町6畝16歩・宅地7町5反9畝23歩・林71町6反4

畝13歩・芝地1町6反7畝21歩・合計240町1反1畝22

歩である。

　その後、大石村は、1956年9月30日、小立村、

船津村、河口村と合併し、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』編集の際に、分割してこの文書群と

した（41p－3）。なお、この文書群に混在してい

た増富村の文書を分離した（41P－4）。

　数量は278点（『史料総覧』では、262点）、書架

延長は2mである。

史料の概要　本文書群の史料集積時期は、1669

年（寛文9）一1927年（昭和2）と長期にわたってい

るが、上下限の年次は特異なもので、主として

1770年代以降、1880年代以前の史料である。こ

の文書群は、25．大富村勝山村村戸長役場文書、

26．小立村役場文書とともに河口湖町に引き継

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。

　本文書群は、本集では、23．西原村役場文書

に次ぐ数量があり、また近世文書の方が近代文

書をはるかに上回る量である。もっともその大

部分は「御年貢皆済目録」「御年貢割付之事」（年

貢割付証文）である。近代では過半を占めるの

が「布告・布達綴」であって、これと地租改正事

務の過程で作成された土地関係の文書を除くと、

史料としての幅は広い方ではない。目録編成の

第1次項目としては、大石村名主（所）文書（27・1。

203点）、大石村戸長（事務取扱所）・村事務所・村

役所文書（27・2。29点）、布告・布達など（27・3。4

3点）、河口村外一箇村戸長役場文書（27・4。1点）、

大石村役場文書（27・5。2点）である。布告・布達

等は、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）

を編綴したものである。これらは村事務所・村



役所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（25．大富村勝山村戸長役場文書）でも行って

いる。なお名主および戸長の事務所の名称を特

定できなかったので、名主（所）、戸長（事務取

扱所）をそれぞれ仮称した。

　27・1大石村名主（所）文書は、前掲のほかに若

者組の「儀定連印帳」、水帳などの土地関係、川

普請にかかる「川除御普請出来形帳」があり、第

2次項目を村政一般、土地、年貢皆済、年貢割

付とした。なお、年貢割付状（村名不明分）とし

たシリーズ1点は、他村の可能性があるが、村

名を確認できないので本文書群のなかにとどめ

て置いた。27・2大石村戸長（事務取扱所）・村事

務所・村役所文書は、主として地租改正にかか

る「村有地一筆限取調帳」「地所取調簿」「収獲取

調帳」などであり、これも貢納・民費、土地、収
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獲、社寺とした。　27・3布告・布達などは、山

梨県の布達を添えた布告・布達の号を逐って編

綴した「御布達」などと「刑法」など個別の法令が

あるほか、県会の「被選人名籍」がある。第2

次項目としては、布告・布達（一般）、布告・布達

（個別）、県会被選名籍とした。27・4河口村外一

箇村戸長役場文書および27・5大石村役場では、

いずれも土地を第2次項目とした。

関連史料　河口湖町役場庁舎内、教育委員会お

よび大石支所には関連の旧大石村文書が無いと

のことである。

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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27・1．大石村名主（所）文書

27・1・1．村政一般

　1非常取締主法立申上候書付相江　文久三年

　　亥九月．

　　差出：船津村取締役名主彦四郎［ほか小立村・

　　勝山村・大嵐村・成沢村・川口村・浅川村取締

　　役58名．押印］．宛名：増田安兵衛様谷村御役

　　所．文久3・9．（1806）．

　　1冊．24・5cm．かぶせ綴綴目印．

　　表紙押印：渡辺，　　　史料請求番号41P－3，106

2儀定連印帳（従御公儀様被仰出候御法度御

　ケ条之趣堅相守可申云々）　慶応二丙寅六

　月　日　甲州都留郡大石村若者．

　差出：新吉［ほか：行司・後見・当世話人など1

　20名．押印］。慶応2・6．（1866）．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴。綴目印。

　内題：儀定連判之事，後表紙の表示：旧若者書類，

　後表紙押印：渡辺．　　史料請求番号41P－3，107

3乍恐以書付御下ケ奉願上候（御伝馬継立訴

　に付内済）．

　差出：川口村本組役人惣代・名主中村備後

　［ほか同村上組・長浜村外弐ケ村役人惣代・

　名主など3名．押印］．宛名：谷村御役所．明治

　2・3．（1869）．

　1通．28cm（継紙）．継目印，一部欠損．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，162

27・1・2．土地

　4郡内大石村水帳　寛文九年己酉五月三日．

　　差出：大石村甚左衛門［川口村・長浜村・勝山

　　村・小立村・舟津村・浅川村13名．押印］．寛

　　文9・5・3．（1669）．

　　1冊．32cm．四ツ目綴．継目印，加判：今井半兵

　　衛ほか4名．押印．

　　表紙押印：渡辺．　　　史料請求番号41P－3，101

5［田畑書上］．

　作成：大石村（推定）。［　］．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙欠，

内容：酉ノニ月廿六日権現之森九左工門分以下．

　　　　　　　　史料請求番号41P－3，102－1

6［田畑書上］　三号，

　作成：大石村（推定）．［　　］．

　1冊．27・5cm．四ツ目綴。

　内容：ミつ木善次右工門分以下．地番：758－1427

　番．　　　　　　　　史料請求番号41P－3，102－2

7甲斐国都留郡大石村除地書上帳　海蔵寺．

　差出：海蔵寺．宛名：甲府県御出張谷村御役

　所．明治4・3．（1871）．

　1冊．27cm．かぶせ綴，史料請求番号41P－3，108

27・1・3．年貢皆済

†年貢皆済目録

　8寅御年貢皆済目録、

　　差出：斉喜六郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　惣百姓．享保20・2．（1735），

　　1通．29cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．掛紙：名主源五右工門事甚四郎．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－1

9辰御年貢皆済目録．

　差出：真惣十郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．安永2・4。（1773）．

　1通．30cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主文治郎．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－2

10巳御年貢皆済目録．

　差出：真惣十郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．安永3・4．（1774）。

　1通．30cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主文治郎．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－3

11午御年貢皆済目録．



　差出：久平三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓，安永4・5．（1775）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主文治郎．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－4

12未御年貢皆済目録．

　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・惣百姓．安永4・12．（1775）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主文治郎．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－5

13申御年貢皆済目録．

　差出：久平三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．安永6．（1777）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主友之進．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－6

14酉御年貢皆済目録，

　葦出：久平三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．安永7・4．（1778），

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：名主弥市，　史料請求番号41P－3，153－7

15亥御年貢皆済目録．

　差出：久平三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　与頭・百姓代．安永9・4．（1780），

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主友之進．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，153－8

16子御年貢皆済目録．

　差出：久平三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　与頭・惣百姓．安永10・4，（1781）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村，名主友之進．

　　　　　　　　　　史料請求番号4，P－3，153－9

17丑御年貢皆済目録．

　差出：久平三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　与頭・題百姓。天明2・4，（1782）。
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　　　　1通．28cm（継紙）．継目印．

　　　　端裏書：大石村．弥五市．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，154－1

　　　18寅御年貢皆済目録．

　　　　差出：久平三郎（押印），宛名：［大石村］名主・

　　　　組頭・惣百姓．天明3・4．（1783），

　　　　1通．27cm（継紙）．継目印．

　　　　端裏書：大石村．弥五一．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，掲4－2

　　　19辰皆済目録，

　　　　差出：中清太夫（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　　　惣百姓．天明5・6，（1785）．

　　　　1通．30cm（継紙）．継目印，

　　　　端裏書：大石村．弥五市，

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，154－3

　　20巳皆済目録、

　　　　差出：中清太夫（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　　　惣百姓，天明6・6．（1786）．

　　　　1通，30cm（継紙）．継目印．

　　　　端裏書汰石村，弥五市．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号4m－3，154－4

　　21午皆済目録．

　　　　差出：中清太夫（押印），宛名：［大石村］名主・

　　　　惣百姓．天明7・6．（1787）．

　　　　1通．30cm（継紙）．継目印．

　　　　端裏書：大石村．与市之介．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号4炉一3，154－5

　　22未御成箇皆済目録．

　　　　差出：平彦兵衛（押印）。宛名：［大石村］名主・

　　　　組頭・惣百姓．天明8・6。（1788）．

　　　　1通．28・5cm（継紙）．継目印。

　　　　端裏書：大石村．与市之介。

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，154－6

　　23申御年貢皆済目録．

　　　　差出1守弥惣右衛門（押印），宛名：［大石村］

　　　　名主・与頭・惣百姓．寛政1・9．（1789）．

　　　　1通．28cm（継紙）。継目印．
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　　端裏書：大石村．与一之助．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－1

24酉御年貢皆済目録．

　差出：江太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　名主・組頭・惣百姓．寛政2・6．（1790）．

　1通．28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主友之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3」55－2

25戌皆済目録．

　差出：江太郎左衛門（押印）．宛名1［大石村］

　名主・組頭・惣百姓．寛政3・3．（1791）．

　1通．30・5cm（継紙）．継目印。

　端裏書：甲州都留郡大石村，源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－3

26亥御年貢皆済目録．

　差出：江太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　名主・組頭・惣百姓．寛政4・3．（1792）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－4

27丑御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・百姓代．寛政6・3．（1794）．

　1通．27cm（継紙）。継目印．

　端裏書：都留郡大石村．名主源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－5

28寅御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・百姓代．寛政7・3．（1795），

　1通。26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書；大石村．名主源之進。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－6

29卯御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・百姓代．寛政8・3．（1796）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．源之進．

史料請求番号41P－3，155－7

30辰御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・惣百姓．寛政9・3．（1797）．

　1通．31・5cm（継紙）．

　端裏書：大石村．名主忠兵右衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－8

31巳御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・百姓代．寛政10・3．（1798），

　1通，31・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主五右衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－9

32午御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・惣百姓．寛政11・3．（1799）．

　1通．31cm（継紙）．継目印。

　端裏書：大石村．勘左衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－10

33未御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・惣百姓．寛政12・3．（1800）．

　1通．31cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村，名主善右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，155－11

34申御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）。宛名：［大石村］名

　主・与頭・惣百姓．享和1・3．（1801）．

　1通．32cm（継紙）。継目印．

　端裏書：大石村，名主源五左衛門被仰渡候．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，156－1

35酉御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・与頭・惣百姓．享和2・3．（1802）．

　1通．31cm（継紙）．

　端裏書：大石村，　　史料請求番号41P－3，156－2



36戌御年貢皆済目録．

　差串：川平右衛門（押印）。宛名：［大石村］名

　主・与頭・惣百姓．享和3・3．（1803）．

　1通．30・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村。　　史料請求番号41P－3，156－3

37亥御年貢皆済目録．

　差出：川平右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・惣百姓．文化1・3．（1804）．

　1通．31・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主助治郎，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－1

38子御年貢皆済目録．

　差出：簑笠之助（押印）．宛名：［大石村］名主・

　与頭・惣百姓．文化2・3．（1805）。

　1通．31・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．　　史料請求番号41P－3，157－2

39丑御年貢皆済目録．

　差出：簑笠之助（押印），宛名：［大石村］名主・

　与頭・惣百姓．文化3・3．（1806）．

　1通．32cm（継紙）．継目印．

　端裏書：大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－3

40卯御年貢皆済目録、

　差出：簑笠之助（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．文化5・3．（1808）、

　1通，31・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：都留郡大石村，名主勘左衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－4

41辰御年貢皆済目録、

　差出：野松三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化6・7．（1809），

　1通。31cm（継紙）．継目印．

　端裏書1大石村，名主善蔵．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－5

42巳皆済目録．

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓，文化7・1L（1810），
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　　　　！通．28cm（継紙）．継目印．

　　　　端裏書1都留郡大石村．名主九重郎．

　　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－6

43午皆済目録．

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化8・8．（1811）．

　1通．27・5cm（継紙）、継目印．

　端裏書：都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－7

44未皆済目録．

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化9・11．（！812）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－8

45申皆済目録、

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化10・8．（1813）．

　1通．26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主弥市．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－9

46酉皆済目録．

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化11・12．（1814）．

　1通，26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．与一之介．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－11

47戌皆済目録．

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化12・12．（1815）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．忠左衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－12

48亥皆済目録、

　差出：矢松次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化13，（1816），

　1通．26・5cm（継紙）．継目印．
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端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－15

49子御年貢皆済目録．

　差出＝鈴伝市郎（押印〉．宛名1［大石村］名主・

　組頭・百姓代．文化14・3．（1817）．

　1通．30・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，157－10

50丑御年貢皆済目録．

　差出：鈴伝市郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．文化15・10．（1818）．

　1通．30・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－16

51卯御年貢皆済目録．

　差出：山大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・組

　頭・惣百姓．文政3・5．（1820）．

　1通．31・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．与市之助．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－1

52巳御年貢皆済目録．

　差出：山大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・組

　頭・惣百姓．文政5・4．（1822）。

　1通．31cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－2

53午御年貢皆済目録、

　差出：山大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・組

　頭・惣百姓．文政6・4．（1823）．

　1通．30・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－3

54未御年貢皆済目録．

　差出：吉栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・百姓代．文政7・4．（1824）．

　1通．26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

史料請求番号41P－3，158－4

55申御年貢皆済目録．

　差出：吉栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・百姓代．文政8・4．（1825）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－5

56酉御年貢皆済目録．

　差出：吉栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・百姓代，文政9・4．（1826）．

　1通．28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－6

57戌御年貢皆済目録．

　差出：吉栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・百姓代．文政10・4．（1827）．

　1通．28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－7

58亥御年貢皆済目録．

　差出：吉栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　主・組頭・百姓代．文政11・4．（1828）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－8

59子御年貢皆済目録．

　差出：大次右衛門（押印）．宛名1［大石村名主・

　組頭・百姓代］．文政12・5．（1829）。

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．後欠．

　 端裏書：大石村，名主助右衛門．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，158－9

60卯皆済目録．

　差出：柴善之丞（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．天保3・4．（1832）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－1
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61辰皆済目録．

　差出：柴善之丞（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．天保4・4．（1833）。

　1通．28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主勇右衛門，

　開披注意，　　　　　史料請求番号41P－3，159－2

62巳御年貢皆済目録．

　差出：柴善之丞（押印）。宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．天保5・3，（1834）．

　1通．28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主文五右衛門，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－3

63午皆済目録．

　差出：柴善之丞（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．天保6・4．（1835）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，名主文五右衛門，

　フケ．　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－4

64未御年貢皆済目録．

　差出：［　　］．宛名：［大石村］．天保7推定．（1

　836）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主孫重郎．

　フケ，開披不可．　　史料請求番号41P－3，159－5

65申御年貢皆済目録．

　差出：西貞太郎。宛名：［大石村］名主・組頭・

　百姓代，天保8・3、（1837）．

　1通，28cm（継紙）．継目印．

　端裏書1名主政兵衛．

　フケ．開披不可，　　史料請求番号41P－3，159－6

66戌御年貢皆済目録、

　差出：江太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　名主・組頭・百姓代．天保10・4．（1839）．

　1通．27cm（継紙）．継目印。

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主勇右衛門．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－7

67亥御年貢皆済目録、

差出：江太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

名主・組頭・百姓代．天保11・4．（1840）．

1通．27cm（継紙）．継目印．

端裏書：甲州都留郡大石村，名主勇右衛門．

　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－8

68子御年貢皆済目録，

　差出：篠彦次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　与頭・百姓代．天保12・4．（1841），

　1通．27cm（継紙）．継目印，

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－9

69酉御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．天保14・4．（1843）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－10

70寅御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭．天保14・4．（1843）．

　1通。27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村、

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－11

71卯御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．天保15・4．（1844）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－12

72辰御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．弘化2・4．（1845）．

　1通．27cm（継紙）．継目印。

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－1

73巳御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・
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　　組頭・百姓代．弘化3・4，（1846）。

　　1通，27・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．掛紙：名主政兵衛．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－2

74午御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印），宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．弘化4・4．（1847）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主友吉．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－3

75未御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．嘉永1・4．（1848）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主雄右衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－4

76申御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎．宛名：［大石村］名主・組頭・

　百姓代，嘉永2・4．（1849）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－5

刀酉御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．嘉永3・4．（1850）．

　1通．28cm（継紙），継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－6

78戌御年貢皆済目録．

　差出：佐道太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．嘉永4・4，（1851）．

　1通。28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－7

79亥御年貢皆済目録．

　差出：森岡太郎．宛名：［大石村］名主・組頭・

　百姓代．嘉永5・4．（1852）．

1通．27・5cm（継紙）．継目印」

端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－8

80丑御年貢皆済目録．

　差出：森岡太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．嘉永7・4．（1854）．

　1通．27cm（継紙），継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－9

81寅御年貢皆済目録．

　差出：森岡太郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．安政2・4．（1855）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－10

82卯皆済目録．

　差出：清孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．安政3・4．（1856）．

　1通．28cm（継紙）．継目印，

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－11

83辰皆済目録、

　差出：清孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．安政4・4．（1857）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－12

84巳皆済目録．

　差出：清孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代。安政5・4．（1858）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－13

85午皆済目録．

　差出：清孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．安政6・4．（1859）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．
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端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－14

86未皆済目録．

　差出：清孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．万延1・4．（1860）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－15

87申皆済目録．

　差出：清孫次郎（押印）。宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．文久1・4．（1861）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書1甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－16

88酉御年貢皆済目録、

　差出：内多次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．文久2・4．（1862）．

　1通．26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号4，P－3，160－17

89戌御年貢皆済目録．

　差出：内多次郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．文久3・4．（1863）．

　1通．27・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－18

90亥御年貢皆済目録．

　差出：増安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．元治1・4．（1864）．

　1通．28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－19

91子御年貢皆済目録．

　差出：増安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．元治3・4．（1866）．

　1通。28cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

史料請求番号41P－3，160－20

92丑御年貢皆済目録．

　差出：増安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．慶応2・4．（1866）．

　1通．27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－21

93寅御年貢皆済目録。

　差出：増安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．慶応3・4．（1867）．

　1通．28・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－22

94卯御年貢皆済目録．

　差出：柴桂次郎（押印），宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．慶応4・4．（1868）．

　1通．26・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－23

95辰御年貢皆済目録．

　差出：石守人（押印）．宛名：［大石村］名主・組

　頭・百姓代．明治2・1．（1869）．

　1通．27cm（継紙）。継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－24

96巳御年貢皆済目録．

　差出：甲府県庁（押印），宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．明治2・12．（1869）．

　！通．27・5cm（継紙）．継目印．一部欠損．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－25

97午御年貢皆済目録．

　差出：甲府県庁（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・百姓代．明治3・12．（1870）．

　！通，27cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－26



〔228〕　27．山梨県南都留郡大石村役場文書目録（41P－3）98－110

98未御年貢皆済目録．

　　差出：山梨県庁（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・百姓代．明治4・12．（1871）．

　　1通．28cm（継紙）．継目印．一部欠損，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，160－27

27・1・4．年貢割付

†年貢割付状

99丑御年貢可納割付之事．

　　差出：山本平八郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・惣百姓．宝暦7・10．（1757）．

　　1通．32cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主文左衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，143－1

100辰御年貢可納割付之事、

　　差出：江太郎左衛門（押印〉．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．宝暦10・10，（1760）．

　　1通．32cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主文左衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，143－2

101巳御年貢可納割附之事．

　　差出：江太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．宝暦11・10．（1761）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主弥市．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，143－3

102午御年貢可納割付之事．

　　差出：江太郎左衛門（押印），宛名：大石村名

　　主・与頭・惣百姓．宝暦12・10．（1762）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主弥市．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，143－4

103未御年貢可納割付之事．

　　差出：会田伊右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．宝暦13・10．（1763）．

　　！通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村，名主弥市．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，143－5

104戌御年貢可納割付之事．

　　差出＝大十三郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．明和3・10．（1766）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石．　　　史料請求番号41P－3，144－1

105亥御年貢可納割附之事．

　　差出：岩直右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．明和4・10．（1767）．

　　1通．32・5cm（継紙）。継目印．

　　端裏書：大石村．　　史料請求番号41P－3，144－2

106子御年貢可納割付之事．

　　差出：岩直右衛門（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．明和5・10，（1768）．

　　1通。33cm（継紙），継目印．

　　端裏書：大石村，名主文左衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，144－3

107丑御年貢割付之事．

　　差出：岩松直右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・長百姓・惣百姓．明和6・10．（1769）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主文左衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，144－4

108辰御年貢可納割付之事．

　　差出：真惣十郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．安永1・10．（1772）．

　　1通．30cm（継紙）。継目印．

　　端裏書：大石村，名主文次郎，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－1

109巳御年貢可納割付之事，

　　差出：真惣十郎（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．安永2・10．（1773）．

　　1通．30cm（継紙）．継目印，

　　端裏書：大石村．名主文次郎．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－2

110未御年貢可納割付之事、

　　差出：久平三郎．宛名：［大石村］名主・惣百姓．

　　安永4・10．（1775）．



1通。32・5cm（継紙）．継目印．

端裏書：大石村，名主文次郎．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－3

111申御年貢割附之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・長百姓・惣百姓．安永5・10，（1776）。

　　1通，33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書1大石村．名主友之進．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－4

112酉御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・与頭・惣百姓．安永6・12．（1777）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主弥市，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－5

113戌御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安永7・11．（1778）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村，名主弥市．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－6

114亥御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安永8・12．（1779）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主友之進．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－7

115子御年貢可納割附之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安永9・11．（！780）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主友之進，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，145－8

116丑御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天明1・11．（1781）．

　　1通，33・5cm（継紙）継目印．
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端裏書：天明年中八年分．大石村．弥五市．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，146－1

117寅御年貢可納割付之事．

　　差出：久保平三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天明2・1L（1782）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　端裏書：大石村，名主弥五一。

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，146－2

118辰御年貢可納割附之事．

　　差出：中井清太夫（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天明4・10．（1784）．

　　！通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．弥五一，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，146－3

119巳御年貢可納割付之事．

　　差出：中井清太夫（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・与頭・惣百姓．天明5・10．（1785）．

　　1通．33cm（継紙）。継目印．

　　端裏書1大石村．名主弥五市．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，146－4

120未御年貢可納割付之事．

　　差出：平岡彦兵衛（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天明7・10．（1787）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．与市介．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，146－5

121申御年貢可納割附之事．

　　差出：守屋弥惣右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．天明8・12．（1788）．

　　！通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村，与一之助，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，146－6

122酉御年貢可納割附之事．

　　差出：守屋弥惣右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．寛政1・10，（1789）．

　　1通。32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．友之進．
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　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－1

123－135

123戌御年貢可納割付之事．

　　差出：江川太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．寛政2・10。（1790）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村，源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－2

124亥御年貢可納割付之事．

　　差出：江川太郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．寛政3・10．（1791）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－3

125子御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名1［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．寛政4・10．（1792）．

　　1通．33・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：都留郡大石村。名主源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－4

126丑御年貢可納割附之事．

　　差出：小笠原仁右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政5・10．（1793）．

　　1通．34cm（継紙），継目印．

　　端裏書：都留郡大石村．名主源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－5

127寅御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政6・10．（1794）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主源之進．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－6

128卯御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政7・10．（1795）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印，

　　端裏書：大石村．源之進。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－7

129辰御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政8・10。（1796）．

　　1通．33cm（継紙），

　　端裏書：大石村．忠兵右衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－8

130巳御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政9・10．（1797）．

　　1通．32cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主五右工門，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－9

131午御年貢可納割付之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名1［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政10・10．（1798），

　　1通．32cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．　　史料請求番号41P－3，147－10

132未御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村1

　　名主・与頭・惣百姓．寛政11・10．（1799），

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村，名主五左衛門，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，147－11

133申御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．寛政12・10．（1800）．

　　1通．32・5cm（継紙），継目印．

　　端裏書：大石村．　　史料請求番号41P－3，147－12

134酉御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．享和1・10。（1801）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．　　史料請求番号41P－3，148－1

135戌御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．享和2・10．（1802）．

　　1通．32cm（継紙）．継目印．
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端裏書：大石村．名主幸右衛門．

　　　　　　　　史料請求番号41P－3，148－2

136亥御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・与頭・惣百姓．享和3・！0．（1803）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村，名主助次郎．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，148－3

137子御年貢可納割附之事．

　　差出：川崎平右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．文化1・10，（1804）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．　　史料請求番号41P－3，149－1

138丑御年貢可納割附之事．

　　差出：簑笠之助（押印）、宛名1［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文化2・10．（1805）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：大石村．名主助右工門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－2

139寅御年貢可納割附之事．

　　差出：簑笠之助（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　与頭・惣百姓．文化3・10．（1806）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書1都留郡大石村。名主仁之丈．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－3

140卯御年貢可納割附之事．

　　差出：簑笠之助（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文化4・10．（1807）．

　　1通．32cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．その他の標題表示：名

　　主七左衛門，　　　　史料請求番号41P－3，149－4

141辰御年貢可納割附之事．

　　差出：野田松三郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文化5・10．（1808）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印，

　端裏書：名主善蔵．　史料請求番号41P－3，149－5

142巳御年貢可納割附之事．

　　差出：矢橋松次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文化6・10．（1809）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　端裏書1都留郡大石村，名主九重郎．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－6

143午御年貢可納割附之事．

　　差出：矢橋松次郎（押印）．宛名：［大石村名主］・

　　組頭・惣百姓．文化7・10。（！810）．

　　！通，33cm（継紙）。継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村，名主助右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－7

144未御年貢可納割附之事．

　　差出：矢橋松三郎（押印）．宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．文化8・10．（1811）．

1通．33cm（継紙）．継目印．

端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　史料請求番号41P－3，餌9－8

145申御年貢可納割附之事、

　　差出：矢橋松次郎（押印）．宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．文化9・10。（1812）．

1通．30cm（継紙），継目印，

端裏書：甲斐国都留郡大石村．名主弥市．

　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－9

146酉御年貢可納割附之事．

　　差出：矢橋松次郎（押印）。宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．文化10・10．（1813）．

1通．29cm（継紙），継目印．

端裏書：甲斐国都留郡大石村．名主与一之介．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－10

147戌御年貢可納割附之事、

　　差出：矢橋松次郎（押印）．宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．文化11・10．（1814）．

1通．29cm（継紙）．継目印．

端裏書1甲州都留郡大石村．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－11

148亥御年貢可納割附之事．
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　　差出：矢橋松次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文化12・10．（1815），

　　1通．30cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－12

149－160

149子御年貢可納割附之事．

　　差出：矢橋松次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文化13・10。（1816）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－13

150丑御年貢可納割附之事。

　　差出：鈴木伝市郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文化14・10．（1817）．

　　1通．34cm（継紙），継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村。名主助右衛門，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，149－14

151寅御年貢可納割附之事、

　　差出：山本大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文政1・10．（1818）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書1甲州都留郡［大石村］．名主弥市．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－1

152卯御年貢可納割付之事．

　　差出：山本大膳（押印），宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文政2・10．（1819）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－2

153辰御年貢可納割付之事．

　　差出：山本大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文政3・10．（1820）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－3

154巳御年貢可納割附之事．

　　差出：山本大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・

組頭・惣百姓．文政4・10．（！821）．

1通．33・5cm（継紙）継目印．

端裏書1甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－4

155午御年貢可納割付之事．

　　差出1山本大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文政5・10．（1822）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－5

156未御年貢可納割付之事．

　　差出：山本大膳（押印）．宛名：［大石村］名主・

　　組頭・惣百姓．文政6・10．（1823）．

　　1通．32・5cm（継紙），継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－6

157酉御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．文政8・10．（1825），

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－7

158戌御年貢可納割附之事．

　　差出：吉川栄左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．文政9・10．（1826）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－8

159亥御年貢可納割附之事，

　　差出：吉川栄左衛門（押印）。宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．文政10・10．（1827）．

　　1通．33・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書1甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－9

160子御年貢可納割附之事．

　　差出：大貫次右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．文政11・10．（1828）．



1通．33cm（継紙）．継目印．

端裏書1甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－10

161丑御年貢可納割附之事．

　　差出：大貫次右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．文政12・1L（1829）．

　　1通．33・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．名主助右衛門，

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，150－11

162寅御年貢可納割附之事．

　　差出：大貫次右衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．天保1・11．（1830）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．名主助右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，15H

163卯御年貢可納割附之事．

　　差出：柴田善之丞（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天保2・10．（1831）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，151－2

164辰御年貢可納割附之事．

　　差出：柴田善之丞（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天保3・10．（1832）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．名主勇右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，151－3

165巳御年貢可納割附之事．

　　差出：柴田善之丞（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天保4・10．（1833）．

　　1通．33・5cm（継紙）．継目印．一部欠損．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　フケ．開披注意．　　史料請求番号41P－3，151－4

166午御年貢可納割附之事．

　　差出：［　］．宛名：［　］．［天保5］．（1834）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．
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史料請求番号弔P－3，151－5

167未御年貢可納割附之事．

　　差出：［　］。宛名1［　コ．［天保6］．（1835）．

　　1通．33cm（継紙）．

　　端裏書：甲州都留郡大石村．名主弥重郎，

　　フケ．開披不可．　　史料請求番号41P－3，151－6

168戌御年貢可納割附之事．

　　差出：［江太］郎左衛門（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．天保9・10．（1838）．

　　1通，29・5cm（継紙）．継目印．一部欠損，

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，159－13

169子御年貢可納割附之事．

　　差出：篠本彦次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天保ll・10．（1840）．

　　1通．29・5cm（継紙）．継目印．一部欠損。

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．名主彦左衛門．

　　フケ．開披不可．　　史料請求番号41P－3，151－7

170丑御年貢可納割附之事、

　　差出：篠本彦次郎（押印）．宛名：［　　］。天

　　保12・10．（184！），

　　1通．29・5cm（継紙）．継目印．一部欠損．

　　端裏書：［名主1三郎次．

　　フケ，開披不可、　　史料請求番号41P－3，151－8

171寅御年貢可納割附之事．

　　差出：篠本彦次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．天保13・10．（1842），

　　1通．29cm（継紙）．継目印，

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．名主雄右衛門．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，151－9

172［卯御年貢可納割附之事1．

　　差出：［　］．宛名：［　］．［天保14］．（1843）．

　　1通．32cm（継紙）．継目印．一部欠損．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．名主弥重郎．

　　フケ．開披不可。　　史料請求番号41P－3，151－10

173辰御年貢可納割附之事．
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　　差出＝佐々木道太郎（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．天保15・10．（1844）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．名主左助．

　　フケ，開披不可．　　史料請求番号41P－3，151－11

174－185

174巳御年貢可納割附之事．

　　差出：佐々木道太郎（押印）。宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．弘化2・10．（1845）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－1

175午御年貢可納割附之事．

　　差出：佐々木道太郎（押印），宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．弘化3・10．（1846）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－2

176未御年貢可納割附之事．

　　差出：佐々木道太郎（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．弘化4・10．（1847）．

　　1通．32・5cm（継紙）．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－3

177申御年貢可納割附之事．

　　差出：佐々木道太郎（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．嘉永1・10．（1848）．

　　1通．33・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書1甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－4

178酉御年貢可納割附．

　　差出：佐々木道太郎（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．嘉永2・10．（1849）．

　　1通．31・5cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村。

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－5

179戌御年貢可納割附之事．

　　差出：佐々木道太郎（押印）．宛名：［大石村］

名主・組頭・惣百姓．嘉永3・10．（1850）．

1通．33・5cm（継紙）．継目印．

端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－6

180亥御年貢可納割附之事．

　　差出：佐々木道太郎（押印）．宛名：［大石村］

　　名主・組頭・惣百姓．嘉永4・10．（1851），

　　1通．33・5cm（継紙），継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－7

181丑御年貢可納割附之事．

　　差出：森田岡太郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．嘉永6・10．（1853）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－8

182寅御年貢可納割付之事．

　　差出：森田岡太郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．嘉永7・10．（1854）．

　　1通．33・5cm．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－9

183卯御年貢可納割附之事．

　　差出：清水孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安政2・10．（1855）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－10

184辰御年貢可納割附之事．

　　差出：清水孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安政3・10．（1856）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－11

185巳御年貢可納割附之事．

　　差出：清水孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安政4・10，（！857）。
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1通．33cm（継紙）．継目印．

端裏書1甲斐国都留郡大石村，

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－12

186午御年貢可納割附之事．

　　差出：清水孫次郎（押印），宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安政5・10．（1858）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－13

187未御年貢可納割附之事，

　　差出：清水孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．安政6・10．（1859），

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－14

188申御年貢可納割附之事．

　　差出：清水孫次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．万延1・10．（1860）．

　　1通．33cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－15

189酉御年貢可納割附之事．

　　差出：内海多次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文久1・10．（1861）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－16

190戌御年貢可納割附之事，

　　差出：内海多次郎（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文久2・10．（1862）．

　　1通．31・5cm（継紙）．継目印．

　端裏書：甲州都留郡大石村．

　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－17

191亥御年貢可納割附之事．

　　差出：増田安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名

　　主・組頭・惣百姓．文久3・10．（1863）．

　　1通．32・5cm（継紙）．継目印．

端裏書1甲斐国都留郡大石村．掛紙：名主佐重郎．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－18

192子御年貢可納割附之事．

差出：増田安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．元治1・10．（1864）．

1通．32・5cm（継紙），継目印．

端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－19

193丑御年貢可納割附之事．

差出1増田安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．慶応1・10．（1865）．

1通、33cm（継紙）．継目印．

端裏書1甲斐国都留郡大石村，

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－20

194寅御年貢可納割附之事．

差出1増田安兵衛（押印）．宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．慶応2・10．（1866）．

1通，34cm（継紙）．継目印．

端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－21

195卯御年貢可納割附之事．

差出：柴田桂次郎（押印），宛名：［大石村］名

主・組頭・惣百姓．慶応3・10．（1867）．

1通．32・5cm（継紙）．継目印．

端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－22

196辰御年貢可納割附之事．

差出：石田守人（押印）．宛名：［大石村］名主・

組頭・惣百姓．明治1・10．（1868）．

1通．33・5cm（継紙）．継目印．一部欠損。

端裏書：甲斐国都留郡大石村．

　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－23

197巳御年貢可納割付之事．

差出：甲府県庁（押印）．宛名：［大石村］名主・

組頭・惣百姓．明治2・10．（1869）．

1通．34cm（継紙）．継目印，

端裏書：甲斐国都留郡大石村．
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　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，152－24

198－207

198庚午御年貢割附，

　　差出：甲府県庁（押印）．宛名：［大石村］名主・

　組頭・惣百姓．明治3・10．（1870）．

　　1通．33cm．　　　史料請求番号41P－3，152－25

†年貢割付状（村名不明分）

199［亥御年貢割付之事］．

　　差出：柴村藤三郎（押印）．宛名：名主・惣百姓．

　　明和4・10．（1767）。

　　1通．29・5cm（継紙）．継目印．前欠．

　　内容：村名不明．　　史料請求番号41P－3，144－5

200申御年貢可納割付之事．

　　差出：武嶋左膳（押印）．宛名：名主・長百姓・

　　惣百姓，天明8・10。（1788）．

　　1通．32・5cm（継紙）．前欠．

　　内容：村名不明．他村混入か，

　　フケ．開披不可．　　史料請求番号41P－3，146－7

27・1・5．川除普請

†川除御普請出来形帳

201当巳春川除御普請出来形帳　巳四月　大石

　　村名主五右衛門．

　　差出：大石村名主五右衛門［ほか年寄・百姓

　　代3名．押印］．宛名：川崎平右衛門様御役所．

　　寛政9・4．（1797）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目印．押切印（谷村

　　御役所）．　　　　　史料請求番号41P－3，103

202申春定式川除御普請出来形帳　寛政十二年

　　申四月　大石村、

　　差出：大石村名主重兵衛［ほか組頭・百姓代3

　　名．押印］．宛名：川崎平右衛門様御役所．寛

　　政12・4．（1800）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．綴目印．押切印（谷村

　　御役所）．　　　　　史料請求番号41P－3，104

203川除御普請出来形帳　享和元年酉七月　大

　　石村．

　　差出：大石村名主源五左工門［与頭・百姓代3

　　名．押印］．宛名：川崎平右衛門様御役所．享

　　和1・7．（1801）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴。綴目印．押切印（谷村

　　御役所）．　　　　　史料請求番号41P－3，105

27・2．大石村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書

27・2・1．貢納・民費

204壬申歳民費取調帳　都留郡第五区大石村．

　　差出＝大石村戸長堀内宗四郎［ほか副戸長2

　　名．押印］．宛名：副区長．明治7・8・26．（1874）。

　　1冊．24・5cm．かぶせ綴。

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，109

205酉御貢納勘定帳　弐番（朱書）明治七年甲

　　戌二月　戸長堀内雄右衛門・副戸長堀内治

　　右衛門・同断渡辺与市．

　　作成二［大石村］戸長堀内雄右衛門［ほか副戸

　　長2名］。明治7・2．（1874）．

　　1冊．27cm．かぶせ綴綴目印．

　　標題は内表紙による，その他の標題表示：酉ノニ

　　納．内表紙押印：渡辺．内容：堀内重郎右衛門分以

　　下．　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，110

27・2・2．土地

206貸地料調帳　鉢窪山之部．

　　作成：［　　］．明治［　　］．

　　1冊．25・5cm。一部欠損．罫紙：無題桃色12行

　　罫．

　　内容：堀内丑太郎分以下．

　　フケ．開披注意．　　　史料請求番号41P－3，163

207地価金増減相簿　百五拾六号（朱書）　明治

　　十一年二月ヨリ　南都留郡大富村役所（貼

　　紙）．

　　作成：大石村事務所．明治11・2，（1878）．明

　　治15．

　　1冊．24・5cm．

　　貼紙下の表示1第三拾四区大石村事務所．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，121



208［一筆限反別地価取調簿］．

　　作成：大石村事務所（推定）．明治［　　］。

　　1冊．28cm．表紙なし．地主押印．

　　地番：2781－2986番．　史料請求番号41P－3，122

209存置官林及社地有調帳．

　　大石村役所．明治7－14．（1874－1881），

　　1冊．27・5cm．後表紙なし，

　　内容：1．存置官林箇所取調帳拍，明治7．

　　2．存置祠取調書，明治14・8・29．

　　3、地主並地主総代人誓約書，明治18・12．

　　4．廃堂取調書，海蔵寺末阿弥陀堂，明治7・2・15．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，127

210地券入費仮割賦簿　明治十年第三月　日

　　第三十四区戸長担当堀内治右衛門．

　　作成二堀内治右衛門．明治10・3．（1877）．

　　1冊．26・5cm．

　　表紙押印：渡辺，その他の標題表示（朱書）1五十四

　　号、

　　内容：石原平吉分以下．史料請求番号41P－3，129

†村有地一筆限取調帳

211村有地一筆限取調帳　字入山西沢　大石村
　　　　ママラ
　　役場．

　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．25cm．

　　地番：1－100番．　　　　史料請求番号41P－3，115

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママラ212一村有地一筆限取調帳　字城　大石村役場．

　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．24・5cm．

　　地番：1－40番．　　　　史料請求番号41P－3，116

213村有地一筆限取調帳　字馬乗石山　大石村
　　　　ママラ
　　役場．

　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．24・5cm，

　　地番：1－43番．

　　一部フケ，開披注意．史料請求番号41P－3，117－1

214村有地一筆限取調帳　字馬乗石山　大石村
　　　　ママラ
　　役場．
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　　　作成：大石村役所（推定）、明治［　］．

　　　1冊．24cm．

　　　地番：1－43番，

　　　フケ，開披注意．　　史料請求番号41P－3，117－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モママラ　215村有地一筆限取調帳　字戸沢　大石村役場．

　　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］、

　　　1冊、24・5cm．

　　　その他の標題表示：已人持分．

　　　地番11－29番．　　　　史料請求番号41P－3，118

　216一筆限取調帳　字入山之内長門　大石村役
　　　　ママラ
　　　場．

　　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］．

　　　1冊，24・5cm．

　　　地番：字赤岩1－195番．関連史料：218（史料番号16

　　　4）．　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，119

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しママ　
　217村有地一筆限　字上奥川向大石村役場．

　　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］．

　　　1冊．24cm．

　　　地番：1－162番．　　　史料請求番号41P－3，120

　218［村有地一筆限取調帳］．

　　　作成：大石村役所（推定）．明治［　　］．

　　　1冊．24cm．かぶせ綴．一部破損．表紙記載な

　　　し，

　　　地番：1－195番．字赤石石原喜代蔵分以下．216史

　　　料番号119の下書か．

　　　フケ．　　　　　　　　史料請求番号41P－3，164

　　　　　　　　†　　　　　　†

　219地所取調総計簿　都留郡第五区大石村．

　　　差出：大石村戸長堀内宗作［ほか副戸長・伍

　　　長惣代・担当人11名］．宛名：山梨県令藤村紫

　　　朗．明治9・3・24．（1876）．

　　　1冊．25cm．　　　　史料請求番号41P－3，112

　†地所取調簿

　220地所取調簿　八ノ内壱番（朱書）　山梨県第

　　　三拾四区都留郡大石村．

　　　作成：大石村事務所（推定）．明治［　　］．

　　　1冊．24cm．地主押印．

　　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示（朱書）：八冊二
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　　十七号．

　　地番：1－400番。　　史料請求番号41P－3，113－1

221－232

221地所取調簿　八ノ内三番（朱書）山梨県第

　　三拾四区都留郡大石村．

　　作成：大石村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．23・5cm．地主押印．

　　地番：801－1200番．　史料請求番号41P－3，113－2

222［地所取調簿］、

　　作成：大石村事務所（推定）．明治［　馬］．

　　1冊．24・5cm．表紙欠．地主押印．

　　地番：1997－2412／3番．

　　　　　　　　　　　史料請求番号4重P－3，113－3

27・2・3．収獲

†収獲取調帳

223収獲取調帳　壱番　都留郡第五区大石村．

　　作成：大石村（推定）．明治［　　］．

　　1冊。25cm．地主押印．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示（朱書）：壱番．

　　内容：石原そて分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，111－1

224収獲取調帳　弐番　都留郡第五区大石村．

　　作成：大石村（推定）．明治［　　］．

　　1冊．24・5cm．地主押印．

　　表紙押印：渡辺．

　　内容：渡辺新右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，111－2

225［収獲取調帳］．

　　作成：大石村（推定）．明治［　　］．

　　1冊，25cm．表紙欠．地主押印。

　　内容：塀内弥兵衛分以下，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，165

226収獲取調帳　三番　都留郡第五区大石村．

　　作成：大石村（推定），明治［ 　］．

　　1冊．24cm．かぶせ綴地主押印，

　　表紙押印：渡辺．

　　内容：堀内雄右衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，111－3

227収獲取調帳　五番　都留郡第五区大石村．

　　作成：大石村（推定）．明治［　　］．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：五番．

　　内容：堀内忠治右工門分以下，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，肇11－4

228収獲取調帳　七番　大石村．

　　作成：大石村（推定）．明治［　］．

　　1冊．25cm．地主押印．

　　表紙押印：渡辺．

　　内容：貴家金三郎分以下，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，111－5

　　　　　　　†　　　　　　†

229巳歳私墾畑作徳金請取帳　明治十四歳十一

　　月　南都留郡大石村戸長渡辺与市．

　　差出1［大石村戸長］渡辺与市．宛名：戸長梶

　　原寿作．明治15・3・28．（1882）．

　　1冊。24cm．かぶせ綴

　　表紙押印：渡辺．　　　史料請求番号41P－3，114

230私墾畑桑駄数取調書　百三十九号（朱書）

　　明治十一年九月調　第三十四区大石村事務

　　所，

　　大石村事務所。明治11．（1878）．

　　1冊，25・5cm．　　　史料請求番号41P－3，123

27・2・4．社寺

231記相（浅間大神など社井神具預に付受取）．

　　差出：［大石村］戸長堀内雄右衛門［ほか副戸

　　長2名］．宛名：副区長中村寿作。明治6・10・2

　　0．（1873）．

　　1通．27・5cm（継紙）．　史料請求番号41P－3，161

232社寺境内・除地上知・社寺籍取調書類　明治

　　六年ヨリ同十二年迄　南都留郡大石村．

　　大石村役所．明治6－12，（1873－1879）．

　　1冊．27・5cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，126
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27・3．布告・布達など

27・3・1．布告・布達（一般）

†布告・布達綴

233御布達　明治十一年五月．

　　大石村事務所。明治1L（1878）．

　　活版合綴1冊．22cm．

　　表紙押印；山梨県第三十四区大石村印．渡辺．

　　その他の標題表示：甲第従九十二号至第百廿三号・

　　乙第従四十四号至第五十号．百三号之内（朱書）．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，130

234御布達　六月分．

　　大石村役所．明治12．（1879）．

　　活版合綴1冊．20・5cm．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：従甲第九十七

　　号至甲第百十七号・従乙第七十三号至乙第八十

　　五号・乙ノ内七十五号・七十八号・八十号・八十三

　　号不足・従丙第十六号・丙第十九号．大蔵卿従甲第

　　五十七号至甲第六十九号但シ甲第五十六号［
　　　しママラ
　　　］大政官従第二十号至第二十四号・工部卿第十

　　号・開拓使甲第十五号・学事報告二十一号ヨリニ

　　十二号マテ・勧業報告七号・虎列刺病規則．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事・勧

　　業報告など、　　　　　史料請求番号41P－3，131

235御布達　明治十三年一月．

　　大石村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．21cm．四ツ目綴，

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：本県甲第壱号

　　ヨリ至第拾七号・本県乙第壱号ヨリ至拾弐号・大
　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　　蔵卿甲第壱号ヨリ至拾三号・右大官第壱号ヨリ

　　至三号・工部卿第壱号・内務卿甲第壱号，

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，132－1

236御布達　明治十三年二月．

　　大石村役所．明治！3．（1880）．

　　活版合綴！冊．21cm．四ツ目綴．表紙破損．

　　その他の標題表示：［本県］甲第拾八号ヨリ至三十

　　二号・［本］県乙第拾三号ヨリ至弐拾四［号］・陸軍

　　卿達甲第壱号ヨリ弐号・五号・［大蔵1卿甲第拾四

　　号ヨリ至［二］拾三号・［内務卿］大蔵卿甲第二号・

三号・番外・［太政］官第四号ヨリ至［五］号・［工部］

卿第弐号ヨリ至二号・山［梨県］勧業報告第壱号

ヨリ五号マテ・［山梨県コ衛生報告第壱号．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県勧業・衛

生報告など．　　　　史料請求番号41P－3，132－2

237御布達　明治十三年三月．

　　大石村役所．明治13．（1880）。

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴，

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：本県甲第従三

　　十三号至四十五号・大蔵卿甲第従二十四至四拾

　　号・内務卿甲第従四号至七号・開拓長［官］甲第従

　　壱号至四号・陸軍卿達甲第七号・海軍卿甲第壱号・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐママラ　　本県乙第二十五号・二十六号・二十九号・大政官

　　第従六号至十号・工部卿第従四号至七号・学事報

　　告第一号ヨリ三号マテ・勧業報告第三号ヨリ四

　　号マテ・衛生報告第二号．

　　内容：太政官・諸省・県の布達・達・学事・県勧業・衛

　　生報告．　　　　　　史料請求番号41P－3，132－3

238御布達　明治十三年四月、

　　大石村役所．明治13．（1880）．

　　活版合綴！冊。22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印1渡辺．その他の標題表示：本県甲第従四

　　十六号至六拾三号・大蔵卿甲第従四拾壱至五拾

　　七号・内務卿甲第従八号至九号・本県乙第三十一

　　号・三十三号・三十四号・三十六号・陸軍卿達甲第
　　　　　　　　　　　　　　　　しママラ　　十号・工部卿第八号ヨリ拾壱号マテ・大政官第従

　　拾弐号至二十壱号・学事報告第四号・五号・六号・

　　三十一号・衛生報告第三号・陸軍下士服役規則・
　　くママラ

　　大政官無号・内閣書記官無号．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事・勧

　　業・衛生報告．　　　史料請求番号41P－3，132－4

239御布達　明治十三年五月．

　　大石村役所．明治13．（1880）。

　　活版合綴1冊．21・5cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：本県甲第従六

　　拾四号至七拾五号・大蔵卿甲第従五拾八号至七

　　拾壱号・司法卿甲第壱号ヨリニ号マテ・開拓長

　　1官］甲第五号ヨリ六号マテ・内国勧業甲第壱号・

　　本県乙第三十八号・第三十九号・第四十一号・工
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　　　　　　ママラ
部卿第十二号・大政官第二十二号ヨリニ十七号

マテ・学事報告第七号ヨリ九号マテ・勧業報告第

六号．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事・勧

業報告．　　　　　　史料請求番号41P－3，132－5

240御布達　明治十三年六月．

　　［大石村役所］．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺，その他の標題表示：本県甲第従七

　　拾六号至七拾九号・大蔵卿甲第従七拾弐号至八

　　拾三号・内務卿甲第拾号・本県乙第四十二号ヨリ
　　　　　　　　　　　　　しママラ
　　四拾三号マテ・同丙第五十号・大政官第二十八号

　　ヨリ四拾号マテ・工部卿第十三号・勧業報告第七

　　号ヨリ八号マテ・学事報告第十号ヨリ十一号マ

　　テ・衛生報告第四号外二本県無号弐枚．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事・勧

　　業・衛生報告．　　　史料請求番号41P－3，132－6

241御布達　明治十三年七月．

　　［大石村役所］．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示1本県甲第八拾

　　弐号ヨリ至百号・内務省衛生局報告第十三号・地

　　目変換一筆限取調帳・大蔵卿甲第八十四号ヨリ

　　至八十八号・本県乙第四十四号ヨリ至五十五号・

　　小学授業要旨小学教師心得・山梨県丙第壱号・文

　　部卿第一号・工部卿第十五号ヨリ十六号迄・左大

　　臣熾仁親王第三十三号ヨリ三十八号迄・本県学

　　事報告第十二号ヨリ至拾九号，

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達など．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，132－7

242御布達　明治十三年八月．

　　［大石村役所］．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：本県甲第百壱

　　号ヨリ至百拾九号・大蔵卿甲第八十九号ヨリ至

　　九十七号・本県乙第五拾六号ヨリ至六十四号・同

　　丙第二号ヨリ至三号・内務省衛生局第二十五号・

　　山梨県衛生報告第五号・勧業報告第九号ヨリ至

　　十号・上海商同会総則．

　　内容：諸省・県の布達・達・県勧業・衛生報告など，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，132－8

243御布達　明治十三年九月．

　　［大石村役所］．明治13．（1880），

活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

表紙押印：渡辺，その他の標題表示：本県甲第百二

十一号ヨリ至百四拾号・大蔵卿甲第九十八号ヨ

リ至百八号・内国勧業博甲第二号・内務卿甲第十

壱号・本県乙第六拾五号ヨリ七拾五号・本県丙第
　　　　　　　　　ママラ
四号・工部卿第拾八号・大政官第三十九号ヨリ四

十二号・学事報告第二十一号ヨリ廿四号・勧業報

告第十壱号．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事・勧

業報告．　　　　　　史料請求番号41P－3，132－9

244御布達　明治十三年十月．

　　［大石村役所］．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：本県甲第百四

　　拾壱号ヨリ至百五十七号・大蔵卿甲第百九号ヨ

　　リ至百二十号・本県乙第七拾壱号・本県丙第五号・
　　しママラ

　　大政官第四十三号ヨリ至四十七号・本県衛生報

　　告第六号ヨリ至七号・勧業報告第十三号ヨリ至

　　十五号・薦栗栽製簡易法・山梨県学事報告第二十

　　五号ヨリ至廿七号・工部卿第九号ヨリ至十号・

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事報

　　告など．　　　　　史料請求番号41P－3，132－10

245布達　明治十三年十一月．

　　［大石村役所］．明治13．（1880）．

　　活版合綴1冊．22・5cm，かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺．その他の標題表示：本県甲第百五

　　拾八号ヨリ至百七拾五号・大蔵卿甲第百弐拾壱

　　号ヨリ至百三拾号・本県乙第七拾三号ヨリ至七
　　　　　　　　　　　しママ　
　　拾四号・本県丙第十六号・大政官第四拾八号ヨリ

　　至五拾弐号・山梨県学事報告第弐拾九号・山梨県

　　丁第百十壱号・工部卿第弐十壱号．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，132－11

246御布達　明治十三年十二月．

　　［大石村役所］．明治13。（1880）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：渡辺，その他の標題表示：本県甲第百七

　　拾六号ヨリ至百九拾壱号・大蔵卿甲第百三十一

　　号ヨリ至百四拾壱号・内務卿甲第拾二号・本県乙

　　第七拾六号ヨリ至八十七号・内務卿乙第四十九

　　号・太政官第五十三号ヨリ至五十八号・工部卿第

　　二十三号・文部卿第弐号・山梨県衛生報告第八号・

　　山梨県学事報告第三十号ヨリ三十壱号・十一月

　　分工部卿第二十二号・六月分内務卿乙第二十六
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号．

内容：太政官・諸省・県の布告・布達・県衛生・学事

報告．　　　　　　史料請求番号41P－3，132－12

247御布達　明治十四年一月、

　　大石村役所．明治13－14．（1880－1881）。

　　活版合綴1冊。22・5cm，

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所、渡辺．その

　　他の標題表示：甲第壱号ヨリ同十三号マテ・乙第

　　二号ヨリ同四号マテ・大蔵甲第一号ヨリ同九号

　　マテ・太政第一・二号・同十三年第五十九号・司法

　　甲第一・二号・内務甲第壱号・工部第壱号・学事報

　　告第一・二号・勧業報告第一号・内国勧業甲第三

　　号・衛生報告十三年第十号．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・学事・県勧業

　　報告．　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－1

248御布達　明治十四年二月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：甲第十号ヨリ同三十二号マテ・乙

　　第五号ヨリ同十三号マテ内八・九号不足・丙第壱

　　号・勧業報告第二号・大蔵甲第十号ヨリ同二十四

　　号マテ・太政第三号ヨリ同十四号マテ・工部第二

　　号ヨリ同六号マテ・陸軍布第壱号・開拓甲壱号・

　　学事報告第三号ヨリ同七号マテ，

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・県勧業報告な

　　ど，　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－2

249御布達　明治十四年三月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：甲第三十三号ヨリ同四十八号マテ・

　　乙第十四号ヨリ同廿四号マテ・丙第二号・太政第

　　十五号ヨリ同十八号マテ・大蔵甲第二十五号ヨ

　　リ同三十八号マテ・内務第二号・工部第七号・司

　　法第三号・文部第壱号・学事報告第八号ヨリ同十

　　　ロ　　　　　　　→万’マア．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事報

　　告．　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－3

250御布達　明治十四年四月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊，22・5cm．かぶせ綴，

表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

他の標題表示1甲第四十九号ヨリ同六十号マテ・

乙第二十五号・同三十三号マテ・太政第十九号ヨ

リ同二十五号マテ・大蔵甲第三十九号ヨリ同五

十号マテ・本県四月廿八日正誤・内閣四月十一日

誤・同学事報告第十三号・同衛生報告第壱号．

内容1太政官・諸省・県の布告・布達・学事・県衛生

報告．　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－4

251御布達　明治十四年五月．

　　大石村役所．明治！4，（1881）．

　　活版合綴1冊。22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：甲第六十一号ヨリ同七十五号マテ・

　　乙第三十六号ヨリ同三十八号マテ外三十四号・

　　同五号不足・太政第廿六号ヨリ同廿壱号マテ・大

　　蔵甲第五十一号ヨリ同七十六号マテ・本県六月

　　一日正誤・内務甲第三号・工部第八号ヨリ同九号

　　マテ・本県勧業報告第三号・同学事報告第十五号，

　　内容1太政官・諸省・県の布告・布達・県勧業・学事

　　報告．　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－5

252御布達　明治十四年六月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印；山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：甲第七十六号ヨリ同九十二号マテ・

　　乙第三十九号ヨリ同五十二号マテ内四十一号・

　　同二号不足・本県六月廿三日正誤・太政第三十二

　　号ヨリ同三十四号マテ・同無号壱・大蔵甲第七十

　　七号ヨリ同八十七号マテ・農商甲第一号ヨリ同

　　三号マテ・文部第二号・内国勧甲第四号ヨリ同五

　　号マテ・本県学事報告第十六号ヨリ同十九号マ

　　テ．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事報

　　告．　　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－6

253御布達　明治十四年七月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．活版合綴

　　1冊．22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示1内務甲第六号・学事報告第十七号

　　正誤・甲第九十三号ヨリ同百十三号マテ・乙第五

　　十三号ヨリ同六十号マテ・内五十三号・五十四号・

　　五十六号不足・丙第三号・同五号・太政第三十五

　　号ヨリ同三十八号・同無号壱・開拓甲第』二号・大

　　蔵甲第八十八号ヨリ同九十七号マテ・工部第十
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号ヨリ十二号マテ・本県学事報告第十七号ヨリ

同廿二号内十八・九号・同衛生報告第三号，

内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県学事・県

衛生報告．　　　　　史料請求番号41P－3，133－7

254御布達　明治十四年八月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm，かぶせ綴．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所，渡辺．その

　　他の標題表示：［甲］第百十四号ヨリ同百三十四号

　　マテ・乙第六十一号ヨリ同六十九号マテ・内六十

　　五号不足・大蔵甲第九十八号ヨリ同百六号マテ・

　　太政第三十九号ヨリ同四十号マテ・同無号二・工

　　部第十三号・司法甲第四号・開拓甲第三号・同四

　　号・農商同四号・内務同五号ヨリ同八号マテ・文

　　部第三号・衛生報告第三号・同四号内六号不足・

　　本県無号正誤二．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県衛生報

　　告．　　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－8

255御布達　明治十四年十月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：甲第百四十九号ヨリ同百六十四号

　　マテ・乙第七十五号ヨリ同八十三号マテ内七十

　　五号不足・丙第八号・九号・衛生報告第六・七号・

　　乙第八十号正誤・大蔵甲第百廿二号ヨリ同百三

　　十九号マテ・太政第五十一号ヨリ同六十号マテ・

　　同無号三・司法甲第五・六号・内務甲第＋号ヨリ

　　同甲第九号正誤．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達・県衛生報

　　告．　　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－9

256御布達　明治十四年十一月．

　　大石村役所．明治14．（1881）．

　　活版合綴1冊．22・5cm．かぶせ綴．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：甲第百六十五ヨリ同百八十一号マ

　　テ・乙第八十四号ヨリ同九十号マテ内八十七号

　　不足・大蔵甲第百四十号ヨリ同百五十八号マテ・

　　太政第六十一号・開拓甲第五号・六号・衛生報告

　　八・九号・宮内甲第壱号・内閣第五十三号布告正

　　誤・学事報告第廿四号ヨリ同廿六号マテ・勧業報

　　告四・五号．

　　内容：太政官・諸省・県の布達・達・県衛生報告．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，133－10

257太政官布告達　一　明治十五年．

　　大石村役所（推定）．明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊．17・5cm．

　　内容：太政官の布告・布達．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，171

258太政官布達　明治十五年．

　　大石村役所（推定）．明治14－16．（188H883）．

　　活版合綴1冊．18cm。

　　内容1太政官の布告・布達，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，167

259大蔵告号　明治十五年．

　　大石村役所（推定）．明治15．（1882），

　　活版合綴1冊．18・5cm．

　　内容：大蔵省の告示．　史料請求番号41P－3，172

260本県甲号達　一　明治十五年．

　　大石村役所．明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊．！8cm．

　　内容：県の布達．　　　史料請求番号41P－3，169

261本県乙号達　一　明治十五年．

　　大石村役所（推定）．明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊．18cm。

　　内容：太政官・県の達．　史料請求番号41P－3，168

262本県告号達　明治十五年．

　　大石村役所（推定）。明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊．17・5cm、

　　後表紙裏押印：渡辺。

　　内容：県の告示．　　　史料請求番号41P－3，170

263布達　明治十六年十月．

　　［大石村役所］．明治16．（1883）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．かぶせ綴．

　　その他の標題表示汕梨県甲第五十六号ヨリ五十

　　七号マテ・同乙第七十四号ヨリ七十九号マテ・外

　　務省第三十二号ヨリ三十四号マテ・内務省第三

　　十四号ヨリ三十五号マテ．

　　内容：諸省・県の布達・達．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，134－1
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264布達　明治十六年十一月．

　　［大石村役所］．明治16．（1883）．

　　活版合綴1冊．18・5cm。かぶせ綴．

　　その他の標題表示：山梨県甲第五十八号ヨリ六十

　　壱号・同乙第八十号ヨリ九十号・陸軍省甲第四十

　　号・大蔵省三十六号・農商務省第三十五号・陸海

　　省三十七号・司法省三十八号ヨリ三十九号．

　　内容1諸省・県の布達・達、

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，134－2

265布達　明治十六年十二月．

　　［大石村役所］．明治16．（1883）．

　　活版合綴1冊．18cm、かぶせ綴．

　　その他の標題表示：山梨県甲第六十二号ヨリ六十

　　六号マテ・同乙第九十壱号ヨリ九十八号マテ・太
　　し　ラ
　　政宙第四十号ヨリ四十五号マテ・大蔵省第三十

　　七号・海軍省第三十八号．

　　内容：太政官・諸省・県の布告・布達・達，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，134－3

266［太政官布告　自第壱号至第弐拾三号　明

　　治十七年自一月至七月］．

　　大石村役所（推定）．明治17，（1884）．

　　活版合綴1冊．18・5cm。表紙破損．

　　内容：太政官の布告．　史料請求番号41P－3，166

267太政官布達　自第壱号至第弐拾壱号　明治

　　［十七］年自一月至九月　南都留郡大石村役

　　所．

　　大石村役所．明治17．（1884）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．

　　内容：太政官の布達，　史料請求番号41P－3，135

268本県学事報告・衛生・勧業報告・諸書記局

　　明治十五年．

　　大石村役所（推定）．明治15．（1882）．

　　活版合綴1冊．18・5cm．

　　内容：県学事・衛生・勧業報告・内閣・大蔵・書記官・

　　本局書記正誤。　　　　史料請求番号41P－3，173

27・3・2．布告・布達（個別）

269刑法　南都留郡大石村役所．

　　印刷：［　　］．明治［　　］．活版

　　1冊．20cm．保護紙包み．

もとの表紙の表示：刑法．もとの表紙押印：山梨県

南都留郡大石村役所、　史料請求番号4↑P－3，141

270刑法附則　明治十四年十二月第六十七号布

　　告．

　　印刷：山梨県．明治14、（1881）．活版

　　1冊．22・5cm．かぶせ綴。

　　表紙押印汕梨県南都留郡大石村役所．渡辺．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，142

27・3・3．県会被選名籍

†被選人名籍

271南巨摩郡県会被選人名籍　明治十二年三月

　　調．

　　作成：山梨県．明治12．（1879）．活版

　　1冊22cm．かぶせ綴後表紙なし．

　　表紙押印1山梨県南都留郡大石村役所。渡辺，その

　　他の標題表示（朱書）：百七拾四号之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，136

272中巨摩郡県会被選人名籍　明治十二年三月

　　調．

　　作成：山梨県，明治12．（1879）．活版

　　1冊．22・5cm．かぶせ綴後表紙なし．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所，渡辺，その

　　他の標題表示：九冊〆・百七拾四号．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，137

273西山梨郡県会被選人名籍　明治十二年三月

　　調．

　　作成：山梨県．明治12．（1879）．活版

　　1冊．22・5cm．かぶせ綴後表紙なし．

　　表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺，その

　　他の標題表示：百七拾四号之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，138

274西八代郡県会被選人名籍　明治十二年三月

　　調．

　　作成：山梨県．明治12．（1879）．活版

　　1冊，22cm．かぶせ綴．後表紙なし．

　　表紙押印1山梨県南都留郡大石村役所．渡辺．その

　　他の標題表示：百七拾四号之内．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，139
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275東八代郡県会被選人名籍　明治十二年三月

　　調．

　　作成：山梨県，明治12．（1879），活版

　　1冊．22cm．かぶせ綴後表紙なし．

表紙押印：山梨県南都留郡大石村役所．渡辺［ほか

11．その他の標題表示：百七拾四号之内．，

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，140

27・4．河口村外一箇村戸長役場文書

27・4・1．土地

276地所売買・譲渡・書入・質入公証願及公証取

　　消願　明治十九年自一月至十二月　南都留

　　郡大石村．

　　河口村外一箇村戸長役場．明治19．（1886）．

　　1冊．26・5cm．後表紙なし．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41P－3，125

27・5．大石村役場

27・5・1．土地

277土地反別其他寄付帳　明治三十四年一月

　　大石村役場，

　　作成：大石村役場，明治34・1．（1901）．書込

　　み下限：明治36．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．罫紙：大石村役場赤

　　色13行罫。

　　内容：貴家よし分以下．史料請求番号41P－3，124

278土地賃貸価格調査委員選挙人名簿　昭和二

　　年　南都留郡大石村．

　　作成：大石村役場．昭和2．（1927）．

　　1冊．25cm．後表紙破損．

　　内容：1－274番．　　　史料請求番号41P－3，128


