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解 題

歴史1889年（明治22）、市制町村制の施行に
　　　　　ふるせき　　　　　　　　　　ねっこ
より成立した古関村は、古関、根子、瀬戸、中

ノ倉、釜額、大磯小磯の6か村の合併によって

成立したものである。この6か村は、近世後期

では、いずれも、東河内領に属している。各村
　みさか
は御坂山地の西麓にあり、このうち、口留番所

　　　　　　　　　　　ときわがあった古関村と中ノ倉村は常葉川（古関川）流

域にある。根子村、瀬戸村は常葉川のさらに支
　そりき
流反木川流域にある。釜額村は古関川左岸支流

　　　　　　　　もとす沿いにあり、東端は本栖湖に接する。大磯小磯

村も富士川支流三沢川沿いにある。この地域は、

駿州街道の道筋に当たり、東の駿州往還、西の

駿州中道往還に繋がっていた。大小区制期には、

八代郡第十三～十四区、ついで山梨県第二十区

に属し、1878年（明治11）の八代郡の分画に際し

ては、西八代郡に属した。

　各村の村政機構は、1875年（明治8）の「村事務

所」を経て、1878年（明治11）に「村役所」となり、

1880年（明治13）1月29日の聯合戸長の配置に際

しては、根子・大磯小磯両村に戸長1名、瀬戸・

釜額・古関・中ノ倉4村に戸長1名が置かれた。18

84年（明治17）の「戸長役場」の設置に際しては、

6か村に加え道村、水船村、芝草村3か村（いず

れも後に合併して久那土村の一部となる）によ

る聯合戸長役場が組織され、古関村外八ケ村戸

長役場（目録本文の表記にあたっては名称を古

関村外八箇村戸長役場に統一した）と称し、役

場を古関村に置》・た。市制町村制の施行にあたっ

ては古関村以下の6か村は合併し、旧村を大字

として村役場を古関に置いた。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）によ

ると、合併した古関村の面積は東西約4里・南北
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約3里であり、1891年（明治24）の戸口（現住戸数・

本籍人口）は308戸、！751人であった。地租改正

後（1875年（明治8））の地租は633円76銭2厘（内、

古関村239円1銭6厘、釜額村46円1銭4厘、中ノ

倉村67円4銭2厘、瀬戸村81円58銭8厘、根子村1

14円38銭2厘、大磯小磯村85円72銭）、6か村の

総反別は田42町8反4畝13歩・畑138町2反9畝12歩・

宅地8町9反1畝・切替畑99町7反2畝28歩・竹薮5反

7畝8歩・林289町5反5畝18歩・芝地103町5反7畝3

歩・合計683町4反7畝20歩である。

　　　　　　　　　　　しもく　いしき
　その後、1954年11月3日、下九一色村の折戸、

　　　　　　　　　　　しもべ　　　　く　な　ど
八坂を編入、1956年9月3日、下部町、久那土村、

　　　　　　　　しもべ共和村と合併して、下部町となってその北東部

を占め、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。

　数量は127点、書架延長は4mである。

史料の概要　この文書群の史料集積時期は、古

関村に合併した6か村の各「村事務所・村役所」期

から、8か村の聯合「戸長役場」期、「古関村役場」

期に及び、史料の年次としては、1876年（明治9）

年から1895（明治28）年に至っている。ただしそ

の後の書き込み下限が1914年（大正3）に及んで

いるものもある。

　内容は、以下に見る通り、土地、地租、地券

に関するもののみである。目録編成の第1次項

目は、6か村の各村の村事務所・村役所、連合戸

長役場、合併後の村役場とした。すなわち古関

村事務所・村役所文書（14・1。16点）、瀬戸村事

務所文書（14・2。3点）、中ノ倉村事務所文書（14・

3。4点）、釜額村事務所文書（14・4。9点）、大磯

小磯村事務所・村役所文書（14・5。25点）、根子

村事務所・村役所文書（14・6。17点）、古関村外

八箇村戸長役場文書（14・7。27点）、古関村役場

文書（14・8。26点）をとした。第2次項目はすべ
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て土地である。主として「一筆限反別地価取調

帳」「地券台帳」「地券名寄帳」「名寄総計帳」「土地

名寄帳」などである。

関連史料　下部町には、旧古関村役場文書は保

存されていない。現古関支所の文書庫にも、本

文書群の集積時期と重なる文書は無く、町村制

施行前後の文書としては、「分間地図副本」「分

間地図調製二関スル書類」などが保存されてい

る。

参考文献

・下部町誌編纂委員会編『下部町誌』下部町、198

1年。
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14・L古関村事務所・村役所文書

14．1●1．土土也

†一筆限反別地価取調帳

　1一筆限反別地価取調帳　一　山梨県第二十

　　区八代郡古関村．

　　差出1戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　　地主総代17名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876）．書込み下限：明治18．

　　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　　地番：1－780番．　・　　史料請求番号41H，11－1

2一筆限反別地価取調帳　二　山梨県第二十

　区八代郡古関村，

　差出：戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番二782－1652番．　　史料請求番号41H，11－2

3一筆限反別地価取調帳　三　山梨県第二十

　区八代郡古関村．

　差出：戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876），書込み下限：明治18．

　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．掛紙痕．

　地番：1653－2444番，　　史料請求番号41H，11－3

4一筆限反別地価取調帳　四　山梨県第二十

　区八代郡古関村．

　差出：戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：2445－3116番．　　史料請求番号41H，11－4

5一筆限反別地価取調帳　五　山梨県第二十

　区八代郡古関村．

　差出：戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．宛名1山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876）．書込み下限：明治18．

1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

地番：3117－3646番．　　史料請求番号41H，11－5

6一筆限反別地価取調帳　六　山梨県第二十

区八代郡古関村．

　差出1戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：3647－4268番．　　史料請求番号41H，11－6

7一筆限反別地価取調帳　七　山梨県第二十

　区八代郡古関村．

　差出：戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．明治9・12．（1876）．書

　込み下限：明治18．

　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：4269－4743番．フケ．一部開披不可，

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，11－7

8一筆限反別地価取調帳　八　山梨県第二十

　区八代郡古関村．

　差出：戸長内藤兵左衛門［ほか副戸長・伍長・

　地主総代17名．押印］．宛名：山梨県令藤村紫

　朗．明治9・12．（1876）．書込み下限：明治18．

　1冊．34・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：4744－5202番．　　史料請求番号41H，11－8

†地券台帳

9山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第

　作成：古関村役所（推定）．明治［　］．書込

　み下限：明治21．

　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　その他の標題表示：但し第八号迄．

　地番：1－781番．　　　　史料請求番号41H，7－1

10山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第



　作成：古関村役所（推定）．明治［　］．書込

　み下限：明治21．

　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　その他の標題表示：第二番帳突合セ済．九月二十

　九日赤池英□・山田瀬平（掛紙）．

　地番：782－1652番．　　　史料請求番号41H，7－2

11山梨県甲斐国西八代郡古関邨地券台帳　第

　作成：古関村役所（推定）』明治［　　］．書込

　み下限：明治21．

　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：1653－2444番．　　史料請求番号41H，7－3

12山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第

　四．

　作成：古関村役所（推定）。明治［　］．書込

　み下限：明治21．

　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　地番：2445－3116番．　　史料請求番号41H，7－4

13山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第

　五．

　作成：古関村役所（推定）．明治［　］．書込
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　　　み下限：明治20．

　　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　地番：3117－3646番．　　史料請求番号41H，7－5

　14山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第

　　　六．

　　　作成：古関村役所（推定）．明治［　　］．書込

　　　み下限：明治20．

　　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　地番：3647－4268番．　　史料請求番号41H，7－6

　15山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第

　　　七．

　　　作成：古関村役所（推定）．明治［　　］．書込

　　　み下限：明治21．

　　　1冊．25・5cm．四ッ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　地番：4269－4743番．　　史料請求番号41H，7－7

　16山梨県甲斐国西八代郡古関村地券台帳　第

　　　八．

　　作成：古関村役所（推定）．明治［　　］．書込

　　　み下限：明治21．

　　　1冊．25・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　地番：4744－5202番．　　史料請求番号41H，7－8

14・2．瀬戸村事務所文書

14・2・1．土地

†一筆限反別地価取調帳

17一筆限反別地価取調帳　壱　山梨県第弐拾

　区瀬戸村．

　作成1瀬戸村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊，28cm．かぶせ綴。地主押印．

　地番：1－600番．　　　　史料請求番号41H，14－1

18一筆限反別地価取調帳　弐　山梨県第弐拾

　区瀬戸村．

　作成：瀬戸村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．後表紙破損．地主押印．

　地番：60！－130［7］番．　史料請求番号41H，14－2

19一筆限反別地価取調帳　［三］西八代郡瀬

　戸村．

　作成：瀬戸村事務所（推定）．明治［　　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　表紙の表示は後筆か．

　地番：1308－2268番．　　史料請求番号41H，14－3

14・3。中ノ倉村事務所文書

14・3・1．土地 †一筆限反別地価取調帳
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20一筆限反別地価取調帳　壱　山梨県第二十

　　区中之倉村．

　作成：中之倉村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．28cm．かぶせ綴，一部虫破損．地主押印．

　　地番：1－616番．

　　開披注意．　　　　　　史料請求番号41H，13－1

21一筆限反別地価取調帳　弐　山梨県第廿区

　　中之倉村．

　作成：中之倉村事務所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　　地番：617－1011番．　　史料請求番号41H，13－2

22一筆限反別地価取調帳　五　山梨県第廿区

　中之倉村、

　作成：中之倉村事務所（推定）．明治［　］．

　書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：2156－2562番．　　史料請求番号41H，13－3

23一筆限反別地価取調帳　六　山梨県第二十

　区中之倉村．

　作成：中之倉村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：2563－2978番．　　史料請求番号41H，13－4

14・4．釜額村事務所文書

14・4・1．土地

†一筆限地所取調簿

24一筆限地所取調簿　第壱号　山梨県第二十

　　区［釜額村］．

　作成：釜額村事務所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．地主押印．

　　地番：1－500番．　　　　史料請求番号41H，12－1

25一筆限地所取調簿　第弐号　山梨県第二十

　　区［釜］額村．

　作成：釜額村事務所（推定），明治［　］．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．

　　地番：501－1000番．　　史料請求番号41H，12－2

26一筆限地所取調簿　第［三］号　山梨県第弐

　拾区釜額村．

　作成：釜額村事務所（推定）．明治［　］．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．

　　地番：1001－1500番．　　史料請求番号41H，12－3

27［一］筆限地所取調簿　［第四号　山梨県第

　　二十］区［釜額村］．

　作成：釜額村事務所（推定）．明治［　　］．

　　1冊．27・5cm．四ツ目綴．

　　地番：1501－2036番．　　史料請求番号41H，12－4

†地券台帳

28甲斐国八代郡釜額村地券台帳　第壱号．

　作成＝釜額村事務所（推定）．明治［　］．書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：但シ五号迄．組換済，押印（渡辺）．後表

　紙の表示：第［一］号．

　地番：1－400番．　　　　史料請求番号41H，8－1

29甲斐国八代郡釜額村地券台帳　第弐号．

　作成：釜額村事務所（推定）．明治［　　］．書

　込み下限：明治20，

　1冊．26・5cm．四ッ目綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：組換済，押印（渡辺）．後表紙の表示：第

　弐号．

　地番：401－800番．　　　史料請求番号41H，8－2

30甲斐国八代郡釜額村地券台帳　第三号．

　作成：釜額村事務所（推定）．明治［　　］．書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．四ッ目綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：組換済，押印（渡辺）．後表紙の表示：［第

　三］号．

　地番：801－1200番．　　　史料請求番号41H，8－3

31甲斐国八代郡釜額村地券台帳　第四号．



作成：釜額村事務所（推定）．明治［　　］．書

込み下限：明治20．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

後表紙の表示：第四号．

地番：1201－1600番．　　史料請求番号41H，8－4

14．山梨県西八代郡古関村役場文書目録（41H）32－41　　〔65〕

　　32甲斐国八代郡釜額村地券台帳　第五号．

　　　作成：釜額村事務所（推定）．明治［　　］．書

　　　込み下限：明治2L

　　　1冊．26・5cm．四ツ目綴。地券台帳用紙使用。

　　　後表紙の表示：第五号．

　　　地番：1601－2035，1297番．史料請求番号41H，8－5

14・5．大磯小磯村事務所・村役所文書

14・5・1．土地

†一筆限反別地価取調帳

33一筆限反別地価取調帳　［一］　山梨県［第

　　二十区］大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　1．

　書込み下限：明治19．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．表紙破損．地主押印．
　　　　　　　　く　カ　　　表紙掛紙：［　　］十□，押印（今福）．本文末尾の記

　事：戸長岡本源右衛門［ほか副戸長・地所取調人・

　伍長総代5名，押印コ．

　　地番：1－783番．　　　　史料請求番号41H，16－1

34一筆限反別地価取調帳　二　山梨県第二十

　　区大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］．

　書込み下限：明治20．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：784－1387番。　　史料請求番号41H，16－2

35一筆限反別地価取調帳　三　山梨県第二十

　　区八代郡大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定），明治［　］．

　書込み下限：明治20．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：1388－2032番．　　史料請求番号41H，16－3

36一筆限反別地価取調帳　四　山梨県第二十

　区大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］。

　書込み下限：明治20．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印，

　本文末尾の記事：戸長田中源右衛門［ほか副戸長・

　地所取調人・伍長惣代5名．押印］．

　地番：2333－2625番．　　史料請求番号41H，16－4

37一筆限反別地価取調帳　五　山梨県第二十

　区八代郡大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］．

　書込み下限：明治20．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：2626－3165番，　　史料請求番号41H，16－5

38一筆限反別地価取調帳　六　山梨県第二十

　区大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊，28cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：3166－3479番．　　史料請求番号41H，16－6

39一筆限反別地価取調帳　七　山梨県第二十

　区大磯小磯村．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm，かぶせ綴。地主押印．

　地番：3480－3949番．　　史料請求番号41H，16－7

40［一筆限反別地価取調帳　八　山梨県第二

　十区大磯小磯村］．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊，28cm．かぶせ綴．表紙欠．地主押印，

　地番：3950－4361番．　　史料請求番号41H，16－8

41［一筆限反別地価取調帳　九　山梨県第二

　十区大磯小磯村］．

　作成：大磯小磯村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．28cm．かぶせ綴．表紙欠．地主押印．

　地番：4362－4743番．　　史料請求番号41H，16－9
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†地券台帳

42甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第壱

　　号．

　　作成：［大磯小磯村役所］．［明治14］．（1881）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊，26・5cm，かぶせ綴．後表紙なし．後欠か．

　　地券台帳用紙使用．

　　表紙掛紙：但第拾六号迄．読合済，組替済，押印（渡

　　辺）．

　　地番：1－400番。　　　　史料請求番号41H，10－1

43甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第弐

　　号．

　　作成：［大磯小磯村役所］．［明治14］，（！881）．

　　書込み下限：明治2L

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地券台帳用紙使用．

　　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．

　　地番：401－783番．　　　史料請求番号41H，10－2

44甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第三

　　番明治拾四歳第一月日．

　　作成：［大磯小磯村役所1．明治14．（1881）．書

　　込み下限：明治2L

　　l冊．26・5cm．かぶせ綴．地券台帳用紙使用．

　　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．

　　地番：784－1081番．　　史料請求番号41H，10－3

45甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第四

　　番明治十四歳第一月廿二日．

　　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　　込み下限：明治20．

　　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地券台帳用紙使用，

　　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．

　　地番：1082－1387番．　　史料請求番号41H，10－4

46甲斐国西八代郡大磯小磯村地［券台帳］第

　　五番　明治十　年　月［　］．

　　作成：［大磯小磯村役所］．［明治14］．（1881）．

　　書込み下限：明治21．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．表紙破損．後表紙欠．

　　地券台帳用紙使用．

　　地番：1388－1775番．　　史料請求番号41H，10－5

47甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第六

　番．

　作成：［大磯小磯村役所］．［明治14］．（1881）．

　書込み下限：明治21．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地券台帳用紙使用．

　その他の標題表示：本県西八代郡古関村大字大磯

　小磯．

　地番：1776－2032番．　　史料請求番号41H，10－6

48甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第七

　番明治十四巳歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　込み下限：明治20，

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用．

　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．

　地番：2033－2306番．

　一部虫損，開披注意．　　史料請求番号41H，10－7

49甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第八

　番　明治十四巳歳第一月廿二日・

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）。書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用．

　地番：2307－2625番．　　史料請求番号41H，10－8

50甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第九

　番明治十四巳歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用，

　地番：2626－2907番．　　史料請求番号41H，10－9

51甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第拾

　番明治十四巳歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　込み下限1明治20。

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用．

　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．

　地番：2908－3165番．　史料請求番号41H，10－10



52甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第拾

　壱番　明治十四歳第一月廿二日．

　作成1［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺），

　地番：3166－3479番．　史料請求番号41H，10－11

53甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第拾

　弐番　明治十四巳歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881），書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用．

　表紙掛紙：［読合済，組替］済，押印（渡辺），

　地番：3480－3711番．　史料請求番号41H，10－12

54甲斐国西八代郡大磯小磯邨地券台帳　第拾

　三番　明治十四巳歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　込み下限：明治16．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用。

　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．

　地番：3712－3949番．　史料請求番号41H，10－13

14．山梨県西八代郡古関村役場文書目録（4！H）52－61　　　　　　　　　　　　　　　　　〔67〕

55甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第拾

　四番　明治十四歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］，明治14，（1881）．書

　込み下限：明治21．

　1冊。26・5cm．かぶせ綴．後表紙欠．地券台帳

　用紙使用．掛紙痕．

　地番：3950－4361番．　史料請求番号41H，10－14

56甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第拾

　五番　明治十四歳第一月日．

　作成：［大磯小磯村役所］。明治14．（1881）．書

　込み下限：明治20．

　1冊，26・5cm．かぶせ綴．綴目印．表紙一部破

　損．後表紙欠．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：読合済，組替済，押印（渡辺）．奥書：帳簿

　取調人竹藤八十彦［ほか3名］．明治十四年第一月

　日．

　地番：4353－4581番．　史料請求番号41H，10－15

57甲斐国西八代郡大磯小磯村地券台帳　第拾

　六番　明治十四巳歳第一月廿二日．

　作成：［大磯小磯村役所］．明治14．（1881）．書

　込み下限：明治20．

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．綴目印．地券台帳用

　紙使用．

　地番：4582－4742番．　史料請求番号41H，10－16

14・6．根子村事務所・村役所文書

14・6・1．土地

†一筆限反別地価取調簿

58一筆限反別地価取調簿　一・二　第一番ヨ

　　リ第千三十五番迄　山梨県第弐拾区根子村、

　作成1根子村事務所（推定）．明治［　　］．書

　込み下限：明治18．

　1冊．27cm．四ッ目綴．地主押印．

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，15－1

59一筆限反別地価取調簿　三・四　第千三十

　六番ヨリ第二千百九十一番迄　山梨県第廿

　区根子村，

　作成：根子村事務所（推定）．明治［　　］，書

込み下限1明治18．

1冊．27cm．四ッ目綴．地主押印．

　　　　　　　　　史料請求番号41H，15－2

60一筆限反別地価取調簿　五・六　第二千百

　九十二番ヨリ第三千百九番迄　山梨県第廿

　区根子村．

　作成：根子村事務所（推定）．明治［　　］。書

　込み下限：明治18．

　1冊．27cm，四ッ目綴．地主押印。

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，15－3

61一筆限反別地価取調簿　七・八　第三千百
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　　十番ヨリ第三千九百七十四番迄　山梨県第

　　廿区根子村．

　　作成：根子村事務所（推定）．明治［　　］。書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．27cm．四ッ目綴，地主押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，15－4

62一筆限反別地価取調簿　九・十　［第］三千

　　九百七十五番より第四千六百廿九番迄　山

　　梨県第廿区根子村．

　　作成：根子村事務所（推定）．明治［　　］。書

　　込み下限：明治19．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．地主押印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，15－5

†名寄帳

63名寄帳　［壱］号　西八代郡根子村．

　　作成：［　］．明治［　　］．書込み下限：明

　　治20。

　　1冊．27cm．四ツ目綴．紙見出し付き．地券台

　　帳用紙使用．

　　内容：小松捻松分以下，　史料請求番号41H，2H

64名寄帳　弐号　西八代郡根子村．

　　作成：［　］．明治［　　］．書込み下限：明

　　治20．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．紙見出し付き．地券名

　　寄帳用紙使用．

　　内容：小松松右工門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，21－2

　65名寄帳　附録　西八代郡根子村。

　　作成：［　］．明治［　　］，書込み下限：明

　　治19．
　　1冊．27・5cm，四ツ目綴．紙見出し付き．地券！

　　名寄帳用紙使用．

　　後表紙の表示：根子村蔵本．

　　内容：赤池忠左工門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，21－3

†地券台帳

　66甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第壱号

　　明治十二年十二月．

　作成＝［根子村役所］．明治12．（1879）．書込み

　下限：明治20．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用。

　その他の標題表示：但シ九号迄．

　地番：1－356番．　　　　史料請求番号41H，9－1

67甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第二号

　明治拾二年十二月．

　作成：［根子村役所］．明治12，（1879）．書込み

　下限：明治20．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：九年ヨリ十七年迄．組換済，押印（渡辺）．

　地番：357－1035番．　　　史料請求番号41H，9－2

68甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第三号

　明治拾二年十二月．

　作成：［根子村役所］．明治12，（1879）．書込み

　下限：明治21．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：九年ヨリ十七年迄テ．組換済，押印（渡

　辺）．

　地番：1036－1775番．　　史料請求番号41H，9－3

69甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第四号

　明治拾二年十二月．

　作成：［根子村役所］，明治12．（1879）．書込み

　下限：明治21．

　1冊．26・5cm，四ツ目綴．地券台帳用紙使用。

　表紙掛紙：［九年］ヨリ十七年迄．組換済，押印（渡

　辺）．

　地番：！776－2191番．　　史料請求番号41H，9－4

70甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第五号

　明治拾二年十二月．

　作成：［根子村役所］．明治12．（1879）．書込み

　　下限：明治21．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　表紙掛紙：九年ヨリ十七年迄テ．組換済，押印（渡

　　辺）．

　　地番：2192－2607内1番，　史料請求番号41H，9－5

71甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第六号

　　明治拾二年十二月．



　作成：［根子村役所］．明治12．（1879）．書込み

　下限二明治21．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　表紙掛紙：［九年］ヨリ十七年迄テ。組換済，押印

　（渡辺）．

　地番：2674－3109番．　　史料請求番号41H，9－6

72甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第七号

　明治拾二年十二月．

　作成：［根子村役所］．明治12．（1879）．書込み

　下限：明治21．

　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用、

　表紙掛紙：［九年ヨリ］十七年迄テ．［組換］済，押印

　（渡辺）．

　地番：3110－3535番　　　史料請求番号41H，9－7
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　　73甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第八号

　　　明治十二年十二月．

　　　作成：［根子村役所］．明治12．（1879）．書込み

　　　下限：明治21．

　　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　表紙掛紙：九年ヨリ十七年迄テ．組換済，押印（渡

　　　辺），

　　　地番：3536－3974番，　　史料請求番号4I　H，9－8

　　74甲斐国西八代郡根子邨地券台帳　第九号

　　　明治拾二年十二月，

　　　作成：［根子村役所］．明治12．（1879）．書込み

　　　下限：明治20．

　　　1冊，26・5cm．四ツ目綴．地券台帳用紙使用．

　　　表紙掛紙：［九年］ヨリ十七年迄．組換済，押印（渡

　　　辺）．

　　　地番：3975一一4629番．　　史料請求番号41H，9－9

14・7．古関村外八箇村戸長役場文書

4・7・1．土地

†地券名寄帳

75［地券名寄帳　十二冊之内一番　西八代郡

　　古関村一伍］．

　　差出：書役担当伊藤丈右衛門［ほか名寄委員

　　6名．押印］．宛名：古関村外八ケ村戸長宮沢

　　俊策．明治18・12．（1885）．書込み下限：明治2

　　0．

　　1冊，28cm．かぶせ綴．表紙欠．前欠か．紙見出

　　し付き．地券名寄帳用紙使用．

　　内容：渡辺幸作分の前以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，17－1

76地券名寄帳　十二冊之内二番　西八代郡古

　　関邨二伍．

　　差出：書役担当伊藤丈右衛門［ほか名寄委員

　　6名．押印］．宛名：古関村外八ケ村戸長宮沢

　　俊策．明治18・12，（1885）．書込み下限：明治2

　　0．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．紙見出し付き。地券名

　　寄帳用紙使用．

　　内容：渡辺重左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，17－2

77地券名寄帳　十二冊之内五番　西八代郡古

　関村五イ五

　差出：書役担当伊藤丈右衛門［ほか名寄委員

　6名．押印］．宛名：古関村外八ケ村戸長宮沢

　俊策．明治18・12．（1885）．書込み下限：明治2

　1．

　1冊。28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：伊達安太郎分以下．史料請求番号41H，17－3

78地券名寄帳　十二冊之内六番　西八代郡古

　関邨六｛五

　差出：書役担当伊藤丈右工門［ほか名寄委員

　6名．押印］．宛名：古関村外八ケ村戸長宮沢

　俊策，明治18・12．（1885）．書込み下限：明治2

　1．

　！冊．28cm，かぶせ綴．紙見出し付き。地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：伊藤七郎右工門分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，17－4
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79地券名寄帳　十二冊之内七番　西八代郡古

　　関村七伍．

　　差出：書役担当伊藤丈右工門［ほか名寄委員

　　6名．押印］，宛名：古関村外八ケ村戸長宮沢

　　俊策．明治18・12．（1885）．書込み下限：明治2

　　0．

　　1冊．28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　　寄帳用紙使用．

　　内容：伊藤治左衛門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，17－5

80地券名寄帳　十二冊之内八番　西八代郡古

　関邨八イ五

　差出：書役担当伊藤丈右工門［ほか名寄委員

　6名．押印］．宛名1古関村外八ケ村戸長宮沢

　俊策．明治18・12．（1885）．書込み下限：明治1

　9．

　1冊．28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．

　後表紙の表示：古関村蔵書、

　内容：伊藤弥七工門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，17－6

81地券名寄帳　十二冊之内十一番　西八代郡

　釜額邨・瀬戸村．

　差出：書役担当伊藤丈右工門［ほか名寄委員

　6名．押印］．宛名1古関村外八ケ村戸長宮沢

　俊策．明治18・12，（1885）．書込み下限：明治2

　0．

　1冊，28cm．かぶせ綴．紙見出し付き，地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：赤池一志分以下，　史料請求番号41H，17－7

82地券名寄帳　十二冊之内十二番　西八代郡

　古関村古関学校外三ロ．

　差出：書役担当伊藤丈右工門［ほか名寄委員

　6名．押印］．宛名：古関村外八ケ村戸長宮沢

　俊策．明治18・12．（1885）．

　1冊．28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：古関学校分以下．　史料請求番号41H，17－8

　　　　　　†　　　　　†

83名寄帳　第弐番　瀬戸村．

差出：名寄取調委員赤池由松［ほか4名．押印］．

宛名：古関外八ケ村戸長宮沢俊策．明治18・

ll・8．（1885）．書込み下限：明治20．

1冊．28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

寄帳用紙使用．

内容：赤池伊三郎分以下．　史料請求番号41H，20

†地券名寄帳（大磯小磯村）

84地券名寄帳　第五番　西八代郡大磯小磯村．

　作成：名寄取調委員伊藤豊兵衛［ほか6名．押

　印］．明治19・1．（1886）．書込み下限：明治20。

　1冊．28cm．かぶせ綴。紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：赤池大蔵分以下．　史料請求番号41H，22－1

85地券名寄帳　第六番　西八代郡大磯小磯邨．

　作成：名寄取調委員伊藤豊兵衛［ほか6名，押

　印］．明治19・1．（1886）．書込み下限：明治20．

　1冊．27cm．かぶせ綴，紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：内藤甚左工門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，22－2

86地券［名寄帳］第七番　［西八代郡大磯小

　磯邨］．

　作成：名寄取調委員伊藤豊兵衛［ほか6名．押

　印］．明治19・1．（1886）．書込み下限：明治20．

　1冊．28cm．かぶせ綴，表紙破損，紙見出し付

　き．地券名寄帳用紙使用．

　内容：赤池豊脩分以下．　史料請求番号41H，22－3

87地券名寄帳　第八番　西八代郡大磯小磯邨．

　作成：名寄［取］調委員伊藤豊兵衛［ほか6名．

　押印］．明治19・1．（1886）．書込み下限：明治2

　0．

　1冊．27cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．

　内容：小林兼兵衛分以下，史料請求番号41H，22－4

†名寄帳（中ノ倉村）

88名寄帳　壱　中野倉村．

　作成：担当赤池宗治郎［ほか名寄委員3名．押

　印］．明治19・2．（1886）．書込み下限：明治20．
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寄帳用紙使用．地主押印．

内容：赤池甚右工門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号41H，19－1

89名寄帳弐中野倉村，
　作成：［担当赤池宗治郎ほか名寄委員3名．押

　印］（推定）．明治19・2、（1886）。書込み下限：

　明治20．

　1冊，28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．地主押印．

　内容：赤池市良左工門分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，19－2

90名寄帳　三　中ノ倉村，

　作成：［担当赤池宗治郎ほか名寄委員3名．押

　印］（推定）．明治19・2（推定）．（1886）．書込み

　下限：明治20．

　1冊。28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用．地主押印．

　内容：赤池和一分以下．　史料請求番号41H，19－3

91名寄帳　附録　中ノ倉邨．

　作成：［担当赤池宗治郎ほか名寄委員3名，押

　印］（推定）。明治19・2．（1886）．書込み下限：

　明治20．

　1冊．28cm．かぶせ綴．地券名寄帳用紙使用．

　地主押印，

　内容：赤池甚右工門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，19－4

†地券名寄帳（釜額村）

92地券名寄帳　第壱号　西八代郡釜額村．

　作成：名寄取調委員赤池貞重［ほか2名．押印］．

　明治［　］．書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用，

　内容：赤池正市分以下．　史料請求番号41H，18－1

93地券名寄帳　第弐号　西八代郡釜額村．

　作成：名寄取調委員赤池貞重［ほか2名．押印］．

　明治［　　］．書込み下限：明治20．

　1冊。28cm．かぶせ綴．紙見出し付き．地券名
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　　　寄帳用紙使用．

　　　内容：赤池桂三分以下，　史料請求番号41H，18－2

94地券名寄帳　第参号　西八代郡釜額村，

　作成：名寄取調委員赤池貞重［ほか2名，押印］．

　明治［　　］．書込み下限：明治20．

　1冊。28cm．かぶせ綴，紙見出し付き．地券名

　寄帳用紙使用。

　内容：赤池甚右工門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，18－3

†地所書入質入公証目録

95地所書入質入公証目録　西八代郡古関村．

　作成：古関村外八箇村戸長役場（推定）．明

　治［　　］，書込み下限：明治22、

　1冊．26・5cm．かぶせ綴．地租名寄帳用紙使用，

　地小口表示：公証，古．

　地番：1－5202番．　　　　史料請求番号41H，24

96地所書入質入公証目録　西八代郡釜額村．

　作成：古関村外八箇村戸長役場．明治［　］．

　書込み下限：明治20．

　！冊。26cm，かぶせ綴．罫紙：古関村外八ケ村

　戸長役場桃色12行罫，地券名寄帳用紙使用．

　後表紙の表示：古関村外八ケ村戸長宮沢俊策．地

　小口表示：釜．

　地番：！－2036番．　　　　史料請求番号41H，25

97地所書質入公証目録　西八代郡中之倉村．

　作成：古関村外八箇村戸長役場明治［　］．

　書込み下限：明治21．

　1冊。26cm。かぶせ綴，罫紙：古関村外八ケ村

　戸長役場桃色12行罫．地券名寄帳用紙使用．

　後表紙の表示：戸長宮沢俊策．地小口表示：公証，

　中，

　地番：1－2907番．　　　　史料請求番号4鮒，26

98地所書質入公証目録　西八代郡瀬戸村．

　作成：古関村外八箇村戸長役場明治［　］．

　書込み下限：明治20．

　1冊。27cm、かぶせ綴．地券名寄帳用紙使用．

　後表紙の表示：古関村外八ケ村戸長宮沢俊策．地

　小口表示：瀬．
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地番11－2268番。 史料請求番号41H，27

99地所書質入公証目録　西八代郡根子村．

　作成：古関村外八箇村戸長役場明治［　］．

　書込み下限：明治21．

　1冊．26cm．かぶせ綴．綴目印．罫紙：古関村外

　八ケ村戸長役場桃色12行罫．地券名寄帳用

　紙使用．

　後表紙の表示：戸長宮沢俊策．地小口表示：公証，

　根．

　地番：1－4629番．　　　　史料請求番号41H，28

100地所書質入公証目録　西八代郡大磯小磯村．

　作成：古関村外八箇村戸長役場．明治［　］，

　　書込み下限：明治22．

　　1冊．27cm．かぶせ綴．地券名寄帳用紙使用．

　　後表紙の表示：古関村外八ケ村戸長宮沢俊策．

　　地小口表示：公証，磯．

　　地番：1－4745番．　　　　史料請求番号41H，29

　　　　　　†　　　　　†

101落地有租地ヱ御組込願　西八代郡瀬戸村、

　　古関村外八箇村戸長役場，明治20．（1887）．

　　1冊．27cm．四ツ目綴．　史料請求番号41H，30

14・8．古関村役場文書

14・8・1．土地

†名寄総計帳

102名寄総計帳　第壱号　古関邨、

　　作成：古関村役場．明治23．（1890）．

　　1冊，26・5cm．四ツ目綴．紙見出し付き。

　　内容：地所名寄古関全総計．地所名寄名々総計（大

　　字古関）．　　　　　　　史料請求番号41H，1－1

103名寄総計帳　第弐号　古関邨．

　作成：［古関村役場］．明治23．（1890）．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．

　　内容：地所名寄名々総計（大字釜額・中倉・瀬戸）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，1－2

104名寄総計帳　第参号　古関邨．

　作成：［古関村役場］．明治23．（1890）．書込み

　　下限：明治26．

　　1冊，26・5cm．四ツ目綴．

　　内容：地所名寄名々総計（大字根子・大磯小磯）．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，1－3

†土地名寄帳（大字古関）

105土地名寄帳　古関邨大字古関　第壱号、

　作成：［古関村役場］．明治［　］書込み下

　　限：明治27．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴，紙見出し付き．土地

　　所有者名寄帳用紙使用．

内容：渡辺治右工門分以下．

史料請求番号41H，2－1

106土地名寄帳　古関邨大字古関　第弐号．

　作成：［古関村役場］．明治［　］．書込み下

　　限：明治27．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴，紙見出し付き．土地

　　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：若狭金兵衛分以下．史料請求番号41H，2－2

107土地名寄帳　古関［村大字古関］第参号．

　作成1［古関村役場］．明治［　］．書込み下

　　限：明治27．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴，紙見出し付き．土地

　　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：土橋安右工門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，2－3

108土地名寄帳　古関邨大字古関　第四号．

　作成1［古関村役場］．明治［　］．書込み下

　　限：明治28。

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴．紙見出し付き，土地

　　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：伊藤安太朗分以下，史料請求番号41H，2－4

109土地名寄帳　古関邨大字古関

　作成：［古関村役場］．明治［

第五号．

］。書込み下
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限：明治27．

1冊．26・5cm．四ツ目綴．紙見出し付き．土地

所有者名寄帳用紙使用．

内容：伊藤治左工門分以下，

　　　　　　　　　　史料請求番号41H，2－5

110土地名寄帳　古関邨大字古関　第六号．

　　作成：［古関村役場］．明治［　　］，書込み

　　下限：明治26。

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．紙見出し付き．土地

　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：赤池正市分以下．　史料請求番号41H，2－6

†土地名寄帳（大字中ノ倉）

111土地名寄帳　古関邨大字中之倉　第壱号，

　　作成1［古関村役場］．明治［　］．書込み下

　　限：明治27，

　　1冊，26・5cm．四ツ目綴．紙見出し付き．土地

　　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：赤池甚右衛門分以下，

　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，3－1

112土地名寄帳　古関邨大字中之倉　第弐号．

　　作成：［古関村役場］．明治［　］．書込み下

　　限：明治28．

　　1冊，26・5cm．四ツ目綴，紙見出し付き．土地

　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：赤池与右工門分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号4梱，3－2

†土地名寄帳（大字瀬戸）

113土地名寄帳　古関邨大字瀬戸　第壱号，

　　作成：［古関村役場］．明治［　　］．書込み下

　　限：明治28．

　　1冊，26・5cm．四ッ目綴．紙見出し付き．土地

　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：渡辺勝一分以下．　史料請求番号41H，4－1

114土地名寄帳　古関邨大字瀬戸　第弐号．

　　作成：［古関村役場］．明治［　］．書込み下

　　限：明治27。

　　1冊，26・5cm．四ッ目綴．紙見出し付き．土地

　所有者名寄帳用紙使用．

内容：渡辺治右工門分以下．

史料請求番号41H，4－2

†土地名寄帳（大字根子）

115土地名寄帳　古関邨大字根子　第壱号．

　　作成：［古関村役場］。明治［　　1．書込み下

　　限：明治28．

　　1冊．26・5cm．四ツ目綴．紙見出し付き．土地

　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：小林捻松分以下．　史料請求番号41H，5－1

116土地名寄帳　古関邨大字根子　第三号、

　　作成：［古関村役場］。明治［　　］．書込み下

　　限：明治28．

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴，紙見出し付き．土地

　　所有者名寄帳用紙使用，

　　内容：赤池源蔵分以下。　史料請求番号41H，5－2

†土地名寄帳（大字磯）

117土地名寄帳　古関邨大字磯　第四号．

　　作成1古関村役場．明治［　］．書込み下限：

　　明治28．

　　1冊．26・5cm．四ッ目綴．紙見出し付き．土地

　所有者名寄帳用紙使用．

　　内容：渡辺要右工門分以下．史料請求番号41H，6

†地租名寄帳

118地租名寄帳　第一号　大字古関　古関壱号．

　　作成：［古関村役場］．［明治28］，（1895）、書込

　　み下限：大正2．

　　1冊．28cm．地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙の表示1明治廿八年八月一日．

　　内容：渡辺福松分以下．　史料請求番号41H，23－1

119地租名寄帳　第□□　大字古関　古関弐号．

　　作成：［古関村役場］．［明治28］．（1895）．書込

　　み下限：大正3．

　　1冊．28cm。地租名寄帳用紙使用．

　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日．

　　内容：渡辺憲綱分以下．　史料請求番号41H，23－2

120地租名寄帳　第四号　大字古関　四号．

　　作成：［古関村役場］．［明治28］．（1895）．書込
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　　み下限：大正3．

　　1冊．28cm．地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日．

　　内容：土橋智光分以下．　史料請求番号41H，23－3、

121地租名寄帳　第七号　大字釜額．

　　作成：［古関村役場］，［明治28］．（1895）．書込

　　み下限：大正2．

　　1冊．28cm，地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙の表示：明治廿八年八月一日．

　　内容：赤池良助分以下．　史料請求番号41H，23－4

122地租名寄帳　第九号　大字中倉　第九号

　　中一号．

　　作成：［古関村役場］．［明治28］，（1895）．書込

　　み下限：大正3．

　　1冊．29cm．地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日．

　　内容：渡辺三芳分以下．　史料請求番号41H，23－5

123地租名寄帳　第拾一号　大字中倉　中倉拾

　　壱号、

　　作成：［古関村役場］．［明治28］．（1895）．書込

　　み下限：大正3．

　　1冊．28cm．地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日。

　　内容：赤池与右工門分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，23－6

124［地租名寄帳　第十三号力　大字瀬戸］．

　　作成：［古関村役場］．［明治28］．（1895）．書込

　　み下限：大正3．

　　1冊．28cm．表紙ほか破損．地租名寄帳用紙使

　　用，

　　後表紙裏の表示1明治廿八年八月一日．

　　内容：赤池［　1分以下．

　　フケ．開披注意．　　　　史料請求番号41H，23－7

125地租名寄帳　拾五号　大字根子．

　　作成＝［古関村役場］．［明治28］．（1895）．書込

　　み下限：大正3．

　　1冊．29cm．地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日．

内容：赤池七之蕉分以下．史料請求番号41H，23－8

126地租名寄帳　第拾七号　大字大磯小磯　磯

　　拾七号、

　　作成：［古関村役場］．［明治28］．（1895）書込

　　み下限：大正3．

　　1冊．28cm．地租名寄帳用紙使用．

　　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日．

　　内容：伊東新作分以下．　史料請求番号41H，23－9

127地租名寄帳　第弐十号　大字大磯小磯　但

　　し他所分、

　　作成1［古関村役場］．［明治28］．（1895）書込

　　み下限：大正2．

　　1冊，28cm．表紙破損．地租名寄帳用紙使用、

　　後表紙裏の表示：明治廿八年八月一日．

　　内容：赤池忠右ヱ門分以下，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号41H，23－10


