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解

17．山梨県北都留郡大原村役場文書目録（41G－4，42F－3，41N－9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　町制を施行し猿橋町となり、1954年8月8日、笹

題

歴　史　大原村の地域は、桂川（相模川上流部

域）右岸（南岸）の河岸段丘や支流葛野川、小沢

川の流域にあり、かつての甲州街道、現在の国

道20号線、J　R中央本線が横断している。現在

の大月市南東部の一角を占め、南は都留市に接

している。この地域は、近世では、郡内領に属
　　　　　とのうえ　　　　　　　　　　おざわ
し、猿橋村、殿上村、藤崎村、小沢村、朝日小

　　　こ　しの
沢村、小篠村の6か村があり、このうち、猿橋

村には、猿橋宿があった。また、猿橋は郡役所

の所在地でもあった。

　　　　　　　　　　　いさわ　近代には、明治維新後、石和県、甲斐府、甲

府県を経て、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）に都留郡第八

区、1876年（明治9）に山梨県第三十一区となり、

1878年（明治11）の都留郡の分画に際しては、北

都留郡に属した。この間、1875年（明治8）2月3

日、6か村は合併して大原村となった。同村の

面積は、東西約36町・南北約45町であった（『山

梨県市郡村誌』）。

　同村の村政機構は、1875年の「大原村事務所」、

78年（明治11）の「大原村役所」を経て、1884年

（明治17）の「大原村戸長役場」となるが、戸長役

場は猿橋に置いた。1889（明治22）年の市制町村

制の施行に当たっては単独で施行し「大原村役

場」を置いた。

　『山梨県市郡村誌』（1892年（明治25）刊）による

と、1891年（明治24）の戸口（現住戸数・本籍人口）

は678戸、3717人であった。大原村の地租改正

後（1875年（明治8））の地租は2376円46銭5厘、反

別は田30町3反5畝22歩・畑212町1反1畝12歩・切

替畑182町3反8畝11歩・宅地22町7反5畝22歩・竹

薮1町1反3畝27歩・林159町4反5畝28歩・芝地26町

7畝9畝5歩・合計635町7歩である。

　その後、大原村は、1935年（昭和10）4月1日、

　　　　　　　　　　にぎおか　　　　ななほ
子村、初狩村、大月町、賑岡村、七保町、梁川

村と合併し大月市となり、さらに、同年9月8日、

富浜村を合併して現在に至っている。

伝来と数量　本文書群は、1967年度に他の山梨

県下町村役場書類とともに、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

「山梨県北都留郡諸村役場書類（2）」（42G）であっ

たが、史料集積年代の下限、出所の歴史から、

『史料総覧』の編集の際、分割してこの文書群名

とした（42G－4）。また本集11．平等村上万力村

組合役場文書（42F－1）、七保村役場文書（41N－8）

に混入していたものをここに加えた（42F－3，41

N－9）。

　なお、文書集積年次の下限からすると16．大

月町と同様、本文書群の名称を猿橋町役場文書

とすべきであるが、ここでは、『史料総覧』の文

書群名称に拠ることとした。

　数量は、35点（『史料総覧』では、21点）、書架

延長は、0．8mである。

史料の概要　この文書群の史料集積時期は、18

71年（明治4）以降で、下限は猿橋町役場期であ

ること以外不明であるが、主として地租改正期

と町村制施行以降の土地関係の文書である。

「地所取調帳」「地券名寄帳」「地租名寄帳」「地租

名寄帳冊計簿」などである。目録編成の第1次項

目としては、大原村名主（所）・村事務所・村役所

文書（17・1。13点）、大原村戸長役場文書（17・2。

2点）、大原村（猿橋町）役場文書（17・3。19点）お

よびく参考＞として郡名が不明の山梨県□□□

郡役所文書（17・4。1点）を設定した。名主の事

務所名がここでは特定できないので、名主（所）

を仮称した。

　第2次項目は、17・1大原村名主（所）・村事務所・

村役所文書が土地、逓送、17・2大原村戸長役場

文書が土地、17・3大原村（猿橋町）役場文書が土
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地・地租、納税、17・4山梨県□□□郡役所文書

が、土地とした。

関係史料　大月市立図書館には、笹子・初狩・中

初狩・大月・猿橋・七保・富浜・梁川各村の公文書

など1万点を超える文書を収蔵している（『大月

市史資料分類目録』）。大原村の分では、1878年

（明治！1）の「地券台帳」、1913年（大正2）の「地租

名寄帳冊計簿」などが、史料館所蔵分との関連

があり、本文書群の集積時期と重なる部分があ

る。

参考文献

・大月市史編纂室編『大月市史』通史篇・史料篇、

大月市役所、1976－78年。

・大月短期大学地域研究室編『大月市史資料分類

目録』同短期大学、1996年
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17・1．大原村名主（所）・村事務所・村役所文書

17・1・1．土地

　1旧除地畑芝地取調書　山梨県第三拾壱区大

　原邨ノ内旧藤崎　明治十年第二月二拾日．

　作成：［大原村事務所］．明治10・2．（1877）．

　　1冊．27・5cm．かぶせ綴．

　　内容：橘孝行分以下，　　史料請求番号42G－4，64

†地所取調帳

2地所取調帳　三号　山梨県第三拾壱区都留

　郡大原村之内旧藤崎．

　作成：大原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：927－1514番．　史料請求番号42G－4，65－1

3地所取調帳　五号　山梨県第三拾壱区都留

　郡大原村之内旧藤崎．

　作成：大原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．地主押印．

　地番：2099－2660番．　史料請求番号42G－4，65－2

　　　　　†　　　　　†

4一筆限地所取調帳　第壱号　山梨県第三拾

　壱区都留郡大原村之内旧小篠．

　作成：大原村事務所（推定）．明治［　］．

　1冊．27・5cm．かぶせ綴，地主押印．

　掛紙の表示：地券一筆限　小篠組．

　地番：1－414番．　　　　史料請求番号42G－4，66

5［地所名寄帳］．

　作成：副戸長川村定祐［ほか取調担当1名．押

　印］．明治10・8．（1877）．書込み下限：明治19。

　1冊．27・5cm．表紙欠．前欠か．綴直しは史料

　館．上部に掛紙多数．

　地小口表示：殿上弐．

　内容：星野喜照分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，62－7

†地券名寄帳（藤崎）

6地券名寄帳　二　大原邨之内藤崎組　津成

作成：大原村役所（推定）．明治12推定．（187

9）．書込み下限：明治19．

1冊．28cm．一部破損．上部に掛紙の痕多数．

内容：鈴木槙右ヱ門分以下．

開披注意．　　　　　史料請求番号42G－4，62－1

7地券名寄帳　五　大原邨之内藤崎組　小田

　壱．

　作成：大原村役所（推定）．明治12推定．（187

　9）．書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．上部に掛紙多数．

　内容：鈴木槙右ヱ門分以下．

　フケ．開披注意．　　　史料請求番号42G－4，62－2

8地券名寄帳　四　大原村之内藤崎組．

　作成：大原村役所（推定）．明治12推定，（187

　9）．書込み下限：明治19．

　1冊．28cm．後表紙なし．後部破損．上部に掛

　紙多数
　内容：佐藤宰三郎（孝平）分以下．

　一部開披不可．　　　史料請求番号42G－4，62－3

9地券名寄帳　八　大原邨之内藤崎組　雑郷．

　作成：大原村役所（推定）．明治12推定．（187

　9）．書込み下限＝明治14．

　1冊．28cm．上部に掛紙多数．

　内容：妙楽寺分以下．　　史料請求番号42G－4，63

†地券名寄帳（朝日小沢）

10地券名寄帳　大原邨旭小沢組　第壱号　初

　部．
　作成：大原村役所（推定）．明治12推定．（187

　9）．書込み下限：明治18。

　1冊．27・5cm．かぶせ綴．上部に掛紙多数．

　内容：志村作次郎（志ゆう）分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，61－1

11地券名寄帳　大原邨旭小沢組

　石．

第四号越
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　作成：大原村役所（推定）．明治［　　］．書込

　み下限：明治19．

　1冊．28cm．かぶせ綴．後表紙なし．上部に掛

　紙多数
　内容：白川忠左衛門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，61－4

　　　　　　†　　　　　†

12［一筆限反別地価取調総計簿ほか］．

　大原村役所．明治10－12．（1877－79）．

　1冊．28cm．表紙に記載なし．

　内容：1．一筆限り反別地価取調総計簿　山梨県第

　三拾壱区大原村之内旧殿上村．明治10・1（1877）．

　2．一筆限反別地価取調総計簿　山梨県第三拾壱

　区都留郡大原村之内旧猿橋村　明治十年　奈良

　利一郎自費手元拍．明治10・1．（1877）．

　3．山林原野等級合計簿　北都留郡大原村之内旧

　猿橋．明治12・8（1879）．

　4．山林原野等級合計簿　北都留郡大原村之内旧

　猿橋．明治12・8．（1879）．書込み下限　明治14．

　（1881）．

　5．収獲地価割附総計　山梨県第三拾壱区大原村

　ノ内旧小沢村．

　6．山林原野反別等級井収利取調総計　山梨県第

　三拾壱区大原邨之内旧小沢邨　明治十一稔第八

　月．明治11・8．（1878）．

　7．山林原野反別等級井地価合計　北都留郡大原

　村之内旧小沢村　明治十二年七月．明治12・7。

　（1881）．

　8．一筆限り地価反別取調総計簿　山梨県第三拾

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔99〕

壱区都留郡大原村之内旧朝日小沢村．明治12・8．

（1881）．

9．一筆限反別地価取調総計簿　山梨県第三拾一

区都留郡大原邨ノ内旧藤崎村．

10．山林原野反別等級井収利地価合計　北都留

郡大原村旧藤崎村　明治十二年第八月．明治12・

8．（1881）．

11・山林原野一筆限反別等級取調総計簿　第廿

壱区大原村ノ内旧藤崎村．

12．山林原野一筆限反別地価金取調総計簿　山

梨県第廿壱区大原村ノ内旧藤崎村．

13．地位等級収獲総計　山梨県第三拾壱区都留

郡大原村旧小篠，明治10・1．（1877）．

14，山林原野等級合計簿　北都留郡大原村之内

旧小篠．明治12・8（1881）．

15．北都留郡大原村小篠組［反別総計］．

　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，67

17・1・2、逓送

13差上申御請証文（徳嶋藩東登二付宿助郷ノ

　　義承知）．

　　差出：甲州道中猿橋宿役人惣代年寄幡野兵

　　右衛門［ほか上花崎宿・大月・駒橋宿役人惣

　　代3名．押印］．宛名：甲府県駅逓御取締加藤

　　仕丁．明治4・6・L（1871）．

　　1通．27・5cm．裏継目印．訂正押印：幡野兵右

　　衛門印．　　　　　史料請求番号41N－9，169

17・2．大原村戸長役場文書

17・2・1．土地

†地券名寄帳

14地券名寄帳　北都留郡大原村朝日小沢組

　　第弐号．

　　作成：大原村戸長役場（推定）．明治18推定．

　　（1885）．書込み下限：明治22．

　　1冊．28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　　内容：斧田定七分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，61－2

15地券名寄帳　北都留郡大原村朝日小沢組

　第三号．

　作成：大原村戸長役場（推定）．明治18推定．

　（1885）．書込み下限：明治22．

　1冊。28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　紙見出し付き．

　内容：白川又四郎分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，61－3
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17・3．大原村（猿橋町）役場文書

17・3・1．土地・地租

†地租人別集計簿

16地租人別集計簿　大字殿上　大原村役場，

　作成：大原村役場，［　］．

　1冊．27・5cm．大原村役場地租人別集計簿用

　紙使用．

　内容：佐藤定右工門分以下．

　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，54

17［地租人別集計簿］．

　作成：大原村役場．［　］．

　1冊，27・5cm．表紙・後表紙欠．後欠．編綴直

　しは史料館．大原村役場地租人別集計簿用

　紙使用．目次付．

　地小口表示：猿橋一．

　内容：1知見弥重郎一176松本修寿（以下欠）．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，62－4

18［地租人別集計簿］．

　作成：大原村役場．［　　］．

　1冊．27・5cm．表紙・後表紙欠．もとは四ッ綴・

　編綴直しは史料館．大原村役場地租人別集

　計簿用紙使用．目次付．

　地小口表示：藤崎一．

　内容：1木口庄太郎一長坂熊治郎（138の6）．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，62－5

19［地租人別集計簿］．

　作成：大原村役場．［　］．

　1冊．27・5cm．表紙・後表紙欠，もとは四ッ綴・

　編綴直しは史料館．大原村役場地租人別集

　計簿用紙使用，目次は史料番号62－4に一括．

　地小口表示：藤崎二尾．

　内容：139藤本権太郎一308奈良和三郎．231を欠く。

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，62－6

†地租名寄帳

シリーズとしての一体i生については、なお要検討。

20地租名寄帳　猿二　北都留郡大原村役場．

作成＝大原村役場．明治［　］．

1冊．27cm．紙見出し付き．土地所有者名寄

帳用紙使用．

内容：藤本孝左工門分以下．

　　　　　　　史料請求番号42G－4，55引

21地租名寄帳　猿橋三号　大原村役場．

　作成：大原村役場．大正2推定．（1913）．書込

　み下限：昭和6．

　1冊．28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　綴目に押さえ竹．

　内容：稲本力蔵分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－2

22［地租名寄帳］．

　作成：［大原村役場］．明治35推定．（1902）．

　書込み下限：明治43．

　1冊．26・5cm．表紙・後表紙欠．紙見出し付き．

　大原村役場地租名寄帳用紙（内藤活版製造

　所印刷）使用．裏綴目に押さえ竹．

　地小口表示：猿橋壱．

　内容：知見弥重郎分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－3

23［地租名寄帳］．　　　　駕

　作成：大原村役場．大正2推定．（1913）．書込

　み下限：昭和6．

　1冊．28cm．表紙・後表紙欠．もとはニッ綴．

　編綴は史料館か．大原村役場地租名寄帳用

　紙使用，

　内容：市川彦右工門分以下．

　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－4

24［地租名寄帳］．

　作成：大原村役場。［　］．

　1綴．26cm．表紙・後表紙欠．前・後欠．綴紐欠

　落．編綴は史料館．大原村役場地租名寄帳用

　紙（内藤活版製造所印刷）使用．

　内容：尾形勝三郎分以下．



　　　　　　　　　　　　　　　　　17．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－5

25［地租名寄帳］．

　　作成1大原村役場．大正2推定．（1913）．書込

　　み下限：昭和4．

　　1冊．28cm．表紙・後表紙欠．もとはニッ綴．

　　編綴は史料館か．大原村役場地租名寄帳用

　　紙使用．

　　内容：佐々木源七分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－6

26［地租名寄帳］．

　　作成：大原村役場．大正2推定．（19！3）．書込

　　み下限：昭和6．

　　1冊，28cm．表紙・後表紙欠．前欠．もとはニ

　　ッ綴．編綴は史料館か．大原村役場地租名寄

　　帳用紙使用．

　　内容：村松由太郎分以下．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－7

　　　　　　　†　　　　　　†

27［字別・地目別地租集計表］．

　　作成：大原村役場．［　］．

　　1枚．24cm．罫紙：大原村役場赤色12行罫（片

　　面）．鉛筆書き。照合印．

　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，55－8

28地租名寄除帳．

　　作成：大原村役場．明治43推定．（！910）．書

　　込み下限：明治44．

　　1冊．28cm。大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　　内容：鈴木七郎分以下．　史料請求番号42G－4，56

†地租名寄冊計簿

29地租名寄帳冊計簿　殿上第全号帳　大原村

　　役場．

　　作成：大原村役場．大正2推定．（1913）．書込

　　み下限：大正ll．

　　1冊．28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，57
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30地租名寄帳冊計簿　他村第一号帳　大原村

　　役場．

　　作成：大原村役場．大正2推定．（19！3）．書込

　　み下限：大正！l．

　　1冊，28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，58

31地租名寄帳冊計簿　猿橋第四号帳　大原村

　　役場．

　　作成：大原村役場．大正2推定．（！913）．書込

　　み下限：大正1L

　　1冊．28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，59

32地租名寄帳冊計簿　朝日小沢第全号帳　大

　　原村役場．

　　作成：大原村役場．大正2推定．（1913）．書込

　　み下限：大正11．

　　1冊．28cm．大原村役場地租名寄帳用紙使用．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，60

　　　　　　　†　　　　　　†

33他村合併地価．

　　作成：［　　］．［　　］．

　　！冊．25・5cm．罫紙：大原村役場茶色13行罫

　　（但し掛紙）．

　　内容：富浜邨藤本作次郎分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－3，19

17・3・2．納税

34［納税日掛貯金集金簿］．

　　作成：猿橋町役場．［　　］．

　　1冊．24・5cm．猿橋町役場納税日掛貯金集金

　　簿用紙使用．領収印押印．

　　内容：二又川仁三郎分以下．

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42F－3，90
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〈参考＞17・4．山梨県ロロロ郡役所文書

17・4・1．土地

35土地台帳調製二関スル達綴　第二課．

　　山梨県［コロロ郡役所第二課．明治18－19．（1

　　885－86）．

　　1冊．20・5cm．

　　内容：県庁からの達（活版など），山梨県内の郡役

　　所のもの．郡役所名不明，

　　　　　　　　　　　　史料請求番号42G－4，53


