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〈第64集補遺＞

1，甲斐国巨摩郡河原部村文書目録（42E，42F－4）

1・5．その他

1・5・1．祖母石村事務所文書

1一筆限反別地価取調簿　第弐号　山梨県第
　げカラ
　ロ区［祖母石村］．

　作成：祖母石村事務所（推定）．明治8推定．

　（1875）．書込み下限：明治1L

1冊．27cm．かぶせ綴．地主押印．

地番：224－510番．

フケ．開披不可．　　　　史料請求番号42F－4，41

3．山梨県北巨摩郡龍岡村文書目録（42G－6，42F－5）

3・1．龍岡村役場文書

3・1・1．戸籍

　1［寄留送付書ほか］．

　　龍岡村役場（推定）．昭和4－8．（1929－33）．書

　　込み下限：昭和8

　　1綴．28・5cm．表紙・後表紙なし．前・後欠．史

　　料館にて仮綴．

寄留送付，送籍，転属通知にともなう戸籍謄本な

ど．この史料は，平等村外一箇村組合役場文書に

混在していたもの．一部に龍岡村役場あての通

知書があり，綴穴が一致していると思われるの

で，龍岡村役場文書として仮定した．

　　　　　　　　　　史料請求番号42F－5，87
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4．山梨県北巨摩郡増富村役場文書目録（41M，41P－4，41N－10）

一「

4・L小尾村・比志村名主（所）文書

4・1・4．小物成

　1談為取替一札之事（小物成山内かわくるみ

　　ほかに付）．

　　差出：江草村請負人市左衛門．宛名：小尾村

　　御年番所御役人．明治2・5．（1869）．

　　1通．27cm．　　　史料請求番号41N－10，135－1

4・1・7．年貢割付（小尾村）

†年貢割付状

2亥御年貢可納割附之事．

　　差出：松坂三郎左衛門（押印）．宛名：小尾村

　　名主・長百姓・惣百姓．天保10・10。（1839）．

　　1通．33cm（継紙）．一一部破損．

　　　　　　　　　　史料請求番号41P－4，151－12

6、山梨県中巨摩郡在家塚村西野村今諏訪村組合役場文書目録（41L－2，41N－11）

6・4西野村名主（所）・戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所文書

6・4・5．地方税・協議費

　1［正租・協議費・戸数割・地方税取立帳力］．

　　作成：西野村役所（推定）．明治！4（推定）．（1

　　881）．

　　1冊．26・5cm．前・後欠．表紙・後表紙なし．編

　　綴は史料館によるもの．罫紙：無題榿色13行

　　罫．納入金割印．

　　内容：中込喜左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－11，135－3

6●4●6．土土也

　2［一筆限取調簿力］．

　　作成1西野村（推定）．明治［　　］．

　　1冊．27cm．表紙・後表紙なし．

　　内容：2013ノ内塞神宝珠院分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41N－11，135－2
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6・7．在家塚村外二箇村組合役場文書

6・7・3．地価修正

†地価修正一筆限取調帳

　3［地価修正一筆限取調帳］．

　　作成：在家塚村外二箇村組合役場（推定）．

　　明治［　］．

1綴．26・5cm．前・後欠．表紙・後表紙なし．締

綴は史料館によるもの．地価修正一筆限取

調用紙使用．

内容1615番，617番（手塚繁治），627番（金丸正徳）

など．　　　　　　史料請求番号41N－11，135－4
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1［官民地目別総計］．

　作成：［　　］．明治［　　］．

　1冊．25cm．表紙・後表紙なし．罫紙：無題茶

　色8行罫，　　　　　　　　出所不明仮番号1

2［田畑名寄帳］．

　作成：［　　］．明治［　　］．書込下限：明治1

　7．

　1冊．25cm．表紙・後表紙なし．罫紙：無題青

　色10行罫．紙見出し付き．照合印「竜□村印」

　「龍一事一」（割印）．

　内容1市瀬鎌吉・丈吉分以下．　出所不明仮番号2

3誤謬下図面　土　四十六号．

　作成1［　　］．明治［　　］．

　1冊．26・5cm．罫紙：無題榿色12行罫（分升久

　作成）．地主押印．

　内容：字所家田福岡政弥分以下．人名：三尾奥太郎・

　西浦松太郎．字名：石原前田・棚田・ト々メキ・竹腰

　など．　　　　　　　　　　　出所不明仮番号3

4地目変換地台帳　明治廿二年ヨリ．

　作成：［　　］．明治［　　］．書込下限：明治3

　0．

　1冊。27・5cm．地価修正届出用紙（推定）使用．

　罫紙：無題赤色12行罫（後表紙一久・島久摺）

　字名：松立．　　　　　　　　出所不明仮番号4

5［地価修正一筆限取調帳］．

　作成：［　　］．明治［　　］．書込下限：明治2

　3，

　1冊．27cm．表紙欠．地価修正一筆限取調用

　紙使用．

　地番19002－10873番．中村文四郎分以下．字名1イ

　エノマイ・タジリ・ミチバタ・モトヤシキ・ヤシキ

　マイ・イシハラ・原小根・大縄場・杭田・苗代・宗助

　作・千囲道・トホリ・東原・森新切など．
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出所不明仮番号5

6［地価修正一筆限取調帳］．

　作成：［　］．明治［　　］．書込み下限：明

　治20．

　1冊．27cm．表紙欠．前欠か．地主押印．照合

　印：村瀬．

　内容：下島松次郎分以下．字名：洞ノ田・伊勢垣外・

　前田・ユメ田など．　　　　　　出所不明仮番号6

7御年貢取立庭帳　文［

　作成：［　　］．［　　］．

　1冊．29cm．四ッ目綴．

　表紙一一部破損，後表紙欠．

］申二月日．

出所不明仮番号7

8［布告・布達綴］．

　［　　］．明治8．（1875），活版合綴

　1冊．21・5cm．前表紙なし，前欠．

　内容：太政官・諸省・県の布告・布達．山梨県甲第12

　3－199号（欠あり）．　　　　　出所不明仮番号8

9［西洋形船水先免状規則］．

　作成：［　］．［明治9・12・15］．（1876）．活版

　1綴．25・5cm．前欠・後欠．

　内容：太政官布告154号，第3条第3一第16条2項第1．

出所不明仮番号9

10協議費決算報告　明治十四年度後半期及ヒ

　明治十五年度．

　作成：［　　］．明治16（推定）．（1883）．

　1綴．24・5cm．表紙・後表紙なし．罫紙：無題

　藍色10行罫．　　　　　　出所不明仮番号10

11［地租書上］．

　作成：［　　］．明治［　　］．

　！綴．26・5cm．表紙なし．前欠．仮綴は史料館．
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　　罫紙：無題青色13行罫．

　　内容：自二千百五十一番至二千二百番林ノ部（18

　　年額一24年額）以下．　　　　出所不明仮番号11

12［地券質入・書入表力］．

　作成：［　　］．明治［　］．

　1綴．28cm。表紙欠．後表紙なし．前欠．罫紙1

　無題藍色10行罫．

　内容：ニノ部一九ノ部．字名：千苅・上ノ畑・二貫寺・

　舟場・沖中など．債主：第百三十九国立銀行（越後

　高田）など．　　　　　　　　出所不明仮番号12

13［地租書上］．

　作成：［　　］．明治［　　］．

　1綴．27cm．表紙・後表紙欠，前欠・後欠．仮綴

　は史料館．罫紙：無題藍色13行罫．

　内容：自九百五十一番至壱千番　林ノ部（18年一2

　0年）分以下．虫喰．開披注意．出所不明仮番号13

14田［畑宅地等一筆限名寄帳］．

　作成：［　　］．明治［　　］．

　1冊．40cm（横長美帳）．下げニッ目綴．表紙

　欠損．後表紙なし．前欠・後欠．照合印：太田．

　内容：遠山作右衛門分以下．字名：たい・岩下・砂子

　田など．　　　　　　　　　出所不明仮番号14

15［地券中人足1．

　［　］．明治［　］．

　1綴（2冊）．30cm（横長半帳）．掛げ結び．

　合綴：1．地券中人足．

　作成：［　］．［　］．1冊．30（横長半帳）．表紙・

　後表紙なし．内容：佐兵衛分以下．

　2．1地券中人足力］．作成：［　　］．1　　］．1冊．

　30cm（横長半帳）．

　内容：七月十八日伝左衛門分以下．

　　　　　　　　　　　　　　出所不明仮番号15

16［地券中人足］．

　作成：［　］．明治［　　］．

　1冊．30cm（横長半帳）．表紙・後表紙なし．一

　部欠損．

　内容：そい□分以下．　　　　出所不明仮番号16

17［田畑屋敷等名寄帳］．

作成＝［　　］．明治［　　］．

1冊．33cm（横長半帳）．表紙・後表紙欠．

内容：久三郎分以下．字名：清水畑・家ノ下・鍛冶屋

畑・伊勢垣外・前由・市道など．出所不明仮番号17

18［断簡］．

　作成：［　　］．明治［　　］．3枚．

　内容：横帳表紙・山梨県例規の一部など．

　　　　　　　　　　　　　　出所不明仮番号18



索 引

（1）出所・地名索引

（2）文書類別項目名索引

（3）シリーズ文書名索引

　凡　例

1．この索引は、本目録に収録した各文書群の出所・地名、文書類別項目名、シリー

　ズ文書名で、主として各文書群の目次に掲載された語を検索できるようにしたも

　のである。

2．各索引の内容は、次の通りである。この詳細な説明は、「解題」中、「索引につい

　て」（P．20）を参照していただきたい。

　　（1）出所・地名索引……主として文書群名および第1次項目である市町村等の出所・

　　　地名の索引。

　　（2）文書類別項目名索引……主として第2次項目である史料の種類・機能別項目名

　　　の索引。

　　　　　なお、この索引には、一部に（1）出所・地名索引と重複して掲載した項目

　　　名があるほか、第1次項目であっても出所・地名ではない項目については、こ

　　　れによって検索できる。

　　（3）シリーズ文書名索引……本文中†印を付したシリーズのまとまりを示す一連

　　　の文書名の索引。あわせて単数であったため、†を付さなかった同名の文書

　　　をもつとめて目録本文中より採取して掲載した。

3、各索引は、項目の50音順に排列した。

4．各索引の記号は次の通りである。

　　　　　①②……本目録の「その1」「その2」。

　　　　　1・1・L……文書群、第1次項目、第2次項目番号。

　　　　　L19－26……文書群及び文書群ごとの連番。

　　　　　　＊6．149……シリーズと同名の文書。

　　　　　→　　……他の項目をみよ。

　　　　　→：　一…・他の項目をもみよ。
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（1）出所・地名索引

　　あ行
飯野村→源村外一箇村戸長役場

　　会所・戸長（事務取扱所1）　　　　①5・1．

　　戸長（事務取扱所2）・村事務所・村役所①5・2．

　　役場　　　　　　　　　　　　　　①5．5・4．

一桜村→国立村外二箇村戸長役場　国立村外

二箇村組合役場

一宮村役場　　　　　　　　　　　②13．
今諏訪村→在家塚村西野村今諏訪村組合役場

在家塚村外二箇村組合役場

巌村事務所・村役所　　　　　　　　②22・1．

一梁川村戸長役場　　　　　　　　　②22．

上野原村事務所　　　　　　　　　②21・2。

　　名主（所）　　　　　　　　②21・1．

　　外二箇村戸長役場　　　　　　②2レ3．

　　役場　　　　　　　　②21．21・4．
宇津谷三組　　　　　　　　　　　　　①1・1・11、

祖母石村→河原部村外三箇村戸長役場

河原部村（韮崎町）外二箇村組合役場

　　事務所　　　　　　　　　②1。5’1．

　　役所　　　　　　　　　　①1・5・1。

大石村→河口村外一箇村戸長役場

　　戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所②27・2。

　　名主（所）　　　　　　　　　②27・1．

　　役場　　　　　　　　　②27．27・5。

大磯小磯村→古関村外八箇村戸長役場

　　事務所・村役所　　　　　　　②14・5．
大草村役場　　　　　　　　　　　　　　　①2・3．

大月町→広里村（大月町）役場

　　役場　　　　　　　　　②16．
大鶴村→上野原村外二箇村戸長役場

大富村勝山村戸長役場　　　　　　　　②25、

　　事務所・村役所　　　　　　　　②26・L

　　外一箇村戸長役場　　　　　　②25・1，

大原村戸長役場　　　　　　　　　②17・2。

　　（猿橋町）役場　　　　　　　　②17・3。

　　名主（所）・村事務所・村役所　　　②17・L

　　役場　　　　　　　　　②17。
小尾村・比志村名主（所）　　　　①4・1．②4・1。

　　か行
神楽田堰世話係　　　　　　　　　　　　①！・5・2．

鰍沢村　　　　　　　　　　 ①9．

　　事務所・村役所　　　　　　　　　　　①9・3．

　　名主（所）　　　　　　　　　①9・1．

勝山村→大富村外一箇村戸長役場　小立村外

一箇村組合役場

加納岩町役場　　　　　　　　　　　②12．

　　村→日下部村外二箇村戸長役場・後屋

敷村役場

　　（町）役場　　　　　　　　②1201．

釜額村→古関村外八箇村戸長役場

　　事務所　　　　　　　　　　②14・4．

上今諏訪村→豊村外三箇村戸長役場

　　　事務所・村役所　　　　　　①6・2．

上万力村→平等村外一箇村戸長役場　平等村

外一箇村組合役場

　　戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所

　　　　　　　　　　　　②11・2．
河口村外一箇村戸長役場　　　　　　②27・4．

河原部村　　　　　　　　　　①1．②1．
　　公用取扱所・村事務所・村役所　　　①1・2．

　　名主所　　　　　　　　　　　　　①1・1．

　　（韮崎町）外二箇村組合役場　　　①1・4．

　　外三箇村戸長役場　　　　　　　　①1・3．

　　　　　　　・韮崎町外二箇村
組合役場　　　　　　　　　　　　　　　①2・1．

清野村→国立村外二箇村戸長役場　国立村

外二箇村組合役場

日下部村外二箇村戸長役場・後屋敷村役場②12・2．

国立村外二箇村組合役場　　　　　　②13・2．

　　　　戸長役場　　　　　　②13・1．
下条村→河原部村外三箇村戸長役場

五開村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所①10・L

　　　役場　　　　　　　　　　　　　①10・2．

　　役場　　　　　　　　　①10．10・3．

小菅村　　　　　　　　　②15．②15・1，

小立村外一箇村組合役場　　　　　　②26・2．

　　役場　　　　　　　　　②26．26・3．
後屋敷村→日下部村外二箇村戸長役場・後屋



敷村役場

　　役場→日下部村外二箇村戸長役場・

後屋敷村役場

　　さ行
在家塚村→百田村外一箇村戸長役場

　　事務所・村役所文書　　　　　　　　①6・1．

　　西野村今諏訪村組合役場　　①6。②6．

　　外二箇村組合役場　　　①6・7．②6・7，

西原学校　　　　　　　　　　　　②23・4．

一村戸長事務取扱所・村事務所・村役所　②23・2．

　　　役場　　　　　　　　　②23・3．
　　名主（所）　　　　　　　　　②23・L

　　役場　　　　　　　　　②23．23・5．
笹子村→初狩村外一箇村戸長役場

更級村→河原部村外三箇村戸長役場　河原部

村（韮崎町）外二箇村組合役場

猿橋町→大原村（猿橋町）役場

芝草村→古関村外八箇村戸長役場

島田村→上野原村外二箇村戸長役場

下今諏訪村→豊村外三箇村戸長役場

　　　事務所・村役所
下初狩村名主（所）

瀬戸村→古関村外八箇村戸長役場

　　事務所
蔵前院

　　た行
龍岡村

　　役場　　　　　　①2・2．
築山村名主（所）・戸長（事務取扱所）

徳島堰下詰所

富浜村役場

②14・7．

①6・3．

②19・1．

②14・2．

①1・1・10．

①3．②3．

3・1．②3・L

　　①7・1．

　　①7・3．

②20．20・1．

　　な行
中ノ倉村→古関村外八箇村戸長役場

　　事務所　　　　　　　　　②14・3．
七保村戸長役場　　　　　　　　　②18・2．

　　事務所・村役所　　　　　　　②18・L

　　役場　　　　　　　　　②18．18・3．

西野村→在家塚村西野村今諏訪村組合役場

在家塚村外二箇村組合役場　豊村外三箇村

戸長役場

　　名主（所）・戸長（事務取扱所）・村事務所・

村役所　　　　　　　　　　　　①6・4．
韮崎市役所　　　　　　　　　　　　　　　　①2．

　　　　　　　　　　索引〔255〕

　町→河原部村外三箇村戸長役場・韮崎町

外二箇村組合役場文書　河原部村（韮崎町）外

二箇村組合役場‘

根子村→古関村外八箇村戸長役場

　　事務所・村役所　　　　　　　②14・6．

　　は行
初狩村笹子村戸長役場　　　　　　　　②19．

　　事務所村役所　　　　　　　②19・2．

　　外一箇村戸長役場　　　　　　②19・3．

蕃ノ木堰　　　　　　　　　　　①レ3・3．
比志村名主（所）→小尾村・比志村名主（所）

　　戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所①8・L

　　外一箇村戸長役場

　　役場
平等村上万力村組合役場

　　事務所・村役所

　　外一箇村組合役場

戸長役場

広里村（大月町）役場

①6・5．8・2．

①8．8・3．

　　②11．

　②11・L
　②11・4．

　②11・3．

　②16・3．

戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所②16・1．

　　　役場
古関村事務所・村役所

　　外八箇村戸長役場

　　役場

　②16・2．

　②14・L
　②14・7．

②14．14・8．

　　ま行
増富村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所　①4・3．

　　　役場　　　　　　　　　　①4・4．

　　役場　　　　　　　　①4，4・5．②4．

水船村→古関村外八箇村戸長役場

道村→古関村外八箇村戸長役場

源村戸長（事務取扱所）・村事務所・村役所　　①7・2．

一外一箇村戸長役場　　　　　①5・3．7・4，

　役場　　　　　　　　　　　　　　①7．　7・5．

　　や行
山梨県□□□郡役所

八幡村役所

桐原村

　　事務所・村役所

豊村外三箇村戸長役場

②17・4．

①2・4．

②24．

②24・1．

①6・6．



〔256〕索引

（2）文書類別項目名索引

　　　あ　行

撒
一起返　　①1・1・4

入会　①6・4・11．

入作

印鑑登録

印税

宇津谷三組

衛生　①4・5・6．

往還

　　　　①4・5・3．②23・1・4．

　　1・4・2．　4・4・4．　5・1・2．

10・1・3。②23・1・6．23・2・12．

　　　　　　　①10・2・3．

　①2・1・2，2・2・1．2・3・1．

　　　　　　　②23・2・2．

　　　　　　　①1・1・11．

②23・2・10．23・3・6．23・5・4。

　　　　　　　①5・1・13．

　　か　行
開墾

廻米・継立・人馬・往還

家屋

一等調
書入質入公証

金山試掘

川除普請

学事

一・学校経費

学校経費

一資本
教員出勤

協議費

郡衙往復

②11・2・2．

①1・2・10．

②12・1・3．

11・3・3．　　23・3・3．

　　①5・1・13．

①1・2・5．5・3・5．

　　　②23・6・1．

　　　②11・3・5．

　　　①4・1・6．

　　　②27・1・5．

①1・3・2．

4・5。5．　6・4・12．

18・1・4．　　23・2・9．

①1・3・2．4・3・6．

　4・3・6．　9・3・4．

①4・2．4・2・3．

　　②19・2・2．

一達・往復・諸進達

一等達訓令
郡役所達

　　　・郡衙往復

県会被選名籍

献金取立・村入費

間数呼違取調

県税

検地

県報告→：山梨県報告

公証

貢租

一・御用金

　　②23・4・3．

　　②23・4・2．

①4・3・3．6・4・5．

　6・6・1．　6・7・1．

　25・2，　26・3・1．

　　　②25・2・5．

　　　②16・3・1．

　　　②26・2・1．

　　　①4・2・3．

　　　②27・3・3．

　　　①5・1・7．

　　　①6・4・7．

　　　①7・5・2．

　　　①4・1・L

②25・2．25・2・4．

　　　②23・3・7．

　　　①5・1・5．

　　　①1・1・2．

一・上納

公儲

貢納・租税

一・民費

国税

小作地代

戸籍

小物成

金剛寺出作地

御用金

　　さ　行
蚕種

山林

一原野

財産処分

地押検査

時期不明

試験雑費

地所売渡

一証明

　　　　　　　　　②23小2．

　　　　　　　　　②18・2・1．

　　　　　　　　　①1・2・2．

　　　　　　　　　②27・2・1．

　　　　　　　　　②12・1・1．

　　　　　　　　　①5・1・6．

①1・2・7．2・1・1．3・1・1．4・3・7．

　　②12・2・1．23・2・7．23・5・3．

　　　　　　①4・1・4．6・4・4．

　　　　　　　　　①1・5・3．

　　　　　　　　　①1・1・2．

　　　①4・5・2．

①4・3・5．4・4・3．

一・建物公証

　・地価修正

質入・無尽

芝地・林地

社寺　　②18・3・2．

一・埋葬

収獲

一調
出所不明

上納

丈量・地押検査

職業・人別

諸進達

諸税・協議費

諸費課出

人馬

水害・荒地起返

　損地

26・1・3．

　　②16・3・3．

　5・2・2．　　5。3・2．

　6・1・3．　　6・3・2．

　7・2・2．　9・3・2．

　　②11・1・5．

　　②11・3・4．

　　　②23・6．

　　②23・4・4．

　　②11・2・3．

①4・4・5．4・5・4．

　　　①6・6・4．

　　　①5・4・2．

　　　①5・1・4．

　　　①10・1・2．

26・3・3．　　27・2・4．

　　　②23・2・8．

　　　②27・2・3．

　　　①6・4・9．

　　②23・1・2．

　　②11・3・4．

　　　①9・1・3．

　　②25・2・5．

　　　①4・3・3．

　　②26・1・2．

　　①5・1・13．

　　　①4・4・4。

①6・2・2．6・3・3．



水防

水路普請

堰・堤敷引

蔵前院

訴訟

租税

　　　　②11・1・3．

一・印税・民費

一・公儲

　　・村費

一取立
村政一般

損地起返

村費

②15・1・1。

　19・1・1．

　　　　　　　①1小6．

　　　①4・1・10．6・4・8，

　　　　　　　①5・1・3．

　　　　　　①1・1・10．

　　　　　　　①5・4・3．

①1・2・2．6・4・3．8・1・L

16。1・1．　　18・1・2．　　20・1・1．

　　　　　　②23・2・2．

　　　　　　②18・2・1．

①1・4・1．4・4・6．5・2・4．

　　　　　　　①4・3・1．

①1・2・1．5・2・3．6小1．

　　　　　6・4・1．　9・！。1．

16・2。1．　　18・1・1．　　18・3・1．

21・4・L　23・1・1．23・2・1．

23・5・1．25・1・1．27・1・1．

①1・4・1．4・4・6．

　　　た　行

太神宮献納

田起返

建物

一公証
建家

地価

一金　　①4・4・2．

　　取調

一修正

　　・地租

地券　　②11・1・2．

一書換
地誌・地図

一編輯
地図

地租

一・地価金取調

一徴収
地方税

　　・協議費

地目変換・開墾

　　①1・2・4．

5・2・4．　　6・7・4．

　　　　　　　①5・1・14．

　　　　　　　　①4・1・3．

　①6・5・2．6・6・3．8・2・2．

　　　　　　　　①6・6・4．

　　　　　　　②11・4・3．

　　　　　　　　①7・5・1。

5・3・3。10・2・2，②19・3・1．

　　　　　　　　①4・3・2．

　①5・4・2．6・7・3．7・4・2．

　　　②11・3・3．23・3・4．

　　　　　　　②11・4・2。

11・3。2．　　23・2・4．　　23・3・2．

　　　　　　　①5・3・4．

　　　　　　　②11・1・6．

　　　　　　　①6・4・10．

　　　　　　　②11・1・6．

　　　②11・4・2．17・3・1．

　　　　　　　①4・3・2，

　　　　　　　②11・2・4．

　　　　　　　①9・3・3．

　　　　　　　①6・4・5．

　　　　　　　②11・2・2．

兵
穀

徴
貯

・地価修正・開墾

・夫喰拝借

　　　②11・3・3．

　　　　①4・4・7．

①！・1・9．5・1・12．

　　　②23・1・5．

継立

堤敷引

詰所入費

逓送

抵当証券

伝嗣院

道路

土地

索引〔257〕

①1・2・9，

①5・1・13．

①5・1・3．

①7・3・1．

②17・1・2．

　　　　　　　②16・2・3，

　　①1・！・3．1・2・3．1・3・1．

　　　2・4。1．　4・3・4．　4・4・1．

　　　5・1・L5・2・1，5・3・1，

　　　6・1・2．6・2・1．6・3・1．

　　　　　　6・5・1．6・6・2．

　　　　　　7・1・1．　7・2。1．

　　　　　　8・1・2，8・2・1．

　　　　　　　　　9・1・4．

　　　　　10・1・1．10・2・1．

②11・1・1．11・2・1。11・3・1．

　　　　　　　　13・1・1．

一書入・売買

一・租税

一・地租
　　きロエオ
ー冗貝

②23・2・11．

　①6・8・1．

　23・2・13．

14・1・1．14・2・1．14・3・1。

14・5・1．14・64．14・7・1．

　　　　16・1・2．16・2・2，

　　　　17・！・1．17・2・1．

　　　　　　　18・1・3．

21・2・1，

23・1・3，　23・2・3，　23・3・1．

　　　　　　　26・1・1．

27・1・2，27・2・2．27・4・1．

　　　な　行

流し引方・荒地起返

日誌

荷物

一・搬送

人別

一・戸籍

年貢皆済

　割付

納税

①4・1・7．

1
1
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
L
L
2
。
L
2
『
L

。5

喝
4
。
4
4
4
3
弓
弓
4
。
2
4
潟
’
3
4
逸
逸
。
3
1
う
ー
。
3
翫

！
4
5
6
6
7
8
9
0
1
3
4
4
6
7
8
9
1
会
3
4
岱
㍗

　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

②11・1・4．

②20・1・1．

②17・3・1。

②11・1・4．

　　　　　　　①5・1・2．

　　　　　　②23・4・1．

　　　　　　②12・1・4．

　　　　　　　①9小7．

①1・1・7．5・！・8．9小3．

　　　　　　　①1・2・7．

　　①4・1・2．②27・1・3．

　4・1・8．　　4。1・9．　　9・1・2．

　　　　　　②27・1・4．

　　　　　　②17・3・2．



〔258〕索引

　　は　行
搬送

蕃ノ木堰

布告・布達

般
　
一

・郡衙往復

・県報告・郡衙往復

（個別）

普請

一・水防

夫喰拝借

など

布達表

不明

物産

夫役

兵事

墓地

・貯穀

堀敷・間数呼違取調

　　　　①9・1・7．

　　　　①1・3・3．

　　　　①6・4・2．

　①4・2・1．9・2・2．

②25・2・2．27・3・1，

　　　　①4・2．

　　　　②25・2．

　①4・2・2．9・2・3。

②25・2・3．27・3・2．

　①9・2．②27・3．

　①1・2・6．9・1・5．

　　　　　　　　①1・1・6．

①4小5．②23・1・5．23・2・5．

　　　　　　　①5・1・12。

　　　　①9・2・1．25・2・1．

　　①1・2・11』1・5・4．6・8．

　　　　　①6・1・4．6・5・3．

　　　①9・1・6．②23・2・6．

　　　　　　　②12・1・2．

　　　　　　　②11・1・7．

　　　　　　　　①6・4・7．

　　ま　行
埋葬

水役

民費

無尽

村方支配

村儀定

村中取締

村入費

村入用・夫喰拝借

　　夫銭

　　や　行

屋敷

宿・逓送

山梨県日誌・報告

　　報告→：県報告

山論

　　　　　　②23・2・8．

　　　　　　①7・3・2．

　　②23・2・2．27・2・1．

　　　　　　①5・1・4．

　　　　　　①1・1・1．

　①1・1・1．②21・1・1．

　　　　　　①5・1・10．

①1・1・8．1・2・8．5・1・7．

　　　　　　②23・2・5．

　　　　　　①5小11，

　　ら　行
領主支配・村方支配・村儀定

　　　・村儀定

林地

聯合村費

①1・1・5．

①1・2・9．

①9・2・4．

①9・2・4．

①5・1・9．

①1・1・1．

②21・1・1．

①10・1・2．

①7・4・3．

（3）シリーズ文書名索引

　　あ　行
荒地小前書上帳

一筆限地所取調簿

　　田畑名寄帳

　　反別収穫地価取調表

　　　　地価収獲帳

取調

7．4041－48

②11．45－5614，1－8

　　　33－41　　18．20－22

　　　　　　　②23．23－24

　　　　　　　②14．24－27

　　　　　　　①6．52－55

　　　　　　　①10．12－25

　　　　　　　①10，26－31

　　　　　　①4．395－400

　　　49－50　　51　　52　　8．2－7

　　　　　　　10．1－10　　11

　　　　　　17－19　 20－23

　　　　　　　　23．53－57

　総計簿　　　　②23．58－59

簿①6．42－47

帳　①4．390－3946。24－32

簿
帳

調
寄

取
名

取調帳

異動地申告書

往還・問道分見帳

起返小前帳

　取附小前帳

落地有租地編入願

　　　　7，35－39　　10．32－34

　②1．＊11L11－141517
　　　　14，58－6227．＊208

　　　　①6．刀一90②6．＊2

①5．＊422479－490498－502

　　①7．27－28　9．163－167

　　①6．157－159②13．1－2

　　　　　　②23．239－243

　　　　　　　①1．33－37

　　　　　　　①5．73－74

　　　　　　②23．322－325



　　　か　行

改正名寄

廻米諸懸帳

各戸反別収獲地価取調帳

　　地価金精算帳

　　　　　取調帳

　　　　取調帳

各人別反別地価地租集計帳

川除御普請出来形帳

郡衙往復綴

一達
　　　訓令

郡庁諸達照会

郡役所達綴込

間数呼違取調簿

検地帳

一水帳
公証一覧簿

伍組小拾帳

戸籍表

誤謬訂正願

小物成山林芝地竹林取調帳

　　　　　①6．91－93

　　　　　①5。370－374

　　　　　①4，383－387

　　　　　　②19．6－7

　　　　　①4、368－375

　　　　　②23．62－64

　　　　②1L129－131

　　　　②27．201－203

　①4．326－330＊331

　　　　　②25．88－90

　　　　　②16，38－40

　①6．＊145160－162

　　　　　①4．322－324

　　　　　①6．112－114

　①4．1－2②11．＊44

　　　　　　　①5．1－6

　　　　　①6，155－156

　　　　　①4．402－403

　　　　②23．275－278

②11．＊10523．330－332

　　　　　①4。412－413

　　　さ　行

在家塚堰・福王寺堰堤敷引帳　　　①5．120－126

山林各戸名寄帳　　　　　　①4．411415－417

一原野一筆限地価取調帳　　　　②24．17－20

　　　　　　　帳　　　　①7．65－66②18．＊12

　　　　総計簿　　　　　　　　①7。73－75

　　　　地価取調帳　　　　　　　　①4．414

　　　　取調帳　　　　　　　　　　①4，409－410

　　　　名寄帳　　　　　　　　①7．67－71

地押検査二付御質問ノ条項二対スル答書

　　　　　　　　　　　　　　　　②1L103－104

　　二係ル地主誓約書　　　　　②11．99－100

　　野帳　　　　　　　　　　②23．339－348

試験入費録　　　　　　　　　②23．361－375

地所一筆限地価取調帳　　　　　①5．424－438

　　　　　取調帳　　　　　　　①5．403－421

　　　　　　　　　　　　　　　②17，＊422．＊2

　　　　　　　簿　　　　　　　　①7．29－34

　　　　　名寄帳（簿）　　　　　　②26，1－14

　　　　　野見帳→：地所調原書　　①5．377－389

　　　　　原帳　　　　　　　　　　　①7．24－26

一売渡証書　　　　　　　　　②11．62－63

　　書入質入公証目録　　　　　②11．106－107

調原書→：

一総計表
　　取調帳

　
　
て
し
　
　
む

　
　
①
｛

　
　
　
2
5

帳
　

路

寄
　
②

名
簿
帳

　
　
寄

　
　
名

　　　　　　　　　索引〔259〕

　　　　　　　　　　　14．95－100

地所一筆限取調野見帳

　　　　　　　　　　①5．390－401

　　　　　　　　　　①L122－125

　　　　　　　　②17．2－322．＊1

　　23．130－204　　24．1－12　　13－16

　　　　　　　　　　　②18．4－11

　　　　　　　　　②27，220－222

　①5．458－4706．＊76102－109

質入・無尽裏書帳

収獲取調帳

宗旨人別帳

証印税券数取調帳

諸勘定帳

諸進達

正租収入簿

　　諸入費取立帳

送籍状

増徴地租計帳

村有地一筆限取調帳

29

①6，＊125

30－33　 17．＊5　19．＊2

　　　　①5．127－147

　　　②27．223－228

　　　　①5，280r282

　　　　②23，38－41

　　　　①5．153－209

　　　　②25．81－87

　　　　　①6、65－67

　　　　①4．332－359

　　　②23．386－388

　　　②11．135－136

　　　②27．211－218

　　　た　行

第一類地より第二類地へ編入地価修正一筆

　　　　　　　　　　　　　　　　②23．326－329

高荒地山畑代永控帳

田方内見合附帳

　　流引方帳

一分附帳
　　　引小前帳

高抜差改帳

宅地畑田反価山林原野仕訳帳

他国出穀米川下ケ手形下附願

脱落地有租地編入願

建物台帳 ①6．＊141

田畑山林一筆限名寄帳

一高取惣寄夫高取調帳

一取附帳
　　名寄水帳

反別地価一筆限名寄帳

　　　　増減取調帳

　　　　名寄帳

地価金合計帳

　　修正一筆限取調帳

　　　　　　②6．＊3

②23．25－26＊48

　　①5，248－257

　　　①5．83－94

　　①5，264－272

　　①5，103－1筆9

　　　②23．5－11

　②23．295－296

　　　①9．50－53

　　②11．76－78

　153－154　　8．＊19

①6．174－185

11．110－113

124－126

　　②21．15－33

　①5．217－247

　　①！，19－26

　　②23．16一葉8

　　①6．35－38

　②23．297－300

　　　①6．2－13

　　②11．65－66

　　　7．95－101

　114　 115－123

＊127　　一．＊5　　＊6



〔260〕索引

　　　　帳

地券一筆限リ小拾帳

　　　　　収獲地価取調簿

　　　　　反別地価取調帳

　　　　　帳

一書換願
　　　　　　②11．22－24

　　小拾取調帳

一台帳
　　　　　　　　　6，14－23

　　　　　　　　　7．＊54

　　　②11，26－28！4．9－16

　　　　　　　66－74

　　　　　　　　21．3－14

帳

名寄帳　　　　　　①4．424－430

6．＊76　　134－138　　146－150

　　　②11．72－7314．75－82＊83

　　　　　　92－94　　17．6－9　　10－11

　　　　　　　　　　　　　　18。＊13

　　　　簿

地租課出帳（簿）

一金各戸総計帳

　　　取調帳

一名寄冊計簿

　　　　帳

　　　　　②11．137－139

　　　　　　①4．404－405

　　　　　　　②11．3－10

　　　　　　②16．22－23

　　　　　　　　　①8．8

　　　①4．＊4455，＊493

　　＊74　　16，＊34　　23．＊303

　　　　　　①4．406－408

　　①4．＊4315．444－457

　　　　48－51　　94－101

　　　　8．＊12　　10．35－36

　　　　　28－32　　42－57

　　16．14－19　 18．17－19

　　　　＊34　　23．247－254

　　　　　　　①7．57－64

　　　　　　　　453－460

　　　　8，9－11　　13－18

　　　　　　　　　84－87

　　　　　　　　　14－15

　　　　　　　　　28－48

　　　　　②16．6－1113

　　　　　　②26．16－18

　　　　　　①4．366－367

　　　　　　①4．360－365

　　　　　　②17．29－32

①6．167－168169－172

②14，118－12717．20－26

　　人別集計簿

地方税戸数割補充賦課帳

地目変換地価修正一筆限帳

取調上申

貯穀詰戻小前帳

一一取集小前帳

一取調小前帳
　　井二丙・

一拝借囲戻小前帳

田租集計

土地名寄帳

　　　な　行

流起小前帳

名寄総計帳

一帳

丁囲穀組訳俵数書上帳

　　②14．105－110

　　113－114

16．41－43

11－16

　　　　②！7、16－19

　　　　②18．25－26

　　　②23．334－336

　　　　②11．79－81

　　　①5．359－363

①1．＊505．320－340

　　　　①343－346

　　　　②23．31－32

　　　①5．348－358

　　　②11，132－134

　　　　　111－112

　　　115－116　　117

　23，380－384　　＊385

　　　　　　　①5．75－82

　　　　　②14．102－104

①7．＊2＊3＊7＊8＊9
17－21　　22－23　　10．39－42

②14．63－65＊83

　　　　　18．＊15

年貢皆済目録

一割付状

野取絵図帳

　　図帳

野（取）帳

②4，2

　　　は　行

畑方流引方帳

被選人名籍

布告・布達・県令綴

綴

本途新田名寄帳

一一帳

　　　　　88－91

　　　　　　＊16

①4。3－5②23，＊4

　　　①4，18－176

　　　　　287－290

23．＊3　27，99－198

②25．5－62

　　　ま　行

無願開墾地々価修正上申書

無年期開墾地賦租願

村入用差引帳

　　　夫銭帳

一筆限帳

　　　や　行

山梨県日誌

山畑地所名寄帳

一反別取調帳

　16．44－55

23．205－226

27．8－98

177－286

9．10－28

199－200

　②11．93－98

②23、349－353

②23．65－129

　　　①5。95－102

　　②27。271－275

　　　①9．65－148

　　　①4．293－317

27．233－268　　一．＊8

　　　　①5．25－60

　　　　①5．7－15

　　　　　②11．89－90

　　②23．＊306＊307

　　　＊315　　316－321

　　　　　　　①7。＊89

②11．＊8823．310－315

　　　　②23．259－263

　　　　①5．296－316

①9，160－161②25．＊78

　　　　　②23．227－237

　　　　　　②23．19－22
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ページ 欄 行 誤 正

2 11
　●
したいときは、

　○
しないときは、

17 書込下限 　　O書込み下限

7 左 9 　　　●『史料館所蔵史料総覧』 　　　O『史料館収蔵史料総覧』

12 8
　●

第3版
　0

第4版
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　　　　●　　　　　●
地租条例条及例地租 地租条例及地租
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