
温品・矢野・熊野跡村外役場文書目録
く

広島市公文書館所蔵資料目録

第 7 集

昭和 61年

広島市公文 館書



温品・矢野・熊野跡村外役場文書目録

広島市公文書館所蔵資料目録

第 7 集

昭和 61年

広島市公文 館書



広島市公文書館の所蔵資料目録第7集を刊行する運びとなりました。これは、
あきくまのあと

昭和四年Ⅱ月に広島市と合併した安芸町及び熊野跡村並びに昭和50年3月に△併
やの

した矢野町の役場等に保存された公文書のうち、昭和30年代初め頃までの文書を

整理し、その目録を一冊にまとめたものです。

安芸町は、昭和31年3月に安芸郡温品村と安佐郡福木村が△併して成立しまし
うまき

たが、福木村は、明治22年4月町村制施行に際し、福田 ・馬木の2村が合併して

できた村です0 この地域は、山に囲まれた谷あいの農村でしたが、住宅地として

発展しています0 温品村の近世文書の中には、温品川と府中大川の△戸地点の水

害関係の文書が多く残されており、自然と戦ってきた往時の人々の労苦がしのぱ

れます。

矢野町は、大正6年10月に安芸郡矢野村に町制を施行して成立しました。この

地域は、海田湾に面する農漁村でしたが、早くから商工業が栄え、'斤世には、村

とはいえ、村方と町組に分かれていました。明治30年代から特産のゞゞ産業が成

んとなり、髭のまちとして全国に知られるようになりました。

熊野跡村は、昭和26年3月に賀茂郡から安芸郡に編入されま した。広島市との

合併後、近世初頭の名称阿戸村にちなんで阿戸町と命名されま した。今も、農村

の顔を残している地域です。

資料の整理に当たり、いまさらの如く資料を後世に伝えることは大亦なことだ

と思います0 これらの文書が今日まで大切に保存されてきたのは、地元関係者の

情熱と地道な努力の積み上げがあったからです。ここに改めて敬意を表する次第

であります0 今後も資料整理に努め広く利用の便に供したいと考えております。

昭和61年3月31日

半
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本目録には、安芸町の近世文書と安芸町の成立に至るまでの各村役場文書、矢野町の近世文書
と昭和31年までの村.町役場文書、阿戸町の明治初期から昭和31年までの村役場文書を主体とし
た6,453冊が収録されている。

目録の後半部は、文書の内容紹介を主目的とした件名目録であり、 6,453冊の中から34冊を選
び、各捧冊に綴られている文書一件ごとの件名を列記したものである0

類]分

①温品村は、全体を16項目に大分類し、更に大分類にっいていくっかの中分類を施し、福木
村は、全体を10項目に大分類し、更に大分類にっいていくっかの中分類を施した0

なお、他村にっいては、中分類の必要性がないので大分類だけを施した。

②分類項目は、飾冊の表記によって設定したため、内容的に見れぱ他の分類に属する場合も
ある。

2 篝冊目録記載事項

山飾冊名・発生年・冊数・請求番号の順に記載した。
②符冊名は、原樺冊の表記に従い、旧体漢字は新体漢字に改めた。

偲)抑冊の表紙がないものや築冊名の読み取れないものは、当館で適宜これを設け、()書
した。

皿)冊数は、冊を原則としたが、形態により綴・袋・括・枚を用いた。なお、いくっかの箒冊
がーつに綴られた]冊は、1綴とした。

⑤件名を採録した緯冊にっいては、筑冊名の前に〔、印〕を付け、冊数の次に件名の記載ペー
ジと位置を()書した。〔4のQ)一④を参1靭

3 簿冊の配列

ω篝冊の配列は発生年順とし、大分類(温品村・福木村は中分類)ごとに完結している0
②発牛年の設定は、原薄冊の表記を原則として採用したが、簿冊を構成する文書の発生年に

依ったものもある。

W)発生年の設定は、1年を単位としたために、例えぱ、明治35年2月から同36年4月までの
文書を綴った籌冊も「明治35年」と記載してあり、3力月前後の異動を含む場合がある0

④緯冊名が同一で、発生年が」年ごとに連続するものは、ーつの樺冊名で一括し、発生の期
問と合冊数を記した。

⑤発生年の不明確なものは、各大分類(温品村・福木村は中分類)の末尾に〔、、、〕によっ
て行間を作り、その後に一括記載した。

4 件名目録記載事項

a)温品村役場文書の例規・庶務・勧業・産業・土木・民生の大分類項目の中から一部摘出
し、各々の籬冊に綴られている文書にっいて一件ごとに件名のみを記載した0

②件名の表記は、原則として原文書に依った。原癖冊に件名目次の付いたものは、これを件
名原文として採用したものもある。

御文書に件名表題のないものは、当館でこれを設け()書した。その場合、かなづかいは、
平がなを用いた。

④件名の原文そのものが平がなの場合は、簿冊名の右にその旨表記した0
5 村別文書およぴ近世文書の分け方

凡 例

VI



安芸町は、温品村・福木村で分け、近世文書は一括して掲載した。
各町域の合併経過は下記のとおりである。

安芸町域

明治5年4月明治22年4月
温品村^第3大区^温 品

福田

馬木

矢野町域

矢野

阿戸町域

朋治5年4月明治22年4月大正6年10月昭和50年3月20日
村^第3大区^矢野村^矢野町へ移行^広島市に編入合併

第6小区

Ⅵ1

熊野跡村一ー・一第8大区^熊野跡村
第3小区

昭和31年3月昭和49年11月1日
安芸町 広島市に編入合併

明治5年4月明治22年4月 昭和49年11月1日
広島市に編入合併

寸キ

寸キ
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2
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温品村役場文書

例

温品・郡、県訓達告示公報村条例告示公告議案

儒K、県訓達・告示・公幸田

本省達簿明治15年1冊

郡丙達綴込明治16年1冊

本省達綴明治17~18年2冊

県郡諭達綴明治19年1冊

広島県令甲号綴明治23年1冊

馬籍規則明治23年1冊

租税諸令達綴明治24年1冊

広島県訓令綴明治25年1冊

県令告示綴明治26年1冊

郡訓令綴込明治26年1冊

郡長訓令綴明治27年1冊

広島県訓令綴明治27~29年3冊

郡訓令綴明治29年1冊

訓令通牒綴明治31年1冊

徴発馬匹二関スル訓令通牒綴明治31年]冊

戸数割法規大正Ⅱ年]冊

郡訓令告示綴大正Ⅱ~15年5冊

小作調停法綴大正13年]冊

例規綴大正N年一昭和4年1冊

法規綴大正15年1冊

戸数割条例及細則昭和2~3年1冊

陪審法二関スル書類昭和2~18年1冊

例規綴昭和5-6年1冊

例規綴昭和6~22年1綴

種馬統制関係法規昭和15年1冊

規

労務調整令関係法令集昭和16年1冊

・広島県通牒公報昭和部年1冊(フ7頁左)

公文達示綴昭和23~24年1冊

法規例規綴昭和23~26年1冊

広島県報綴昭和25年1冊

法規・例規綴(農業関係)昭和26年1冊

1

2

3-4

条例規則規程簿明治訟年]冊

条例規則規程簿大正6年1冊

規則規程簿大正6年1冊

村告示綴火正Ⅱ年一昭和17年21冊

規則規程籌大正15年一昭和6年1冊

参考資料綴昭和元一6年1冊

温品村条例規程規則綴昭和9~詑年1冊

村告示綴昭和19一詑年1冊

村告示綴昭和部一30年1冊

村条例昭和25-29年1冊

温品村条例昭和26~30年1冊

温品村規程蜆則昭和28~30年1冊

<村条伊卜告示・公告>

5

33

6

75-83

7

8

9

]0

38

Ⅱ

]2

13~15

]6

39

17

40

18

り

42-62

19

20~24

1冊 84

85

25

26

27

66

ヨ当、

而我

86

議事準備諸件明治30-39年4冊

村会議事準備諸件明治卯年~大正4年

9冊

67

開

信義

69

明治U年度普常総会提出議案参考書

明治U年

村会議事準備諸件大正6年]冊

村会議事準備諸件大正8年1冊

註

70

32

案>

1

71~74

会

4
5
6
7

3
3
3
3

3
 
4
 
5

6
 
6
 
6

8
 
9
 
0

2
 
2
 
3



温村・議決書議事録議事一件

組合会議事準備諸件

議案綴 昭和26~29年

大正8年一昭和3年

村会議決諸件明治30~36年1冊

議決害明治37年1冊

村会議決諸件明治謁~心年6冊

村会議決諸件明治U年一大正元年

村会議決諸件録大正2年1冊

村会決議諸件大正3-6年4冊

村会決議諸件大正8年1冊

議決書綴昭和31年1冊

<議決書>

3冊

1冊 87

88~90

議事一件(村会議事準備諸件)

火正9年]冊

議事一件(村会決議諸件)大正・9年]冊

議事一件(村会会議録)大正9年1冊

議事一件(村会議員出勤筑)大正9年1冊

議事一件けす会雑書)大正9年1冊

議事一件(村会会議録)大正Ⅱ~13年

3冊]33-135

議事一件(村会雑書)大正Ⅱ~13年

3冊 136-・・138

91

92

93~98

2冊 99~100

101

102-105

106

」07

議事録明治30~39年4冊

村会議事録明治如~43年4冊

村会会議録大正元年1冊

村会会議事録大正2年1謡

温品村会議録大正3年1冊

村会会議録大正4年1冊

議録大正5年1冊^
^

村会会議録大正6年1冊

温品村外二力村組合会会議録

信義事録>

議事一件(村会議事準備諸件)

大正11~14年4冊]39~142

議事一件(村会決議諸件)大正]2~13年

2冊 143~144

議事一件(村会議員出勤等)大正12~13年

2冊 145~146

議事一件係且合会会議録)大正13年1冊 147

議事一件絲且合会議員出席等)大正13年

1冊 227

108-111

112-115

Ⅱ6

Ⅱ7

Ⅱ8

Ⅱ9

120

121

1冊 M8

議事一件俳且合会議決諸件)大正13~H年

2冊 149-・150

議事一件信養決諸件)大正14年一昭和16年

]7冊 151~167

議事一件(村会準備書)大正15年1冊 ]68

議事一件信義員出席簿)

大正15年一昭和2年2冊 169~170

議事一件(村会雑書)大正15年~昭和2年
2冊 171-172

議事一件(会議録)大正15年一昭和16年

16冊 173~]88

村会会議録 大正8年1冊

昭和27-29年3冊

議事一件

大正8年

<議事一件>

大正5年

1冊 122

123

124-126

議事一件(組合会議員出席簿)
昭和2~4年1冊

議事一件(準備諸件)昭和2~16年

15冊

議事一件(雑書)昭和3~10年8冊

携事一件(出席撞)昭和3~16年

1冊 127

議事一件(家屋税調査委員会議録)

昭和6年

2

]89

190~204

205~212

H冊 2〕3-226

会議録
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議事一件

議事一件

議事一件

(雑件)昭和Ⅱ~16年6冊 228-233

17年1冊 234

(準備諸件)昭和18~19年

2冊 2闘一・236

議事一件(出席簿)

議事一件(会議録)

6冊

議事一件(雑件)昭和18-26年9冊

議事一件伝義決諸件)昭和18~29年

12冊

昭和18~19年

1綴

1綴

議事一件

議事一件

昭和18-23年

温品・議事一件出席等村会雑書選挙一般

昭和19年

(出席簿)

2冊 237~2認

議事一件(準備諸件)

議事一件(会議録)

村会雑書明治30~舗年1冊

村会協議録綴明治31~37年1冊

雑書綴明治37年1冊

村会雑書編冊明治諦~39年2冊

村会雑書綴明治如年]冊

村会雑書明治U年1冊

雑書明治C年1冊

村会雑書明治43~妬年3冊

送達簿大正2年]冊

村会二関スル雑書綴大正2年1冊

村会雑害綴火正3-4年1冊

村会雑害大正5年]冊

村会雑書大正8年]冊

送逹簿昭和7~10年4冊

(雑書綴)昭和22-26年2冊

議会に関する綴昭和25-27年2冊

村会議会一件昭和27一部年1冊

議会議員協議会書類昭和28年]冊

議会関係一般書類昭和28年]冊

議会一件昭和器~30年2冊

議会関係書類昭和29年1冊

議員名捧昭和30年1冊

1冊

昭和幻~23年

239~244

245~253

<村会雑書>

議事一件(出席筒)

3冊

昭和21~29年

9冊

254~265

266

昭和25~26年

昭和25~26年

267~269

議員出勤簿明治30~39年5冊

臨時委員出勤撞明治35年]冊

村会議員出席等明治如~42年1冊

村会議員出勤筵明治43年~大正2年

4冊

温品村村会議員出勤篝大正3年1冊

村会議員出勤簿大正4年1冊

議員出勤撞大正5年1冊

村会議員出勤等大正8年1冊

議員出勤簿大正Ⅱ年1冊

温品村議会議員出席篝昭和27年1冊

議員出席筵昭和28~29年2冊

270~278

2冊 279-280

<出席箔>

302

303

304

3妬一・306

307

308

3卿

310~312

313

314

315

3」6

317

318~321

322~323

324~325

326

327

詑8

329~誌0

33]

332

2冊 2釘~282

283~287

288

289

290~293

294

295

296

297

298

299

300-3田

はす会雑件) 1袋

* *

く選挙

(村会議員選挙会顛末報告)

(村会議員選挙会顛末報告)

*

3

挙

333

般>

明治22年

明治器年

選

4
 
5

3
 
3

3
 
3



温品・選挙一般選挙原籌人名癖

広島県第一選挙区内安芸郡温品村投票所明細書

明治組年2冊 336~337

無効投票(用紙)大正8年1袋 338

村会議員選挙類末報告大正10年]冊 339

選挙二関スル書類大正13年1冊 340

温品村会議員選挙投票用紙大正N年1袋 3U

有効投票用紙大正H年1冊 342

選挙二関スルー件書類大正N年一昭和2年

3冊 343~345

選挙一件昭和2年1冊 346

(選挙有権者数の件報告)昭和3年1枚 347

(衆議院議員選挙投票用紙及封筒精算書)

昭和3年1枚 348

選挙二関スル書類昭和3~8年6冊 349~354

(不在者投票関係書類)昭和5年]綴 355

(県会議員選挙投票用紙及封筒精算書)

昭和6年1枚 356

357

391

選挙関係書類昭和15一幻年5冊

選挙費領収証昭和Ⅱ年1冊

不在者投票関係書類昭和リ年1冊

(衆議院議員総選挙に於ける棄権率表)

昭和]7年1枚

選挙費領収書綴昭和幻年]冊

(投票所事務員辞令)昭和21年1綴

選挙関係害綴昭和部年]冊

選挙費領収害昭利23一部年1冊

選挙費証愚害昭和26年]冊

選挙費証遇害昭和27年]冊

衆議院議員・最高裁裁判官国民審査・県教育委
員会・村教育委員会・キす議会議員選挙関係書
類綴昭和27年1冊

選挙費証愚書昭和28年1母

的2

(選挙人調)昭和6年1枚

(不在者投票関係書類)昭和7年1綴

選挙二関スル書類昭和10年1冊

選挙費領収書昭和10年1冊

不在者投票関係書類昭和10年]綴

(県会議員選挙投票用紙及封筒精算書)

昭和10年

1冊 393

4

373~37フ

(選挙人調)昭和10年1枚 363

(選挙費調)昭和11年1枚 364

不在者投票関係書類昭和12年1冊 365

選挙費領収書綴昭和ル年]冊 366

選挙二関スル書類昭和13~14年2冊 367~3能

不在者投票関係害類昭和H年1冊 369

(県会議員選挙人調)昭和14年1綴 370

(県会議員選挙投票用紙及投票用封筒精算書)

昭和14年]枚 371

(広島県安芸郡温品村県会議員温品村投票区府
県制施行令第16条第1項の顛末書)

昭和]4年1綴 372

394

378

379

訟0

358

38]

(温品村村会議員選挙投票用紙)

(選挙雑件) 1綴

359

382

3船

384

360

3田

]枚 362

*

4伽一406

*

選挙人名簿明治22年1冊

県会議員選挙人名原筒明治25年

町村制第7条ノ要件二欠ケ原等

*

<選挙原篝・人名簿>

395

387

1綴

諦6~397

388

選挙人名簿明治25年1冊

選挙原捧明治25年1冊

衆議院議員選挙人名箔明治25~26年
2 冊・

村会議員選挙人名原算明治26年1細

選挙原簿明治28年]冊

選挙人名篝明治28年1冊

県会議員選挙人名原簿明治28一肌年

4冊

衆議院議員選挙人名簿明治29~30年

2冊

398

389

399

諦0

400

1冊

明治25年

401~404

5
 
6

8
 
8

3
 
3



選挙人名簿明治31年1冊 407

衆議院議員選挙人名簿明治詑年1冊

村会議員選挙人名簿明治34年1冊 409

県会議員選挙人名簿明治34年1冊 410

衆議院議員選挙人名簿副本

明治35年~大正2年12冊 4Ⅱ~422

村会議員選挙原箔明治37年1冊 423

選挙人名簿ノ書抜明治釘年]冊 424

県会議員選挙人名簿明治37年~大正2年
10冊 425~434

435村会議員選挙原簿明治如年1冊

村会議員選挙人名筑明治卯年1冊

郡会議員選挙人名算明治卯年1冊

衆議院議員選挙人名簿害抜明治U年

村会議員選挙人名簿明治4年1冊

村会議員選挙原漉明治43年1冊

温品村

1冊

408

温品 選挙原輝人名籌選挙録投票録

広島県会議員選挙人名筑書抜簿

<選挙録・投票録>

(温品村選挙録)明治22年2綴

温品村選挙録明治討年1綴

540

衆議院議員選挙人名筑大正9年1冊

衆議院議員選挙人名漆婁抜薄大正9年

中山村安芸郡会議員選挙人名簿
矢賀村明治U年1冊UI

広島県会護員選挙人名撞

温品村
中山村郡会議員選挙人名簿書抜
矢賀村 明治U年1冊"2

広島県会議員選挙人名薄書抜大正元年
1冊 443

村会議員選挙人名算大正2年1冊 444

村会議員選挙原簿大正2年1冊 445

広島県会議員選挙人名筑書抜等大正4年

1冊"6

衆議院議員選挙人名篝

大正Ⅱ年~昭和19年29冊

選挙人名簿害抜大正13年1冊

温品村会議員選挙人名簿大正H年1冊

村会議員選挙人名筑害抜簿大正H年1冊 505

県会議員選挙人名筑(抄本)大正15年1冊 506

県会議員選挙人名簿火正15年~昭和2年
2冊 507~508

温品村会議員選挙人名簿昭和3年1冊 509

温品村家屋税調査員選挙人名簿
昭和5年2冊 510~511

温品村会議員選挙人名簿昭和5-17年
18冊 512-・529

広島県会議員選挙人名濠昭和9~10年
3冊 530~532

温品村会議員選挙人名簿書抜昭和17年

大正8年

]冊

436

1冊

437

大正Ⅱ一]5年
6冊

438

465

439

466

広島県安芸郡郡会議員害抜撞大正4年
1冊

衆議院議員選挙人名箔書抜大正4年 1冊

衆議院議員選挙人名簿大正4~9年
6冊 449-454

広島県県会議員選挙人名筑大正4~]0年
7冊 455~461

村会議員選挙人名筑大正6年1冊 462

村会議員選挙人名算書抜簿大正6年1冊妬3

広島県安芸郡郡会議員選挙人名筵大正8年
]冊 464

1冊 467

440

4腿~473

474~502

503

5

54]~542

504

1冊

衆議院議員選挙人名簿

537

(送致目録) 1枚

選挙人名筑書抜 1器

選挙人名簿 1冊

選挙名篝書抜簿 1冊

温品村会議員選挙人名簿書抜

町村制第七条ノ要件ヲ欠ウ人名筑

447

448

1冊

昭和23年

* * *

543

1冊

3
 
4

3
 
3

5
 
5

5
 
6

3
 
3

5
 
5

8
 
9

3
 
3

5
 
5



温品・選挙録投票録戸籍一般

広島県会議員選挙投票簿明治36年1冊

広島県会議員選挙投票等明治如年1冊

衆議院議員選挙投票等明治Ⅱ年]冊

(温品村選挙録)明治心年]綴

安芸郡会議員選挙投票簿明治"年1冊

広島県会議員選挙投票簿明治"年1冊

広島県会議員選挙温品村投票所投票録

大正4年1冊

安芸郡会議員選挙矢賀村ヨリ成ル選挙区温品村
船越村

分会投票所選挙録大正4年1冊

投票簿大正4年1冊

広島県会議員補欠選挙温品村投票所投栗録

大正5年1冊

(安芸郡会議員選挙温品村選挙録)

大正8年1綴

広島県会議員選挙温品村投票所投票録

大正8年1冊

544

545

温品村

(昭和5年5月11日執行広島県安芸郡温品村家

屋税調査員選挙会選挙録)

昭和5年2冊 5釘一568

広島県安芸郡温品村衆議院議員投栗所投票録

昭和5年1冊 569

広島県安芸郡温品村県会議員温品村投票所投票

録昭和6年1冊 570

昭和7年2月20日執行広島県安芸郡温品村衆議

院議員投票所投票録昭和7年1綴 571

昭和10年9月25日執行広島県安芸郡温品村県会

議員投票所投票録昭和10年]綴 572

温品村会議員選挙録昭和Ⅱ年1綴 573

昭和12年4月30日執行広島県安芸郡温品村衆議

院議員投票所投票録昭和12年1冊 574

広島県安芸郡温品村県会議員投票所投票録

昭和Ⅱ年1緑 575

温品村会議員選挙録昭和Ⅱ年1綴 576

広島県安芸郡温品村衆議院議員投票所投票録

昭和17年]綴 57フ

広島県安芸郡温品村衆議院議員投票所投票録

昭和2]年1冊 578

546

547

548

549

"ム三=、温品村安芸郡会議員選挙奨賢村ヨリ成ル選挙区矢賀村

550

分会投票所選挙録大正8年1冊

安芸郡会議員投票簿大正8年1冊

倖&告書)大正9年1枚

温品村衆議院議員投票所投票録大正9年

1冊

広島県会議員選挙安芸郡温品村投票区投票録

大正13年1冊

温品村衆議院議員投票所投票録大正W年

1綴

(温品村会議員総選挙会選挙録)大正H年

1綴

(村会議員総選挙執行報告)大正H年1綴

広島県安芸郡温品村県会議員温品村投票所投票

録昭和2年1冊

広島県安芸郡温品村衆議院議員投票所投票録
昭和3年]冊

広島県安芸郡温品村県会議員温品投票所投票録

昭和4年]冊

584

553

554

555

556

6

557

558

投票筒 1冊

広島県会議員選挙投票簿]冊

県会議員選挙投票簿]冊

582

559

583

560

卑

561

*

585-590

591

*

562

563

564

寄留人出入月日控明治9年1冊

戸籍例明治20年1冊

戸籍二係ル男女生年別帖明治幻年1冊

戸籍番号異動目録明治24~29年6冊

表記綴明治31年1冊

戸籍問合録明治31年1冊 592

565

く戸籍

籍

566

般>

戸

1
 
2

5
 
5

5
 
5

9
 
0
 
]

7
 
8
 
8

5
 
5
 
5



戸籍副本進達跡控明治32~33年1冊 593

皇分侃記届用紙明治35年]冊 594

戸籍二係ル男女生年別撞明治38年]冊 595

入籍二関スル発送簿大正4年1冊 596

戸籍寄留決議書綴大正4~5年1冊 597

寄留受附等大正4年~昭和8年18冊 598~615

寄留筵見出帳火正6年1冊 616

戸籍寄留閲覧及膳抄本交付請求受付帳

大正14-]5年2冊 617~618

戸籍寄留閲覧及謄抄本交付請求受付帳

昭和3年1冊 619

戸籍閲覧及謄抄本交附等昭和3~4年

2冊 620~621

1冊 666

明治9年

1冊 667

戸籍謄抄本交附受附帳昭利26年1冊

戸籍寄留令達綴昭和27年1冊

世帯人口異動整理薄昭和28年1冊

戸籍抄本交附台帳 昭和部一29年2冊

住民登録謄抄本交付昭和29年1冊

戸籍寄留閲覧及謄抄本交村請求受付帳

昭和5年1冊

戸籍謄抄本交付受付帳昭和6~8年
2冊

寄留妥付箔昭和Ⅱ~17年1冊

明治9年

温品・戸籍一般野取帳

戸籍抄本父附受付帳昭和巧年1冊

各部落月別戸数人口明細箔昭和玲年

寄留交付算昭和]8~詑年5冊

戸籍謄抄本交附受付帳昭和19~21年

(戸籍一件)昭和22年1綴

戸籍謄抄本交附受付帳昭和訟~器年1冊

戸籍寄留令達綴昭和訟~説年]冊

戸籍寄留往復書綴昭和器~24年1冊

戸籍謄抄本交付受付帳昭和24~26年

寄留妥付算昭和24~27年4冊

參考書世帯台帳昭和25年1冊

戸籍事務協議事項綴昭和25年1冊

戸籍寄留令逹綴昭和25~26年2冊

出生届完全性調査簿昭利26年1冊

戸籍寄留往復害綴昭和26年1冊

戸籍協議会関係綴昭和26年1冊

高齢者名笈 1冊

戸籍寄留帳等台帳

住民登録謄抄本交付箔

寄留簿見出表 1冊

*

1冊 6印

*

622

岸

623~624

625

1冊

653~654

1冊

655

1冊舵7

能8一飴2

1冊備3

634

635

636

637

1冊飴8

639~642

643

644

645-646

647

648

649

626

<野取帳>

字金碇安芸郡温品村量地野取帳

明治9年

字神前安芸郡温品村量地野取帳

明治9年

字中垣内安芸郡温品村量地野取帳

明治9年

士地・家屋

656

657

658

659

字大原安芸郡温品村量地野取帳

字礒合安芸郡温品村量地野取帳

1儒 6能

字宮崎安芸郡温品村量地野取帳

]冊 660

字菰口安芸郡温品村量地野取帳

1冊 6飢

字間所安芸郡温品村量地野取帳

明治9年

1冊 662

字前田安芸郡温品村量地野取帳

明治9年

1冊 663

字鶴江安芸郡温品村量地野取帳

明治9年

7

1冊 664

明治9年

1冊 6晒

明治9年

0
 
1
 
2

5
 
5
 
5

6
 
6
 
6



温品・野取帳地並帳

拝措量地野取帳 明治9年]冊

菰口野取帳明治9年1綴

(字四百田野取帳)明治9年1母

地目変換

字室屋丈量野図明治玲年1冊

字横見山丈量野図明治13年1冊

字蛇抜山丈量野図明治13年1冊

字四百田山丈量野図明治13年1冊

字菰口山丈量野図帳明治13年]冊

字椎木山丈量野図明治13年]冊

字平林山丈量野図明治帰年1冊

字畳谷山丈量野図明治13年1冊

字法道寺山地丈量野図帳明治13年1冊

字須賀谷山丈量野図帳明治玲年1冊

字長善寺山丈量野図明治13年1冊

字四百田開墾地反別野取帳明治18年1冊

墓地落地野取図調製写帳明治玲年1綴

(野取帳)明治玲年1冊

明治9~22年

670

671

字庄始垣内安芸郡温品村量地野取帳

字為田安芸郡温品村量地野取帳

字森垣内安芸郡温品村量地野取帳

字大葉谷安芸郡温品村量地野取帳

字砂原安芸郡温品村量地野取帳

字小出安芸郡温品村量地野取帳

字横見温品村量地野取帳 1冊

字矢田安芸郡温品村量地野取帳

字長伝地安芸郡温品村量地野取帳

字平林安芸郡温品村量地野取帳

字糸ケ迫量地野取帳 1冊

拝佶地安芸郡温品村量地野取帳

水晶郷野取図 1冊

野取図控 1綴

(字大平野取帳) 1冊

(字河内亀野取帳) 1冊

(字一本木原野取帳) 1冊

(字上条・字光町野取帳) 1冊

{字長尾野取帳} 1冊

(字王幡谷野取帳) 1冊

(字三田ケ峠野取帳) 1冊

(字狐ケ城野取帳) 1冊

(野取帳) 1冊

(野取帳)(当館でまとめたもの)

672

]綴 673

674

675

676

725

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

]冊

残生地段別野取帳明治19年1冊

荒地段別野取帳明治19年1綴

変換地野取帳明治20年1冊

各字野取寄集帳明治26年1冊

安芸郡温品村提塘使用地野取帳

699

700

701

702

726

1冊

1冊

1冊

廃道野取帳

提塘敷野取帳

字中田安芸郡温品村量地野取帳

字椎野木安芸郡温品村量地野取帳

字畳谷安芸郡温品村量地野取帳

字蛇抜安芸郡温品村量地野取帳

722

大正3年1冊

大正4年1冊

707

1冊

688

708

727

明治29年

709

*

710

*

711

]冊 6兜

*

728

712

713

693

1冊

1冊

1冊

1冊

714

694

715

716

字鶴江地並帳

字金碇地並帳控

字礒合地並帳

字長伝地地並帳

字森垣内地並帳

字畳谷地並帳

695

717

仕也並帳>

696

718

697

719

1袋

698

明治9年1冊

明治9年]冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

720

721

8

図取野
及
返
墾

地耕
起
開

字

フ
フ
7
8
8
8
8
8
8
8
8

3
4
5
6

0
0
0
0

フ
フ
フ
フ

9
 
0
 
1

6
 
6
 
6

3
 
4

2
 
2

フ
フ



字平林地並帳明治9年1冊

字中田地並帳明治9年1冊

字大原地並帳明治9年1冊

字中垣内地並帳明治9年1冊

字宮崎地並帳明治9年1冊

字前田地並帳明治9年]冊

字小出地並帳明治9年1冊

字砂原地並帳明治9年1冊

字庄始垣内地並帳明治9年1冊

字間所地並帳明治9年]冊

字為田地並帳明治9年1冊

字矢田地並帳明治9年1冊

字横見地並帳明治9年]冊

字蛇抜地並帳明治9年1冊

字四百田地並帳明治9年1冊

字菰口地並帳明治9年1冊

字大葉谷地並帳明治9年1冊

字椎野木地並帳明治9年1冊

字糸ケ迫地並帳明治9年]冊

山林部字室屋地並帳明治N年1冊

山林字横見地並帳明治N年1冊

山林部字蛇抜地並帳明治H年]冊

山林字四百田地並帳明治H年]冊

山林部字菰口地並帳明治N年1需

山林部字椎野木地並帳明治N年1冊

山林字糸ケ迫地並帳明治14年1冊

山林部字平林地並帳明治H年1冊

山林部字畳谷地並帳明治N年]冊

山林部字法道寺地並帳明治H年]冊

山林字須賀谷地並帳明治H年1冊

山林部字長伝寺地並帳明治N年1冊

耕宅地部内山林介在取調地並帳

温品・地並帳土地家屋台帳土地家屋雑書

729

730

字簾谷山林地並帳

731

732

733

734

改正反別名寄帳(上組)

改正反別名寄帳(中組〕

改正反別名寄帳(下組)

合計名寄帳(宅地ノ部)

735

1冊

<士地・家屋台帳>

736

737

738

2冊

合計名寄帳(甲号)明治叫年5冊

合計名寄帳(乙号)明治製年6冊

家屋台帳昭和6~]5年1冊

家屋名寄帳昭和17年1冊

耕地名寄帳昭和21年1冊

字名別耕地台帳昭和27年1冊

739

740

明治9~17年

明治9~17年

明治9~17年

明治43年

741

761

742

743

]冊

1冊

1冊

744

762

745

763

746

合計名寄帳(甲号)

合計名寄帳{乙号}

764

747

765~766

767~フ71

フ72~フフフ

フ78

フ79

780

748

749

*

750

*

(戸別地図)明治2年1枚

字反別書載帳明治9年1冊

地等宇限景況帳明治10年1冊

地等日当書抜帳明治10年1綴

丈量反別割賦金控明治10年1冊

土地移転及質入喜入表明治10年1冊

畑地等仕分帳入袋明治12年1袋

田宅反別総寄欠過控明t厶12年]冊

地等件上申跡明治12年1冊

モ地反別取調簿明治12年1冊

県等比準控簿明治12年1冊

藪地其他地価取調合計帳明治訟年1綴

751

8綴

リ髪

*

752

<士地・家屋雑書>

753

754

781

755

782-・789

卓

756

*

朋治H年

757

*

790

758

759

1冊 760

791

792

793

9

800

798

799

4
5
6
7

フ
フ
フ
フ

1
 
2

0
 
0

8
 
8



温品・土地家屋雑書

三種収総額調帳明治13年1冊

地価帖変換人名簿明治13年1冊

後変換人名筑明治13年1冊

地処変換人名簿明治]3年1冊

地籍編製達簿明治13年1冊

共有名簿明治13年2冊

地処後変換差出控篝明治]3年1冊

地処再度変換人名簿明治N年]冊

山林部反別合計帳控明治14年1綴

村内地所分裂一件綴明治15年1冊

藪反別合計帳明治15年1冊

藪地処変換人名簿明治巧年]冊

安芸郡温品村山林原野地価統計表

明治15年]冊

耕宅地部地価取調帖明治15年1冊

803

804

共有名箔明治20年5冊

明治廿年地押諸賣割賦帖明袷20年1冊

地押取調帳明治20年1冊

(士地開墾願)明治20年1綴

地押日当金仕払元帳明治20年1冊

山林部地押簿明治20年1冊

家モ新築願届綴明治20年1冊

地目変換指令綴明治20~22年]綴

圭地並建物売買明治幼~舵年1冊證綴~

地券証印願跡明治21年]冊

屋敷番号合併届書綴明治幻年1冊

田畑修正地価取調帳明治23年1冊

田畑荒地修正地価取調帳明治23年1綴

地所売買譲与登記済通知書明治23~訟年

1冊

805

806

808-・809

810

811

812

807

耕宅地部地主姓名変換取調帳明治16年1綴 818

(共有草山ノ貸渡書)明治18年1綴

墓地落地編入願控明治18年1冊

地自変換反別地価取調帳明治18年1冊

開墾地段別地価取調帳控明治18年1冊

共有名筑明治玲年1冊

(落地編入長動明治]8年1綴

地自変換中裂地二係ル元反別地価地租取調帳

明治18年1冊

地目変換反別地価取調帳明治18年]冊

地目変換反別地価地租取調帳

釘3

833~837

8認

814

815

1綴 862

839

840

841

明治18年1冊

開墾地反別地価取調帳明治W年1冊

畦畔取調帳明治]8年1冊

官林検査之際必用書類袋朋治18~20年

開墾地反別地価取調帳明治19年1冊

冗貝

家屋建築届綴込明治]9年1冊
解崩

842

865

墓地及火葬場取調帳明治24年]冊

山林部地価取調帳明治24年1冊

字金剛寺官林反別及地図取調帳

843

844

845

士地所有者異動通知書綴

846

仕也目変換届)明治諦年1綴

士地異動通知書綴明治如一45年]冊

宅地地価修正通知書明治U年1冊

土地異動通知書綴大正元年一15年

847

昭和4年1袋 866

848

849

明治26年

明治28~39年

827

850

828

(大正13年度士地に対する調査細目)
大正13年

85]

829

1袋

852

1冊 8腿

安芸郡温品村士地価額調査表
大正]3年1冊

(士地所有者名簿)昭和2年1冊

土地登記済通知書綴昭和2~6年1冊

無申告異動地調査事務一件害類

830

831

1冊 854

855

8詑

856

4冊 858~861

10

857

6
 
7

8
 
8

9
0
1
2
3
4

8
8
8
8
8
8

5
 
6

2
 
2

8
 
8

3
 
4

6
 
6

8
 
8



士地階級別記載簿昭和4年1冊

異動地調査書綴昭和4年1冊

道路敷麦作買収名篝昭和5年1冊

異動地申告書昭和5年1冊

家屋賃貸価格決定書昭和5年1冊

井堰関係地反別地価調書昭和5年1冊

家屋賃貸価格調査票昭和6年3冊

名寄集計筵昭和6年]冊

士地登記済通知書綴昭和6~Ⅱ年1冊

士地集計捧昭和6~15年2冊

田畑階級調書昭和7年]冊

璽租地集計篝 昭和W年]冊

(賃貸価格七十円以上)土地調査等

昭和15~19年1冊

家屋二関スル往復文書昭和16~22年1冊

壱町歩以上士地所有者調査昭利20年1冊

(契約害綴)昭和20~22年1綴

登記嘱託書一件昭和24年1冊

地主並家屋統制に関する書類

867

温品・土地家屋雑書庶務一件文書管理

]冊

868

869

釘0

871

872

温品村字全図 1綴

(各字田畑図綴) 1綴

様歩帳 1綴

カイサイ歩 1冊

(字別土地等級書綴) 1綴

(士地雑件) 1袋

934

873~875

876

878~879

訟0

87フ

士地集計表昭和26年1冊

(交換分合一件)昭和26年1綴

家屋申請書類昭和訟年1冊

881

901

902

903

認2

883

'、、、

、庶務二属スル書類昭和7~8年

2冊(82頁左)

、庶務一件昭和]0~13年4冊(86頁右)

雑書綴昭和14~15年1冊

庶務一件昭和15~16年2冊

庶務弐件昭和17~18年2冊

*庶務関係書類綴昭和20~2]年

藪反別書抜帳 1冊

【反別帳) 1綴

嘱託登記関係書類 1冊

庶字反別地等収穫集記

字室屋火葬場共有墓地全図

安芸郡温品村保護林図 1枚

仕也番図綴) 1綴

(家屋賃貸価格調査建物平面図)

温品村全図 1枚

904

884

昭和25年

く庶務

905

885

務

906

886

1冊

*

935

件>

*

937

*

936

庶務二関スル書類綴

890

1冊

907~908

909~912

913

書綴

件

891

8蛇

8鯰

894

8951冊

1冊四7頁右)

昭和22~25年

昭和26年

昭和26年

田4~915

916~917

往復書類綴明治31~37年1冊

文書整理簿大正12年~昭和3年

文書整理簿大正帰年1冊

口頭受付処理簿大正Ⅱ年]冊

文書発受笈大正H年~昭和6年

口頭受付処理簿昭和4年1冊

文害発送整理簿昭和4年1冊

896

8貯

898-899

900

1冊

1冊

2冊

<文書管理>

4冊 919~9詑

923

918

924

Ⅱ

925

7冊 926~932

933

雑
雑

7
 
8
 
9

8
 
8
 
8



温品・文書管理役場吏員

文書受付整理等昭和4~8年7冊

口頭受付処理筵昭和6~8年3冊

文書発送整理筑昭和6~8年3冊

口頭受付処理等昭和10~Ⅱ年2冊

文書発送整理簿昭和10~玲年9冊

文書受付整理簿昭和10~22年13冊

往復文書綴昭利12年1冊

口頭受付処理簿昭和17年]冊

文書発送整理簿昭和21-22年2冊

受付処理筑昭和21~23年2冊

文書発送簿昭和飴一24年2冊

文書受付簿昭和23-25年3冊

文書発送原篝昭和25年1冊

938~944

945~947

948~950

日誌昭和3-8年7冊 1023~1029

出張命令簿昭和7年1冊 1030

1031-10四出勤簿昭和9~27年19冊

広=、町厶関係害類 昭和]0-19年1冊 1050

広島県町村吏員互助会歳入歳出予算害・決算書
昭和10~20年1冊 1051

日誌昭和Ⅱ一12年2冊 ]052~1053

社団法人広島県町村吏員互助会々務及財産報告

昭和14年]冊]054

職員出張命令簿昭和14~21年1冊 1055

法人広島県町村吏員互助会定款並施行細則
昭和15年2冊 1056~1057

共済施設療養費給付内規昭和16年1冊

盆場具臨時手当台帳 昭和]6年1冊

日誌昭和16~18年3冊

臨時関係書類綴 昭和16~21年1冊

臨時手当台帳昭和」7年1冊

(白誌)昭和18年1冊

広島県町村吏員
互助 会並二関係一件
共済 宗且口

951~952

953~961

962-・974

976

97フ-978

975

旧借係員日当簿明治19年1冊

温品村役員簿明治20~22年1冊

出勤簿明治25年1冊

温品村役場日誌明治39年1冊

宿直日誌明治41年1冊

宿直日誌明治心年1冊

宿直日誌明治45年~大正N年14冊

職員及使丁出勤簿火正Ⅱ年1冊

職員出勤簿大正12年1冊

出張命令書大正W年1冊

出張命令害大正H~15年1冊

職員出勤簿火正H年~昭和2年3研

村長報酬領収書大正15年~昭和2年

宿直日誌昭和2年1冊

出張命令簿昭和3~4年2妥

出勤簿昭和3~7年5冊

979~980

<役場吏員>

981~鮨2

983~985

9郡

]073

1074

1076~107フ

1075

987

988

]079

991

昭和18~26年1冊

日誌昭和20年1冊

出張命令篝昭和23-25年1冊

誌 昭和25年1冊日

出張命令籌昭和25年1冊

超過勤務手当塾理等昭和部一26年1冊

燭嘩翻肺 昭和26年1冊

超過勤務手当整理簿昭和27年1冊

出張命令篝昭和29~30年1冊

超過勤務手当整理捧昭和29年1冊

出勤簿昭和29~30年2冊

超過勤務手当整理簿昭和30年1冊

当宿直日誌昭和31年]冊

993~]006

1007

992

1058

1060-]062

1059

1008

1009

101]-1013

1冊 1014

1015

1063

1010

1078

1064

]065

1016~10]フ

1018~1022

1066

1067

1068

1069

12

]070

]071

Wπ

9
 
0

9
 
9



勅語写明治]5年・昭和元・Ⅱ年1冊

役場諸器械目録明治19年1冊

役場諸帳目録明治N年]冊

慰労金人名簿明治20年]冊

筆算筆記全書明治21年1冊

町村制関係書類明治21~能年1冊

役場等冊目録明治訟年1冊

許可書類明治22年~大正3年]冊

尚武会員名篝明治28年1冊

海外移民調査表明治29年1冊

復写判術書明治30年1冊

海卦移民数及取調表 明治3]年]冊 1091

海外移民調査表明治33年1冊

暴風雨義損金寄贈人名明治闘年1綴 1093

帳簿目録明治認年1冊 1094

鉄道乗車証明書出納簿明治虹年1冊 1095

簿書目録帳明治U年1冊 1096

簿書目録帳(徴税二関スル部)明治U年

1冊 1097

簿書目録帳{法令二関スル告田明治41年

1冊 10認

筑書目録帳(会計二関スル部)明治41年

1冊 10蛤

篝書目録帳(村会二関スル部)明治41年

]冊 1100

Ⅱ田~Ⅱ02

く雑 圭> 期限原簿大正13~15年3冊 Ⅱ09-UU

庶務一件
、勧業一件二属セザル書類
財務一件

大正13年一昭和6年8冊a叱頁左)Ⅱ12~Ⅱ19

現勢調査簿大正13年~昭和6年1冊 1120

参考害綴大正H年1冊 1121

(雑件)大正14年1綴 1]22

指示筵大正H年一昭和3年1冊 1]23

電話二関スル書類昭和2~3年1冊 1124

陪審員候補者選定録昭和2~4年
3冊 1125-1127

10帥

]081

1082

1083

1084

]0舗

]086

]087

1088

1089

1090

i且品・雑害、

1158

陪審員候補者名篝

]3

陪審員資格者名等

1092

(印鑑届綴)昭和2~25年1冊

市外電話使用人名簿昭和3年]冊

電話小使使用料昭和3年1冊

御通昭和3年1冊

電話使用人名簿昭和4~5年2冊

電話二関スル害類昭和4~5年

]159

引継書大正2年

諸契約証害編冊大正4年]冊

印鑑届書綴(庶務一件)大正10年]冊

期限原簿大正Ⅱ年1冊

各大臣訓示大正13年1冊

山縣知事訓示要旨大正13年1冊

許可書綴大正13年1冊

1160

1161

昭和2~7年

1162

H63

昭和2 ~15年

]枚 H64

1165

1166~1167

6冊Ⅱ28~Ⅱ誌

14冊 1134-1]47

昭和5年度陪審員候補者選定録
昭和5年

昭和6年度陪審員候補者選定録

昭和6年]冊

捉塘出願書類綴 昭和6年1冊

(昭和7年度陪審員候補者選定録)

昭和7年1枚

電話伝達簿昭和7~8年1冊

市外電話使用者名簿昭和7~8年1冊

陪審員候補者名簿昭和10年1冊

(昭和10年度陪審員候補者選定録)

昭和10年

新年互礼会申込控昭和10年1冊

電話使用者控昭和]0~Ⅱ年2冊

]]48

1149

1150

」151

1103

1152~11聡

1104

H妬

1]06

1107

1108

2冊Ⅱ54-U55

2冊Ⅱ56~1157



:
且品・雑書予算決算財務一般

昭和10~16年]冊^
備 Jじ、

互礼会申込者名簿昭和Ⅱ年1冊

電話伝達簿昭和Ⅱ年1母

長距馳電話使用者名簿昭和Ⅱ~」2年
2冊

1204

各組月番帳昭和Ⅱ年1冊

取水契約書昭和13年1冊

電話使用者控昭和13年]冊

長距離電話使用者控昭和]3-14年
2冊

電話伝達筑昭和13~]5年3冊

(皇后陛下ヨリ賑ハリタル令旨)

」168

1169

1170

昭和H年

電話使用者控昭和巧年1冊

長距塁使用者控 昭和15-]6年1冊
電話

電話伝達控簿昭和16年1冊

職業関係書類昭和]6年1冊

辞昭和16年]枚'L

事務取扱要綱昭和17年2冊

電話使用者料金未納控帳昭和18年

長距離電話使用者料金未納控帳

ラジオに関する綴昭和26年1儒

町村長会一件昭和26-27年1冊

事務引継書昭和訂年1冊

町村勢現況調昭和28年1冊

〔雑件)昭和28年1綴

町村会一件昭和28~29年2冊

陳情書綴昭利28~釘年1冊

申請届出綴昭和28~3]年1冊

'の結果 昭和29年1冊

町村合併推進協議会一件昭和29年1冊

合併に関する害類昭和29年]冊

重要物件収受箔昭和30年1冊

町村合併各種委員名箔昭和30年]冊

温品村ム、_
緒果村合併経過一件 昭和30-31年1冊

町村会一件昭和31~32年1冊

1171~1172

1173

U74

1175

1176~117フ

1178~1]80

1枚 1181

昭和18年

(寔后陛下御言葉)昭和18年1枚

祝辞昭和18年3枚

〔雑書)昭和19~20年1冊

諸会則規程綴昭和21年1冊

各官庁寄付関係害綴昭和胎一26年1冊

ポスター受配整理簿昭和23年1冊

各種団休会則規約綴昭和23~部年1冊

助役会同害類昭和23~29年1冊

電話使用簿昭和25年1冊

町村長会関係書綴昭和25~26年1冊

印鑑届書綴昭和25~27年1冊

現勢調査箔昭和25~34年]冊

1205

1182

1206

1]83

]207

1184

1186

Ⅱ87~]188

1冊 H89

1208

1185

1210~12]1

1209

1212

1213

14

1冊 1190

1191

宿直用(職員召集票)]袋

購買会員通帳 1冊

(事務整理ノ要項)]綴

広島市原爆被災地図 1冊

(雑件) 5袋

1214

H92~1194

1215

12]6

1217

* *

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

*

1218

1219

1220

財務・会計

証(堤塘建設費支払証文)

明治7・9 ~10年4袋 1230~12開

村方借用金控明治8年1冊 ]234

五組過未進当座書抜明治8年1冊 1235

村方借用金八年暮算用詰明治9年1冊 1乞36

旧惜財等用取約帳【明治6年分)

明治9年3冊 1237~12諦

1221

<予算・決算・財務一般>

'

1222

1223

1203

1225~1229

1224



旧借財等用取約帳(明治7年分)
明治9年3冊 12如~]242

別割諸入費算用帖【明治8年分)
明治9年1冊 1243

相続拝借金人名簿明治10年1冊 1244

温品村経費勘定帳明治鈴年1冊 1245

信1算書)明治15~19年1綴 1246

役場費小臼記帳明治18年1冊 1247

(借用証綴)明治]8年1冊 1248

旧借二係ル書類明治N年1冊 1249

旧借財及学校建築費雑給払出回議綴
明治19年1冊 1250

(村方旧負債償却処分の件引渡書)
明治19年1冊 1251

明治廿年度旧借取片付二関スル証害及村費ヨリ
共有金二変更シタル書類綴込

(大正元年度権災救助資金歳入出総計決算書)
大正3年1綴

15

(歳出簿)大正3年1綴

(返償金一件書類)大正3年1袋

村金庫二関スル書類綴大正4~Ⅱ年 1冊

備品台帳大正4~14年1冊

基本財産預託台帳大正5年一昭和21年

1341~1351

温品・予算決算財務一般

(借用証綴)明治20年1冊

村有財産表明治部年]冊

財産台帳明治26~30年]冊

備品台帳明治28年1冊

尚武会寄附金人名簿明治32-35年1冊

役場建築寄附人名笈明治開年1袋

参考要書綴明治33~36年]冊

村有財産台帳明治36年~昭和10年1冊

基本財産台帳明治36年~昭和27年1冊

基本財産出納簿明治37年1冊

【第四回国債納付害)明治37年1冊

支出命令東議及
請求害綴

1冊]3記

1353

1冊 1275

羅災救助資全預託台帳大正5年一昭和26年
1冊 1276

櫂災救助資全積立金台帳大正6年~昭和27年
1冊]27フ

櫂災救助資全歳入出整理篝大正7年1冊 1278

積立金台帳大正10年~昭和26年1冊 1279

財務一件(会計二関スル書類綴)
大正Ⅱ年1冊 1280

歳入整理漆大正Ⅱ年~昭和22年

1354~]361

明治20年

1270

1271

1冊 1252

」253

1272

1273

1274

」254

」255

歳出整理算

明治39~如年2冊

寄附者名簿明治U年一昭和3年]冊

【歳入歳出決算書)大正元年]冊

(預金の銀行指定について)大正2年

(温品村予算超過流用項目の件)

鉛冊 1308~1335

会計二関スル書類大正露年1冊 1336

食料共同積立金預託台帳大正12年~昭和訂年
1冊 1337

退職給与金積立台帳大正12年~昭和27年
1冊 1338

食料共同積立金台帳大正12年~昭和27年
1冊]339

]340

」256

1257

1258

大正Ⅱ年~昭和器年

1259

1260

1362

1261

27冊 12肌~1307

1262

1263

市町村歳入歳出予算大正13年1冊

財務一件(会計二関スル書類)

大正13年~昭和9年Ⅱ冊

退職給与金積立金預託台帳

大正13年~昭和18年

諸収入報告書綴大正H年1冊

指令及許可書類大正N年~昭和7年

8冊

1264-1265

1266

1267

1綴 12能

大正2年 13飴1冊 12脚

温品信用組合二関スル書類

大正15年一昭和4年1冊

(昭和二年度広島県安芸郡温品村歳入歳出予算

追加)昭和2年1綴



温品・予算決算財務一般

負債台帳(災害)昭和2~16年]冊 1364

各村手数料綴昭和3年1冊 1365

物品購入巣議簿昭和3-5年1冊 1366

寄附補助台帳昭和3-5年1冊 1367

特別積立全台帳昭和3~9年1冊 1368

歳入歳出予算書綴 昭和4~6年1冊 1369
歳入歳出決算書

収入全通知算昭和4~8年1冊 1370

会計等昭和5年1冊 1371

安芸郡
各奇村予算書綴 昭和5年1冊 1372

昭和六年度安芸郡予算書 昭和6年]冊 1373

物品購入稾議算昭和7年1冊 〕374

兵器献納義金寄附芳名帳昭和7年1揺 1375

備品台帳昭和7年1冊 1376

昭和七年度広島県安芸郡温品村歳入歳出決算書
昭和 7 ~8年]綴 137フ

歳入出予算書綴 昭和7~8年1冊
歳入出決算書

雑品購入覚帳昭和7~12年1冊

収入通知等昭和8年1冊

予算流用稾議簿昭和8年1冊

温品村経済更正二関スル書類綴

14]6

1417

収入全通知簿昭和10~12年1冊

会計二関スル害類昭和10~15年

3冊 H訟~1430

開石チ費会計簿 昭和21-24年1冊 1431

予算差引算昭和鉛年1冊

指令及許可書綴昭和23~24年1冊

歳出整理簿昭和別年1冊

歳入整理箔昭和24~27年3冊

1418

6冊

予算流用栗議簿昭和10~17年2冊

指令及許可書類昭和12年1冊

規約貯全預入額控篝(中組)

規約貯全預入額控簿(下組)

1420~1422

1419

1434

1435~1437

昭和]2年1冊 1403

昭和」2年1冊 1404

物品購入覚帳昭和12-・・16年1冊 ]405

軍人待遇会補助金費途明細簿

昭和12~18年]冊 1406

収入金通知簿昭和玲年1冊 1407

補給金二関スルー件昭和13~15年]冊 1408

物品購入東議等 昭和14年1冊 1409

指令及許可書類昭和14~18年5冊 1410~1414

金売却関係書類昭和]5年1冊 1415

貯蓄関係書類綴昭和15-]6年1冊

財政調整積立金台帳昭和15~27年1冊

国民貯蓄組合台帳昭和16年1冊

貯蓄事務一件昭和16年1冊

会計関係舌類昭和16-18年3冊

収入全通知簿昭和16-21年1冊

物品購入廩議等昭和Ⅱ年1冊

予備費充用費流用稾議算昭和17~20年

1392

1423

1424

]柵・ 1425

1426

1393

1394-1399

陣嵩陳儒腎綴臂翁

歳入歳出予算書
歳入歳出決算書綴

^逢誠俄生鴫潛樹

1400~1401

1402

16

13胞

昭和8~9年2冊

昭和9年1冊

1379

]380

13釘

昭和8年

負債台帳(林道)

1427

a,和一年産予算決算書
昭和9-・U年]冊 1390

寄附補助台帳昭和9~17年]冊 1391

指令及許可害類昭和]0年]冊

1冊 1382

昭和 9年2冊

昭和9 ~10年

1383~1384

1433

1432

1385

1386~1387

2冊 1388~」389

(歳入歳出予算書)昭和18年1綴

予算差引箔昭和]9年1冊

会計二関スル書類昭和19一飴年



部外支払参考書類昭和25年1冊 1438

歳出整理等昭和25~28年4冊 1439~1442

会計に関する害類昭和26年]冊 1443

歳入歳出決算書昭和26~認年1冊 ]444

(収入調書綴)昭和26-27年2綴 1445~1446

昭和27年度歳入歳出決算昭和27年1冊 1447

昭和27年度安芸郡温品村歳入歳出決算(一般会

計)昭和27年2冊 1448-・・ 1449

昭和27年度安芸郡温品村歳入歳出決算(特別会

計)昭和27年2綴 ]450~1451

昭和27年度予算書昭和27年1冊

収入調定書綴昭和27年1冊

現金出納日報織昭和27年1冊

昭和27年度予算資料昭和27年1冊

支払命令書綴(歳入歳出外)昭和幻年

]フ

温品・予算決算財務一般日計筒受払篝

1494

歳入歳出予算書昭和28~29年2冊 1473-1474

物品購入(修繕)傭人東議箔

昭和露~29年2冊 1475-1476

1冊

大正5年~昭和21年

1冊

旦赤募金関係書類綴 昭和28~30年1研 147フ

予算害昭和29年]冊 1478

昭利29年度歳入歳出予算案昭和29年1冊 1479

昭和29年度安芸郡温品村歳入歳出予算

昭和29年2冊 1480-1481

予備費充用費目流用禦議簿

昭和29~30年2冊 1482~1483

欠損処分稾議簿昭和30年1冊 1484

昭和30年度安芸郡温品村歳入歳出予算追加更正

昭和30年1綴 1485

1486

強制譲渡
対価支払報告書綴昭和27年]冊 1457

対価受領書

起債一件昭和27年]細 1458

買物帳昭和27~飢年2冊 1459~1460

食糧費支出控昭和28年1冊 1461

予備費充用費目流用巣議漉昭和28年 1冊 1462

昭和28年度予算昭和28年1冊 1463

昭和認年度安芸郡温品村歳入歳出予算害

昭和28年2冊 H64~1465

1452

1453

1454

1455

1冊 1456

財務監査資料熨政;表控 昭和28年1冊

昭和28年度安芸郡温品村小学校新営改築費歳入

歳出予算昭和28年1冊

昭和28年度歳入歳出決算(一般会計)

昭和28年1冊

出納日報綴昭和30年

(出納日報・振替伝票綴)

M野

1496

大正Ⅱ年~昭和6年

10冊

大正12-13年

1497

1498

温品村基本財産台帳

(寄付申込み綴)

(旧借財算用取約帳)

(雑イ制 2袋

]冊

昭和器年度歳入歳出予算書昭和28年1冊

(昭和28年度決算資料調害綴)
1499

]500~1509

]冊

昭和31年

昭和28年1冊 1470

(昭和27年度歳入歳出予算追加その他専決処分承

認について)昭和訟年1冊 1471

日報綴昭和28年1冊

* * *

1冊

1冊

]綴

1466

村費受払日計簿明治30年]冊

基本財産出納簿明治部年]冊

基本財産出納簿明治37~如年1冊

(受払等)大正2年1綴

授受簿 大正4 -]2年]冊

村基本財産出納簿大正5年~昭和21年

1綴

旧計簿・受払箔>

1487

1467

1488

]468

1490

1491-1492

1489

]469

学校基本財産出納簿

15101472

現金受払日計筑

1493

現金出納簿



温品・日計築受払築領収書類

銃器受払簿大正帰年1冊 ]5]1

郵便切手受払簿大正13-15年3冊 1512-1514

郵便切手受払簿大正15年1冊 15」5

寄托金受払簿大正15年~昭和2年1冊 1516

郵便葉書受払簿 昭和2年2冊 1517~1518

郵便切手受払篝昭和3~8年6冊 1519~1524

屯話.す全収納簿 昭和3 ~12年1冊 1525

退職給与金出納筑昭和6~]9年]冊

円そ、昭和7年]冊

時局匡救土木事業箇所限日計等

3冊 15能~1564

現金受払日計簿

共同募全出納簿

復旧事業費収入簿

復旧事業費支払簿

現金受払日計簿
歳入歳出整理算

歳入歳出日計筑

郵便書受払擁郵便切手受払擁

(歳入歳出日計等)

日計等昭和28年

雑部金出納整理簿

預金及現金出納筵

郵便切手受払簿

歳入歳出日計箔

雑部金出納簿

(日計簿)

日計簿

時局匡救士木事業物件受払撞

昭和7年1冊 1529

現金受払日計筑昭和7~8年1冊 1530

現金受払日計癖昭和8~9年1冊 1531

時局匡救町村営林道菰口線物件受払簿

昭和9年1冊〕5訟

歳入歳出整1里簿 a刀和9年]冊受払日計簿昭和9年]冊 1533

現全受払日計簿昭和9-12年4冊 1534-1537

歳入歳出整理簿現全受払日計簿(權災救助資全)

昭和]0年1冊 15能

郵便切手受払箔昭和]0-13年4冊 1539~1542

入出 1里、昭和11年]冊現金受払日計簿昭和Ⅱ年]冊 1543

櫂災救助資全歳入歳出整理簿現全受払日計簿

昭和Ⅱ年1冊 1544

現金受払日計簿昭和]3~14年1冊 1545

歳入出整理簿昭和14~15年1冊

1586

1587

昭和22年]冊

昭和22年]冊

昭和部年2冊

昭和飴年2冊

昭和23年1冊

昭和23~26年4冊

昭和24~25年1偶

昭和25年1冊

1冊

昭和28年1冊

昭和28年]冊

昭和28~29年1冊

昭和29年1冊

昭和29年1冊

昭和29年1冊

昭和30年1冊

昭利7年

1526

1527

1冊

1565

1566

1567ー・1568

1569~1570

1528

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

]596

1597~1598

1572-1575

]571

郵便手受払篝

現全受払日計篝

郵便受払簿

郵便受払篝

]576

18

157フ

1578

1579

1580

1581

15詑

1583

]584

1585

(村税・公企業及び財産収入日計簿)

物品受払簿 1需

昭和14一玲年

昭和14-22年

昭和19~20年

1冊

* * *

領収書明治27~36年]冊

雑費領収書明治30年1冊

基本財産入戻金領収証書明治30年

需用費領収書明治30年1冊

雑支出領収証晝明治30年1冊

会議費領収証書明治30年1冊

公債費領収証書明治30年1冊

雑給領収証書明治30年1器

給料領収証書明治30年1冊

俸給領収証書明治30~31年2冊

5冊 1547-1551

<領収書類>

昭和21~23年

1546

9冊 15聡一15脚

]器 1561

1冊



諸税及び負担領収証書大正Ⅱ年1研 1599

役場費領収書綴大正Ⅱ~14年4冊 1600~1603

会議費領収書大正Ⅱ年~昭利25年

29冊 1604-1632

16諦

1634

警備費領収書綴大正玲年1冊

救助費領収書大正13年1冊

雑支出領収書綴大正13年1冊

領収証綴大正玲年1冊

財産維持費領収書綴大正]3年1冊

諸税及負担領収書綴大正]3~H年

2冊

基本財産造成費領収害

大正13年~昭利3年5冊

積立金領収害大正13年~昭和18年

20冊

補助費領収書火正婦年~昭和18年

20冊

臨時借地料領収書綴昭和3年]冊

償還金領収書昭和3年1冊

臨時御大典費領収書昭和3年1冊

支払領収証昭和3年2冊

臨時役場費領収書昭和3-4年

分会費領収書綴大正H年]冊

消防議会酵金領収書大正H年1冊

過年度支出領収書大正N年1冊

財産費領収書綴大正H年~昭和18年

20冊

1635

1636

温品・領収書類

1637

電話雛持費領収婁

1638~1639

雑支出領収書綴昭和4年1冊

農業調査費領収書昭和4年1冊

役場費領収書昭和4-18年]5冊

公債賣領収書昭和4~20年〕7冊

基本財産造成費領収書昭和5年1冊 1771

警備費領収害綴昭和6年1冊

荒廃地整理費領収証昭和6年1冊

地図調整積立金出納篝昭和6年1冊

雑支出領収書昭和6~7年2冊

役場改築費領収害綴昭和7年1冊

基本財産造成領収書昭和7~H年
8冊 1778~]785

間処水尾水道二関スル領収書昭和8年

1640-16叫

き売下代金納付領収証綴

1728

1729

1730

]731~1732

1645~1664

接待費領収書綴

雑支出領収害

昭和3-4年

1665~]能4

2冊 1733~1734

大正15年

大正15年]冊

大正]5年一昭和2年

2冊

大正15年~昭和2年

2冊

大正15年~昭和4年

4冊

応急費領収書

1685

2冊

警備費領収書綴

]686

1735-1736

1737

17認

1739~」753

1687

1688~1707

式事費領収書綴昭和元年1冊

村債償還領収書昭和2年1冊

電話架設費領収書昭和2年1冊

役場費領収書綴昭和2年1冊

諸税及負担領収書綴昭和2~7年

6冊

1冊 1708

1709

1754~1770

1710~1711

経済更正委員会費領収書綴昭和8年

退職給与金領収書昭和8年1冊

還付金領収書綴昭和8年」冊

警備費領収書綴昭和8~Ⅱ年4冊

寄附金領収書綴昭和9年1冊

雑支出領収書綴昭和9~10年2冊

救護費領収書綴昭和9~Ⅱ年3冊

諸税及負担費領収書昭和9~15年

7冊

1809

]712-1713

1772

1774

1775~1776

]714~1717

1773

1718

17フフ

1719

1720

1冊

]冊

172]

1722~]727

手数料売搬代金納付領収証綴=売搬代金納付領収証綴

1786

昭和10年

尉労全領収害昭和10年1冊

国勢調査費領収書綴昭和]0年]偶

1787

1788

1790~1793

1789

19

1795-・]796

1797~]799

1794

1800~1806

1冊 玲m

1808



温品・領収書類

寄附金領収書昭和露~13年2冊

雑支出領収書昭和13年1冊

警備費領収証綴昭和13年1冊

記念式費領収書綴昭和W年1冊

造林賣領収書昭和13-H年2冊

経済更正計画費領収証昭和胎一]5年

3冊

救護費領収喜昭和13~]5年3冊

労力調整調査費領収書昭和N年1冊

労務動員協議会設置費領収書昭和Ⅱ年

1釘0~18Ⅱ

]812

1813

玲H

1815-18]6

労務動員協議会領収証昭和15年1冊

臨時家族手当領収証昭和蒔年1冊

職員医療共済施設領収証昭和]5年1冊

表彰費領収証昭和15年1冊

国勢調査費領収証昭和15年1冊

財政調整積立金領収書昭和15-16年
2冊]830~1831

18訟

1833~1835

諸費領収書昭和W年1冊

役場費恩給組合納付金領収書

1釘7~]819

]820-1822

1柁3

戦時勤勉手当領収書

役場費需用費領収書

戦時特別費領収書

造林費領収証昭和16年1冊

積戻金領収書昭和16~18年3冊

地方改良費領収書昭和16~玲年

1冊玲24

1825

那26

玲幻

1828

1829

昭和N年1冊

昭和19年1冊

昭和]9年]冊

昭和19~20年2冊

負担金領収書昭和19~20年2冊

役場費報酬給料領収書昭和19~21年

3冊

基本財産造成費領収証

統計調査費領収書

1859

雑支出(家族手当)領収書

昭和16~19年4冊 1843-1846

雑支出(臨時手当)領収書

昭和16-19年4冊 1847~]850

領収妻昭和17年1冊 1851

統計費領収証書昭和リ年]冊 1852

諸税及負担費領収書昭和Ⅱ一18年
2冊 1853~1854

雑支出(臨時勤勉手当)領収書昭和18年
1冊 18郭

1856

]857

18認

地方振興費領収書

4冊 1873~玲76

厚生費領収書綴昭和19~22年4冊 187フ~1880

役場費(諸手当)領収書昭和19-・25年

8冊 1881~18部

役場費臨時物価手当領収書昭和20年1冊 1889

役場費勤続手当領収書昭和20年1冊 1890

1860

1861

1862

3冊

昭和16~18年

4冊

昭和19~21年

18綿一1864

1865~1866

昭和19-22年

1836-18諦

1867-18脚

艇"(g給"',,搬)紘*

3冊 1870~18π

1839~玲42

時局費領収証昭和玲年1冊

人口調査費領収書昭和W年1冊

統計費領収害昭和18年]冊

役場領収書昭和20年3冊

補助費領収書綴昭和卯~幻年

財産費領収書綴昭和20~幻年

艇"(辱0"→紘都

=領収書綴 昭和幻年

勧業費領収害綴 昭和21年

鶴"じ、り卸訟

昭和20年 1冊 1891

玲92-1894

1895-1896

1897-1898

2冊

2冊

昭和21年1冊 19舵

役場費(場費)領収書綴昭和21~22年

2冊 19船一1904

寄附全
補助費領収書 昭和22年 1冊 1905
諸費

財産費・公債費・貞担全領収書

1901

昭和21年

1冊

1冊 1906

1冊 18"

1冊

20

1900

昭和詑年



選挙費・統計調査費領収書昭和記年

領収書綴昭和22年1冊

役場賣領収証昭和詑年]冊

消粍品費

備品賓

産業経済費領収書

役場費(家族手当)

郎"("り餅・')紘*

鶴"(""瓣り領姑

1冊 1907

昭和23年3冊

領収書昭和部年

昭和23年

財産費領収害昭和23年1冊

紕計調査費領収書昭和23年1冊

1908

交際費領収害昭和26年1冊 1940

領収証昭和26年2罷 1941~1942

役場費〔交際費)証想書昭和26年 1冊 1943

財産費・公債費・諸主出全証纈書

昭和26年1冊」944

雑収入証愚書昭和26年1冊 1945

公営企業及財産収入証愚害昭和26年1冊 1946

国庫支出金・国庫負担金・生活保護費負担金領収
害昭和26年]冊 1947

地方財政平衡交付全証愚書昭和26年1冊 19開

使用料及び手数料領収書昭和26年]冊 1949

県支出金・県負担全・生活保護費負担金証遇書

昭和26年1冊 1950

会議費証愚書昭和26~27年4冊 1951~1954

統計調査費証想書昭和26~29年

]909

1冊]910

艇"(鄭"")卸都

1911~1913

昭和23~24年2冊 1919-1920

社会及労働施設費領収害昭和器~25年

3冊 1921-19部

役場費(職員給)領収書昭和23-25年

3冊 1924-・1926

昭和23年

1冊 1914

昭和23年

1冊 1915

温品・領収書類

警察消防巷領収書 昭和24年1冊

領収害綴昭和24年1冊

統計費
選挙費領収書昭和24年]冊
公債費

役場費(諸鬢)領収害昭和24年1冊

役場費領収書昭和討年1冊

役場費(交際費)領収書昭和25年1母

]冊 1916

1917

2016

1918

2018~2019

2017

鶴"ひ駿)卸*

社会及労働施設費証愚書

役場費(旅費)領収害昭和25年1冊

財産費領収害昭和25年1冊

役場費(需用費)領収害昭和25年1冊

選挙費領収圭 昭和25年1冊

産業経済費領収書昭和25年1冊

統計調査費領収書昭和25年1冊

産業経済費証愚書

1927

10冊

役場費証愚書昭和26~29年26冊

警察消防費証愚書昭和26-29年

]928

6冊

鑑札交附手数料領収簿昭和26~29年

財産費証愚書昭和27年1冊

仏責証愚書諸支出金証愚書 昭和27年1冊

特別会計歳入証愚書昭和27年1冊

特別会計歳出証愚書昭和27年1冊

収入証逼書昭和28年4冊

特別会計領収害畷和28年]冊

公債費証愚書昭和28年1冊

財産費領収害昭和器年1冊

会議費領収書昭和28年2冊

雑部金証懇害昭和28~29年2冊

産業経済費領収書昭和29年2冊

財産費証愚書昭和29年1冊

1929

2020~2021

4冊 1955-・19能

昭和26~29年

5冊 1959~19飴

昭和25年]冊

]930

昭和26~29年

2022~2023

]931

2024

1932

1933

1934

1964~]973

]935

1974~1999

1936

2000~2005

1冊 2006

2007

1937

]938

1939

2008

21

2009

20U~2014

2010

2015



温品・調定書類税務一般

会議費証愚書昭和29年1冊

公責費証愚書諸支出金証愚書

選挙費領収書昭和29年2冊

領収証綴昭和30年]冊

昭和29年1冊

収入調定害及び入金伝票(村税)

昭和26-27年2冊 2030~203]

収入調定書(村税)昭和27年2冊 2032~2033

収入調定書及び入金伝票(公営企業財産収入)

昭和27年2冊 2034~2035

収入調定書及び入金伝票(地方財政平衡交付金)

昭和27年1冊 2036

収入調定書及び入金伝票(使用料及び手数料)

昭和27年4冊 2037-2山0

収入調定書〔県支出金)昭和27年1冊 2041

収入調定書及び入金伝票(繰越金)

昭和27年1冊 2042

収入調定書及び入金伝票(雑収入)

昭和27年1冊 2043

収入調定書及び入全伝票(村債)

昭利27年1冊 2044

収入調定書及び入金伝票(国庫支出金)

昭和27年1冊 2045

収入調定害及び入金伝票(寄附金)

昭和27年1冊 2046

<調定書類>

2025

2027~2028

2026

収入調定及び入全伝票(使用料及び手数料)

昭和29年8冊 2054~2061

収入調定及び入全伝票(繰越金)

昭和29年2冊 20能一2063

(収入調定書及び入金伝票)昭和29年1冊 2064

収入調定書昭和29年1冊 2065

入全伝票昭和29年]冊 2066

収入調定及び入全伝票(県支出金)

昭和29~30年9冊 2067~2075

収入調定及び入全伝票(公営企業財産収入)

昭和30年1冊 2076

2029

収入調定書昭和27年]冊

収入調定書(村税)昭和29年1冊

収入調定書(分担金及び負担金)

昭和29年

収入調定及び入金伝票(地方交付税)

昭和29年

収入調定書及び入金伝票(雑収入)

昭和29年2冊

収入調定及び入全伝票(国庫支出金)

昭和29年

2083

税

仮貢額計算害額明治9~20年1冊

自明1且9年改租増額年賦全一時皆納額

明治18年1冊

明治10年分改租増額年賦金一時上納願控

明治18年1冊・

明治Ⅱ年分改租増額年賦金一時上納願控

明治W年1冊

現地価地租増減差引等明治20年1冊

諸上納全会議綴明治訟年1冊

県税二関スル届書式大正8年~昭和2年

1冊

2087-20蛤

2099

2100

2101-2102

2103

く税務

務

般>

2047

2048

]冊 20的

207フ

戸数割販課調査会資料大正Ⅱ年1冊 2084

県税戸数割賦課資料綴大正Ⅱ~認年

2器 2085~2086

税務二関スル書類大正Ⅱ年~昭和8年

12冊

村県税戸数割賦課細目大正12年1冊

県税営業者台帳大正12年1冊

市町村税貞担調大正12~13年2冊

諸収入報告書綴大正玲年1冊

1冊 2050

20胎

2051~2052

2079

1冊 2053

2080

20釘

2帖2

22



県税戸数割賦課標準調査細目

大正13年1綴 2104

県税戸数割資料大正W年1冊 2105

(大正13年度所得額調査綴)火正13年]綴 2106

県税戸数割二関スル課税標準資料綴

大正14~15年2冊 2107~2108

温品村字問所夫投賦課徴収方法
大正15年1冊 2109

田畑地価二百円未満地租免税二関スル害類綴
大正15年1冊 2Ⅱ0

収入報告書綴大正]5年1冊 2111

県税賦課徴収取扱手続書類綴

大正15年~昭和2年1冊 2112

県税二関スル諸届書綴大正]5年~昭和3年
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県税営業者台帳昭和4~H年]冊

家屋賃貸価格調査書類昭和5年]冊

家屋調査委員に関する害類昭和5年1冊

特別戸数割課税標準資料調昭和5年]冊

資磨計算表 昭和5年]綴戸行1与百

(広島県農工銀行)営業報告書

県税賦課細則改正綴昭和2年1冊

既決(税金関係書類)昭和2年1冊

村税戸数割課税標準資料綴

昭和 2 ~ 3年2冊幻16~2117

(芸備鉄道株式会社)営業報告書
昭和3年1冊 2]18

(芸備銀行)営業報告轡昭和3年]冊 21]9

(広島県農工銀行)株主名等
昭和3年1冊 2120

(広島電気株式会社)営業報告書

昭和3 ・ 5年3冊 21幻~2123

(広島瓦斯電軌株式会社)営業報告書
昭和3~6年4冊 2124-2]27

家屋賃貸価格調査原項昭和4年1冊 2128

戸数割賦課標準調査細目昭和4年]冊 2129

税務通信綴昭和4年1冊 2130

国有財産ノ調査並売払譲与処分ノ要領

昭和4年1冊 213]

県税家屋税書類昭和4年1冊 2132

県税二関スル諸届書綴昭和4~6年1冊幻33

(芸備銀行)株主氏名及持株表
昭和4 ~ 6年4冊 2134~2137

特別税戸数割課税標準資料綴

昭和4 ~8年5冊 21諦~2142

温品・税務一般

2]71

鑑札台帳昭和6年1冊

戸数割賦課標準調査細目昭和6年1冊

特別戸数割課税標準資料綴昭和6年1冊 215]

特別税戸数割賦課細目昭和6年1冊

地租名寄帳(第1-9号)昭和6年
9冊 21認~2161

1冊 2113

2114

2115

2143

2144

2145

昭利5年

(広島電気株式会社)株主名箔

2146

2147

地租法施行規則第16条通知綴

昭和6 -8年1冊 2163

県税台帳昭和6~Ⅱ年1冊 2164

広島税務会議事一件昭和7年]冊 2165

県税に関する諸届書綴昭和7年1冊 2166

呉税務会会則昭和7年1冊 幻釘

特別税戸数割課税標準資料調

昭和 7 ~ 8年2冊 2168-2169

1冊幻48

2]49

2150

1冊 2172

昭和6年

2152

楚別孕課税標準調書 昭和8年1冊

持株調書昭和8年]冊

県税賦課条例中改正事項昭和8~10年

1冊 2162

国県税調査報告書綴昭和9年1冊

営業台帳昭和9~10年1冊

村税特別税戸数割賦課資料
昭和10~Ⅱ年2冊

税務に関する書類昭和10~12年

2173

2174

2]75~2176

217フ-2179

1冊 2180

2181

3冊

県税に関する諸届書綴昭和]0~16年

課税外車鞆台帳昭和U年1冊

2170



温品・税務一般税金徴収元帳

国県税全調定報告綴昭和]2年1冊 2]82

国県税全調定報告綴昭和13年1冊 2183

村税特別税戸数割賦課資料

昭和13~14年2冊 2184~2185

地租名寄帳合計等(課税之部)

昭和13~15年1冊 2186

地租名寄帳合計筑(賃貸価格一円未満不徴収之部)
昭和13~15年1冊 2187

地租名寄帳合計簿岫作農免租之部)
昭和13~15年1冊 21訟

地租名寄帳合計簿(総額之告田

昭和13-・21年1冊 2189

地租名寄帳合計簿(第1~9号)
昭和13~25年9冊 2190-21蛤

税務に関する書類昭和H~15年
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特別税戸数割賦課細目

仕也租名寄帳) 2冊

雑件 2袋

呉税務会会則昭和15年]冊

広島県税務協会連合会一件昭和16年

税務関係害類綴昭和16~20年5冊

自転車二関スル諸届表昭和17~24年

昭和22年]袋{速算表

税務に関する害類綴昭和22年1冊

税務関係書類綴昭和23~24年2冊

徴税に関する書類綴昭和24年1冊

税務関係公文書綴昭和25年1冊

課税標準届昭和25年]冊

固定資産評価審査委員会一件

2冊

戸数割県村税金徴収元帳

同附加親県村税金徴収元帳

2冊

<税金徴収元帳>

2222~2223

2224~2225

2226~2227

2199~2200

訟m

]冊 22舵

2203-2207

1冊 2208

戸数割賦課額元帳

_゜県村税金徴収元帳

大正Ⅱ~N年7冊

夫役徴収元帳大正Ⅱ~]5年5冊

大正Ⅱ年

昭利26年1冊

村民税1寸別抜粋 昭和26年1冊

村税滞納欠損処分東議篝昭和28年1母

自転車に関する綴昭和28~31年1冊

昭和29年1冊

大正Ⅱ一12年3冊

大正Ⅱ~13年

癒1守税附加税県村税金徴収元帳

呂業税県村税全徴収元帳

1冊

2210

2211~22]2

22]3

22〕4

2215

2209

2228

県税事業税に関する綴

2229~223」

大正Ⅱ年一昭和14年25冊記能一詑76

県村税金徴収元帳(県税戸数割・村税附加税)

大正13年2冊記7フ~2278

大正詑年度追加戸数割賦課元帳

3冊詑詑~2234

雑種綴

火正Ⅱ~15年5冊 2247~2251

詑開~224]

2242~2246

昭和31年

県税戸数割賦課元帳

22]6

局附力穎県村税金徴収元帳

1冊

2217

* *

戸数割県村税徴収元帳

2218

2219

*

2冊 2283~2284

大正13年災害免租地地租割村税附加税朱徴収元帳

大正]5年1冊 2285

大正13年

大正14年1冊

2220

県村税地租割徴収簿

大正15年~昭和 2年4冊 2286~2289

特別地税県村税金徴収元帳

大正15年一昭和14年]4冊 2290~23船

徴収元簿・補助筑(事務・耕地,水路・道路費)
昭和2年1冊部04

2221

大正H年2冊

大正15年

1冊 2279

2280

2281~2282



眼棚姓郎班(郷御税剛加粉
昭和2年1冊 部怖

県村税金徴収元帳昭和2年1冊 2306

県村税特別地税徴収簿昭和2年1冊 2307

戸数割村税徴収元帳昭和2~3年

2冊 2308~2309

同附加税県村税金徴収元帳
昭和2 ~5年4冊 2310~2313

県村税地租割及特別地税徴収元帳

昭和3年1冊 船H

国県村税金徴収元帳昭和3年1冊 2315

県税地租割徴収元帳昭和3~7年
5冊 2316~2320

笈三種所得税同附加税国県村税金徴収元帳
昭和4年1冊 2321

自動車税金徴収元帳昭和15年

村民税徴収元帳昭和15~20年

営
雑種税県村税全徴収元帳
随時雑種税

業税

県村税全徴収元帳

昭和4年1冊 2322

特別税戸数割徴収元帳昭和4-N年

18冊 23部一23如

国税金収納元帳〔田チ田昭和5年1冊 2341

国税金収納元帳(畑雑地租)昭和5年1冊23蛇

宅地租国税金収納元帳昭和5~H年

10冊 2343~23詑

営業収益税同附加税

第三種所1守税同附加税国県村税金徴収元帳
本利子税

昭和5 ~14年]0冊 2353~部能

県村税金徴収元帳昭和6年1冊 2363

畑・雑地租国税金徴収元帳

昭利7 ~14年9冊 2364-23π

県村税金徴収元帳【家屋税)

昭和7~16年10冊部73一部紛

国税金(田租)徴収元帳昭和8-15年

8冊 2383~2390

温品・税金徴収元帳

欧船舳憲価繍)

←加蔀

2冊 24郭一2456

昭和]5~21年7冊

国税金徴収元帳(田租・田以外地租)

昭和16~玲年3冊

県村税全徴収元帳(家屋税附加税)

昭和16~18年3冊

1冊

6冊

昭和15~21年

2404

2405~2Ⅱ0

245]

棚船舳班(胸韓)

7冊 24U~2417

昭和16-21年

国税金徴収元帳(家屋税)

昭和18-20年

鵬糊船都班(瑚側)
昭和19~20年

鴫棚船郎班(.'"斯)

地租
国県税全徴収元帳

村税附加税

2418~2424

2425~2427

県村税全徴収元帳(地租附加税)

昭和8~18年Ⅱ冊

西野山売却代徴収元帳昭和13年1冊

国税全徴収元帳(其他地租)昭和15年

2428~2430

昭和22~23年

6冊卜 2431~2436

2冊 2453~2454

昭和21年]冊 2444

家屋税徴収元帳(国税・県税附加税・村税附加税)

昭和21年1冊 2445

県村税徴収元帳昭和21~24年4冊 2446~24四

3冊 2437~2439

昭和19-20年2冊 2442~2443

2452

2冊 24如~2441

県民税追加徴収元帳昭和22年1冊

県村税金徴収元帳

2391~2401

2402

1冊 2403

県税徴収元帳(電気税)

営業税

都市計画税

庭園税

木材取引税

昭和22~23年

自動車税

不動産収得税

県村税金徴収元帳

県村税全徴収元帳

昭和22年1冊

昭和訟年1冊

部

2450



温品・税金徴収元帳税金収納元帳

*訟徴"班(#勵,)

(・→村税金徴収元帳

昭和22~24年4冊 2459~2462

地租並同附加税徴収元帳昭和22-24年

3細・ 2463~2465

昭和詑一23年

熈搾錦嘩帳(事難剛枷r)
昭和部年

"根船都班(,●,1"剛唯)
昭和部年

職轍(週髄税)徴"班
昭和23年

懸飾収悲("ゆ、)
昭和器~24年

電柱税祠附加税
県村税徴収元帳

ミシン税同附加税

2冊 2457~24能

.ゼ引取税徴収元帳

村民税特別徴収元帳

2517~2524

2494-・2496

1冊 2497

事業所税徴収元帳

合普通徴収元帳

木材引取税
電気瓦斯税徴収元帳
煙草消費税

2525~2528

1冊 2466

昭和24年1冊 2471

事業税同附加税徴収元帳(事業税割都市計画税)

昭和24年]冊

不動産取得税徴収元帳昭和24年1冊

家屋税同附加税徴収元帳昭和24年]冊

県税同附加税徴収元帳

昭和27~28年

2冊 2498~2499

昭和27~器年

2冊 2500~2501

昭和28~29年1冊 2502

昭和30年1冊 2503

26

1冊 2467

昭和30年

税外収入元帳昭和釦年1冊

1冊 2468

2冊 2469~2470

昭和別年

税外徴収元帳昭和24~25年2冊

遊興飲食税徴収元帳昭和25年1冊

村民税徴収元帳昭和25~28年4冊

自転車一
税徴収元帳 昭和25~28年

4冊

固定資産税徴収元帳昭和25~30年

6冊

村税外諸収納元帳大正n年1冊

苧乍国税金収納元帳

大正Ⅱ~12年2冊

国税金収納元帳(田租)

火正Ⅱ年~昭和4年8冊

国税金収納元帳(畑・雑地租)

大正Ⅱ年~昭和4年8冊

宅地租国税金収納元帳大正12~15年

4冊

白動車税同附加税

酒消費税同附加税

<税金収納元帳>

1冊

5研 25脚一2573

2472

2473

2474

2504

木材引取税昭和26年1冊

税外収入徴収元帳昭和26~28年

2505

1冊 2475

2476~247フ

2478

2479~2482

事業所税徴収元帳(県税)

靈1吾税国税金収納元帳

2506

村税税外収納元帳

2507~25帖

24飴一2486

国税金収納元帳昭和2年1冊

宅地租国税金収納元帳昭和3~4年

2冊 2552~2553

国税全収納元帳(田租)昭和6~7年

2冊 2554~2555

国税金収納元帳昭和Ⅱ~16年6冊 2556~2561

県税金収納元帳昭和Ⅱ~16年6冊 2562~2567

国税全収納元帳(家屋税)昭和17年1冊 2568

村税税外収納元帳昭和19~23年

2509-2516

2487-24兜

2493

3冊

昭和27年

大正13~15年3冊 2529-2531

大正13年~昭利17年

19冊 2532~2550

2551



国税金収納集計筑

<税金収納集計箔>

県税金収納集計籍

国税収納集計捧

県税収納集計箔

大正Ⅱ年~昭和10年

14冊 2574~2587

火正]2年~昭和10年

13冊 25舗~2600

2601昭利17年

昭和17年

潰地成免租取調帖明治18年1冊

営業雑種税領収証綴明治22~23年

徴税令書綴明治詑~23年1冊

地方税徴税令害明治24年1冊

国税徴税令害明治24~29年6冊

国税納付領収証害明治24~29年

<徴税庶務>

1冊

1冊

所得金額調書大正]2年1冊

大正13年度前半期所得額調書

大正]3年

鑑札交附簿(白転車・畜犬・営業)

大正]3年

県税戸数割に関する所得調査簿

温品・税金収納集計簿徴税庶務

6冊 2613~2618

地方税領収証書明治24~29年6冊 2619~2624

地方税徴税令書明治26~27年2冊 2625~2626

地方税徴税令書明治29年1冊 2627

納税告知害火正元年1冊 2628

納税告知書大正元~2年1冊 2舵9

国税領収害大正10年1冊 2630

県税領収害綴大正10~15年1儒 2631

国税納額通知書大正10年~昭和6年1冊 26訟

モ地租収納簿 火正Ⅱ年1冊 2633

所得額調査籍大正Ⅱ~12年2冊 2634~2635

所得金額届綴大正Ⅱ~H年4冊 2636~2639

県税地租割賦課原筑大正Ⅱ年一昭和3年

12冊 26如~2651

2652

2602

大正N年

所得調査簿大正Ⅱ~15年2冊

戸数割賦課額原簿大正15年1冊

所得額申告書綴大正15年1冊

県税及負担全領収害綴大正15年」冊

経費徴収原簿大正15年~昭和2年
2冊 26能一2669

2670

2671

1冊 2604

2605

2606

2607-26]2

2603

4冊 2656~2659

2655

2654

2冊 2660~266]

所得金額届害綴昭和2年1冊

県税納額通知書昭和2年1冊

地租条例第13条の2による反別地価調書
昭和2年1冊

特別地税賦課原籍昭和2年1冊

県税領収書綴昭和2年1冊

地租免除申請害昭和2~3年2冊 2675~2676

所得調査簿昭和2~3年2冊 267フ~26陀

家屋税調定元帳昭和3年1冊 2679

戸数割所得金額申請綴昭和3年1冊 2680

県税地租割及特別地税賦課原等昭和3年
1冊 2681

建築不動産収得税調書昭和3年1冊 2聞2

家屋税調査原簿昭和3~4年2冊 26部~2684

特別税戸数割所得調査簿昭和3~4年
3冊 2685-2687

田畑地価加除整理算昭和4年1冊 2688

作得調書昭和4年1冊 2689

地租条例第13条ノ2二依ル申請書

昭和4 ~ 5年2冊 2690~2691

所得金額申告書綴昭和4~5年
2冊 2692~26鰐

県税地租附加税賦課原籍
昭和4 ~ 5年3冊 2694~2696

1冊 2662

2663~2664

2665

2672

2673

2674

2666

27

戸数割調書大正12年1冊

諸税及負担領収証書大正]2年]冊

県税堂業税雑種税調書大正]2年1冊

2667

2653



温品・徴税庶務勧業一般

特別税戸数割賦課原筵

1寸別戸数0,1田畑作1口調害 昭和5年

家屋税調書昭和5年1冊

家屋賃貸価格賦課額調書昭和5年1冊

医而'所得調書 昭和6年1冊

1寸別チ1戸、デ、1持株調書 昭和6年]研

地租法第71条二依ル免租申請

昭和 6 -7年2冊

所得申告書綴昭和6-7年2冊

昭利4 7年

8冊

く勧業

2697~2704

1冊 27備

則矧鵬肺(加晰彪)
昭和 6 ~ 7年3冊

鑑札交附等昭和6~8年1冊

鑑札受払等昭和6~10年1冊

自作農地租免除書類昭秀n6~19年1冊

所得調査書昭和7年1冊

県税納額通知書昭和7年]冊

国税納額通知喜昭和7年]冊

田畑山林所得調害昭和7-8年

鑑札受払簿(自転車・畜犬・営業・白動車)

昭千Ⅲ0一Π年]冊 2759

鑑札番号簿昭和Ⅱ年1冊 2760

鑑札受払等昭和Ⅱ年1冊 276]

特別税戸数割異動調書昭和Ⅱ年1冊 2762

鑑札交付篝昭和Ⅱ~13年1冊 27腿

自作農免租申請受付綴昭和Ⅱ~14年1冊 2764

所得申告書昭和12年]冊 2765

地租附加税賦課原等昭和13~H年

2冊 2766-2767

2706

2707

2708

2709

27]0-2711

2712-2713

2冊 2723~2724

諸税及負担費領収書綴昭和8年1冊 2725

労働者其他所得調昭和8年1冊 2726

所得申告書綴昭和8年1冊 2727

戸数割賦課原籍昭和8~9年2冊 2728~2729

2714-2716

2717

2718

2719

2720

2721

早害免租ニヨル特別地税賦課補助築

昭和Ⅱ年2冊 2768-27卵

自作農免租申請書綴昭和H~]5年

2冊 2770~2771

県税領収証綴昭和]5-24年]冊 2772

県税徴税命令書綴昭和15-25年1冊

鑑札受払簿昭和16年1冊

鑑札番号簿昭和16年1冊

小農耕地免租申請書綴昭和16年1冊

村民税賦課原簿昭和16年1冊

諸税及負担費領収書昭和玲年1需
゛

償却資産課税台帳昭和25年1冊

村税納入日計簿昭和舒年1冊

村民税聽別徴収納入通知綴昭和27年1冊

諸税収入整理簿昭和30年1冊

地租附肝兇賦課原簿

昭チ訂8 ~12年9冊 2730~2738

地租法第71条二依ル地租免除申請綴

昭和8 ~13年6冊 2639-2744

国税領収書綴昭和8-21年1冊 2745

免租地集計簿昭和9年1冊 2746

所得申告書綴並調査害類綴 昭和9年]冊 2747

特別税戸数割賦課原簿昭和9-H年

]1冊 2748~27認

2722

28

2773

般>

2774

2783

2775

2776

2784

27フフ

2778

2785~2793

勧業・統計

2779

2780

27釘

2782

勧業費領収証書明治30年]冊

勧業費領収書大正蛯年1冊

勧業一件勧業二関スル害類

大正12年~昭和6年9冊



勧業二関スル書類綴昭和3年1冊

勧業一件勧業二関スル書類昭和8年

勧業二関スル害類昭和9~15年

7冊 2796~2802

勧業費領収書昭和15~20年6冊 2803~2808

勧業関係書類編昭和16年1冊 2809

、勧業関係書類昭和17~18年

2器n07頁右) 2釘0~2811

勧業関係書類綴昭和19年]冊 28]2

・勧業二関スル書類昭和21年1冊a09頁右)2813

、勧業関係書類昭和23~24年

2 冊〔112頁右) 2814~2815

勧業関係害類昭和26~28年3冊 2816~2818

、勧業二関スル書類昭和30年1冊a13頁右)2819

勧業関係書類昭和30年1冊 2820

2794

1冊 2795

2冊

3冊

統計詰表進達跡明治39~45年7冊

生産消費調査書大正2年1綴

諸統計表綴大正3年]冊

統計諸表進達跡大正4年1冊

統計諸表類大正5年1冊

統計諸表進達跡大正6-]0年5冊

統計二関スル書類(庶務一件)

2834-・2835

2836-2838

2839

29

雑

温品・勧業一般統計一般

件 1袋

* *

統計取調書明治20年1冊

統計諸表進達跡明治20一れ年2冊

進達跡綴込明治21年1冊

統計表必用録明治22年]冊

統計表進達跡明治器年1冊

統計表必用下調書明治23年1冊

統計下調書明治26年1冊

統計諸表進達跡明治27年1冊

統計表二係ル下調書明治27年1冊

統計諸表進達跡明治29~30年2冊

統計諸表進達跡綴明治33-34年

統計報告跡

*

6冊 2857~2862

定期報告期限表昭和2~14年1冊 2863

統計報告跡昭和4~7年4冊 2864~2867

昭和五年国調一件昭和5年1冊 2868

国勢調査協議会案昭和5年1綴 2869

市町村要計表昭和5年1綴 2870

統計報告跡昭和9年1冊 2871

統計報告跡昭和Ⅱ~]2年2冊 28柁~2873

統計資料二関スル件昭和13年1冊 2874

諸報告跡昭和13年1冊 2875

国勢調査関係書類昭和N年1冊 2876

(国勢調査二関スル書類)昭和14年1袋 287フ

統計報告綴昭和H年1冊 2878

国勢調査書類一件昭和15年1冊 2879

統計報告跡昭和15年]冊 2880

商業調査関係綴昭和15年1冊 2881

(漁業に関する統計書)昭和16年1冊 2882

統計報告跡昭和W年1冊 2883

諸統計調査一件昭和19年1冊 2884

職業別人口調査書類 昭和19年1冊 2885

人口動態関係書綴昭和23年1冊 2886

移動人口調査報告書綴昭和25~29年1冊 2887

人口動態関係一件昭和27年]冊

移動人口調査報告書綴昭和29年1冊 2889

3840~認46

2847

2848

2849

く統計

大正Ⅱ年

大正Ⅱ年~昭和2年

般>

2舗0

2851-2855

282]

1冊 2856

2822

2823-2824

2825

2826

2827

部28

2829

2830

2831

2832~28詩

統計諸表進達跡

統計表進達跡

2888明治35-37年

明治開年]冊



温品・農林業

産

私林取調帳明治12年1綴

米作付反別及収穫石高平均明治18~22年

1綴

<農・林業>

山林売却一件明治U年]袋 28兜

山林施業出勤簿大正N年2冊 2893~2894

村有林施業案関係書類大正M年1冊 2895

往復文書綴昭和2年1冊 2896

会同一件昭和2~6年1冊 2897

二化螺蟲被害茎仞取害昭和6年1冊 2898

村有林入札害在中昭和12年1冊 2899

松茸公売契約害綴昭和12年1冊 2900

村有林立木売却代朋細篝昭利12年1冊 2901

米実収高昭和16年1冊 2902

農林水産業調査報告篝昭和Ⅱ年]冊 2903

保安林解除告示書綴昭和20年1冊 2904

米供出割当書類綴昭和20年1冊 2905

註島『'『

昭和21年]冊非農{戸数人口明細簿 2906

麦生産高調査篝昭和訟年1冊 2907

須賀谷村有林売却金出納筑昭和飴年]冊 2908

産米雑穀農業計画資料昭和25年]冊 2909

酸性土孃矯正対策関係書類昭利25年1冊 2910

主食病虫害防除経費補助関係害類綴

昭和25年1冊 2911

米病虫害防除経費補助金交付申請書
2912昭和25年1冊

主要食糧作付地に対する酸性土壌矯正実施経費
補助全交付申請書昭和26年1冊 2913

主要食糧需給実績昭利26年1冊 29]4

米生産者別供出割当台帳昭和26年]柵 2915

酸性士壌矯正補助金交付申請書

業

2944

産米生産高調査籍昭和26年

産米生産者別政府買入割当資料
昭和26年1冊 2918

麦生産見込高調書昭和26年1冊 2919

主要食糧病虫害防除並防除器具購入経費補助金
交付申請書昭和26年1冊 2920

穂くび稲熱一斉防除農家負担額収支証書
昭和26年]冊 2921

自家用林指定申請図面綴昭和26年1冊 2922

山林現況綴昭和26年1冊 2923

採種圃関係書類昭和26年1冊 2924

自家用林指定申請書綴昭和26年1冊 2925

2926米生産高調査簿昭和27年1冊

2927麦生産見込高昭和27年1冊

酸性土壌矯正経費補助金交付申請書
昭和27年1冊 29訟

病虫害駆除予防経費等補助関係書類
昭和27年1冊 2929

自家用林指定通知書台帳昭和27年1冊 2930

自家用林一件昭和27年]冊 293]

造林補助申請昭和27年1冊 2932

痔悪農用造林一件昭和27年1冊 2933

米供出割当台帳昭和27~29年3冊 2934~2936

稲大豆採種ほ設置状況調昭利28年]細 2937

補助関係書類綴昭和28年]冊 2938

、●^

食糧管理台帳 昭和28年1冊 2939

二化めい虫防除関係雑書類昭和28年1冊 29如

二化めい虫防除関係書類(水穂)

昭和28年1冊 2941

昭和二十七年度痔悪農用造林事業賃金台帳
昭和28年1冊 2942

村有林松茸公売台帳昭和28年1冊 2943

痔悪農用造林綴昭和28年1冊

第3回農産物品評会一件書類

2890

一般造林一件

2891

1冊

30

1冊 2945

2946~2949
昭和26年

29]フ

昭和28年

昭和訟~31年4冊1冊 2916



米穀管理厶帳 昭和29年1冊

米生産高調査簿昭和29年1冊

農薬ホリドール需用量調昭和29年

水稲用パラチオン剤所要量調書

昭和釣年

水稲苗代病虫害防除実施面積所要薬剤調
昭和即年

一般造林綴昭和29年1冊

痔悪農用造林一般造林綴昭和29年]冊

痔悪林一件綴昭和29年1冊

主要食糧購入通帳交付台帳昭和30年]冊

酸性士壌改良事業書類綴昭和30年1冊

じゃがいも関係書類昭和30年1冊

二化めい虫防除関係書類昭和30年1冊

村有林立木調査書昭和30年1冊

米事前売渡申込制一件昭和30年1冊

生産高調査等昭和30年1冊

村有林毎木調査書昭和30年1冊

米穀年度需給計画昭和31年]冊

二化めい虫防除関係書類昭和32年]冊

2950

]冊

2951

農会二関スル書類綴大正13年]冊 2980

農会定期期限表大正]3年1冊 2981

農会費徴収元帳大正]3年1冊 2982

経費徴収原簿大正N年1冊

農会参考書綴大正N年1冊

文書整理箔大正15年1冊 2985

、往復文書綴火正闘年一昭和5年

5冊a20頁左) 2986~2990

会計簿昭和2年1冊 2991

収支決算書昭和2年1冊

収支予算書綴昭和2年1冊

役職議員名籍昭和2~6年1冊

収支予算書昭和3年1冊

経費徴収原鐘昭和3~4年2冊

領収害綴昭和3~6年4冊 2998~3001

会計算昭和4年1冊 3002

農業調査協議会議案昭和4年1冊 3003

農業調査書類昭和4年1冊 3004

農会費領収元帳昭和5-6年2冊 3005~3006

収支予算書昭和5~6年2冊 3007~3008

文書整理簿昭和6年1冊 3009

農会員名捧昭和6年1冊 3010

農業専用車台帳昭和6年1冊 30]]

農会経営研究会昭利6年]冊 3012

農業専用車惰印届書綴昭和6年1冊 3013

会計簿昭和6~7年2冊 3014-3015

現金出納篝昭和9年1冊 3016

総代選挙人名等昭和10年1冊 3017

議事一件昭和12年1冊 30]8

、往復文書綴昭和16年]冊a29頁左) 3019

戦時農業要員適格者名簿昭和N年1冊 3020

2952

1冊 2953

1冊 2954

29郭

2956

温品・農林業農会

2957

2958

2959

温品村主要農作物病虫害防除器具貸付規則

2960

31

山林現況申告害

指導日誌 1冊

2961

2962

2963

2964

29卵

2966

2967

*

*

2983

* *

2984

1冊

1冊

温品村農会会員名等大正Ⅱ年]冊

議決諸件大正12年1冊

、農会二関スル書類大正12~H年

3 冊a15頁右)

村農会収支整理簿大正12~15年

く辰

1冊

2992

29蛤

2994

2995

2968

29脚

2970

ム>

2996~2997

牛

2971

2972

2973~2975

4冊 2976~2979 (農会員名簿) 3021

*



温品・農地農業委員会

<農地・農業委員会>

土地賃貸価格選挙人名箔.投票用紙

農地委員会委員出席簿領収書

昭和13年1冊

農地調整法昭和13~訟年]冊

農地委員会委員出席漬昭和N年1冊

農地委員会領収証昭和N年1冊

第四次買収計画に対する異議申立書
昭和記年1冊

不在地主の農地を耕作して居る者の申告書
昭和22年1冊

農地改革資料綴昭和訟年1冊

委員会提出議案綴昭和22年1冊

買受申込書綴昭和訟年]冊

申請書類綴昭和記年]冊

買収,害送達篝 昭和22年1冊

売渡代金確定額処理明細表昭和22年1綴

農地売渡代金徴収犢昭和訟一鉛年1冊

買収計画関係喜類詔和22一部年1冊

売渡通知書控昭和22-23年1冊

買収計画(買収令書)昭和22~23年1袋

売渡代金一覧表農地売渡計画

昭和22~23年1袋

議事録昭和22~24年1冊

(買収令書の受領書に代る証明書)

昭和22~24年1綴

昭和]2年 1綴 3022

農業調整委員会委員選挙人名簿

議案昭和23年1綴

地区外二所有スル農地二対スル報償金交付申請

書控昭和23年]霸

申請書綴昭和23年1冊

裁決害昭和23-24年1冊

30部

3024

3073

1冊 3074

3025

3026

冗渡戸知書送達簿

3027

昭和飴年

通牒公報昭和23-25年1冊

農地の所有権を有するものの農地の賃借権又は

永小作権申告書昭和24年1冊

捌言害類控昭和24年1冊

農地調整法第九条第三項の許可書綴

昭和24年1冊

3023

1冊 30妃

3029

3030

3031

昭和23~24年1冊

3049

3032

日誌昭和24年1冊

文書受付整理簿昭和24年1冊

農地の使用目的変更承認申請控

3050

30胎

3051

地区外匹所有する報償金交付申靖書(控)

3034

3052

昭和22~25年1冊

農業委員会書類昭和飴年1冊

農地売渡計画関係害類昭和23年1冊

議案綴昭和23年1冊

買収令書謄本昭和23年1冊

告示綴 昭和鉛年1冊

昭和24年1冊

備付帳簿目録昭和討年1冊

一般害類綴昭和24年1冊

供託者名等昭和24年1冊

士地買収登記嘱託書副本昭和討年1冊

登記嘱託書一件(控)昭和24年1冊

農地委員会予算並に経費出納内訳簿

昭和24年1冊

3035

3053

3036

3054

3037

30認

帥聞

3056

3039

3040

3057

3058

3041

申請書類綴昭和24年1冊

農地委員出席等・出張命令簿

3059

昭和24年

農地改良五ケ年計画昭和24年1冊

農地等買収代金払額交付内訳書綴

昭和24年
3042

3060

3043

306]

3062

3063

3044

3045

議事録昭和24年1冊

一般関係書類昭和討年1冊

分筆売渡農地調書昭和24年1冊

産業経済費領収書(農地委員会費〕

昭和24年

3046

3064

3047

3065

3066

32

3067

1冊 30能

3069

1冊 3070

3071

3072



産業経済費領収書(農業調整委員会費・諸費)

昭和24年]冊

国有農地の貸付規則第九条報告害

昭和25年1冊

自イ↑農置声第三条に依る買収士地所有権
昭和25年]冊泌(黙)"

農地完渡計画削除申請書諸払戻金支払詰求書

昭和25年1冊

買収申込書昭和25年1冊

一般書類綴昭和26年1冊

往復文害綴昭和26年]冊

登記済証受領証綴昭和26年]冊

農業委員会一件昭和26~27年1冊

議案綴昭和26~31年1冊

議事録昭和26~31年1冊

農地売渡計画書売渡代金一覧表

温品・農地農業委員会森林組合蚕業組合畜産組合

3075

五反歩以上耕地所有者調査 1冊

五反歩以上小作に付したる者調査 1冊

所有農地に関する調査申告書 1冊

在外士地所有者調書 1綴

農地買受申込害 1綴

第四次買収計画資料 1冊

農地の賃借権又は永小作権を有するものの申告
書綴 1冊

売渡農地焦計表 1冊

農地買収集計表]冊

農地開放実績調(字名別集計) 1冊

提出問題(農業委員会) 1冊

3076

307フ

昭和27年1冊

強制譲渡計画書昭和27年1冊

強制譲渡一件昭和27年1冊

農地強制譲渡に係る支払金徴収一覧表

昭和27年

農地売渡計画昭和町年1冊

国有農地等の実態調査表昭和27年1冊

農業委員会一件昭和28年1冊

往復文書昭和訟年]冊

昭和28年1冊告不綴

農業委員会資料昭和28年2冊

農地燮許可申請書綴 昭和29年1冊第=条"

農業委員会一件昭和29年2冊

農業委員会綴昭和30年]母

3078

3079

諦80

諦貌

3082

3123

3124

3]25

3126

3127

3083

3104

3084

3105

紅06

3107

3108

3085

3086

3087

国士ノ保安二関スル民有森林表

3109

3088

1冊 30即

3090

30釧

3092

<森林組合>

国土ノ保安二関スル民有森林表

3110

3111

3112

3113

会計簿

明治30年1綴

保安林指定事項二関スル件明治闘年1綴

森林施樂法案大正13年1冊

森林開墾願昭和2年1綴

買収農地に対する担保権設定調査

入作調査 1綴

農地売渡計画 1綴

3114

3093

森林区施業計画案 昭和27~31年1冊

森林火災国営保険料綴昭和30年1冊

3095~3096

明治訟年

3094

* * *

3098~3099

3]00

3097

]綴 3Ⅱ5

1冊

蚕業二関スル筆記綴

畜産組合関係書綴

<蚕業組合・畜産組合>

3116

3117

3101

3118

3119

議事録綴

往復文書綴

収支予算書3102

3103

大正Ⅱ年1冊

大正15年~昭和7年

3120

昭和3~6年1冊

昭和4年]冊

昭和4年1冊

昭和5年1冊

3121

33

3122

1冊



温品・耕地整理組合土木一般

収支予算書昭和5年1冊

名筑昭和6年2冊

収支予算書昭和6年1冊

総代選挙人名漉昭和10年]冊

長期戦下二於ケル夏秋蚕対策

3]28

幻29-3130

3131

3132

耕地整理二関スル書類昭和2年1冊

組合設立申請添付書類目録昭和6年]冊

小農耕地免租申請書綴昭和17年1冊

耕地復旧事業監査整理簿昭和23年1冊

昭和23年1冊事業奨励規定

耕地調査書類昭和器年1冊

事業奨励規定 昭和25年]冊

直営事業に就いての様式

<耕地整理組合>

昭和13年

水害調査表明治H年]冊

士木費取調書朋治16・19年1綴

河川取調表明治20年1冊

安芸郡温品村河川及里道改良目論見帳

明治詑年

]冊 3133 温品川水害明治23年1冊

二等川工事ノ件 明治28年1冊 3155

治水堤防費領収証害明治釦年1冊 3156

道路橋梁費領収証害明治30年1冊 3157

堤塘使用願一件明治31年1冊 3]58

工事二関スル認承綴明治33年1冊 3159

堤塘使用出願書類明治U年1冊 3160

経常土木領収証書大正3年]冊 3161

夫役金徴収元帳大正3年1冊 3162

参考書類大正9年1冊 3163

村道認定害綴大正9年1冊 3164

士木工事設計心得大正Ⅱ年1冊 3165

士木費領収証書大正Ⅱ~15年6冊 3166~3171

、士木二関スル害類大正Ⅱ年~昭和15年

19冊(130頁右) 31π~3190

大正]2年]冊 3]9]

昭和27年

耕地協会一件昭和30年1冊

語査の結果及建物動態集計綴臣七査1口后

3]34

3]35

3136

3137

3150

3151

3152

耕地協会一件

3138

1綴

雑

3139

3153

3154

件

3140

昭和31年

1冊

4袋

昭和30年

1冊

34

*

3141

3142

* *

1冊

士

3143

3144

川床
堤防取調帳
道路

'唐樋修繕費領収書

命令書 大正13年1冊

官有堤塘受書大正]3年1冊

府中村外三ケ村治水組合関係害

3145~3148

く土木

木

明治9年

般>

大正]3年1冊 3194

大正13年3月字問所樋門修繕出夫人名箔

大正13年1冊 3195

士木委員出勤簿大正H年1冊 3196

温品の水害大正15年1冊 3197

字畳谷橋地内町村道橋梁架換工事設計害

大正15年3冊 31蛇一能00

字森垣内橋地内町村道橋梁架換工事設計書

大正]5年3冊 32侃~詑03

字八幡橋地内町村道橋梁架換工事設計書

大正]5年1冊診04
]冊 3149

3192

3193



大字八幡橋地内町村道橋梁架換工事設計書

大正15年3冊詑05~詑07

字砂原地内町村道温品府中線道路修繕工事設計

書大正15年2冊 訟08~詑09

字砂原地内町討道温品府中線道路修繕工事設計
書大正15年2冊 3210~3211

字下組地内三等川府中大川堤防修繕工事設計書

大正15年2冊詑12~能13

字下組一号地内三等川府中大川堤防修繕工事設

計書大正15年1冊 3214

字間所一号地内三等川府中大川堤防修繕

大正15年1冊診15

字神前一号三等川府中大川河川修繕工事設計書

大正15年]冊 3216

大字神前三字地内堤防修繕工事設計書

火正]5年1冊訟17

字榧ケ谷橋地内町村道土橋架換工事設計書

大正15年3冊 3218~訟20

大字涙橋地内町村道士橋架換工事設計害

大正15年3冊詑21一詑23

字砂原地内町村道温品府中線工事設計書
大正15年1冊 3224

字小出砂原地内町村道温品府中線道路修繕工事

設計書大正]5年]綴 3225

災害士木費領収書大正15年~昭和2年

2冊訟26~噐27

字下組地内堤防修繕工事設計書昭和2年

1綴詑28

字砂原地内町村道温品府中線道路修繕工事設計

書昭和2年1冊 3229

字森垣内橋地内町村道橋梁架換工事設計書

昭和2年1冊訟30

字畳谷橋地内町村道橋梁架換工事設計書

昭和2年1冊 3231

字八幡橋地内町村道橋梁架換工事設計書

昭和2年]冊噐認

字下組地内三等川府中大川河身浚深工事設計書

昭和2年1冊訟諦

明神橋~鶴江地内三等川府中大川河身浚洪工事

設計書昭和2年1冊 3234

字柾ケ谷橋地内町村道土橋架換工事設計書

昭和2年2冊詑託~詑36

字涙橋地内町村道士橋架換工事設計書

昭和2年1冊詑37

字砂原地内町村道温品府中線道路修繕工事設計
書昭和2年1冊

土木費補助申請書昭和2年1冊

砂防指定地並二保安林樹木問伐願

昭和2年1冊

砂防指定地並二保安林内鉄塔建設願
昭和2年1冊

災害土木補助額調書昭和2年1冊

指名入札加入願昭和2年1綴

谷口一号地内等外川温品川堤防修繕工事設計書

昭和3年1冊

字成搾乳所地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書昭和3年1冊

字森ノ下二号地内等外川温品川堤防修繕工事詮
計害昭和3年1冊

字森ノ下一号地内等外川温品川堤防修繕工事設

計書昭和3年1冊

字平林一号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書昭和3年1冊

国庫補助関係ナキ分(等外川温品川堤防修繕工

事設計書)昭和3年1冊

申請設計書類昭和3年]冊

大字郡界地内等外川温品川堤防修繕

昭和3年1冊

温品・土木一般

1冊訟60

3238

3239

3240

昭和4年

3241

3242

詑嶋

3244

3261

3245

人夫使役簿昭和3年1冊

(災害補助工事二関スル書類)

3246

(総工費反別高綴)

臨時士木費領収書

3247

3248

(災害士木工事契約二関スル書類)

昭和4年

字間所道路潰地調書昭和4年1冊

(温品村堤防修繕工事見積害)

昭和3年

昭和3年1冊

昭和3~7年

能卯

詑50

1冊訟能

3251

3252

35

]冊 3253

5冊詑55~詑59

3254



温品・士木一般

(温品村堤防修繕工事請負契約書)

昭和4年

字菰口道路石橋蟻換設計書昭和4年

災害土木費領収書綴

土木費領収証

府')血叩'治水組合関係書類
昭和5年1冊

反別地価据置申請昭和5年1綴

井堰関係地反別地価調書昭和5年1霧

等外川護岸工事設計害昭和6年1冊

第二回入札書綴昭和6年1冊

時局匡救河川改良工事設計書昭和7年

昭和4~5年2冊

昭和4 ~15年12冊

1冊

]綴

3263

3264

林道開設起債二関スル書類

士地集計原薄昭和9年

3265~3266

3267ー・3278

井堰設計害 昭和7年1冊

承諾書昭和7年1冊

出面表昭和7年1冊

村営
工争領収害綴 昭和7年1器

時局匡救士木事業予算差引筑

謝詫*(閥貝洲■)

呼酷("見鰍掘)

"闇髞鵬("1雫",)

師*("昨洲り

3279

3280

昭和9年

1冊

3281

昭和7年1冊 3289

役場建築関係書綴昭和7年1冊 3290

温品村役場本館新築其他工事設計書

昭和 7年1冊 3291

役場建築委員出席篝昭和7年1冊 3292

農村振興士木費領収書綴昭和7~8年

2冊詑93~詑94

3295

詑82

昭和9年

1冊

3283

昭和9年2冊誌09~3310

林道工事功程算昭和9年1綴 3311

災害復旧費領収書昭和]0年]冊

材道災害復旧費領収書昭和10年1冊

臨賠土木費橋梁改修費領収書綴

1冊能84

認0]

誌02

昭和9年

2冊 3303~3304

詑闘

昭和9年

2冊飴05-3306

3286

地積調査表昭和8年1綴

時局匡救土木二関スル嵩類昭和8年1冊

工事完了届昭和8年]綴

昭和9年1冊

林道修繕諸雑費領収書綴昭和9年]冊

3287

昭和Ⅱ年1冊

鶴江道路設計図昭和Ⅱ年1冊

災害士木費領収害昭和12年1冊

早害対策溜池工事関係一件 昭和H年1冊

菰口線林道開設工事(早害対策施設費)関係一

件昭和14年1冊

林道開設事業関係昭和15年1袋

土木関係書類昭和16~18年3冊

士木費領収書昭和Ⅱ~18年2冊

2冊 3307~認08

32認

士木費領収書綴

枷袈姉(閥國桃)
3340

3312

33]3

災園優旧工事煩収害 昭和19年1冊

土木費領収書昭和20~部年4冊

建築許可受付筵昭和部年1冊

土木事業事業計画綴昭和23年1冊

建築関係書綴昭和23年1冊

土木関係書綴昭和23~27年6冊

昭和二十三年災害(土木出張所関係)

事業昭和24年1冊

昭和二十五年三月水災害丸子頭首工復旧工事収

入整理籍昭和25年]冊

3314

3315

詑96

3297

3316

昭和9年

3298

諦17

33]8

3319

3320一諦船

3323~3324

訟99

1冊部00

開26一能29

3330

3331

胎能

3333一諦諦

復旧橋梁

36

3325

3339



土木費領収書昭和25年1冊

昭和二十年災害(農業施設)清吉井堰復旧事業
予算決議害並予算差引書附寄附額並村領収書

昭和25年1冊

昭和二十年災害清吉井堰復旧事業指令妻並関係
書綴(工事請負契約書)昭利25年1冊

昭和二十年災害(農業施設)清吉井堰復旧事業
日計篝昭和25年1冊

キジア大風雨災害復旧事業菰口林道関係書綴
昭和25年]冊

昭和二十年災害井堰復旧工事領収書綴
昭和25年1冊

法使第百六論左§農林水産業施言ル災害復旧事業ム百六論左§農林水産業施設災害復旧事業
費国庫補助の暫定措置に閏する法律施行令

昭和25年]冊

士木事業計画書綴昭和25年1冊

事業設計書類綴(道路補修工事設計書を含む)
昭和25年]冊

建築関係書綴昭和25年1冊

間所橋復旧工事工事台帳昭和25年1冊

神田橋復旧事業材料受払算昭和25年1冊

公共事業計画書昭和25年1冊

神田橋復旧工事工事台帳昭和26年]冊

334] 建築関係書綴昭和27年1冊

畳谷農道改修工事関係書綴昭和27年1冊

昭和25年9月災害下神前橋架設復旧事業関係書
織昭和27年2冊 3370-・337]

村営土木工事関係書類昭和部年1冊

(丸子頭首工復旧事業関係害類)

3342

3343

3344

3345

昭和27年1冊器乃

温品村土木事業東議簿昭和27~舘年1冊器74

菰口林道工事関係書綴二十七年災害林道復旧工事

昭和28年1冊開75

(繰上立替事業村道為田線改良工事設計書)

昭和28年]冊 3376

温品・士木一般

3346

昭和25年3月水害,子頭首工関係書綴

昭和26年

士木費証愚害昭和26~29年5冊

矢田谷老朽溜池改修工事請負関係書綴
昭和27年]冊

昭和二十六年十月ルース台風被害丸子頭首工設
計書綴昭和27年1冊

小学校並役場補修工事書類一切

3347

3348

3368

諦卵

村道為田線改良工事工事関係綴
昭和28年]冊

長磯線農道改修工事設計書並関係書綴

昭和28年1冊

第一期森垣内農道改修工事工事関係書綴

昭和28年1研

森垣内農道改修工事夫役(現品)賦課簿

昭和28年1冊

林道協会一件昭和29年1冊

森垣内線農道改修工事設計害並関係害綴

昭和29年1冊

建築物届控綴 昭利29年]冊

林道平林線開設工事設計壽並関係書綴
昭和29年]冊

建築関係書綴昭和29年1冊

村道為田線道路改良工事設計書並関係書綴
昭和29年1柵

八幡橋架換工事設計書並関係書綴

昭和29年1冊

単独村贄工事設計書控綴昭和29年1冊

道路並橋梁台帳昭和29年1冊

工事関係書総(単県平林線林道改修工事)
昭和30年1冊

工事関係書類綴(農道長磯線改修工事)

昭和30年1冊

設計書並工事一件害綴{単独村費工事}

昭和30年1冊

3349

3350

3351

3372

昭和27年

県補糸ケ迫林道開発工事設計書綴

昭和27年

県補糸ケ迫林道開発工事請負関係綴

昭和27年

"臺暑 昭和27年1冊酉

建設協会一件昭和27~30年1冊

3352

3353

3354

1冊開郭

3356一部60

3392

337フ

3361

3378

3362

1冊 33儒

認79

1冊 3364

3380

1冊認晒

3381

詩82

3383

3366

3367

3384

3385

37

認86

飴釘

3訟8

3389

3390

3391
堰
池水

井
調



温品・士木一般水害復旧耕地整理組合

工事関係書綴単独村費第二森垣内橋梁架設工事
昭和30年1冊

町道(間所・小出間)改修一件

昭和31年

工事関係書綴第三期林道為田線改修工事

昭和3]年

土木関係昭和31年1冊

農道新設工事昭和32年1冊

(林道事業拡充強化に関する宣言決議案)

広島県林道協会会員名筑

林道維持管理功労者名箔

3393

1冊 3394

*

往復文書綴昭和元~4年Ⅱ冊 34蛤一35促

会計籌昭和元一・・4年15冊 3509~3523

金品領収書綴昭和元~4年17冊 3524~3540

指令其他法令達綴昭和元一5年1冊 3541

文害整理箔昭和元一5年1冊 3542

議事録綴昭利元一5年9冊 3543~3551

昭和元~5年13冊三」L 計霄 3552~3564

領収書綴昭和元~5年鉛冊 3565~3587

補助金交付補助筑昭和2年1冊 3588

工事請負台帳昭和2年1冊 3589

職員名篝昭和2年1冊 3590

通信費受払筒昭和2年1冊 3591

消耗品受払篝昭利2年1冊 3592

議案綴昭和2~3年1冊 3593

出席等昭和2~3年4冊 3594~3597

契約書昭和2~3年2研 闘98-,3599

備品台帳昭和2~3年1冊 3600

雑書綴昭和2~5年1冊 360]

請負台帳昭和3年1冊 3602

工事監督出勤鐘昭和3年]綴 3603

経費徴収通知書昭和3年2冊 3604-・3605

被害調査簿昭和3年1冊 3606

徴収原等昭和3~4年2冊 3607,、・・3608

変更設計書昭和3~4年3柵 3609-,36H

全銭出納篝昭和3~5年1冊 36]2

総会関係害綴昭利4年2冊 36]3~3614

会計補助筑昭和4年1冊 3615

耕地整理二関スル書昭和5年1冊 3616

請負証綴昭和6年]冊 36]フ

昭和二十五年九月災害復旧事業計画書

昭和27年1冊 36玲

半期昭和二十六年災害復旧事業費国庫捕助金交
付申請書昭和27年2冊 3619~3520

*

1冊 3395

*

小口当座預全通帳大正3~5年1冊

補助全交付簿昭和元年1冊

土地原簿昭和元年5冊

組合員負担全割戻筑昭和元年1冊

選挙一件昭和元年2冊

規約書綴昭和元年4冊

整理費賦課徴収簿昭和元~2年

<水害復旧耕地整理組合>

3396

1冊

1冊

3397

1冊器98

3399

*

3400

議案書綴昭和元一2年7冊

総会其使関係書綴 昭和元~2年2冊
.岫=集会ハ凹

告示書綴昭和元一2年2冊

工事竣成届書 昭和元~2年7冊領収証書

徴収原符昭和元~3年3冊

補助金交付整理簿昭和元~3年

ネ

3401

3402

3403-3407

3408

3409~34]0

3430~3431

3432-,34諦

38

3439~3441

3411-・3414

6冊

3冊

申請及願届書綴昭和元~3年Ⅱ冊

請負証綴昭和元~3年]7冊

収支予算書昭和元~4年13冊

収支決算書綴昭和元~4年12冊

3415~3420

3421~3427

咋

3442-3444

3445-3455

3456-3472

3473-3485

3486-3497

3428-3429



領収書綴]冊

分割設計金額表 1冊

(平均断面図・横断面図) 1綴

補助筑(川西水害復旧組合) 1冊

契約書]冊

匡救士木工事就労者台帳 ]冊

(道路工事執行細則) 1袋

土木工事設計資料 1冊

第二期長磯農道改修工事設計書 1袋

等外川堤防修繕設計変更綴 1綴

字神前三字地内堤防修繕工事設計害

3666

362]

3622

3623

3624

3625

3626

3627

3舵8

3629

温品・水害復旧耕地整理組合

大字郡界等外川温品大川堤防修繕工事設計書
]冊 3646

字脇本宅四号地内等外川温品川堤防修繕工事設
計書 1冊 3647

字脇本宅一号地内等外川温品川堤防修繕工事設
計書 1冊 3648

字脇本二号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書 1冊 3649

字神田橋下一号地内等外川温品川堤防修繕工事
設計書 1冊 3650

字平林2号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書 1冊 36駐

中本地内等外川温品川堤防修繕工事設計書
]冊 36詑

字船越地内等外川温品川堤防修繕工事設計書
1冊 36聡

流田下二地内等外川温品川堤防修繕工事設計書
2Ⅲf 3654~3655

字流田店下一地内等外川温品川堤防修繕工事設
計書 1冊 3656

流田下地内等外川温品川堤防修繕工事設計書
1冊・ 3657

甲斐出地内等外川温品川堤防修繕工事設計書
1冊f 3658

涙橋下二号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書 1冊 3659

字涙橋下一号地内等外川温品川堤防修繕工事設
計書 1冊 36印

涙橋地内等外川温品川堤防修繕工事設計書

2冊 3631~36訟

(等外川堤防修繕工事設計変更害綴)]綴 3633

字砂原町村道温品府中線道路修繕工事設計書
1冊

字窪河原一号地内等外川温品川堤防修繕工事設

計書 1冊

字中田三号地内等外川温品川堤防修繕工事設計

書 1冊

字中田二号地内等外川温品川堤防修繕工事設計

害 1冊

字森垣内地内等外川温品川堤防修繕工事設計婁

1冊

字脇本宅三号地内等外川温品川堤防修繕工事設

計書 1冊

字朋力田宅ノ処地内等外川温品川堤防修繕工事

設計書 1冊

字中田大町上一号地内等外川温品川堤防修繕工

事設計書 1需

字中田大町宅下地内等外川温品川堤防修繕工事

設計書]冊

字中垣内牛乳屋ノ所二号地内等外川温品川堤防

イ彦繕工事設計害 1冊

字中間三号地内等外川温品川堤防修繕工事設計

書 1冊

字石原宅前地内等外川温品川堤防修繕工事設計

書 1冊

3630

39

3634

3661

3635

3636

36舵

3637

3663

36認

3639

3640

1冊

字涙橋下三号地内等外川温品川堤防修繕工事設
計害 1冊

字宮ケ谷二号地内等外川温品川堤防イ修繕工事設
計害 1冊

宮ケ谷一号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書]冊

畳谷下久保地内等外川温品川堤防修繕工事設計
書 1冊

畳谷一号地内等外川温品川堤防修繕工事設計書
1冊

3641

3664

3642

3643

3644
3665

3645



温品・水害復旧耕地整理組合災害復旧耕地整理組合民生一般

字涙橋ノ上地内等外川温品川堤防修繕工事設計
害 1冊

字中問一号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
害 1冊

字中問二号地内等外川温品川堤防修繕工事設計
^ 1冊

請負工事台帳 1冊

士地原簿 2冊

捕助金交付整理篝 6冊

組合員名筵 2冊

規約書 4冊

堤防修繕工事 1冊

3667

]冊 3738

社会事業二関スル書類

大正13年~昭和8年10冊 37舵~3nl

各組月番帳大正H年1冊 3712

青年訓練所二関スル害類大正15年1冊 3713

各組月番帳昭和4年1冊 3714

戸主会役員名簿昭和4年1冊 3715

社会奉仕寄附芳名帳昭和6年]冊 37]6

労働手帳昭和6年1綴 37]フ

社会事業の対象に就て昭和6年1冊 37]8

救護費領収書昭和8年1冊 37]9

各組月番帳昭和9年1冊 3720

社会事業二関スル書類昭和10~15年

6 冊 3721~3726

3668

36閼

<災害復旧耕地整理組合>

収支予算害昭和6年1冊

収支決算書綴昭和6年1冊

金品領収書綴昭和6年1冊

耕地整理二関スル書類昭和6年

議事録綴昭和6年1冊

領収書綴昭和6-7年3冊

3671~3672

3670

3673~3678

3679~3680

3681~3684

3685

雑 件

3686

3袋

軍事援護相談所委員手当領収書

40

*

1冊

3687

昭和13年]冊

公会堂建設資全積立台帳昭和13年1冊

各種団体委員役員名篝昭和13年1冊

職業紹介書綴昭和13~]4年2冊

労務動態調査受払簿昭和N-]8年

労務動態調査綴昭和N-18年]冊

櫂災救助資金積戻台帳昭和15年1冊

青年国民登録書綴昭和15年1冊

軍事援護相談所費領収証昭和而年1冊

資源特別回収一件昭和16年1冊

櫂災救助資全繰入全償還台帳

*

3688

*

3689

3739~3742

3743

3691~3693

民

3690

孝子二関スルー件書類明治]6年1冊

社倉麦不納元利計算簿明治19年]冊

貸金催促之訴状明治卯年1綴

羅災救助資金台帳大正3年1冊

往復害類綴大正4年1冊

昭和17~18年

2冊n34頁右)

3744

3694~3696

く民生

3745

生

3746

般>

3728

3729

3730~3731

1冊 3732

3727

社会事業関係書類

4冊

国民徴用扶助関係書綴昭和17年1冊

常会関係害類昭和17年1冊

商業関係書類緬ι給)昭和17年]冊

商業関係書類(塩、味冶、醤油等)

昭和17年1冊

3697

3747~3748

3698

3733

昭和]6年

昭和]6~19年

3699

3734

3700

3735

3701

斐賛厶関係書類綴
*

3736

3737



社ム¥業費須収書

(配給関係書類綴)

避難者等関係書類

国債貯全関係書類綴

、国民指導関係書類

・大政翼賛会関係害類

昭和18年1冊 3749

昭和18年1冊 3750

昭和19年1冊 3751

昭和N年1冊 3752

昭和19年]冊a37頁左) 37脇

昭ネⅢ9-20年

1冊a開頁左)

援護会豊徴収元帳昭和20年1冊

配給関係害類綴昭和20年1冊

証明書綴昭和20~幻年1冊

緊急援護金出納簿昭和21年1冊

食糧供出二関スル書類昭和21年1冊

援護業務報告害綴昭和幻年1冊

緊急援護金支払証愚箔昭和21年1冊

緊急援護扶助願書綴昭和21年1冊

職業指違関係害類昭和22年1冊

食糧供出に関する書類昭和23年1冊

世話部連絡害綴昭和23年1冊

食糧消賛台帳昭和23~24年2冊

食糧供出に関する綴(米穀)昭和24年

■

大正14年

収入調定害(食糧配給機構分)

昭和幻年1綴

配給消費台帳昭和認年1冊

母子福祉資全貸付金支払通知書渡筑

昭和28-31年]冊

生産世帯米穀所要量昭和29年1冊

公民館講堂建築一件昭和29-30年1冊

保育所関係綴昭和30年1冊

食糧管理台帳昭和30年1冊

昭和三十米穀年度需給表昭利30年1冊

食糧管理台帳【米穀)昭和31年1母

2冊

温品・民生一般帝国在郷軍人会

]冊認07

3808~38仭

3754

3755

3756

3757

3758

食糧供出に関する綴昭和25年]冊

生活保護費関係綴昭和25年1冊

一般社会事業関係報告綴昭和25年1冊

配給関係綴昭和26年1締

民生及び社会事業一件昭和26年]冊

主要食糧需給計画予想計画昭和26~27年
1冊

3759

3782

3783

3760

配給開始及停止異動人口表

雑件 2袋

376」

3762

3784

37舗

3786

3763

*

3764

*

3766~3767

3765

3787

章

食糧供出関係書類

会員名簿明治U年1冊

要書綴明治"年1冊

要書綴大正3~6 ・Ⅱ~12年1冊

会員名篝大正4~5 ・10年1冊

雑書綴大正5年1冊

一時発来翰綴大正5~12年1冊

帝国在郷軍人会広島支部指導指針
大正W年1冊

3788

1冊

<帝国在郷軍人会>

1綴

3789

3790

食糧管理台帳

配給管理台帳

米穀需給計画

3768

3769

3770

3771

3π2

3773

3792~3793

昭和26-29年

3791

(米穀)昭和27年

(米穀)昭和27年

昭和27年]冊

要書綴大正]2年1冊

詔書、令旨、賞状、訓示大正12年]柵

(分会状況報告)大正13年1冊

在郷軍人分会領収書綴大正玲年1冊

要害綴大正H年1冊

(帝国在郷軍人会規程集)大正14年]冊

帝国在郷軍人会財団寄附行為大正H年

4冊

1冊

]冊

3774

3775-・3778

釘四

3780

37剖

3794

3795

3796

3797

3798

3799

帝国在郷軍人会規約

41

3800

3801

詔02

認03

認叫

認05

能06



温品・帝国在郷軍人会銃後奉仕会軍人援護会婦人会警防団

帝国在郷軍人会規約改正ノ要旨

火正H年2冊

雑書綴大正15年1冊

領収書綴大正15年~昭和2年1冊

在郷軍人会安芸郡連合分会

大正15年・昭和4 ~ 9年1冊

訓示綴昭和元~3年1冊

第三回帝国在郷軍人会評議会ノ概要報告書

昭和2年1冊

第四回帝国在郷軍人会本会評議会報告書

昭和 3年1冊

分会事業の概観昭和3年]冊

往復書綴昭和3~4年1冊

本会の指違に関する所見昭和5年]冊

往復書綴昭和5~7年1冊

呉海軍人事部報(在郷軍人会用)

昭和6年1冊

金銭出納篝昭和6一Ⅱ年1冊

要書綴昭和9~Ⅱ年1冊

第十四回広島支部評議会議案

3810-3811

開12

3813

銃後奉公会出納筵昭和18年]冊

入営
応力軍人餓別其他領収書 昭和18年1冊

銃後奉公会出納簿昭和20年1冊

銃後奉公会領収書昭和20~21年1冊

3814

3815

3816

昭和10年

抽筑二加へサル者ノ人名表昭和10年

帝国在郷軍人会広島支部会則

昭和10~13年

帝国在郷軍人会本部関係書類

3817

3818

3819

3820

3821

軍人援護事業のしるべ昭和17年1冊

軍人援護事業便覧昭和玲年1冊

<軍人援護会>

3836

く婦

愛国婦人会員名簿

時局情報(在郷軍人会用)

3837

38訟

3823

3824

3838

3839

日本'十ヨ子会二関スル書類日本愛国婦人会二関スル書類

日本'十ヨ子会二関スル書類

本ハ+子社年醜全領収証綴

日本ハヨ子会二関スル害類

在郷軍人会員名簿

1冊

1冊

人会>

大正4年1冊

3825

3826

昭和12年

昭和詑年

2冊

3840

認Ⅱ

1冊諦27

謝

軍人援護事業出納簿

銃後奉公会関係書類

*

1冊

*

1冊 3828

<銃後奉公会>

大正]3~14年

大正Ⅱ年

諦29~3830

銃後奉公会費

愛国婦人会補助規程

3842

日本赤十子社二関スル書類

日本っ'宇奘二関スル害類

日本金国婦人厶関係害類

1冊認43

昭和14~15年]冊 3部2

昭和15~18年

2冊諦諦~認34

3835

2冊 3844~認45

認3]

昭和玲年

昭和2年1冊 3846

昭和2年

昭和6年1冊

1冊

・大日本婦人会関係書類綴

昭和玲年

訟53

1冊

昭和10年

3847

3848

昭和]3年1冊

昭和]6年1冊

1冊 3849

団員名箔

42

<警防団>

昭和H年

1冊a諦頁左) 3852

3850

385]

1冊



警防費領収書昭和N年1冊

警防団書類綴昭和N年1冊

警防費領収書綴昭和15年1冊

・警防団書類編昭和16年1冊住40頁左)

警防費領収書昭和Ⅱ~20年4冊

讐防費・消防費領収書昭和22年1冊

沿革誌明治43年~昭和H年1冊

温品村消防委員会書類昭和22年1冊

団員名等6肖防団)昭和23年1冊

一般害類昭和26~30年1冊

3854

<消防団>

3855

種痘捧明治U年1冊 諦80

種痘箔明治43年1冊 諦幻

伝染病予防人夫契約書明治心年1冊 認82

衛生費領収書明治心年~大正2年
4冊 3883~3給6

治療券交付筑大正元一2年1冊 3認7

ー、領収証書 大正3年1冊 3888

諸物品請求控帳大正4年1綴 3889

出勤簿大正4年1冊 3890

伝染病予防費領収書大正Ⅱ年1冊 3891

種痘簿大正]2年1冊 3892

伝染病予防費領収書綴

火正13年~昭和5年7冊 3893~訟"

衛生二関スル書類大正13年~昭和8年
10冊 3900~3909

衛生費領収証書大正玲年~昭和16年
18冊諦10~3927

種痘算大正]4年~昭和6年5冊開認~39詑

伝染病予防費領収書昭和7ー]8年

]2冊諦諦~39"

衛生二関スル書類昭和]0年~15年

6冊

体力章検定関係書類昭和15年~玲年

医療保護関係書綴昭和16年1冊

衛生関係書類昭和16~18年3冊

結核検診一件昭和19年1冊

3856

3857

3舗8~3861

温品・警防団消防団衛生一般

区域内全図
池水利要覧

3862

1冊

* * *

3863

3864

38聞

3866

律i

火葬場設置二関スルー件明治H年1冊

種痘済人名簿明治25年]冊

臨時種痘済人名簿明治27年1冊

衛生費領収証書明治卸年1冊

温品村衛生組合人名簿明治31年]冊

種痘人名篝明治32年1冊

種痘簿除紙明治32年1冊

伝染病予防消毒二関スル設備検了証書綴

明治飴年1冊
昭和22年

く衛生

生

]冊 39能

3867

般>

昭和25年]冊

昭和26~29年

卸怖

1冊 3963

種痘等明治誕年1冊

種痘児取調帳明治誕年1冊

認許証綴明治34年1冊

種痘児童数取調帳明治36年]冊

3868

3869

3964

3870

387]

3872

3873

衛生費領収書昭和19~23年5冊

昭和22年

3874

腸チフス予防接種人名漉パーチフス予防接種人名漉

。一混合予防注射施行者一覧表

妊婦検動琶乳幼児検静宗 昭和24年 1冊

3875

3876

38π

3釘8

3945一釣50

1袋諦51

諦聡

諦53~諦耶

諦56

3957-3961

3879

保健衛生費領収書

保健衛生費証遇書

43

6冊諦66~諦71



温品・衛生一般隔誹病舎組合

伝染病予防費領収害昭和27年1冊

予防接種書類綴昭和30年1冊

保健及衛生一件昭和30~32年1冊

衛生組合規約 1綴

伝染病二対スル日記帳 1冊

字室屋共有墓地埋火葬死亡人名記

雑件 1袋

* * *

3972

議員及委員出勤筵明治能年1瓣

例規書編冊明治誌年1冊

雑書編冊明治能年1冊

麻離病舎新築費受払日計筑明治器年

隔離病舎新築諸費領収証書明治認年

組合会議事録明治認年~大正3年

2冊

隔離病舎費領収証書明治諦~如年

2冊

隔離病舎費受払日計等明治39~U年

3冊

組合会議事準備諸件明治U年1冊

歳入整理
歳出整理捧明治蛇年~大正3年
現金受払日計

3973

事務所費

モ.a 領収証書 大正3年

臨時修繕費

歳入歳出整理簿
物品購入票議簿大正4年1冊
現金受払日計簿

日誌大正、4年1冊

議事一件大正4-・,7年4冊

隔離病舎組合領収証書火正4-8年

5冊

3974

<隔離病舎組合>

1冊

諦75

3976

397フ

3978

4山3

4044

隔離病舎日誌大正5年]冊

伝染病発生ノ時傭入レ人夫控簿

1冊

3979

3980

1柵

]冊

消耗品受渡等火正5年]綴

歳入整理 筒
大正5~6年簿歳出整理

現金妥払日計簿

隔敵病舎歳入出整理簿大正7年1冊

組合会決議諸件大正8年1冊

隔離病舎歳入出整理簿大正8~10年

3冊

4007

398]

3982

議事準備諸件明治"年.1冊

事務所費
費領収証書明治U年1冊^

費生促1

隔離病舎費領収証書明治U年1冊

後証綴火正元年1冊

隔離病=現金簿 大正元~3年1袋
組悶冨

引継害大正2年2冊

備品台帳大正2年1冊

出勤簿大正2年1冊

3983

4008

3984~3985

4045

4010~4013

4009

3986~3987

4014~40]8

大正5年

1冊 4046

39認一3990

3991

4047~4048

日誌火正]0年1冊

歳入出整理及現全受払日計簿

大正11~]3年3冊如30~如32

隔敵病舎組合領収害綴

大正Ⅱ年~昭和3年7冊如認~如39

隔離病舎改築関係書類大正13年1冊 4040

三ケ村組合隔離病舎改築臨時委員出勤筑

大正13年1冊卯U

隔離病舎組合関係書大正13年1冊

議事一件(雑書)大正13年1冊

日誌大正14年1冊

議事一件(議員出席箔)大正H年1冊

隔雛病舎組合会歳入出予算追加

4019

]綴 4020

6冊

2冊如22~如部

3992~3997

4021

3998

4024

3999

4025

4026~4028

4029

4000

如01

如03~4004

如05

4006

4002 大正H年

議事一件(会議録)大正H~15年
2冊

歳入歳出整理等大正N年一昭和3年
4冊 4049-4052

44

4042



隔離病舎敷地石垣修繕工事火正15年1冊

三ケ村組合戸数調綴火正]5年1冊

議事一件(雑書)大正]5年1冊

議事一件(準備諸件)昭和2年1冊

三士日 昭和2~3年2冊卸仁、

議事一件(隔離病舎組合会会議録)
昭和3年1冊

(ず,゜"鵬病*組舗加瀬書)
昭和3年1綴

隔翻病舎修繕積立金台帳昭和3年1冊

一叩村卦隔離病舎負担全徴収元帳聖男1、'且厶隔離病舎負担全徴収元帳
昭和3~8年]冊

4053

4054

4055

4056

4057~4058

(ず,ゾ輪翫割胎献舒鰄)

(●翫割胎"加テ"都)

昭和4年

議事一件(準備諸件)昭和4年1冊

議事一件信義決諸件)昭和4年1冊

議事一件(雑書)昭和4年」冊

歳入歳出整理簿現金受払臼計等

4059

隔離病舎台帳昭和8年

(靴"●翫齢聆献加繍司

(ー""●"病舗'*礎晧)

温品・隔雜病舎組合

温品村.ム
串闘村隔離病舎組合関係書

昭和5~6年

(ー"●翫創胎榔歌紬)

4060

4061

昭和8年

昭和6年1綴

議事一件(雑件)昭和6年]細

往復文書綴昭和6年1冊

雑書昭和6年1冊

歳入歳出整理篝昭和6年1冊

議事一件(準備諸件)昭和6~16年1冊

隔離病舎組合領収書綴昭和6~21年
16冊如75~4090

議事一件(準備諸件)昭和6~26年1冊 4091

議事一件(会議録)昭和6 ~26年1冊 4092

議事一件(出席篝)昭和6 ~26年1冊 4093

歳入歳出整理笈現金受払日計簿

(壕離病舎組合歳入出予算書綴)
4062

昭和8年

1冊

1綴

1冊如95

]綴 U20

4063

4064

4065

4066

1冊

雑件綴昭和Ⅱ年1冊

日誌昭和]2年1冊

歳入歳出整理篝現全受払日計簿
昭和]2~13年

昭和9年

4096

4097

2冊卯67-4068

昭和10年

1冊卯蛤

(●翫割胎"辻工"訟)

(=島遅翫割胎*礎晧)

昭和10年

1綴如99

昭和Ⅱ年

4069

4070

40n

4072

4073

4074

1冊 4100

('"゛眺病割胎*",晧)

]冊

歳入歳出整理篝現金受払日計箔
昭和15~16年

昭和12~14年

4101

U叱

4103

('"゛●翫舗誠穐腺慾)

2冊 4104-4]05

昭和Ⅱ年

歳入歳出整理簿昭和Ⅱ年1冊

議事一件(議決諸件)昭和」フ~26年

歳入歳出整理簿現金受払日計筑
昭和18-21年4冊

維件綴昭和]9~器年1冊

3冊

昭和15年1綴 41四

4106~4108

昭和7年

1綴

2冊 4100~4111

('゜゜"眺病割胎献"峡"*)

(ー"●晦舗舗液畷発)
4121

4122]綴 4094

1綴

領収書昭和器年

4112

4〕13

ⅡN

45

1冊

U15-・4118

4]19

昭和21年

]冊

昭和23年



温品・隔雜病舎組合日本赤十社国民健康保険組合学務一般

現全受払日計鐘歳入歳出整理等
昭和24~26年3冊

保健衛生費煩収重 昭和24年1冊

領収書昭和25年1冊

隔離病舎組合事務報告昭和部年1綴

隔離病舎組合一件昭和26年1冊

隔離病舎費証愚書昭和26年1冊

大正U年

1冊

("""離病*組舗淑獣"書)
昭和27年

隔離病舎費領収書昭和27年1冊

歳入歳出決算証愚害類昭和27年1冊

隔離病舎費経理等昭和27年1冊

歳入歳出日計簿昭和28年]冊

経理篝昭和29年1冊

4123~4]25

4126

4127

4128

4129

4130

か4
子・

1綴

学校取立帳明治10年1冊 4149

本年一月ヨリ六月迄学大小区費共賦課帳

明治10年]冊 4150

本年一月ヨリ六月迄学校大小区費共賦課帳

明治10年1綴 4151

教育費領収証書明治玲年1冊 4]52

諸費帳明治18年1冊 4153

学校建築害類明治20年1冊 4154

学校建築費支払領収証明治20年1冊 U55

本村尋常小学校修業年限改正一件綴

明治20年1冊 U56

赤+字社員名筵明治29年1冊

赤十字社人名等明治30年1冊

赤+字社員名簿大正4年1冊

昭和19年度分区事務主任者会同協議事項
昭和19年

日本赤+字社関係害類昭和]7年1冊

赤十字社関係書類昭和18-19年

4131

4132

4133

4134

4]35

4136

旧本赤十字社>

く学務

務

般>

日本赤十字社書類綴昭和22年

1冊

旧未納及び学校建築費ノ内支払

4137

4138

4139

明治21年

授業料改正許可綴明治26年]冊

学校関係明治26~36年]冊

生徒出欠席報告明治31年]冊

学齢調査筑明治33年2冊

学齡簿明治34年~昭和Ⅱ年38冊

学校基本財産台帳明治36年~昭和26年

国民健康保険料出納控昭和19~20年1冊

国民健康保険料収納書類昭和19~卸年

<国民健康保険組合>

1冊

4221

4222

2冊

]冊

4140

4]4]

国民健康保険組合綴昭和部年1冊

国民健康保険開係害綴昭和誕年1冊

4142~4143

4144

基本財産出納簿(学校の部)

1冊 4157

4]58

4159

4160

4161-・・4162

4]63~4200

就学異動二関スル往復綴明治42年1冊

小学児童出席督促等明治帰年1冊

学齢除籍簿火正9年一昭和8年

4145

1冊

N冊

臨時小学校領収証書大正Ⅱ年1冊

臨時費領収証書大正Ⅱ年]冊

温品村立学校増築二関スル害類
4146

4147

4148

明治37年

1冊 420]

授業料徴収元帳大正Ⅱ年

1冊

46

4202

4203

4204

北05-4幻8

4219

4220



小学校費領収書綴

学事二関スル書類

高等科1巳{す金徴収元帳

大正Ⅱ一14年4冊 42飴~4226

大正Ⅱ年~昭和15年

19冊 4227~4245

高等科授業料金徴収一帳兵育費1ヒ.金徴収元帳
大正14年~昭和15年13冊

正教員給料大正]5年1冊

青年訓練所領収書大正15年~昭和9年
9冊蛇6]-42脚

小学校費領収書昭和2~15年14冊 4270~4283

図書館費領収書昭和3~15年]3冊 4284~4296

校地購入費領収書昭和5年1冊 42g7

小学校運動場に関スル書類昭和6年1冊 U98

教員俸絵其他諸給与支給規定

大正12~]4年

学事関係書類綴昭和22一部年2冊

新制中学校関係書綴昭和詑~27年2冊

学事年報報告跡昭和器年]冊

旧三建築書類綴 昭和24年]冊

教育費領収書昭和25年2冊

小学校増築費特別積立金昭和25年1冊

社会教育一件昭和25~26年2冊

教育費証愚書昭利26~29年 H冊

各団体規宕綴 昭和27年1冊

小学校新営改築費昭和27~28年

1冊 4246

昭和6年

学事年報報告跡昭和6年1冊

(学事二関スル書類)昭和7年1冊

日誌(温品尋常高等小学校)

4247~4259

4260

昭和9年

小学校建築費領収書昭和10年1冊

青年訓練所費領収書
昭和10年]冊青年学校費領収害綴

校地拡張費領収書綴昭和10年]冊

(小学校改築落成式関係害類)

温品・学務一般

47

4詑9~4諦0

1袋

4331

教育費整理籍昭和27~28年]冊

学校施設補助一件昭和27~28年]冊

物品購入師多繕)傭人栗議簿

青年学校費領収証

4299

4300

4301

4332

4334~4335

4333

学齡簿昭和12~19年1冊

学事関係害類昭和16年1冊

教育費領収害昭和16~討年9冊

図害館費領収証昭和17年1冊

青年学校費領収害昭和Ⅱ一W年

4336

4337~4338

4339-4352

昭和28年1冊 4358

教育委員会歳出整理等昭和29年1冊 4359

物品購入印多繕)傭人予備費充用費目流用廩議簿
昭和29年1冊 4360

予算書(教育委員会)昭和29年1冊 4361

学校施設等調査昭和29~30年1冊 4362

予算資料綴(教育委員会)昭和30年1冊 4363

歳出証愚書類(教育費)昭和30年]冊 4364

1冊 4302

昭和Ⅱ年

昭和Ⅱ~15年
4365

4303

4304

2冊 4354~4355

4353

学事関係書類昭和18~20年2冊

学齢簿昭和20~26年1冊

43怖

1袋 4306

5冊 4307-431]

4356

4357

(温品尋常高等小学校教室新築工事工事設計害、
図面) 1袋

委員の手引(公民館運営審議会)

4312

4314-・4322

43]3

2冊

雑

*

4323

4324~4325

4326~4327

卓

件 1袋

*

4413

4328

47冊 4366~4412



温品・兵事一般

徴兵免役名等明治7年1冊

徴兵令報告明治9年1冊

予備兵名痕明治15-18年1冊

鎮台現役兵名簿明治15-19年1冊

淫徴補充員名簿 明治17~2]年1冊鎮台、

兵事二係ル照会及推問綴込明治20年1冊

諸兵異動届綴込明治20年1冊

馬匹関係進達跡明治20年1冊

(兵役心得害紛失之義二付上申)

く兵事

事

般>

徴兵連名簿明治23~30年8冊

照ム,、, 明治24年]冊兵事推而往復害類

甲種馬籍明治24~32年1冊

徴兵関係諸照会明治25年1冊

在郷軍人名簿明治25~妬年1冊

ー.照会 明治26-27年兵事二係ル諸向憂綴込
2冊

第一国民兵名筵明治26-30年2冊

兵役年度表明治27年1冊

軍資金献納金並二村内出師兵士留守見舞金義娟
金人名帳明治27年1冊

馬匹飼養御届明治即年1枚

国民兵名簿明治27~訟年2冊

召集通報人ノ心得フヘキ事項ノ規定
明治27-42年1冊

兵事二係ル諸照会跡明治28年1冊

補充兵名簿明治28年1冊

壮丁名簿明治訟年一大正2年2冊

国民兵召集名簿明治29年1冊

44]4

届綴込

44]5

兵事二係ル諸進達控

4416

4417

徴兵徴集簿明治21年1冊

諸兵異動届跡明治詑年1冊

徴兵適齢連名簿 明治詑年1冊

海軍兵員志願書綴明治22年1冊

(身上異動届)明治22年1綴

徴集延期名籍明治22年]需

壮丁名筑朋治22~24年3冊

師団予備徴員名癖明治22~27年]冊

徴兵適齢届明治訟~28年8冊

諸照会、
発問琴跡綴込 明治部年1冊

馬匹異動偵届明治飴年1綴

馬籍取扱二係ル諸達明治23年1冊

馬籍二係ル諸進達跡明治23年1冊

駄馬籍明治23年1冊

明治20年

明治20年]冊

明治20-36年

18冊

4418

4465~4472

4419

4420

4421

4473

1綴 4422

4474

4475

4476

4423

4424~44U

447フ~4478

4479~4480

4481

4503

4442

4443

4444

召集令下達時問調査表
召集旅費到達時問調査表
応召者到達貝数表
召集旅費到達時問表

4445

4382

4484~4485

4446

4483

4448~4450

4447

(闘動員訓達綴)明治29年1冊

第τ国民兵人員表 明治30年]冊

動号番号録明治釦年]冊

国民兵配当表明治30年1冊

国民兵集合場並同到着日数表
4452~4459

4486

4451

4488

4489-4490

4491

4487

明治29年

4460

4461

1冊

関動員書類綴明治30年3冊

関動員訓達綴明治30年1冊

演習召集名篶明治30年]冊

馬匹現出入届明治30年1冊

徴兵適齢届明治30~31年2冊

4462

4463

4492

4464

4493

48

4494

明治30年

44怖

4496

1冊"97

44蛤~4500

4501

4502

4504~4505

兵



国民兵予定応召人名簿

兵事二闘スル照会回答綴

明治30~32年3冊 4508-45]0

徴兵適齢届綴明治訟年]冊 4511

充員住宅迄ノ里程下調国民兵満年人員下調

明治32年1冊} 4512

第一国民兵人員表明治32年]冊 45]3

(召集令状施行細則)明治訟年]綴 4514

(関動員書類綴)明治32年2冊 45]5-4516

(関動員訓達綴)明治32~33年3冊 4517-4519

陸軍召集二関スル行務規定明治33年1冊 4520

第二国民兵人員表明治綿年1冊 4521

召集用害類明治開年1冊

補充召集ノ際電報調査書明治認年1冊 4523

馬匹徴発事務二関スル取扱手続明治33年

1冊 4524

4525~4528

明治30~証年

2冊 4506~4507

4575~4578

兵事二関スル書類大正Ⅱ年~昭和10年

]4冊 45妬~45認

復員者名癖大正Ⅱ年~昭和19年1冊 4559

正会員名籍大正Ⅱ年 HⅢ 4560

馬籍筵大正12年1冊 4561

壯丁連名篝大正13年~昭利3年]冊 4562

徴兵旅費繰替領収証大正H年]冊 4563

第二国民兵兵籍届者調害大正15年~昭和4年

1冊闘64

45飾

4566

4574

徴兵適齢届綴明治33~36年4冊

兵事二関スル往復害類明治34年1冊

後備役ヨリ国民兵編入之者明治託年]冊

徴兵名篝明治39年1冊

第一国民身体健康程度調査篝

4543

4544

温品・兵事一般

4579

4580

諮問事項回答昭和2年]冊

処分済壮丁名簿昭和3年1冊

第五師団活動写真機使用二関スル規定

昭和3年1冊

第五師管連合支部総会昭和4年1冊

安芸郡在郷村将校団員名簿昭和4年1冊

壮丁連名等昭和4~20年1冊

海軍在郷軍人名笈昭和4~20年1冊

個親閲二関スル書類昭和5年1冊

将校団名簿昭和6年1冊

兵器献納金寄附者名簿,寸'金寄附者名簿 昭和7年1冊

徴兵検査成績昭和7~]0年4器

昭和八年徴兵検査抽筑ノ際町村長二対スル広島

連隊区司令官ノ講演要旨昭和8年1冊

徴兵適齢届昭和8年1冊

昭和九年徴兵検査抽筑ノ際町村長二対スル広島

連隊区司令官ノ講演要旨昭和9年]冊

昭和十年徴兵検査抽筑ノ時二於ケル広島連隊区

司令官講演要旨昭和10年]冊

徴兵適齢届昭和]0年1冊

傷疾軍人関係書綴昭和10年1冊

馬匹売買届書綴昭和Ⅱ~20年]冊

応召兵統計表昭和12年]冊

事変二関スル書類昭和12年1冊

軍人待遇及ビ遺家族援護関係書類

昭和12年1冊

明治妬年

海軍志願兵勧誘人名簿朋治45年1冊

徴兵名簿大正3年1保

壮丁名簿大正3~5年3冊

陸軍下士在隊成績調書陸軍兵卒在隊成績調書 大正4年1冊

在郷軍人名筑大正4年]冊

海軍在郷軍人名筑大正6年1冊

出征軍人待遇会帖筵大正7年1冊

徴兵旅費関係通牒綴大正7年~昭和]9年

]冊

海軍予備員名簿大正8年~昭和20年]冊

49

4522

4581

4582

4583

4584

45舗

4586

4587

4529

4588

4530

4531

1冊妬詑

4533

軍人遺族名箔大正10年

4535~4537

4534

4567

蛎紹

耶脚

妬知

4538

4539

4571

4540

1冊

4572

4541

4573

4542



温品・兵事一般

戦傷疾病兵調報告跡昭和]2~17年1冊

軍事援護書類昭和12~18年1冊

海軍志願兵徴募要覧昭和玲年1冊

兵事事務連絡筵昭和Ⅱ年1冊

兵事二関スル書類昭和13~14年

軍事援護相談所委員出席篝

傷病軍人台帳昭和13-19年1冊

(兵事一件)昭和13~20年1冊

軍奄、謹委員会領収証 昭和14年]需

軍人傷疾記章に就て昭和H年1冊

事変二関スル書類昭和14~16年

4647

4589

4590

蛎91

4592

2冊 4593-4594

昭和13~Ⅱ年

1冊 4595

4596

召集実施業務書

3冊 4600~46叱

兵事二関スル参考害綴昭和N-19年2冊 4603

支那事変費領収証昭和15年1冊 4604

慰問写真帳送付者調昭和15年1冊 4605

馬籍除籍箔昭和15~20年1冊 4606

馬籍等昭和15~20年1冊 4607

軍用飛行機町村会議員号献納資金宮城外苑整備

費奉納金二関スル害類昭和]6年1冊 4608

応召軍人名簿昭和16年1冊 4609

広島師管内里程表昭和16年1冊

国民徴用関係書織昭和17年1冊 461]

軍用保護馬書類昭和17年1冊

官公有馬表調査昭和17年1冊

兵事二関スル書類昭和17~19年

後デ軍隊員名簿

軍人待遇費寄附人名 1冊

(在郷軍人名筑) 4冊

(教道団入学願) 1冊

陸軍召集準備書類物品目録 1冊

充員名簿]冊

召集令下達時問調査表 1冊

国民兵召集令状 1冊

召集令状交付調書 1冊

兵員除籍簿]編

徴集延期者名簿 1冊

現役及応召員]冊

国民兵応員人名書 1冊

現住地在郷軍人名簿 1冊

充員召集件名等 1冊

充員召集日誌 1冊

国民兵召集旅費受領証用紙 1袋

召集令状交附算 1冊

村長召集徴発実施業務書 1冊

近衛現役兵名筑 1冊

歩兵ノ部 2冊

第二国民兵名簿 1冊

兵役者除籍箔 1冊

動員並自動車徴発日誌 1冊

第1国民兵戦時名箔 1冊

雑件 8袋

1冊

1冊

4597

4598

4599

4621

4623

4624~4627

4622

50

4648

4628

第1国民第2国民兵調査書綴

昭和18~20年1冊

兵事蓮絡書綴昭和20年]冊

徴兵事務二関スル注意事項昭和20年1母

昭和訂年]冊

4649

4629

4630

4651~4658

4631

4650

4632

4610

4633

4634

4612

4613

3冊 4614~4616

4635

4636

4637

*

4638

*

4617

4639

*

4田8

4640

4619

4641

4642

4620

4融3

4644

4645~4646

帳台
者
人

揚
軍

弓
ノ



<社寺一般>

八幡社境内建木寸法控帳明治4年

社寺境内並旧平田屋敷坪数控

社

明治5年]冊"60

社寺境内原由御取調書附控明治8年]冊 4661

両社地御検査図面御詰婁附明治8年1冊 46能

当村両社現境内地図明治8年1冊 46腿

旧社人所有地取調副書明治10年1冊 4664

神社復社之義二付副伸明治13年1冊 4665

観音堂明細書御引換願明治13年1冊 4666

正光寺敷地二関スル害類明治20年]冊 4667

社寺及学校敷地番号帖朋治詑年]冊 4668

社寺什物台帳明治22~28年1冊 4669

社寺信徒総代名簿明治24年1冊 4670

祠掌御採用願明治25年1冊 4671

(古社寺取調調書)明治28年]冊 4672

清水谷神社修繕寄附帳大正2年1冊 4673

神社費領収証書火正3~4年2冊 4674~4675

御即位紀念事業清水谷神社遷官費寄附人名簿

大正4年1冊 4676

御即位紀念事業清水谷神社遷官費寄附金収納内

訳簿大正4年]冊 467フ

村社清水谷神社修繕事務二呈スル日誌

大正4年1冊"78

清水谷神社修繕工事寄附金受払簿

大正4年]冊 4679

多家神社峯斉会寄附人名帖大正7年1冊 4680

社寺二関スル害類大正ル年一昭和15年

]8冊 4681~4698

神社費領収書大正]2年~昭和20年

部冊 46"~4721

清水谷神社修繕寄附芳名帳昭和3年

3冊 4722-4724

寺

1冊

寄附帳昭和3年1締

清水谷神社寄附帳昭和3年1冊

清水谷神社修繕収支計算簿昭和3年

清水谷神壮関係書類昭和3年]冊

社寺関係書類昭和16年1冊

岩谷寺関係一件昭和17年1冊

関係書類 昭利17~21年3冊

明細帳昭和幻一25年1冊

社寺一般温品

4659

福木・例規議会

雑

4725

4726

4727

4728

4729

4730

1冊

件 1袋

* * *

福木村役場文書

規例

4731~4733

規程規則ノ部明治22年~昭和30年1冊 4736

条例規則規程簿明治36年一昭和30年
2冊 47詐一4738

4739

4740

4741

4734

4735

例規綴昭和28一闘年]冊

県通牒公報綴昭和帥年]冊

法例規綴昭和30年1冊

4745~4749

4750

4751

福木村条例公布控綴

1冊

*

条例議決簿明治36年一昭和3]年1冊

議事雑害綴昭和26年1冊

福木村議会議決書綴昭和訂一幻年
5冊

*

1冊

ネ

三坐ミ

而我

議事雑書綴昭和28年

福木村議会協議会記録

51

4742

]冊

昭和28年

4743

4744

会



福木・土地家屋

議決報告書綴昭和30年1冊

福木村議会議事録昭和30~31年

福木村議会会議録

士地

惣野節実地丈量野取帖

昭和30~3]年

4冊

小原実地丈量野取帖明治8年4冊

字筒原実地丈量野取帖明治8年1冊

実地丈量野取帖明治8年1冊

薦敷実地丈量野取帳明治8年2冊

上河地実地丈量野取帳明治8年]冊

古武家実地丈量野取帳明治8年

2冊 47郭~4754

4752

2冊 4755~4756

家屋.

和泉実地丈量野取帳明治9年4冊

茶木原実地丈量野取帳明治9年

明治8年

2冊

古屋ケ奥実地丈量野取帳明治9年]冊

楮原実地丈量野取帳明治9年1冊

南掛実地丈量野取帳明治9年1冊

佛川実地丈量野取帳明治9年3冊

コモ之キ実地丈量野取帳明治9年]冊

平原実地丈量野取帳明治9年5冊

中休実地丈量野取帳明治9年5冊

寺山実地丈量野取帳明治9年3冊

土井実地丈量野取帳明治9年2冊

本上河内実地丈量野取帳明治9年

3冊

大原実地丈量野取帳明治9年6冊

狐原実地丈量野取帳明治9年4冊

洗川実地丈量野取帳明治9年5冊

麦九郎実地丈量野取帳明治9年

3冊 4770~4772

薦敷実地丈量野取帳 明治8年1冊 4773

部田実地丈量野取明治8年2冊 4774~4775

西之畑実地丈量野取帳明治8~9年

8冊 4776-47部

西之地実地丈量野取帳明治8~9年

6冊 4784~4789

天王実地丈量野取帳明治8-9年

4冊 4790~4793

大久保実地丈量野取帳明治8~9年

3冊 4794~4796

河原田実地丈量野取図帖明治8~9年

3冊 4797~4799

4757~4760

47田~4764

4765

4766

4767~4768

4769

4813~4816

4別7~4818

48]9

4820

4821

4822-4認4

4825

4826~4部0

4831~4835

4836~4838

4839~4840

4879

絽80-48釘

始82-4884

妃新

4認6

4887

48部

4889

分ケ田実地丈量野取帳

蕨之岡実地丈量野取帳

3冊

松尾実地丈量野取帳明治9年5冊

柳田実地丈量野取帳明治9年6冊

砂はしり実地丈量野取図帳明治9年
3冊

字筒原実地丈量野取帳

西谷実地丈量野取帳

打越実地丈量野取帳

明治9年

48U-4843

4844~4849

4850~帖卵

4854~幅驗

明治9年

字中休高宮郡福田村野取図帳

明治9年

紙屋実地丈量野取図明治9年2冊

部田実地丈量野取図明治9年1冊

(字新福安丈量野取帳)明治9年

4冊 4800~4803

明治9年

明治9年

明治9年

2冊鮨叫~妃05

3冊

2冊

2母

4859-4861

48能一4866

4867-48π

4806~4808

4809~4810

4811~4812

地並筵明治9年3冊

字押ケ谷山丈量野取帳明治13年1冊

字大谷丈量野取図帳明治13年1冊

字西山山丈量野取図帳明治]3年1冊

字藤ケ世山丈量野取図帳明治13年1冊

字大谷山丈量野取図帳明治13年1冊

4873-・4875

1冊那76

487フ~4878

52

2冊



字吹越野取図明治]3年]冊

字西山野取明治13年1冊

字観音原野取明治玲年1冊

字厚朴野取明治13年1冊

字葛ケ谷野取明治13年1冊

{山林野取帳}明治14年1冊

開拓願明治15年]保

山林反別名寄帳明治15~]6年

山林原野地価取調帳明治Ⅱ年

(畦畔廃反別地価地租取調帳)

4890

荒地起反別地価取調帳明治19年1冊

反別名寄帳明治19年1冊

地並帳明治19~20年6冊

耕地部地並帖明治20年1冊

乙号地籍取調帳明治20年1冊

(土地所有者異動届)明治21年1冊

(反別名寄帳)明治21年1冊

士地所有者名寄帳明治21~22年

489]

4892

字観音原高宮郡福田村野取図帳 1冊

字高山高宮郡福田村野取図帳 1冊

字九子高宮郡福田村野取図帳 1冊

字若宮高宮郡福田村野取図帳 1冊

字下ノ川高宮郡福田村野取図帳 1冊

字恵本高宮郡福田村野取図帳 1冊

字茶屋原高宮郡福田村野取図帳 1冊

字大谷高宮郡福田村野取図帳 1冊

字河内亀高宮郡福田村野取図帳 1冊

字宮原高宮郡福田村野取図帳 1冊

字源氏原高宮郡福田村野取図帳 1冊

字大下高宮郡福田村野取図帳 1冊

柳ケ迫高宮郡福田村野取図]冊

字長尾高宮郡福田村野取図帳]冊

上條高宮郡福田村野取図帳 1冊

郷高宮郡福田村野取図帳 1冊

葛ケ谷高宮郡福田村野取図帳 1冊

字寺分高宮郡福田村野取図帳 1冊

字向條高宮郡福田村野取図帳 1冊

字釉高宮郡福田村野取図帳 1冊

山丈量野取図帳 1冊

字糸ケ迫山丈量野図 1冊

(字向條実地丈量野取帳) 1冊

(上河地実地丈量野取帳) 1冊

(大谷実地丈量野取帳) 1冊

(実地丈量野取帳) 1冊

(字甲休丈量野取図帳) 1冊

(字中休丈量野取図帳)」冊

(字下原野取図帳)]冊

(字上原野取図帳) 1冊

(字足谷山丈量野取図帳) 2冊

(字茶ノ上山丈量野取図帳) 1冊

(字西山山林丈量野取図帳) 1冊

4893

48怖

4896

4897~48993冊

」冊

明治W年

4894

福木・土地家屋

4900

1冊四01

4902

4903

4904~四09

土地台帳明治22~28年]冊

分合筆届綴明治32年~大正]5年1冊

(士地分割届害綴)昭和4年1冊

4945

4946

字木ノ宗山林丈量野取帳 1冊

字上ケ田高宮郡福田村野取帳 1冊

観音原高宮郡福田村野取帳 1冊

字向條高宮郡福田村野取帳 1冊

畑河内実地丈量野取帳 6冊

吉ケロ実地丈量野取帳 6冊

南ガケ丈量野取図帳 1冊

字白岩野取図帳 1冊

福田村山城野取図帖 1冊

新福安高宮郡福田村野取図帳 1冊

4田0

4947

4948

4949

4950

4911

8冊 4914~四21

4912

4913

* * 卑

4951

4952

4922

4953

4923

四鎚

4954

4955

4925

4956

4926

4957

4927

4958

四29~4934

4928

4959

四35-・4940

4960

4961

4941

4962

約63

4964

●松

4943

4965

4944

4966

4967

53

4968

4969

4970

4971

4972

4973

4975-4976

497フ

4974

4978



福木・土地家屋庶務財務会計税務

(字近藤振山丈量野取図帳) 1冊

("""",験畩)
(山林丈量野取図帳) 1冊

(高宮郡福田村野取図帳) 1冊

高宮郡馬木村共有山分裂野取絵図帖 1冊

(野取帳)]冊

野取帳(当館でひとまとめにしたもの)

字河角山林丈量地並帖 1冊

地価修正二関スル書類 1冊

沼田郡東原村取遣之証 1冊

名寄帳 2冊

宅地名寄帳 4冊

甲号地籍表 1冊

山林台帳 1冊

移動名寄廃除 1冊

(山林部落地編入願) 1冊

(反別及地租地価取調帳) 1冊

土地雑件 3袋

1冊

49門

4981

4982

4983

4984

1括 4985

4986

4987

4988

4989~4990

4991~4994

4995

4996

4997

4998

4999

5000~5002

4980

衛生費見込取立帖明治15年]冊

朋治15年度分第3期田税帖 明治15年

共有財産認可害明治22年1冊

明治十四年度第二期公佶全取立帖

明治15年

定期償還借用証書昭和28年1冊

現金受払簿昭和訟年1冊

歳入整理簿昭和28年1冊

歳出整理篝昭和28年1冊

歳計現金日計簿昭和28年1冊

税外諸収入元帳昭和28~29年2冊

起債一件綴昭和29年]冊

証愚書類綴昭和29~30年4冊

国民康税徴収整理筑 昭和30年

国民健康保険会計歳計現金受払日計簿

昭和30年

国保証愚書類綴昭和30年1冊

歳入整理等昭和30年2冊

歳出整理箔昭和30年2冊

歳計現金受払日計等昭和30年1冊

税外諸収入元帳昭和30年1冊

財務・会計・税務

伺指令書綴火正元年1冊

発翰綴昭和詑年1冊

転出証明書綴昭和24-25年]冊

通知書送達簿昭和26~27年1冊

(異動人口調査報告書)昭和27~29年1柵

戸籍手数料
料徴収元帳昭和即年1冊証明
料閲覧

庶務綴昭和30年]冊

庶

5011

1冊・ 5012

務

5013

1冊 50Ⅱ

50]5

5016

5017

5018

5019

5叱0~5021

5022

5023-・5026

現勢誤査筑

50船

50叫

50怖

5006

5007

]冊

* * *

1冊 5027

歳計現金受払日計等 1冊

税外諸収入整理等 1冊

歳入整理簿 2冊

歳出整理等 1柵

けす税及衛生費関係害類) 1冊

地租名寄帳 H冊

5008

1冊 5028

5029

5030~5031

5032~5033

5034

5035

50四

卑

5010

* *

54

5036

5037

50訟~5039

5040

5041

5042~5055



産

保安材台帳昭和3年1冊

自小作(口懸昭和22年1冊

紙屋吉ケロー筆調書昭和22年1冊

造林一件綴昭和26~噐年1冊

個人水稲作付反別生産割当表昭和27年

耕地復旧委任状昭和町年]冊

耕地関係一件綴昭和27~30年3冊

組合員役員名簿(煙草耕作組合)
昭和28年

上條士地改良区昭和閉年1冊

個人水稲作付反別生産割当昭和28年

個人別生産割当表昭利29年2冊

採種圃綴昭和30年1冊

じゃがいもが防除一件昭和30年1冊

防除計画書綴昭和30年1冊

防除実績確認綴昭和30年1冊

農薬発注害綴昭和30年1冊

耕地一件昭和30年1冊

農家調査の手引昭和30年1冊

じゃがいもが発生調査報告票綴

業

. 林業>

福木・農林業農地農業委員会一般

ばれいしょが防除日誌

採種圃台帳]冊

(耕地水害被害調査書)

5帖6

5057

5059

1冊 5060

506]

5062~5064

5058

1冊

寺山農地調査表昭和20年1冊

下條農地調査表昭和20~22年1冊

上條農地調査表昭和22年1冊

新褐農地調査表昭和訟年]冊

樋柴農地調査表昭和訟年1冊

上西農地調査表昭和22年1冊

山城農地調査表昭和22年1冊

寺條農地調査表昭和22年1冊

若宮農地調査表昭和22年1冊

後谷農地調査表昭利訟年1冊

寺分下農地調査表昭和記年]冊

寺分上農地調査表昭和22年]冊

寺分東農地調査表昭和22年]冊

大平農地調査表昭和詑年1冊

惣野谷農地調査表昭和22年1冊

観音農地調査表昭和22年1冊

西野地農区調査表昭和22年1冊

来翰綴(農業委員会〕昭和22年]冊

国有農地等塾理簿昭和22~24年1冊

土渡.
買収" 昭和22~25年1冊

来翰綴(農業委員会)昭和23年1冊

分筆農地昭和24年]冊

地目変換証明書副本綴 昭和24年1冊

農地委員会議事録昭和24~25年]冊

村内発翰綴(農業委員会)昭和25年1冊

発翰綴(農業委員会)昭和25年1冊

<農地・農業委員会一般>

1冊

1冊 5065

5086

5087

1冊 5067

5068-5069

5070

50n

5072

5073

5074

5066

5088

(個人作付反別及生産高割当表)
昭和30年2冊 5078~5079

煙草関係発翰綴昭和飢年1冊 5080

じゃがいも蛾一件綴昭和31年1冊 5081

煙草関係来翰綴昭和3]年1冊 5082

病害虫防除一件綴昭和釘年1冊 5083

馬木財産区造林一件昭和33年1冊 5084

じゃがいもが農藁受払篝昭和33年1冊 5085

5089

5090

5091

昭和30年

5075

5076

5092

5093

1冊 507フ

5094

5095

5096

5097

5098

*

5113

5114* 牛

5099

5100

5101

5]02

5103

5104

5105

55

5106

5107

5108

5109

5UO

5111

5112

農<



福木・農地農業委員会一般買収計画

農地等開放実績調査昭和25年]冊

(農地委員会一件)昭和25年]冊

農地調整法第九条第三項の規程による承認申請
書昭和26年1冊

福木村農業委員会議決書昭和26年1冊

(農業委員会一件)昭和26~27年
2冊 5Ⅱ9~5120

発翰書類綴(農業委員会)昭和26~28年

3 冊 5121~2153

{農業委員会ーイ制昭和28~29年1冊

農地法第五条許可申請書綴昭和29年1冊

農地法第三条の許可申請書綴昭和29年

5115

5116

農業委員会委員出頭等昭和29年
2冊 5127~5128

農地法第三条関係申請糞綴昭和30年1冊 5129

農地法第四条関係申請書綴昭和30年1冊

発翰書類綴(農業委員会)昭和30年]冊 5]31

農業委員出頭等昭和30年1冊

農業委員会告示控昭和30年1冊

農地一件昭和30年1冊

農業委員会議決嘗昭和30年1冊

農業委員会一件昭和30年1冊

農地法五条関係申請書綴昭和30年1冊

交換分合同意署名篝昭和31年1袋

来翰書類綴(農業委員会)昭和31年1冊

村内発翰妻類目次

5117

5]18

1冊

第四次買収農地対価報償金交付一覧表

昭和22年1冊 5172

第三次買収計画書昭和訟年1冊 5173

広島県安佐郡福木村農地買収計澗(第]号)

昭和22年2冊 5174~5175

広島県安佐郡福木村買収計画(第2号)

昭和22年]母 5176

広島県安佐郡福木村買収(第い号)

昭和詑年2冊 517フ~5178

広島県安佐郡福木村買収計画(第に号)

昭和訟年1冊 5179

買収計画及一覧表昭和22年1冊 5180

買収計画書綴昭和22~24年1冊 5]釘

買収登記嘱託書昭和22~24年14冊 5182-5]怖

広島県安佐郡福木村買収計画(第へ号)

昭和23年3冊 5196~51需

広島県安佐郡福木村買収計画(第と号)

昭和23年]研 5]99

広島県安佐郡福木村買収計画(第ち号)

昭和23年3冊 5200一詑舵

第八次買収農地対価報償金一覧表

昭利23年1冊 5203

在外邦人買収農地対価報償金一覧表

昭和23年1冊詑04

<買収計画>

5124

5125

1冊 5]26

5171

*

5130

]冊訟07

農地の所有権の交換分合計画明細書 1袋

農地等交換分合登記済書整理簿 1冊

小作地調査 1冊

分筆農地]冊

代位登記嘱託書 19冊

部落別小作農地面積 3冊

保存登記嘱託書 6冊

西ノ畑(上)農地調査表 1冊
(下)

5132

5133

5134

1冊詔08

*

5135

*

5136

*

5137

5138

5139

5209

5140

5141

(買収農地対価報償全一覧表)

5142

昭和23年

第13次買収農地対価報償金一覧表

昭和24年

第十一次買収農地対価報償金一覧表

昭和24年

広島県安佐郡福木村買収計画(第16号)

昭和25年

5144~5162

5143

5164~5169

5170

5163

第九次買収令書謄本

56

1冊 52帖

1冊 5206

* *

1冊



第二次買収計画書 1冊

い号買収計画書]冊

第三次買収計画書(控)は号 1冊

広島県安佐郡福木村農地買収計画

広島県安佐郡福木村買収計画(第2号)

広島県安佐郡福木村買収計画(第り号)

5210

5211

5212

(第 1号)

]冊

売渡登記嘱託書昭和22年1冊 5216

売渡代金一覧総括表昭和訟年2冊 5217~52]8

第二回分売渡代金一覧表昭和記年

9締 5219~5227

広島県安佐郡福木村農地売渡計画害〔第1号)

昭和22年1冊 5228

広島県安佐郡福木村農地売渡計画書(第2号)

昭和22年8冊能29一聡36

第一次売渡分代全一覧表昭和詑一部年

9冊認37~聡45

農地売渡計画書綴昭和22~25年1冊 5246

第九回売渡農地代金一覧表

昭和23年2締 5247~記妃

第七回分売渡農地代金一覧表

昭和23年3冊詑49~5251

第四回分売渡農地代金一覧表

昭和部年3冊 52兇一5254

在外邦人売渡農地代全一覧表

昭和23年3冊 5255~5257

第九次分売渡農地代金一覧表(在外邦人ノ部)

昭利23年3冊 5258~詑60

農地売渡代金一覧表綴昭和23年]冊 5261

広島県安佐郡福木村農地売渡計画(第3号)

昭和23年5冊 51舵~5266

広島県安佐郡福木村農地売渡計画(第6号)

昭和23年8冊訟67~5274

広島県安佐郡福木村農地売渡計画(第7号)

昭和23年3冊診75~記7フ

広島県安佐郡福木村農地売渡計画(第8号)

昭利器年2冊 5278~5279

広島県安佐郡福木村農地売渡計画書(第10号)

在外邦人ノ部昭和23年1冊 5280

第六次分売渡代全一覧表昭和部年

2冊 5281~52詑

(第4号)

6冊 51部一能認

1冊 52即

5290

5291

<売渡計画>

52]3

1冊能14

福木・売渡計画談渡計画

1冊 5215
広島県安佐郡福木村農地売渡計画

昭和23-24年

第+一次売渡代金一覧表昭和24年

売渡通知害昭和別年1冊

売渡登記書綴昭和26~27年]冊

農地売渡代金一覧表綴昭和28~30年

1冊 5325

5326

5327

農地売渡計画書綴 1冊

広島県安佐郡福木村農地売渡計画(第3号)
2冊 5294~5295

広島県安佐郡福木村農地売渡計画(第4号)
1冊 5296

5297

5328~5343

5344~5351

1冊 5352

* .

(売渡代金徴収簿)

*

1冊 5292

1冊

強制譲渡の対象となるべき土地

昭和26年14冊

強制譲渡自作等廃止届書綴昭和26年

支払金徴収一覧表昭和26年2冊

強制譲渡計画昭和26年10冊

強制譲渡(農地)計画について

5293

<譲渡計画>

昭和26年

農地強制譲渡計画書昭和26年]冊

強制譲渡届昭和26年1冊

譲渡対価支払一覧表昭和26年16冊

強制譲渡計画書昭和26~27年8冊

強制譲渡認可申請書綴昭和26~27年

5298~5311

]冊郭12

53]3~5314

5315~5324

57



福木・士木

強制譲渡の対象となるべき土地

強制譲渡農地登記済書綴

強制譲渡農地対価

昭和27年1冊

昭和27~28年

*

(寺分溜池復旧工事一件)昭和23年]冊 5357

公共事業計画書昭和25年1冊 5358

(昭和二十一年水害復旧耕地事業)

昭和25年]冊腿脚

(昭和二十五年九月災害復旧事業計画書)

昭和25年1冊 5360

(西野畑護岸復旧工事一件)昭和25年1冊 536]

(昭和二十年風水害復旧耕地事業)

昭和25年2冊 5362~脇腿

(単独県費農道整備事業公共事業計画害)

昭和25年1冊1 5364

災害復旧事業計画書昭和26年1冊 5365

貯水池実態調査表昭和26年1冊 5366

災害復旧事柴計画概要書昭和26年1冊 5367

士木関係一件昭和26年1冊 5368

貯水池実態調査表(控) 昭和26年1冊 5369

昭和二十三年水害復旧事業計画書

昭和26年]冊 5370

井堰実態調査資料昭和26年1冊 5371

(昭和二十三年水害農業用施設復旧耕地事業)

昭和26年1冊胎72

2冊

* *

士

5353

]冊給54

(後谷橋梁復旧工事一件)昭和26年]冊 5378

(平原農道整備事業一件)昭和26年1冊 5379

(耕地復旧工事完了届)昭和27年]冊 5380

(農道整備事業助成金)昭和27年1冊 5381

(士木一件)昭和27年]冊 5382

(大原頭首工復旧工事一件)昭和28年1冊 綿83

(中田頭首工復旧工事一件)昭和28年1冊 5384

(中條頭首工復旧工事一件)昭和28年1冊 5385

(光町堤塘復旧工事一件)昭和28年1冊 5386

(下川堤塘復旧工事一件)昭和28年1冊 5387

(士木一件)昭和28~29年2冊 5388~5389

工事竣工検査結果について昭和29年

4冊 5390一脇胎

馬木堤塘復旧工事一件昭和29年1冊 5394

(馬木道路復旧工事一件)昭和29年1冊 5395

(大下頭首工復旧工事一件)昭和29年1冊

(おいしゃ頭首工復旧工事一件)

5355-・・5356

木

5374

5398

5375

5399

5400

5401

5402

5403

5404

5405

5376

537フ

* 常

(寺分水路水害復旧事業計画書)

昭和26年1冊

(水害復旧事樂計画書)昭和26年1冊

(大杉頭首工復旧工事一件)昭和26年1冊

(下條頭首工復旧工事一件)昭和26年1冊

(光町橋梁復旧工事一件)昭和26年1冊

昭和29年1冊

6先川堤塘復旧工事一件)昭和29年1冊

単独県費農道整備工事工事関係書綴

昭和30年1冊

公共事業計画書昭和30年1冊

樋柴堤塘昭和30年1冊

(上條農道整備事業〕昭和30年1冊

洗川堤塘昭和3]年1冊

(中休梧梁復旧工事一件)昭和30年1冊

(士井堤塘復旧工事)昭和31年1冊

*

58

1冊

]袋

5406

5408

5409~54]3

5407

5414

5415

5396

5373

5397

(馬木測量図) 1袋

(村道為田線道路改良工事設計書)

福木町馬木溜池改良工事見積明細

請負契約書 5冊

(大原頭首工事一件) 1冊

(設計書) 1袋



(為田線設計書) 1袋

(士木雑件) 2袋

学齢捧昭和16~23年8冊

学校日誌昭和17~20年4冊

教育委員会一件昭和27~託年]冊

教育委員会に関する綴昭和27~証年1冊

小学校校舎改築一件昭和28年1冊

証纈書類綴(教育費、小学校費)

昭和28年1冊

5416

54]フ~5418

務

社会教育昭和29~30年1冊

視覚教育昭和30年1冊

学校教育に関する綴昭和30~31年

第一国民兵名等 1冊

海軍在郷軍人名筵 1冊

〔会員名簿) 1冊

福木・学務兵事雑書

5U9~5426

5427~5430

5431

5432

5433

府中中学校建設特別委員会に関する綴 1冊

福木小学校校舎改増築工事第一期工事設計書

1袋

福木村所有権登記書類大正扣年1冊

登記済通知書綴昭和9年]冊

主食新配給制度関係書類綴昭和26年]冊

主食購入通帳交付台帳昭和26年1冊

消費者名筑昭和26年1冊

保育所関係書類綴昭和28~30年1冊

国保通牒公報綴昭和29年1冊

決昭和29~30年1冊

巡回図書一件]袋

近世文書

*

雑

*

5434

5435

5436

5437

*

1冊

5453

5454

5455

徴兵名捧明治飢~如年1冊

在郷軍人名簿大正9年~昭和15年

在郷軍人名簿大正12年~昭和Ⅱ年

兵事二関スル害類昭和Ⅱ~13年

5438

事

兵事二関スル害類

5439

5440

5456

5457

5458

5459

5460

546]

5462

5463

復員関係書類綴昭和訂年2冊

旧陸海軍将校名簿に関する綴

道路台帳

雑件

1需

1冊

復員軍人名篝

1冊

5袋

昭和15~16年

5441

5442

5443

*

3冊 5444-5446

*

昭和30年1冊 5464

腰林畝積り之帖元禄12年1冊

御留山野山腰林之帖宝永5年1冊

御留山

*

2冊

昭和22年

近世文書

5447ー・5448

5449-・5450

昭和21年

1冊

野山腰林御改帖
草山

*

5465

5466~5470

*

(御用木伐採願書附)元文2年]枚

(安芸郡温品村御年貢免状)宝暦2年

*

1冊 5451

享保Ⅱ年

山腰林御改帖
山

5452

【楠、樫、古木新木寸法御改メ書付)

宝暦6年

1冊

安芸郡温品村人馬御改目録

天明6年

5471

54π

59

宝暦4年

5473

1枚

1冊

5474

5475

5476

1枚 547フ

2枚 5478~5479

書

綴挙選
欠
般

補
一

委
員

会
議

育
議

赦
県

県島
島

朱
広
広

学

山留御
野
草

兵



近世文書

惣人数竈数員数帖寛政7年1冊

山竹銀年々人別取立帳文化3年1冊

宜男歳人名并二馬持人名帖文化7年1冊

安芸郡温品村人馬御改目録控

文化7年1枚

:日口

(安芸郡串闘村問所烏落砂入普請初御願書)
文化13年1枚

諸書附控帳文化N年1冊

大川堀さらへ積御願帖文化14年1冊

火川堀浚積御願帖文政元年1冊

大川筋堀浚積御願帖文政2~3年

2冊

洪水二付大橋落流積御願帖文政4年

洪水損シケ所野取控帖文政4年1冊

洪水損ケ所野取帖文政4年1冊

洪水二付損所積御願帖文政4年

5480

5481

5482

:目口

(安芸郡串出村間所烏落砂入普請追御願書)
天保3年]枚

大川筋堀浚夫積御願帖天保5年1冊

頼母子証文之事天保6年1枚

大川筋堀浚夫積御願帖天保7年]冊

洪水損所銀夫積御願帖天保7年1冊

当春普請ケ所害附控天保8年1冊

当夏洪水損所急防諸入用御歎帖

5483

5484

融肪

融舗

5487

大川堀浚積御願帖

こ目口

(安芸郡争噐村問所鳥落砂入普請追御願書)

5488~5489

1冊 5490

5491

54蛇

天保Ⅱ年1冊

宜男歳人名并二馬持人名帖天保Ⅱ年]冊

安芸郡温品村人馬御改害付天保Ⅱ年]枚

大川筋堀浚夫積御願帖天保12年]冊

社倉法趣意和解害天保玲年1冊

大川堀浚積個願帖天保13~14年1冊

諸書附控天保]5年]冊

れんこん他売払之儀御尋二付申出ス

弘化2年]枚

宜男歳人名并馬持人名帖弘化3年1冊

(安芸郡温品村人馬御改書付)

安芸郡温品村人馬御改害付控

文政5年1冊

大川筋堀浚積御願帖文政8年1冊

大川堀さらへ積御願帖文政9年1冊

大川筋堀浚積御願帖文政10年1冊

大川堀浚積御願帖文政Ⅱ年1冊

大川堀浚積御願帖当春普請所御願申上候書附
文政12年1冊

大川堀浚積御願帖文政13年1冊

洪水二付損所積御願帖天保2年1器

当春普請所ケ所書附天保2年1冊

(山林売買証文一札)天保2年1枚

;日口

安芸郡蜑冒村砂入御普請御願申上候書附
天保3年1枚

文政4~7年

3儒 5493~5495

55]2

5513

4冊 5496~5499

5514

文政5年

5515

5516

]枚 5500

5517

5518

5501

5519

諸書附控弘化4年1冊

安芸郡温品村洪水損所銀夫積御願帖

嘉永元年1冊

(嘉永元年11月13日郡役所の麦作代銀支払返答

書)嘉永元年]冊

(御取替米許可害附)嘉永元年1枚

(安芸郡温品村御年貢免状)嘉永元年1枚

諸書附控嘉永2年1冊

御鷹方御昼賄諸入用害附ひかへ

5502

5520

郭03

55叫

552]

5522

5505

5523

5524

5506

弘化3年

5507

5525

5508

5509

55]0

5526

1枚 5527

嘉永2年1冊

(安芸郡温品村御年貢免状)嘉永2年1枚

洪水損所積御願帖嘉永3年1冊

諸書附控嘉永4年]冊

宜男歳人名并馬持人名帖嘉永5年1冊

安芸郡温品村人馬御改書付嘉永5年1枚

5528

55]]

5529

5聡0

5531

60

5532

5533

5534

5535

5536

5537

5腿8

耶39



間所窪所砂入徹普請御願申上書附

嘉永6年

諸害附控嘉永6年1冊

嘉永六年丑二月御願申上候絵図
嘉永6年1枚

大川筋堀浚夫積御願帖嘉永7年1冊

諸書附控安政5年]冊

(安芸郡温品村大川筋絵図)安政5年]枚

(御取替米許可書附)安政6年]枚

問所損畝皆無畝害抜帖万延元年]冊

(御取替米許可書附)万延元年1枚

御留山并野山共年限毛上御改帖

1枚 5540

55U

文久2年1冊

御取替米並御拝借銀之内御返上御願書附
文久3年1枚

御取替米年掛返上之儀御歎申上書附

文久3年1枚

拝借銀年掛返納之儀御歎申上書附

文久3年1枚

御役成御賞年月等約書抜帖文久3年1冊

(上京出足願書附)文久3年1枚

鉄砲挺数人名帖元治2年1冊

(御取替米許可書附)慶応.元年1枚

当村本高役成年月等申上書附

御拝借願書 1枚

当両村問所烏落砂入之儀二付追御願害付

当両村間所鳥落砂入之儀二付申上候書付

5542

5543

(契"街駄'ゆ僻駄*)轍

5544

5545

(山林伐採許可書附) 1枚

(悪銀詮議につき申遣) 1枚

5546

(加岫繊討挺搬愈司轍 郭π

5547

近世文書

5548

(海田府中両川筋堀浚入用基金寄付者御誉状)
]枚

(安芸郡温品村間所窪所砂入普請御願害) 1枚

(安芸郡温品村間所窪所砂入普請御願書)]枚

(拝借銀証文提出督促状) 1枚

(鳥目壱貫文授与害附) 1枚

(温品村庄屋役申渡) 1枚

(村明細帳雛形) 1冊

(安芸郡温品村里程絵図) 1枚

(安芸郡温品村御鷹狩場絵図) 1枚

(安芸郡温品村大川筋絵図) 1枚

5549

1枚

1枚

託66

5567

5550

態申遣ス(材木伐出の見合見分申達し)

5568

5551

態申遣ス(i亜加寸W所砂入普請許可験いに対する

5569

藩の回答書)]枚

奉願上候覚 1枚

御留金剛寺山二付覚 1枚

地鳥見当村三ケ品出飯米仕出し書附]枚

御歎キ申上ルロ上之覚 1枚

安芸郡温品村百姓つた腰林にて松元伐御願書附
1枚

5552

55?0

5571

5553

* *

慶応2年

5554

*

5555

5556

(一枅師榔姻)唆

1枚 5557

5573

5574

雑

1枚

安芸郡温品村御勘定目録]枚

5575

件

5576

5558

1袋

557フ

5578

5559

5579

聞8σ

55幻

5582

郭鉛

55印

55田

5562

55腿

5564

5584

5565

61
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矢野村役場文書

布令布逹綴明治7年2冊

布達綴明治9-]2年5冊

布告綴明治Ⅱ年2冊

諸達集明治Ⅱ年2冊

郡甲乙丙丁達集明治13年1冊

太政官並内務省布令明治13年1冊

県甲乙号布達明治]3年1冊

進達害控明治19年1冊

雑庶達明治19年]冊

^ 示明治19年]冊^

県制郡制二関スル書類明治23年1冊

広島県告示男号集 明治23年1冊

広島県令甲乙号集明治23~24年2冊

県訓令告示指令全報明治部~24年1冊

訓令上達綴明治25年1冊

県郡司1忍1ヨ雪綴 明治26年1冊

訓令上達綴明治26年]冊

本郡訓令綴明治28年]冊

訓令通牒綴明治31年~昭和3年]冊

改正又ハ廃止セシ諸規程綴明治訟年1冊

報告様式令諸達明治35年1冊

陪審法関係書類昭和2年1冊

例規綴昭和]8年1冊

条例規則規程簿昭和23~43年1冊

広島県通牒公報綴昭和24年]冊

例 規

郡達集 3冊

改正又ハ廃止セシ規程綴

矢野町条例公布報告跡

条例規則規程等 2冊

市町村吏員服務紀律
矢野町役場処務規程 ]冊
企処務規程施行細則

市町村吏員服務紀律
矢野町役場処務規程]冊
施行規則

(矢野町条例規則規程簿)

1~2

3~フ

8~9

10~11

12

13

]4

15

16

17

18

矢野・例規選挙議会

輩

1冊

]冊

34-36

37

誌

39~40

1冊

予算議決書明治17~22年1冊

通常村会収入予算評決書通常村会支出予算評決書 明治19年

村会議案明治訟~討年]冊

議事一件昭和4年1冊

予算議決書綴昭和15~16年2冊

事件議決書昭和24年1冊

2冊

1冊

三¥ミ

而我

41

N

20~2]

22

23

42

43-・44

24

町費義務貞担決議ノ件

55

1冊

45

*

*

46

*

*

47

48

49~50

5]

町村会議員選挙関係書類

県会議員選挙関係害類

*

*

]綴

、己

衆議聢選挙関係書類議員ハ凹

選挙録 1冊

(町村長選挙一件)

挙

大正2年1冊

昭和2年1冊

52

*

63

*

会

5
6
7
8
9
0
1
2
3

2
2
2
2
2
3
3
3
3

3
 
4

5
 
5

驗
"



矢野・士地

尾崎新開畝高持主人別横抜帳明治3年

横枕丈量野取帳明治8年]冊

宮下丈量野取帳明治8年1冊

津丸丈量野取帳明治8年1冊

神長丈量野取帳明治9年1冊

野吹丈量野取帳明治9年1冊

姫宮丈量野取帳明治9年1冊

神田丈量野取帳明治9年1冊

狐原丈量野取帳明治9年1冊

大原丈量野取帳明治9年1冊

丸子丈量野取帳明治9年1冊

田屋丈量野取帳明治9年1冊

女連丈量野取帳明治9年1冊

中高下丈量野取帳明治9年1冊

絵下谷丈量野取帳明治9年1冊

神出丈量野取帳明治9年1冊

奥坊丈量野取帳明治9年1冊

事盛丈量野取帳明治9年1冊

大年丈量野取帳明治9年1冊

岡谷丈量野取帳明治9年1冊

高下丈量野取帳明治9年1器

鷹巣丈量野取帳明治9年1冊

立田丈量野取帳明袷9年1冊

火坊丈量野取帳明治9年1冊

真地丈量野取帳明治9年1冊

研屋丈量野取帳明治9年1霧

熊崎丈量野取帳明治9年1冊

的場丈量野取帳明治9年1冊

国清丈量野取帳明治9年1胃

小越丈量野取帳明治9年1冊

菅沢丈量野取帳明治9年]冊

士 地

1冊 58

59

岡ノ鼻丈量野取帳明治9年1冊

尾崎丈量野取帳明治9年1冊

士屋丈量野取帳明治9年1冊

陰野丈量野取帳明治9年1冊

見者丈量野取帳明治9年2冊

矢賀丈量野取帳明治9年2冊

本谷野取帳明治9年1冊

大井野取帳明治9年1冊

広末野取帳明治9年1冊

白鳥野取帳明治9年1冊

本迫野取帳明治9年]冊

奥ノ迫野取帳明治9年1冊

西崎野取帳明治9年]冊

西尾野取帳明治9年1冊

北尾野取帳明治9年1冊

宮ノ畝野取帳明治9年1冊

小島野取帳明治9年1冊

正厳野取帳明治9年1冊

江ノロ野取帳明治9年1冊

小田野取帳明治9年1冊

観音谷野取帳明治9年1冊

住吉野取帳明治9年1冊

宮脇野取帳明治9年1器

狐城野取帳明治9年1冊

池田丈量野取算明治9年1冊

字横枕地並帳明治9年1冊

字宮下地並帳明治9年]冊

字津丸地並帳明治9年1冊

字神長地並帳明治9年1冊

字姫宮地並帳明治9年1冊

字神田地並帳明治9年1冊

字狐原地並帳明治9年1冊

字大原地並帳明治9年]冊

60

61

62

113

65

66

67

89

68

90

69

91

70

92

93~94

71

怖一96

町

蛇

99

74

75

76

100

フフ
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64
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109
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字女連地並帳

字中高下地並帳

字絵下地並帳

字神出地並帳

字事盛地並帳

字大年地並帳

字岡谷地並帳

字高下地並帳

字鷹巣地並帳

字立田地並帳

字真地地並帳

字的場地並帳

字国清地並帳

字小越地並帳

字菅沢地並帳

字岡ノ鼻地並帳

字陰野地並帳

字見者地並帳

字本谷地並帳

字大井地並帳

字白鳥地並帳

字奥ノ迫地並帳

字西崎地並帳

字西尾地並帳

字北尾地並帳

字正厳地並帳

字宮脇地並帳

字狐城地並帳

字大谷地並帳

字山田地並帳

字片平地並帳

字砂原地並帳

字花上地並帳

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年]冊

明治9年]冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年]冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年]冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1冊

明治9年1需

明治9年]冊

明治9年]冊

124

125

字東畠地並帳明治9年1冊

'地雑野取帳 明治10年1器

字小島地並帳明治10年1冊

字住吉地並帳明治10年1冊

字尾崎地並帳明治]0年1冊

地目変換地価修正調査表編集

126

127

128

129

]30 明治N年1冊

地籍編製一件明治13~15年1冊

山林原野一件明治]3~17年1冊

潮害地年期一筆限取調帳明治17年1冊

海成荒地一筆限取調帳明治17年1冊

諸新開反別人名帖朋治17年1冊

無代下渡地地価取調帳明治19年1冊

落地野取図帳朋治20年1綴

山林部内落地丈量野取帳明治20年1冊

開墾・荒地・畦畔雑野取帳明治20年1冊

字広末地並帳明治20年1冊

字江ノロ地並帳明治20年1冊

字小田地並帳明治20年1冊

字新宮地並帳明治20年1冊

地押発見地許可帳明治20年1冊

地所売買通知控明治26年1冊

登記済通知書明治26年~昭和20年

矢野・土地

135

157

136

137

158

]38

139

140

161

141

162

142

163

143

164

144

165

145

166

]46

65

147

148

30冊]78~2俳

士地異動通知書明治29年~昭和6年
3冊 208-210

落地・溜池・汐抜・開墾・荒地・雑野取帳

明治30年1冊 2Ⅱ

矢野村反別地価総計表明治訂年1冊 212

西崎山士地売買人別帳明治謁年1冊

荒地二関スル書類明治40年1冊

明治43年1冊士占二関スル証書類 215

家屋台帳昭和2年4冊 216-219

尾崎新開埋立一件昭和Ⅱ年]冊 220

149

170

150

171

151

172

152

173

153

174

154

175

155

176

]56
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矢野・土地庶務

家屋賃貸価格調査票

2冊 221~222

土地台帳異動通知書昭和17~19年]冊 223

家屋新築届昭和]9~22年1冊 224

地理家屋申告書綴昭和21~部年2冊 225~226

登記済通知害綴昭和22-25年2冊 227~228

士地・家屋申告控書昭和26年]冊 229

土地家屋登記済通知書昭和26-27年1冊 230

士地家屋登記済副本綴昭和28年1冊 231

士地・家屋副本綴昭和28~30年1冊

士地名寄除去等昭和29年」冊

(士地登録通知書)昭和29~30年1冊

昭和U~12年 共有名簿綴 1冊

土地異動願届書式 1冊

西崎山二関スル書類 1袋

大井埋立地書類 1袋

砂原丈量野取帳

東畑野取帳

新宮野取帳

花上野取帳

大谷野取帳

大井野取帳

山田野取帳

片平野取帳

山林野取帳

字熊崎地並帳

字泉地並帳

字田屋地並帳

字赤石地並帳

字本迫地並帳

字宮ノ畝地並帳

字研屋地並帳

字大坊地並帳

字矢賀地並帳

字寺屋敷地並帳

山林部地並帳

* *

1冊

1冊

1冊

5母

1冊

]冊

1冊

1冊

5冊

]冊

1冊

1冊

1冊

]冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

]冊

*

引継実集明治20年1冊

願伺指令達綴明治21~訂年1冊

他庁往復明治25年1冊

町村組合二係ル書類明治25-26年

304

庶

263

職員以下名簿明治26年]冊

組合会書類懇明治即年]冊

き'血名簿記*血名簿 明治27~28年]冊

村長会同書明治28年1冊

上司往復明治部年1冊

辞令書並二通知書跡控明治28年1冊

上司往復明治28~卯年8冊

直員日誌明治29年~大正15年8冊

宕直日誌 明治31年1冊

伺上申報告明治31-41年2冊

組合二関スル書類明治32年1冊

宕直日誌簿 明治認年」冊

他庁往復明治34~40年]冊

表記綴明治37~43年]冊

内申跡纒明治38年1冊

勲章恩給二関スル書類明治39年]冊

矢野本庄村組合一件害類朋治41年]冊

収入役身元保証書明治柁年]冊

現勢調査関係書朋治柁年]冊

伺上申報告綴明治柁年~昭和5年

264

務

236

237

238-242

243

235

265

266

244

6冊 306~3H

245

2冊 270~271

272

247~251

246

302

252

253

273

254

303

305

274

275

276

27フ

278~2舗

286-293

257

258

259

260

261

294

295~296

262

297

66

298

299

300

301

2
 
3
 
4

3
 
3
 
3

2
 
2
 
2

7
 
8
 
9

2
 
2
 
2

5
 
6

5
 
5

2
 
2



日誌明治42年~昭和訟年訟冊

辞職届、改姓届明治42年~昭和49年

御不例関係書類明治45年一火正]5年

訓令文書保存筑大正3年1冊

選挙(町会、県会、衆議院)文書保存簿

大正3年1冊

議事文書保存簿大正3年]冊

関戸籍文書保存算大正3年1冊

関地理文書保存簿大正3年1冊

庶務文書保存筑大正3年」冊

書籍文書保存等大正3年1冊

会計文書保存鐘大正3年1冊

県町税文書保存簿大正3年1冊

勧業文害保存簿大正3年1冊

統計表文害保存簿大正3年1冊

関農会文書保存簿大正3年1冊

士木文書保存簿大正3年1冊

赤、尚、斯、婦、掖会文害保存簿
大正3年]冊

衛生文書保存簿大正3年1冊

関学務文書保存簿大正3年]冊

兵事仟士寺)文害保存簿大正3年]冊

御大典関係害類大正4年~昭和4年1冊

組合員名簿大正5年1冊

町制祝賀会書類大正6年1袋

町杖大正6年]冊

年中行事予定表大正7年1冊

寄附者名籌大正8年一昭和開年]冊

町杖大正松年]冊

役場委員出勤箔 昭和2年1冊

役場建築二関スル記録昭和2年〕冊

矢野町役場本館新築工事設計書

312~343

1冊 344

1冊 345

346

御大典並二庁舎建築二関スル祝辞類

昭和3年

枢要書類昭和10年1冊

飯沼知事訓示要旨昭和H年1冊

県庁関係書類昭和17年]冊

往復書類昭和W年]冊

貸地契約書纒昭和即年1冊

重要来翰綴昭和幻年]冊

伺上申綴昭和21年1冊

告示東議算昭和21年1冊

347

矢野・庶務財務会計

348

349

405

352

353

1袋 374

354

町村執務要覧 1冊

文書保存篝 1冊

監督官庁指示簿]冊

現勢調査筑 1冊

警察署建物の無償使用に関する契約書

参考書 1冊

355

375

356

376

357

37フ

358

*

378

*

359

*

379

360

380

36]

406

362

基本財産積立金台帳明治27年]冊

財務一件明治29~36年1冊

明治噐年度歳入出追加予算明治詑年1冊

負債台帳明治37年1冊

財産預託台帳 明治37年1冊

財務一件明治38年一昭和4年7冊

学校基本財産預託台帳明治開年1冊

学校基本財産台帳明治43年~昭和H年

363

役場落成式一件

364

財務・会計

407

365

366

1冊

367

386

昭和3年

368

387

369

昭和2年

]冊

388

370

371

案災救助資金積立金台帳明治U年

契約保証金受払簿大正元年1冊

営繕基金化緑簿明治怖年1冊

財務一件大正5年]冊

決算害纒大正5-8年1冊

1冊 372

373

389

390

391

392

67

393

394~400

401

1冊

1冊

402

403

404
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矢野・財務会計税務勧業統計

臨時救済費積立金穀台帳大正8年]冊

財務一件大正8年1冊

決算害綴大正Ⅱ年~昭和3年1冊

決算書(正本綴)大正訟年~昭利3年1冊

羅災救助資金収入通知捧大正N年1冊

予算表昭和元年1器

字図改調費積立金台帳昭和3年1冊

決算書綴昭和4~U年1冊

決算書昭和8年1冊

財務一件昭和12-17年2冊

港湾築調費積立全台帳昭和13年1冊

決算書綴昭和14-24年1冊

歳入歳出決算害昭和20年1冊

財務一件昭手肥0~22年2冊

鉄道電柱敷地一件綴昭和飴年1冊

財務一件昭和26~27年1冊

矢野町歳入歳出予算書昭和29年1冊

499

荒地成免租地台帳昭和13年1冊

家屋二関スルー切並二所得税改正前後

昭和17~24年

相続法第67条報告控昭和24年1冊

410

411

412

4]3

414

(納税に関する書類)

416

417-418

U9

420

421

4]5

借用金証妻 1冊

会計検査成績報告

矢野村基本財産台帳

電信柱敷地料内訳朋細帳

*

統計報告綴明治21年一昭和6年15冊

国勢調査二関スル害類大正8年1冊

統計調査織昭和2年1冊

勧業一件昭和2年2冊

統計報告綴昭和7~22年16冊

産業統計報告綴昭和9~13年5冊

国勢調査一件昭和10年1器

矢野町柿樹生産統計害昭和Ⅱ年1冊

一品統計調査綴昭和Ⅱ年1冊

勧業一件昭和Ⅱ年1冊

産業統計報告綴昭和15~玲年4冊

商業調査票昭和16~19年1冊

家計調査綴昭和Ⅱ年1冊

人口調査表綴昭和]7年1冊

産業銃計綴昭和19年1冊

人口調査照査表昭和訂年1冊

事業所統計調査簿昭和22年1冊

冬期基本調査票昭和22年]冊

臨時農業センサス結果表(速報)

* *

1冊

勧業・統計

*

438

422~423

*

1冊 439

440

*

1冊

1冊

424

地租改正係報告明治9年]冊

地租改正二関スル達明治]2~13年1冊

地税帳一件明治H~而年1冊

地租金上納扣明治15~18年1冊

地租代米納願控明治16年1冊

改租増額年賦延納全棄損願并二地租表

明治玲年1冊

地租条例地主心得明治23年1冊

425

426

税

441

]綴

428

442~456

428

務

457

458

459一妬0

429

430

461~476

47フ~481

500

482

433

501

434

435

486~489

統計一件綴

統計一件

436

490

437

491

昭和25年1冊

昭和27年1冊

工業調査票

(人口調査)

492

493

68

494

昭和詑年

1冊

]冊

495

卓 卓

496

1袋 497

*

498
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改正官林事件明治Ⅱ年1冊

官林樹木払下一件明治25年1冊

矢野町農会沿革史明治29年1冊

樹木及山林売却雑害明治39年1袋

山林役員名簿明治叫年1冊

商業組合書類火正2年1冊

矢野家畜市場書類大正7年1冊

施業案編成二依リ不用山林売却帳

大正8年

小作調停法規類大正玲年1冊

県立農事試験場分場移転設置関係一件綴
昭和7年

姫宮早稲沿革史昭和Ⅱ年1冊

産 業

昭和17年風水害復旧耕地事業計画変更承認願
昭和」7年1袋

牛乃首一件昭和26年1冊

昭和26年7月災害安芸郡矢野町北尾道路復旧計
画図昭和26年1袋

502

503

504

505

506

507

508

矢野・産業土木民生学務

牛馬貸与規則 1冊

肥料取締法施行規則 1冊

葉煙草耕作人及買受心得書

農事実行組合規約 1冊

矢野蛎料理同業組合定款

(工事請負証)

民 生

高老者取調簿第三大区六小区

明治10~13年

尚武会書類明治28年1冊

斯民会員名簿明治42年1冊

斯民会書類綴明治蛇年1冊

帝国水難救済会喜類大正2年1冊

迫総代関係一件大正12年1冊

町葬一件大正15年]冊

町葬雑記昭和8年1冊

町葬一件昭和12年1冊

物品配給帳昭和20年1冊

故木原七郎氏町葬一件昭和26年1冊

1冊

*

*

1袋

*

509

510

*

*

*

1冊

525

526

木土

里道線里程幅員取調書明治17年1冊

矢野町道路台帳大正9年1冊

矢野・熊野問失業救済道路図昭和6年

妾線道路改良一件 昭和8年1冊

国道改良費一件昭和10年1冊

大井道路一件昭和Ⅱ年1冊

公有水面埋立願昭和12年1綴

544

1冊

527

1冊

1冊

5]3

5]4

5]5

5]6

517

542

543

528

1冊 529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

阿冶四+年追悼法要一件

尚武会会員名簿

5]8

519

5201冊

務

小学校改築記録昭和3年1冊

小学校落成祝賀会一件昭和4年
521

キ

1冊

*

522

523

524

昭和31年

Ik

仕様書添付図面(参考図)

1冊 540

脚

541

峯 巣 纂

」冊

学

1
 
2

ー
ー

5
 
5



矢野・兵事社寺雑書

徴兵諸達類及事務条例明治12~13年

明治13年徴兵人別表明治]3年1冊

明治15年徴兵人別表明治]5年1冊

徴発物件調査書明治]フ~18年2冊

壮丁名簿明治]9~30年]冊

屯田兵指定人名簿明治22年1冊

明治器~24年1冊L籍上逹綴

六週間現役兵名簿明治部年]冊

兵事訓令上達綴明治26年1冊

他庁往復(兵事)明治26一諦年1冊

上司往復(兵事)明治31一詑年]冊

第一国民兵予定応召人名箔明治訟年1冊

戦捷紀念碑建設経歴並二経費明細簿

明治U年]冊

戦役記念碑建設記事火正元年]冊

召集二関スル書類綴火正6-〕0年1冊

軍需調査二関スル書類火正9年1冊

戦死者名等 大正H年1冊従軍者名等

陸軍用地買収地地主小作名撞昭和N年1冊

陸軍用地図昭和Ⅱ年]袋

支那事変戦残者一件昭和]6年1冊

陸軍土地佶上一件昭和]6年1袋

陸軍佶上地狐ケ城土地一件 昭和17年1冊

広島陸軍需品廠一件昭和玲年1需

小田陸軍借上地一件昭和玲年1冊

陸軍士地借上一件昭和W年]冊

小島陸軍借上地一件昭和]8年1冊

大東亜戦争一件昭和]8~19年2冊

陸軍借上一件昭和19年1冊

西崎山陸軍借上一件昭和19年1冊

事

1冊 545

546

547

548~549

550

55]

旧正規陸海軍将校一件

陸軍予備役後備役下士名簿 1冊

支那事変論行賞通報 1冊

矢野村軍人待遇会 1綴

陸軍下士現役名簿 1冊

海軍軍用旅舎名箔 1冊

徴兵名簿 1冊

召集二要スル備置書類 1袋

充員
臨時召集実施用書類 2袋
国民兵

近衛予備徴員名簿 1冊

昭和23年

* 寓

552

卓

]冊

596

576

戦死者調査箔

57フ

578

579

580

581

582

583

558

5脚

560

56]

(徴兵名簿)

70

2冊

1冊

社寺諸調書明治4年1冊

社寺諸願届跡明治10年1冊

広島東照宮寄附帳明治蛇年1冊

神社関係一件大正2年]冊

厳島神社附属千畳閤大修繕費寄附者芳名簿

大正5年]1帶

明治神宮奉賛会献金書類火正5年1袋

562

584~585

563

社

586

認7~588

寺

567

568

569

570

57]

572~573

574

575

589

出雲美保神社御新営寄附勧誘帳

590

59]

592

593

卓 *

暴風雨洪水潮害一件明治17年1冊 597

潮害早魅火災一件明治17・26~27年1冊 598

避病舎第一号事務室医室新築工事仕様書

明治39年1冊 599

*

雑

594

595

]冊

兵

書

3
4
5
6
7

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

4
 
5
 
6

5
 
5
 
5



水害一件明治如年6冊

水害一件大正12年1冊

寄附に関する書類明治U年1冊

立太子礼害類並奉送迎一件大正5~15年
1冊

水害見舞状大正12年1袋

矢野中濱巡査駐在所寄附金及関係書類

大正13年1冊

寄附金趣意害大正]5年1冊

感謝状(永続勤務退職者)昭和5年1枚

皇太子殿下御誕生奉祝一件昭利9年1冊

矢野町消防義会書類昭和9年]冊

昭和機械工作株式会社誘致一件昭和9年
1冊

600~605

606

607

事故止ミタル人名通知報告書

(水害の件) 1袋

矢野村沿海略図 1冊

雑件 2袋

熊谷公大祭一件昭利Ⅱ年1冊

熊谷公六百年大祭祝賀会員名筒昭和Ⅱ年
1冊

1冊

熊谷一件昭和12年1冊

神武天皇聖蹟顕彰会趣意書昭和巧年

雑書綴昭和15年1冊

伝染病患者名筵昭和]6年1冊

風水害一件昭和]7年1冊

官有建物払下一件昭利21年1冊

水害復旧交付金昭和幻年1冊

庁舎新築一件 昭和23年]冊

矢野・雑書近世文書

645~647

648

1袋

御本帖畝高受主当時持主引合帳

天和4年

新朋畝高御帳受主当時持主引合

近世文害

634

634

636

637~船8

615

国郡誌御編集下しらべ書写帳

尾崎新開畝数改当時持主人別帳

6]6

天保9年

新開畝高御本帳受主当時持主引合帖

元治元年

649

各種団休規程綴 1冊

安芸郡二部自治研究会 ]冊

地方制度研究資料 1冊

記念碑一件(落成式関係書類)]袋

登記書類 1袋

株式会社安芸貯蓄銀行破産当時二於ケル書類
]袋

1冊

御本帖畝高受主当時持主引合帳

元治元年3冊

殿様御廻浦廻在一件文久元年1袋

2冊 639~640

享和3年

文化12年

* * *

1冊

]冊

小崎
尾崎三新開畝高受主当時持主人別帳
赤石

1袋寄附に関する感謝状一件

延享追遠会害類]袋

1冊

625

*

643

*

]冊 644

n

*
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熊野跡村役場文書

丈量野取証(字大平)明治9年1冊

丈量野取証(字葛谷)朋治9年1冊

字舛越野取帳明治9年]冊

字奥ノ谷野取帳明治9年1冊

字奥谷山野量地野取帳明治U年1冊

字小谷山林丈量野取帳明治N年1冊

字笛吹山林丈量野取帳明治H年]冊

字谷迫山林丈量野取帳明治Ⅱ年1冊

乙号地籍明治]6年1冊

土地所有者異動書類明治28年1冊

分割届明治諦~39年2冊

字牛ケ谷野取図明治39年1冊

押免戸坂野取図明治39年1冊

字谷向山野取図明治39年]冊

(土地)合併届明治39年1冊

士地異動書類明治U年]冊

暑野取図海上
大正2年]冊

士地分割届大正7年]袋

荒地年期届大正8年1綴

荒地復旧届大正8年]冊

日届綴 大正8年]冊

荒地復旧又ハ継年期願大正9年1冊

荒地年期明復旧荒地継年期届大正10年1冊

荒地年期明地人名書抜帳大正10年1綴

士地台帳異動通知書綴大正H年1冊

地目変換届綴昭和2年1冊

士 地

士地異動届書

貯水池井堰台帳

字景浦野取図

字神手野取図

字景平野取図

字大幡野取図

字小谷垣内野取図

昭和5年]冊

昭和27年1冊

2

熊野跡・士地

*

1冊

]冊

1冊

1冊

3

*

4

*

5

6

字押免野取図 1袋

野取図 2冊

野取図 1袋

字景浦、字牛ケ谷野取帳

大幡野取帳 1冊

谷迫野取帳 1冊

山崎野取帳 1冊

新畠丈量濃取帳 1冊

犬田字内濃取帳 1冊

1Ξ、1、疋、類野取帳 2冊

道路捉塘類野取帳

野取帳 1冊

山林丈量野取帳 1冊

(丈量野取帳) ]冊

字大平丈量野取 1冊

字前香野取 1保

字向井原野取 1冊

字田ノ原野取 1冊

字広政野取 1冊

字中荒反別濃取]冊

字中荒地並帳 1冊

下切字帳 1冊

28

7

29

1冊

52

1冊

58

10

11~12

32

13

33

14

34

」5

16

闘

1冊

36

37-38

39

40

17

18

55

21

41

22

1冊

42

43

鉛

取図

44

24

45

25

46~47

26

27

48

59

73

字
字

山
谷
坂
谷

向
牛
戸
押

マ
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熊野跡・士地庶務財務会計

伯者迫字丈量帳 ]冊

兼ケ迫丈量帳 1冊

字戸坂丈量帳 1冊

字西方地第一号丈量記 1冊

字市原丈量記 1冊

字西方地第一号丈量野取 1冊

字国草調査簿 1冊

実地調査筑 1冊

字山崎実地簿 1冊

実地篝 1冊

賀茂郡熊野跡村誤謬地地形図 1冊

畦畔廃除地形図]冊

払下潰地地形図]冊

熊野跡村地形図 2袋

(熊野跡村変換地地形図) ]冊

住居図 1袋

測量再調子呈浦、字谷迫山)、子押谷

共有山貸付取消願人名簿 1冊

大字下瀬野共有田山訴証書類 1袋

溜池新設願 1冊

名寄帳除籍綴 ]冊

士地所有者名寄帳 1冊

土地異動届 1冊

士地貸借契約書 1冊

登記申請書 1袋

]22

60

61

事務引継書火正7年]冊

許可申請綴大正15年~昭和7年

県報告綴昭和2~5年4冊

陪審員関係書類昭和5年1冊

県報告綴昭利7~N年8冊

証明閲覧東議筑昭和Ⅱ年1冊

誌 昭和13年1冊日

受訟筵昭和]5年1冊

県報告綴昭和16年1冊

雑害綴昭和17年1冊

文書廃棄決裁箔昭和27年]冊

62

63

64

65

66

67

68

123

69

124

70

1冊

71

90

72

73~74

91

92~95

印鑑簿 1冊

役場害類目録 1編

定約証在中(山論和解)75

1冊

97ー・・104

96

76

フフ

105

*

126

127

ヰ ゛

印鑑簿明治26年1冊

村長引継目録明治32年1冊

乙号文書受付簿明治U年1冊

都市町村現勢調査簿明治此年1冊

80

基本財産台帳明治24年1冊

一村共有地売却代徴収筑明治28年1冊

負債台帳明治如年1冊

御救他金払受.
明治卯年義損金受領証 1冊

審上両陛下ヨ リ救仙御補助明治如年1冊皇后

財産預托台帳大正元年1冊

公有林己人売却代金徴収撞大正2年1冊

歳出整理簿大正12年1冊

繰入金台帳昭和3年1冊

現金受払日計箔昭和6年1冊

例月検査報告綴昭和7年1冊

財産台帳昭和12年]冊

公入札一件昭和H年1冊

忠霊塔建設基金台帳昭和]6午 1冊

庶

81

1袋

82

Ⅱ0

83

務

84

111

85

U2

113

125

86

務.△

Ⅱ4

87

Ⅱ5

88

Ⅱ6

釣

117

74

Ⅱ8

119

120

12]
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金銭出納撞

契約書綴

昭和19年]冊

昭和23~28年1冊

長期資金借用証書

*

潰地成免租取調帳明治18年]冊

災害地地租免除申請綴大正N年1冊

地租免除申請書大正15年1冊

地租免除申請書綴大正15年1冊

地租免除申請害綴昭和3~4年2冊

災害地申請害綴昭和4年1冊

地租免除申請綴昭和6~7年2冊

地租免除申請書綴昭和9~10年2冊

自作農地免租申請書昭和H年1冊

*

1冊

*

税

生

務

水車場新

熊野跡・税務統計産業士木衛生

溜池新設森林開墾許可願綴
森林開墾

大正3年1冊

耕地整区内、未整理綴昭和5年1冊

柴草薪炭採取地使用請書昭和5年1冊

耕地拡張改良事業補助申請書綴

130

設

131

132

133

134

135~]36

]37

138~]39

140~]41

142

登録税送付書

保安林台帳昭和16年1冊

伐採計画明細簿昭和玲年1冊

農地対価徴収整理筵昭和飴年1冊

木炭生産者・木材業者名算昭和3]年

*

1冊

統計実地調査質疑綴大正]3年1冊

統計報告害織昭和16年」綴

年次勤労統計調査一件昭和N年1冊

* 悼

上申書(共有林借受期間延長願)

粁

15]

昭和7年

律i

土 木

川々堤防井堰水門溜池樋修繕費控

明治8年

道路橋梁調算大正12年1冊

人口統計調査材料

1冊

升

* *

業産

村民歎願書綴(共有林借受期問延長)

明治30年

官林字八幡山特売害類官林字鳥掛山特売害類 明治36年1冊

水落迫人別届書(野山共有人名緯)

明治36年

143

*

*

1冊

*

1冊

*

字田ノ原工事人夫帳 1冊

子向井貭堤防修繕金帳 1冊

道路組合一件書類 1冊

河川使用許可願 1冊

測量図 1袋

葛谷道路敷其他登記書 1袋

(景浦川災害復旧工事一件) 1袋

(堤防修理設計書) 1袋

1袋

75

159

* * *

163

147

1冊

埋葬届明治13年]冊

許可書綴(火葬)明治22年1冊

認許証(火葬)明治23年1冊

1冊 148

162

H9

1冊 150
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熊野跡・衛生学務雑書

墓地火葬場取調簿明治25年]冊

管内死亡届明治27年]冊

埋火葬認許割印購明治29年1冊

死亡届綴明治30年1冊

死亡届並二認許証下附願綴明治31年1冊

火葬認許簿明治諦年]冊

認許証下附願書類(火葬)明治37年1冊

認許簿(火葬)明治認年1冊

認許証下附願綴(火葬)明治認年1冊

認許証下附願綴(火葬)明治U~42年

2冊 182一玲3

184

185

76

一期種痘簿明治婦年1冊

弐期種痘算明治43年1冊

認許証下附願(火葬)明治U~45年

2冊

認許簿(火葬)明治U年~火正2年

3儒

認許証下附願綴(火葬)大正2~3年

2冊

小学校校舎増築書類

字校敷地買収一件害類

雑

神社取調帳明治6年1冊

出征軍人来翰入明治37~38年1袋

明治如年7月15日ノ水害二関スル諸指令綴

明治卯年

水害関係書類明治如年1器

人別被害点数明治如年1冊

水害一件書類明治U年1冊

斯民会会計簿昭和9年1冊

崇拝記念昭和15年1冊

災害救助関係昭和23年1冊

昭和2年」冊

昭和18年1冊

認許簿(火葬)大正6年1冊

火葬認許証下附願綴大正7年1冊

認許証下附願綴(火葬)昭和4~6年1冊

火葬認許証下附願綴昭和7~H年1締

火葬認許簿昭和8~9年2冊

火葬認許証下附願昭和12~22年1冊

火葬認許簿昭和23年1冊

2怖

186-,187

206

188~190

191~192

193

194

]95

196

]97~198

199

200

認許証下附願(火葬)

条例規則規程廃止綴

戸籍寄留通知等 1冊

現役兵除籍篝 ]冊

熊野跡村亀山八幡神社地図

喰§野跡村雑件) 1袋

1冊

*

就学二関スル書類明治諦年]冊

字校備ロム帳 大正2年~昭和2年

校舎新築並に旧校舎模様替等設計書綴
大正7~8年
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211
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* *

除

1綴

* *

1冊
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件名の部

温品村役場文書

例規・,・,
広島県通牒公報

応務・・
庶務二属スル書類庶務一件庶務関係書類綴
財務一件二属セザル書類

勧業
勧業関係書類勧業二関スル書類

産業
農会二関スル書類往復文書綴

士木
士水二関スル書類

民生・
大政翼賛会関係書類綴国民職業指導関係書類
警防団書類編

107

(5冊)

訟

庶務一件・勧業一件・
( 9 冊)

-130

(5冊)

(1冊)

115

(8冊)

・ 134

大日本婦人会関係書類
( 6 冊)

フフ



温品村役場文書

34 広島県通牒公報昭狗23年菜件名はすべて唖文

預金者貯蓄組合の拡充について

生業資金借受者全国一斉調査につぃて

農機具販売統制額について

食糧完全保有養蚕農家に対する真綿製品の配給につ
いて

例 規

指定農薬配給割当について

指定肌料取扱業者の農家への金利負担転嫁にっいて

雑穀の生産者価格及び主要食糧の消費者価格につぃ
て

援護運動の功労名推薦について

第二、四半期和紙の割当につぃて

肥料分析鑑定について

物資の割当に関する手数料等の微牧にっいて

社会教育団体の予定及び実施月例報告にっいて

戰その他災害により公立諸学校その他建物復旧計画
及び復旧状況調査について

予算経理について

火災統計について

覚書該当者と官公吏との関係について依命通達

町村の変更について

進駐軍による事故のため被害を受けた者に対する見
舞金の支給について

「旅券事務参考」送付にっいて

作品募集について

指定農機具用ゴム製品中不良品調査にっいて

第四期中央労働学校の受講生募集にっいて

陣時建築制限規則による手持資材の確認にっいて

農業会財産移譲について

療養食特配について

ロバートソン司令官並びに英連邦軍の好意による英

連邦文化デー大講演会開催について

公文用語の手びき頒布について

消防用燃料の使用について

消喪生活協同組合(連合会)の登記申請書様式にっ
いて

市町村農業調整委員会委員の選挙の結果報告につぃ
て

学校農場用地の取り扱いについて

隔地払請求書について

農業協同組合情報

職業安定行政職員の恩給取扱手続につぃて

職業安定行政に従事する女子職貝の勤務状況調にっ
いて

広島県通牒公報

職業安定法並びに失業保険法制定一週年記念職業安
定週問実施について

公共職業安定所の整理統合について

産業奉仕業務関係依頓状発送調について

防疫資材代金の納付について

防疫資材代金の徴収について

ジフテリア予防接種液について

性病予防ポスターについて

公立学校職員に対する特殊勤務手当につぃて

学生の政治運動について

公立学校における政党支吾除吉成について

各公立学校内政党支部乃至政党類似団体の解散につ
いて

学校給食用第五次輸入かん詰の代金訂正について

昭和二十一年勅令第百一号第五条の運用について

昭和二十四年度大麻栽培並びに大麻取締法の規定遵

守について

切干甘藷の割当のない農家の切干甘藷の超過供出に
ついて

薪炭査察の実施について

農業会役職員の退職金支給について

失業保険金支給の特例について

労務加配主食割当状況調査について

児童生徒修学旅行の許可について

新制中学及び戦災風水害昭和二十三年度公共事業認
証決定及び工事着工事務処理について

児童生徒修学旅行の許可につぃて

昭和二十三年度小学校科学教室設備費補助について

フフ



広島県通牒公報

定例地方事務所経済課長及ひ布関係課長会議開催に
ついて

麦増産技術者必携配付について

r取引高税の交付金交付について」のパンフレット

について

教職員服務の刷新並びに学校事故の防止について

退官、退職手当の支給内申について

職業別世帯及び人口の調杏について

地方自治法の解釈について

市町村における集会等金融機関への通知について

r統計だより」送付について

浮浪児根絶緊急対策実施要領について

家庭配給用石鹸の切符制についての販売業者登録に

つ勺、て

蚕座紙及び防乾紙配給要領について

昭和二十三年産甘藷の供出並ぴに配給について

砂糖卸売業者登録更新について

労働組合法及び労働閲係調整怯の施行について

昭和二十三年度下半期繊維産業労働者の職業紹介に

ついて

麦雪腐病防除について

昭和二十三年度第三、四半期分農薬配給割当につい

て

未報告文書督促について

家畜健康證明書並びに屠殺用家畜證明書発行報告に

つし、て

生鮮水産物及び加工水産物小売店舗指定承認.につい

て

連合国軍総司令部労働課の新聞発表送付について

東京身体障害者公共職業補導所第二回補導生募集に
ついて

石炭鉱業労働者の職業紹介について

接客婦等の周前行爲の取締について

官庁関係工判乍業等における労働者供給事業の禁止

措置について

昭和二十四年三月新規学校卒業者の職業紹介につい

て

「労働者供給事業告発に関する概要」送付について

看護婦並びに看護婦助手のあっ旋について

労働考供給事業禁止措置状況想告一部改訂について

産業奉仕実施例情報について

自作法施行規則の一部改正について

労務加配主食割当配給制実施について

予防接種液申請について

中国地区軍政部主催の水道関係鼠族昆虫駆除講習会

開催について

検察審査会法の施行に関する必要な事項について

昭利二十三年度新制高等学校入学者選抜実施状況調

査について

教育用博物、生理及び病理学用模型並びに標本類の

需要調杏について

昭和二十三年度成人教養施設「社会学級」実施につ
いて

取引高税実施に伴う桑苗の取引につぃて

臨時建築制限による物資の割当に関する手教料等の

徴収に関する消印について

昭和二十三年度分清掃事業並びに上下水道事業労務

者用石鹸の配給について

公共用井戸及び簡易水道用指定生産資材の需要調査

について

鼠族昆虫駆除実施要綱による月報について

公共用井戸並ぴに排水溝修理改良用セメント入手状

況及び工事の進行状態報告について

水道事業の変圧器用絶縁抽の受配方について

取引高税の損金経理について

漬物用米ぬか油かす配給計画について

国家公務員法の改正と地方労働委員会労働者側委員

の改選との関係について

学校農場用地の取り扱いについて

義務教育未終了児童生徒の就学に0いて

昭和二十三年度第三・四半期、第四・四半期分電動

機変圧器申請について

公立学校職員に対する特殊勤務手当について

「広島県通牒公報」の送付について

物価統制令第四条の規定による林業用苗木の販売価
格の統制額指定について

幻燈スライド「農業協同組合はわれらのものだ」及
び農業協同組合歌レコードについて

「農業弘報」購入購読あっ旋依頼について

農業協同組合情報

農民解放記念祭用ポスター追配にっいて
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急十封云染病、性病予防関係補修工事建築資材需要に
つレ)て

理容師及び美容師数調査について

学校給食実施校の報告書類について

昭和二十四年度第一期分小学校給食用監の希望にっ
いて

通牒公報致着状況調査について

公共建物の火災防止について

昭和二十四年度市町村予算の編成について

地方還元故繊維による製品還元配給について

生活必需品小売価格便覧の改訂表送付について

農用車需要量調査について

桑園調査について

残余麻薬について

旧制中等学校夜問課程修了者の新制高等学校夜問課
程及び定時制課程における単位の取扱につぃて

SCAPIN3452・A の指令に基く科学技術者経歴調査
について

地方公務員の給与改善につぃて

同胞相愛迎動について

明年春肥の内渡しについて

耕地剥査について

鳥取県種畜牧場の種仔兎払下にっいて

牧野台帳の作製について

勤労者生計費調査について

全国交通安全遁間実施について

法令図書購入あ0旋につぃて

昭和三十三年第三次要保護者用洋傘配給について照

現職教職員にして地方議会議員等を兼ねる老の調査
について

旅行命令簿の取り扱いについて

十一月中火災損害調について

昭和二十四年度農薬需要量報告について

肥料購入資金蓄積運動に0いて

秋落水田稲作用固形沈炭肥料配給示望数量仮申込に
つレ、て

広島県通牒公報

昭和二十三年度第三、四半期分民有林開発及び奥地
林開発林道開設事業費割当について

連合軍司令部要請による薪炭需給調整関係調査報告
について

耕地関係公共事業補助要項改正について

輸入塩酸工フェドリン錠の配給につぃて

保健所事業成績月報取扱要領について

保健所事業成績月報取扱要領の改正にっいて

保健所事業成績月報の報告様式等の改正にっいて

水道滅菌用液体塩素の確保対策について

性病減免患考の取扱いについて

性病減免患者の薬価について

旧正規陸海軍将校の申告について

動力脱殺機実施の概要並びに審査の成積について

叡摺機普及台数調査について

屑甘藷の取扱いについて

製材工場鯛査について

農地改革所要経費月報について

労働組合法労働関係調整法による諸届出等の様式に
ついて

'、
エミ

幼児向クリスマス用菓子特配について

自家生産消費許可による瓦斯用木炭の購入切符発給
の取り扱いについて

学校衛生用医藥品の配給について

水道事業用車鞆等調査について

ジフテリヤ予防接種液について

学校教育、学生、生徒旅客運賃割引證の交付にっい
て

新制中学杖の整理、校地買双及び既設建物模様替に
ついて

砂防指定地の取り締りに0いて

引揚援護愛の運動義損物品拠出協力につぃて

昭和二十四年度甘藷電熱温床用ケーブル線割当にっ
いて

昭和二十四年産県委託緑肥(紫雲英、十徳草、ルー

ピン)播種契約完了報告について照会

北海道産種馬鈴薯の配給について

ボーキサイド淳あっ旋について

昭和二十三年度繊維特別回収報奨物資の取扱いにつ
し、て

消費生活協同組合(連合会)の登記申請書様式の訂

正について
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広島県通牒公報

昭和二十三年産夏秋蚕上繭の集荷取扱費の処理につ

いて

苧麻出荷報償用地下足袋配給について

十二月分調味用砂糖の割当について

労働組合法解釈例規について

職業補導情報の提出について

公共職業安定所庁舎共用について

公共職業安定所庁舎の共用について

公共職業補導所より提出される諸報告について

労働課長C・W・ヘプラー氏の新聞記者への発表記
事について

帰還外国人の登録証明書について

統計関係優良画書あっ旋について

生活保護費国庫補助金概算交付について

尋ね人所在調査衣頼について

三柾、楮の増産について

町村駐在食糧増産技術貝俸給給料支払方衣頼につい

て

火災予防参考資料について

昭和二十三年産大麻繊維の出荷と畳表縦糸使用につ

いて

昭和二十三年原料苧麻供出に対する繊維製品還元配

給について

外国人に対する食糧加配について

雇用状態調査集計について

歯科用指定貴金属出納縛備え付けについて

昭和二十三年度新制中学校建築費起債所要額調査に

ついて

昭和二十三年度素材生産実惰調査について

松脂、松根油類の需給状況調査について

薪炭指定業者小売店舗登録名樺送付について

昭和二十四年三月新規学校卒業者の職業紹介につい

て

医療法施行規則第一条第一項第八号、第二条第一項

第五号、第四条第五条各第一項第二号従業者及び

医療法第二十一条第一項第六号診療用工,,クス線

装置届について

通牒公報登載の通牒中報告を要するものの調につい

て

昭和三十四年度第一、四半期指定生産資材割当申請

について

地方公共団体による世論訊査について

外国人登録月報について

年末年始の休暇について

耀詰工場実態調査について

乳製品配給調整について

博覧会開催について

「食品栄養価計算表」について

有料営利職業紹介事業関係、許可判・、手数料保証金
に関する共同省令及び告示について

労働者供給事業禁止措置の徹底について

「身体障害者職業補導案内」送付について

巡回公共職業安定業務の運営について

広島県地区優生保護委員会委貝人選について

優生保護法施行について

興行場営業の取扱いについて

食品、添加物に鉱物性物質の使用について

学齡生徒児童の就学事務について

石油製品の割当について

建築用ポールト、ナット並びに鉄製戸車レールの

あ0族について

学校給食用第六次輸入かん詰の割当について

桑苗検査規則一部改正について

広島県家蓄商免許試験等について

県有和種々牡牛下付申請について

外国人に対する食糧加配について

昭和二十三年廣第三、四半期食用油脂配給について

建設工業における労働者供給事業詔、定基準について

十一月中火災統計について

輸出向特殊銅屑及び同半製品の在庫量調査について

昭和二十三年度農村電化指定村決定について

国会議員に対する薪炭配給について

労働組合規約について

麻薬取引用紙の取"扱いについて

児童生徒修学旅行の許可申請について

調杏統計事務の整備について

政治資金規正法第十二条の規定による報告書提出に

「コし、て

広島県東京出張所の移転について
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海外引揚者の就職あ0旋等の強化につぃて

法令の周知宣伝について

県有財産調査表提出について

昭和二十三年度非常災害用衣料品取扱について

協同農業改良普及貝資格試験受験者講習会開催にっ
いて

昭和二十三年度種禽検査について

漁業権等臨時括置法の施行につぃて

十ブ月分調味用砂糖の割当につぃて

統制団体除去政策についての解釈及び実施につぃて

毒物劇物営業取締法施行規則一部改正について

性病診療月報様式変更について

新制高等学校教科課程研究協議会につぃて

新制高等学校教科課程研究協議会開催にっいて

疏菜用雑穀種子特別取扱規程の一部改正にっいて

指定農機具割当配給について

昭和二十四年度指定農識具用ゴム製品需要量調査に
ついて(もみすり用ゴムロール噴霧器用ゴムホー

ス繭毛羽取機用ゴムベルト)

昭和二十三年夏秋蚕繭供出報奨用及び桑苗生産増強

用煙草の特配について

家畜健康識明書並びに屠殺用家畜證明書発行報告に

ついて

主食供出りンク物資の配給促進について

農家の主要食糧配給について

超過供出による農家の所得に対する課税上の取扱に
ついて

「学校はどうして作るか」頒布に0いて

在米広島県人調査について

村長職印盗難について

昭和二十三年度故繊維特別回収報奨物質取扱店指定
について

昭和二十三年度故繊維特別回収報奨物質第一次抽筑
発表について

常時の届出を必要としないと認められた団体にして

綴選挙に際しその候補者を推薦Xは支持する場合

の勅令第百一号第五条の運用について

昭和叉十一年勅令第百一号第五条の取扱について

労働組合、農民組合等が公職の候補者を推薦又は支
持する場合における勅令第百一号第五条の運用に

ついて

広島県通牒公報

超過供出奨励金に対する課税上の取扱につぃて

ココアキャラメルの配給について

薪炭等供出に対する煙草特配につぃて

第四期中央労働学校受講生の意見希望調査結果につ
いて

昭和二十一年勅令第百一号第五条の運用につぃて

国会議員と農地委員の兼職禁止並びに農地委員が衆
議院議貝に立候補する場合の兼職禁止につぃて

疏菜用雑穀種子特別取扱規程の一部改正について

指定農機具割当配給について

昭和二十三年夏秋蚕蕭供出報奨用及び桑苗生産増強

用煙草の特配について

家畜健康識明書並びに居殺用家畜証明書発行報告に

ついて

農業会役職員の退職金支給の認可について

加熱鋲螺釘割当配給申請につぃて

食品関係業者の状況調査につぃて

栄養士国家試験について

学校衛生用医薬品の購入通帳発給について

投票用紙に押捺すべき印について

公共の教育施設の濫用について

ココアキ十ラメルについて

薪炭等供出に対する煙草特配について

第四期中央労働学杖受講生の意見希望調査結果にっ
いて

農業会役職員の退職金支給の認可につぃて

加熱鋲螺釘割当配給申請につぃて

食品関係業者の状況詞査につぃて

栄養士国家試験につぃて

学校衛生用医薬品の購入通帳発給にっいて

公共の教育施設の濫用について

広島県地方行政連締協議会につぃて

昭和二十三年度預金部地方資金の融通条件及び償還
方法の改正について

扶養手当支給条例及び規則の制定に0いて

超過勤務手当、休日給及ひ夜勤手当支給条例及び規
則(準則)の制定について

昭和二十四年度定期種畜検査にっいて

外国人に対する食糧加配にっいて
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庶務二属スル書類

跳菜の統制廃止について

907 庶務二属スル害類昭和7年崇件質ぱ階以外ー'すぺて原文

人口統計小票使用残数報告

(地価及戸数剥査依頼)

市町村賀支弁二属スル職員整理二関スル件依命通牒

現勢調査樺記入報告ノ件

現勢調査簿記入報告ノ件

温品村会議決諸件報告

追加予算二関スル協議

追加予算二関スル件

(兵器献納巽金募集に関する件)

地方債許可二関スル件依命通牒

市町村吏員等ノ寄付二関スル件

(町村長会開会逓知)

放送用私設無線電話施設二対スル課税ノ件

町村補助金ノ件

(標語民謡募集に閥する件)

温品村会議決諸件報告

均ーノ税率二依ラザル賦課ノ件許可申請

表彰式挙行ノ件通知

帰朝届

市町村吏員等ノ寄付二関スル件

醐時出納検査立会通知

幹事会開会日変更ノ件

(町村長会開会通知)

(町村長会開盤変更通知)

(町村長会協定通知)

【県下町村長会定期総会開催通知}

庶

総会開盤ノ件

幹事会決定間題

【町村長退職記念品費納付に関する件)

(町村長及び助役経験春調査依頼の件)

昭和七年度預金部地力資金所要額ノ件

貴族院多額納税者互選人資格調査二関スル件依命通

牒

正誤二関スル件

追加予算二関スル件伺

県税主任会同開催ノ件

身元調査方之件照会

調査事項【見本)

温品村会識決諸件報告

第一次家屋税調査委員書記氏名調ノ件

第一次家屋税調査委員書記氏名報告

予算追加二関スル件

官公署学校等調査二関スル件

(靖国袖社臨時火祭に付職員休暇通知)

靖国神社肌時大祭二関スル件

(社会法の研究に関する依頼書)

(満蒙事情講演依頼書)

(在広各部隊中本部出身の軍人慰問依頼の件)

家屋税調査員手当請求書用紙送付ノ件

昭和五年陸軍特別大演習広島県記録配付ノ件

温品村会議決諸件報告

助役決定調書

村吏員就職報告

村吏員退職報告

収入役事務兼掌許可申請

辞職届

(陸海軍人の慰問通知)

貴族院多額納税者議員補欠選挙二関スル地租異動調

査ノ件通牒

貴族院多額納税者議員補欠選挙二関スル地租異動調

査ノ件回答

〔星製薬株式会社破産管財人よりの債権者調査依頼

の件)

務

能



(特別戸数割条例、特別戸数割賦課細目、特別戸数

割調査細目発送依頼の件)

史蹟名勝、天然記念物調査報告寄贈ノ件

講習会開催ノ件

現勢調査簿共同印刷ノ件

農村不況状態調査二関スル件

刑務所視察ノ件

広島刑務所視察中止ノ件

昭和五年度安芸郡仏教奉公会歳入出決算書

昭和七年度安芸郡仏教奉公会歳入歳出予算書

農村不況状況調査二関スル件

農村不況状態開査二関スル件

昭和六年十二月末日現在戸数人口調査ノ件

昭和六年十二月末日現在戸数人口調査ノ件回答

部落協議費二関スル件

塩小売人指定書交付方ノ件

県税法規集正誤二関スル件

戸籍抄本二関スル件照会

(県下農村経済窮迫の実情調査依頼の件)

幹事会開催ノ件

(特別税戸数割調査会開会通知)

繰越金報告

繰越金等調杏ノ件

昭和六年度市町村税納税成績調

昭和六年度歳計金繰越額調

(特別税戸数割賦課に関する依頼書)

勤続市町村吏貝並其ノ事穎調査二関スル件照会

勤続市町村吏貝並其ノ事穎調査二関スル件回答

(農山浄.村救済問題に関する郡町村長会開催の件)

温品村会議決諸件報告

村吏員就職報告

村吏員退職報告

現勢調査緯登載期日延期ノ件

老樹大木調査ノ件照会

老樹大木調査ノ件

会計及決算事務集合検閲ノ件

昭和七年度第二期(第十二回)白治講習所開設二関

スル件

保勝会観光協会等二関スル件照会

温品村会議決諸件報告

(農漁山村不況対策施設事業の件についての町村長
会開催通知)

大臣訓示等伝達二関スル件依命通牒

(農山撫村の不況対策並に中小商工業者の救済に関
して広島県知事の訓令)

(書記から村長宛報告)

(町村長会同開催通知)

(町村長会同会報告及指示問題)

犬鑑札改正二関スル件

(町村長会開催通知)

金銭債務臨時調停委員選任二閲スル件

官吏ノ饗宴等二関スル件通牒

町村長会議ノ件

温品村会議決諸件報告

金銭債務臨時調停法実施二関シ冊子配布方二関スル
件照会

税務研究会開催ノ件

標準用詔繕耕斗、油脂、塗料及顔料関係)使用励行

二関スル件

内務大臣ノ許可又ハ内務大臣二対スル届出ヲ要セサ
ル国籍喪失者調査方ノ件

保証債務二関スル件依命通牒

寄付廃品募集二関スル件

呉税務会開催期日決定通知ノ件

呉税務会客問事項ノ件

恩給証書交付二関スル件

決算認定二付議達書

決算認定書

温品村会議決諸件報告

内務大臣ノ許可又ハ内務大臣二対スル届出ヲ要セサ
ル国籍喪失者調査方ノ件

行政事務資料ノ件

行政事務費科ノ件回答

(自治研究大会開催に付出席希望者募集の件)

中央報徳会主催自治講習会ノ件

国民大会開催二関スル件

臨時出納検査成績表二閧スル件

庶務二属スル書類
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庶務二属スル書類

自治講習会貝推薦方ノ件

村会招集及会議事件告知ノ件

吏員職務会費等支出二関スル件依命通牒

時局匡救対策事務要項送付ノ件

行政事務資料ノ件

(診察料請求の件)

電話使用料値下之件

人口動態調査票並市町村送致目録用紙送付ノ件

時局匡救事業資金転貸二関スル件通牒

一時借入金等二関スル件照会

一時借入金等二関スル件回答

一時惜入金調

(組合会議開催通知)

現勢調査簿二関スル件

温品村会議決諸件報告

(物品購入調依頼の件)

家族名卸加除二関スル件

(土地詞査縛加除二関スル件)

時局匡救事業二伴フ土地異動二関スル調

(船舶及自動車数調依頼の件)

(工事其他請負調依頼の件)

昭和七年度第三期(第十三回)白治講習所開設二関

スル件

公共団体ノ電気事業買収二関スル件

大日本迎合青年団並大日本連合女子青年団第二回慰

問義金募集二関スル件

資金融通二関スル件

預金部資金直接貸実施ノ件

預金部資金昭和八年一月中に融通スベキ見込調ノ件

(融通すべき見込調の件回答)

郵便物配達ノ件

(安芸郡友の会忘年宴会開催通知)

評議員会開会通知

入札手続契約条項改善方二関スル件

温品村会議決諸件報告

匡救事業二関スル件

(町村長会幹事会への要望事項報告の件)

(入学せしむべき生徒募集に関する件)

(大蔵告預金部資金の融通を申請するものの端数利

子計算方法に関する件)

金銭債務臨時調停委員名抑送付ノ件

(町村長会開会通知)

小学校教員放費支給二関スル件

早蕨殉職者村葬執行ノ件

(町村長会開会通知)

(町村長会決議事項)

戸数及人口二関スル件

(組合会招集通知)

(学務委員会開会通知)

温品村会議決諸件報告

人口戸数調査二関スル件照会

人口戸数鯛査二関スル件回答

制限外課税ノ件許可申請

均ーノ税率二依ラザル賦課ノ件許可申請

歳計現金預入先許可申請

広狭人口並二世帯数二関スル件回答

預金部普通地方資金融通例規送付ノ件

昭和八年度高利債借資金所要額ノ件

幹事会開催ノ件

時局匡救事業費経理二関スル件

当選証書交付ノ件

理事選挙ノ件

(町村長会開会通知)

(公衆電話番号変更の件)

(西部村有林現地調査の件)

(組合負担金中地価割控除の件)

評議員会招集二関スル件通知

908 庶務二属スル書類昭和8年

人口統計小票使用残数報告

改名願取扱事件報告

〔町村長会開会通知)

楽件名は()書以外
すべて原文

(昭和八年度広島市特別所得税決定参考資料飼査依

頼の件)
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県税主任者会同開催ノ件

報徳会主椛指導青年講習会ノ件

定款変更ノ件

当選通知

理事会閉会ノ件

諸規程改正要旨送付ノ件

温品村会議決諸件報告

、登記樺抄本(写)

(役員交代通知の件)

(国際連盟離脱の大詔に関しての広島県知事の訓告

書)

(県税納税成栽優良納税組合其の他表彰式挙行案内
通知書)

晩霜凍害調査ノ件

定期総会開盤ノ件

官公署、学校等調査二関スル件

官公署、学校等調査二関スル件【回答)

休暇ノ件依命通牒

農村振興其ノ他土木事業"並農業土木事業費市町村

借入金利子補給二関スル件依命通牒

工事施工通知カノ件

登記卸抄本(写)

(帝国法規出版株式会社より挨拶状)

海外移住者並帰避者調査方ノ件照会

海外移住者並偏還者調査ノ件回答

電信発行符号表送付二関スル件

旅順戰跡見学二関スル件

勤続市町村吏員並其ノ事績調査二関スル件照会

(戸数賦課に関する研究会開催通知書)

市町村長会議ノ件

温品村会議決及選挙諸件報告

滞納処分請習会二関スル件

農村経済更生講演会開催ノ件

優良市町村視察二関スル件

(個数人口調ノ件)

署長交迭ノ件

町村名台帳二関スル件照会

温品村会誠決諸件報告

昭和八年度高利儘借換資金(公共団体分)公益質屋

資金、失業応急、資金及都市計画事業資金融通条件

及手続二関スル件依命通牒

(収入役会同会開催通知)

行旅死亡人二関スル件

行旅病人死亡二付キ屍体引渡通知ノ件

昭和八年度安芸郡仏教奉公会歳入歳出予算書

温品村会議決諸件報告

特別大演習観艦式拝観二関スル件

(補助金送金の件)

(寄附金募集について)

(町村長会開催通知)

大正十五年勅令第三百三十九号二十六条所得通報ノ

件

(町村会開催のおり決定事項通知)

昭和八年度第二期(第十四回)自治講習所開設二関

スル件

(瀬戸内商船株式会社より国立公園瀬戸内海名勝案
内)

(官吏其他職員出張の際に於ける招宴並贈与等に関
する件)

(寄附金の件出費願い)

(昭和八年度町村長会会費金納付依頼)

演劇興行二閧スル件

温品村会議決諸件報告

行旅病死人救護費ノ件

旧債借換二関スル件照会

温品村会議決諸件報告

行旅病死人救護喪ノ件

(崇徳中学校生徒募集依頼の件)

農村負債整理組合法ノ実施二関スル件

災害復旧費二対スル低利資金融通二関スル件

昭和八年度高利債惜替資金融通条件及手続二関スル

件通牒

負債整理組合法実施打合二関スル件

税務研究会開催ノ件

研究事項提出方ノ件

災害地及無申告異動地事務協議会開催ノ件

人口戸数等調査方之件

庶務二属スル害類
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庶務二属スル書類庶務一件

電信発元符号表二関スル件

雑誌「斯民」普及方ノ件

(体育合同視察旅行通知)

温品村会議決諸件報告

農村負債整理組合規約二関スル件

辞職願

防火運動二関スル件

褒章二関スル具申書類取扱方ノ件

(広島県土木例規の予約案内)

昭和八年度高利債佶替資金(公共団体分)借入追加

申込二関スル件依命通牒

(経済調査生産総価格調の件)

乗替償還債券送付方ノ件

温品村会議決諸件報告

(朝香宮内幾王葬俄に伴う弔旗掲揚の件)

郵便物発送二関スル件通知

臨時出納検査立会通知

農村負債整理組合法趣旨普及二関スル会同閉催ノ件

昭和八年度簡易生命保険積立金及郵便年金積立金貸

付利率引下之件

史蹟名勝天然記念物及国賓案内送付ノ件

国際連盟離脱二関スル詔書ノ御趣旨徹底二関スル件

恩、給差押処分嘱託二関スル件

地力課移転通知ノ件

火防運動二関スル件

国立公園名称懸賞募集二関スル件

人口動態調査票用紙送付ノ件

在籍者有無調査方ノ件照会

昭和八年度第三期(第十五回)自治講習所開設二関

スル件

(r自治の芸備」への投稿依頼への件)

市町村吏員名柿調整ノ件照会

(昭和八年度簡易生命保険積立金及郵便年金積立金

貸付利率引下の件)

眉際合証書交付二関スル件

(中等学校連合野外演習成功に対する県知事よりの

礼状)

自治講習貝希望二関スル件

市町村吏貝在職年数等二関スル件

期限励行二闌スル件依命通牒

居住者氏名調査之件

(不動産評価依頼の件)

在籍町村訓査方ノ件照会

日本人ノ死体二関スル件

9四庶務一件

町村基本財産保管状況調等ノ件

(地力財政調整交付金制度確立に関する付0

人口戸数調査二関スル件

(地方財政調整交付金制度硫立に関する件)

人口動態調査票控用紙送付之件

町村長会開会ノ件

災害復旧並応急、施設耕地事業補助二関スル件依命通
牒

負債整理組合二於テ作成スル負債ノ条件緩和二関ス

ル協定書二対スル印紙税法適用二関スル件

昭和九年度災害関係資金融通二関スル件

思想問題講演大会開催ノ件

人口戸数調査二関スル件

(町村長会開会通知)

【帥武天皇本州上陸記念日に関する件)

(「選挙法令改正ノ要旨卜其ノ事務取扱」送付の件)

国勢調査二際シ人口分布ノ伴'態激変防止二関スル件

戸数及土地賃貸価格ノ件照会

災害関係資金融通二閧スル件

町村吏員互助会設立二関スル件

勤続市町村吏員並二其ノ事績調査二関スル件

(地方財政調整交付金制度の確立促進に関する地方

財政窮迫状況調査の件)

昭和十年度耕地整理事業普通地方資金惜入所要額調

ノ件

昭和十年度耕地整理事業ノ高利債借替資金惜入所要

額調ノ件

農山漁村民ノ慰安娯楽二関スル件照会

町村財政状況調ノ件

温品村会議決詣件報告

昭和」0年 ※件名は1 }杏以外tべて原文
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市町村吏員諸給与等二関スル件

各町村住民ヨリ陳情書提出方依頼ノ件

(広島電気株式会社広島支店長より電柱税軽減の歎
願書)

負債整理事業資金起債許可廩請書ノ件

土木費佶入金利子補給二関スル件通牒

報酬給料及各種補助額小学校費調送付ノ件

電信発元符号表二関スル件

内務大臣ノ許可又ハ内務大臣二対スル届出ヲ要セズ
シテ日本国籍ヲ取得シ又ハ喪失者嗣査方ノ件

(中国玉県町村長会開催通知)

幹事会開催ノ件

町村吏員互助会設立二関スル件

町村吏員互助翹合二関スル件

市町村県税主任者会同開催ノ件

(一府六県林産共進会開催に関する寄附金依頼の件)

風水害、玲、早害養蚕不況二基ク地方公共団体借入
金二対スル利子補給二関スル件

災害関係資金二関スル件

昭和十年度第一期(第十八回)自治講習所開設二関
スル件

自治記念日二関スル件

温品村会議決諸件報告

市町村県税主任者会同開催ノ件

(昭和十年度特別開通電話申請の件)

(町村長会開会通知)

昭和十年度予鈍及村税課率議決書写書送付ノ件

昭利十年度議決予算送付方ノ件

官公署学校等調査二関スル件

(「農村更生時報」案内はがき)

(「列国々勢要覧昭和十年版」案内書)

(全国町村長大会開催)

国勢調査関係法規二関スル件

昭和十年度鮪易保険郵便年金積立金借入申込二関ス
ル件

昭和十年度歳入予算額其他調査方ノ件

総代会議員当選老公告ノ件

定式総会二関スル件

佃召和十年度町村長会費納付の件)

自治諸習会開催二関スル件

市町村立尋常小学校費臨時国庫補助金二関スル件

【収入役事務研究会開催通知)

(青年学校設置協議会開催通知)

県報告例改正二関スル件

組合会招集及会議事件告知ノ件

昭和七年度時局匡救事業資金償還二関スル件照会

例月出納検査期日二関スル件

市町村立尋常小学校費臨時国座補助法二依ル補助金
ノ費途二関スル件

評議員就任方通知

評議員会招集及議事事件報告

(民間飛行場建設調査依頼)

献上品取扱二関スル件依命通牒

昭和十年度簡易保険郵便年金積立金佶入申込二関ス
ル件

昭和十年度胆料資金融通二関スル件

昭和七年度時局匡救事業資金繰上償還ノ件

市町村長会議ノ件依命通牒

温品村会議決及選挙諸件報告

農村漁村経済更生計画助成要項改正二関スル件通牒

昭和九年度災害関係資金昭和十年度分中国庫兼助ヲ
伴ハザルモノノ融通二関スル件

定期総会開催ノ件

(呉市立図書館より図書寄贈依頼の件)

昭和十年度通常総会招集及議事事件告知

国籍回復二関スル件

指名競争入札開札二立会方ノ件

補助金二関スル件

紡蹟女工手募集二関スル件

昭和九年度災害関係資金昭和十年度分融通二関スル
件

昭和十年度簡易保険郵便年金積立金惜入申込二関ス
ル件

負債整理組合設立二関スル件

昭和十年度簡易生命保険積立金及郵便年金積立金借

入申込案内送付之件

(町村長会開会通知)

庶務一件
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庶務一件

改正府県制二関スル印刷物送付ノ件

(政府の国体明徴声明)

昭和十年度高利債借替資金【公共団体分)借入申込

二関スル件

(小学児章の納税作文募集に関するネ剖幻

陳情書二関スル件

耕地整理事業ノ高利債借替資金融通二関スル件

下胆汲取方ノ件

第二期森林治水事業継続陳情書二関スル件

(調査依頼回報)

昭和十年度災害復旧資金融通二関スル件

部長室等移転ノ件

温品村会議決諸件報告

「帝国憲法制定の精神」冊子送付ノ件

人口、戸数等調査方ノ件

町村長会開会ノ件

温品村税徴収二閑スル条例許可申諸

振替貯金口塵番号通知害

官幣大社熱田神宮本殿遷座祭二関スル件依命通牒

{国体明徴第二次声名}

(官幣火社熱田神宮本殿遷座祭のための職員臨時休

暇)

農山漁家負債調査二関スル件

温品村会議決諸件報告

町村住民ノ特殊的資力二関スル件照会

(官幣火社熱田神宮本殿遷座祭に付休暇の件)

条例公布報告方照会

催告書

振替貯金用紙送付ノ件

公告掲示嘱言モ書

昭和十年国勢調査予算二関スル件

温品村会議決諸件報告

(村財政建直し対応策の為の陣情書提出に関する件)

墓地整理二関スル件依頼

陳情書(青年学校専任教員俸給に関する町村費軽減

方申請)

(電報文)

農業委員会殻置二関シ依命通牒
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幹事会開催ノ件

(調査依頼書)

(火災防止のお願い)

(村長会開会通知)

公設便所其他ノ屎尿売却二関スル件

昭和九年度災害関係資金昭和十年塵分借入二関スル
件

(四十周年記念広島県青年道場建設に関する件)

全国婦人大会ノ決議事項二関スル件

温品村会議決諸件報告

人口動態調査票用紙送付ノ件

(住所調査依頼の件)

市町村吏員及小学校教貝俸給給料ノ支払廷滞並未払
二関スル件

昭和十年国勢調査速報送付ノ件

910 庶務一件昭和U年棄件名は【倍以外すべて原文

人口戸数調査ノ件

人口戸数詞査二関スル件

町村長会開会ノ件

国勢一班出版ノ件

〔衆議院議員総選挙投票依頼の件)

(取調依頼の件)

国籍二閧スル調査カノ件(見本)

預金部資金元利金支払方二関スル件

温品村会議決諸件報告

(後藤内務大臣内闇総理大臣臨時代理仰付けらるの

公報趣牒)

昭和十年国富及国民所得調査二関スル件

(町村吏員十五年以上勤続者調査に関する件)

昭和十一年度第一期(第十九回)自治講習所開設二

関スル件

歳計現金預入先許可申請

村基本財産及小学校基本財産禎立停止ノ件許可申請

村税中県税雑種税付加税均ーノ税率二依ラザル賦課

ノ件許可申請

寄付願

辞職願



(退職者についての調査依頼)

俸給給料其他支払調ノ件

町村長会閉(会)ノ件

国勢調査事務閧与者二対スル感謝状発給方ノ件

退会金給付ノ件

林道低利資金償還年次表提出方ノ件

会費及補助金納入二鬨スル件

振替貯金口座脱退二関スル件

昭和十年度災害閧係資金ノ配分二関スル件

国税調査申告書等ノ疑義照会二対スル回答促進方ノ

件

(内務時報案内の件)

(本郷農学校長より依頼の件)

昭和十年度災害関係資金融通二関スル件

(富国徴兵保険相互会社職員採用に関する件)

盟時出納検査執行ノ件告知

一時借入金二関スル件

調査票送付ノ件

(温品小学校舎請負人の住所人名に関する件)

(温品小学校舎請負人の住所人名に関する回答)

昭和十一年度通常総会招集及議事々件告知

県町村長会ノ件

(昭和十年国富及国民所得調査資料二関スル件回答)

家屋調査済番号票配付二関スル件

市町村債年度末現在高調

孝子芳松劇上演二関スル件

青年訓練功労章授与二関スル件

勤続市町村吏員並二其ノ事績調査二関スル件

昭和九年度及昭和十年度災害関係資金昭和十一年度
所要分融通二関スル件

農村負債整理事業資金ノ融通利率低下二関スル件

国立公園写真集ノ件

組合会召集ノ件

温品村会議決及選挙諸件報告

(助投告知書)

電信発元符号表二関スル件

(広島県青年道場建設蜜町村割当金納入依頼の件)

組合会召集ノ件

簡易生命保険、郵便年金稍立金貸付二関スル件

簡易生命保険精立金、郵便年金積立金借入申込案内

織物雑貨商調査方御依頼

県勢概況送付ノ件

農林省耕地関係預金部地方資金ノ利率引下二関スル
件

経済部時報送付ノ件

村会議員退職死亡報告

村吏員就職報告

公務貝犯罪防止二関スル件依命通牒

村費寄付金ノ件

村会議決二関スル件

(保険年金積立金の地方自治団体に対する貸付利率
引下げの通知)

(士地の価格調査依頼の件)

簡易生命保険、郵便年金積立金貸付利率引下二関ス
ル件

(広島県総務部より冊子発売案内)

総会並二保護講習会二関スル件

温品村会議決諸件報告

(総会並に講習会開催通知)

(内閣総理大臣並大蔵、陸軍、司法及内務各大臣よ

りの訓示)

庶務一件

昭和十一年度第一期(第十九回)自治講習所開催二

関スル件

臨時町村財政国庫補給金制度実施資料二関スル件

会費納入方ノ件

(優良町村視察の件)

(転任挨拶状)

昭和十年国富及国民所得調査資料二関スル件照会

官公署学校等調査二関スル件

昭和十一年度簡易保険郵便年金積立金借入申込二関

スル件

地方債ノ低利借入二関スル件通牒

田畑収穫高ノ件

取穫高調査書

田畑収穫高ノ件

昭利十年国富及国民所得調査資料二関スル件照会

即



庶務一件

(選挙粛正委員設置に関する件)

公告掲示委言モ書

昭和十年度部落協議費詞ノ件

温品村会議決及選挙諸件報告

(中等学校数、小学校数並白動車業者名、自動車会

社名、代表者名及所右使用車数訓査依頼の件)

労働統計実地調査工場数等調ノ件照会

勲章、記章、喪章、略綬特別取扱二関スル件通牒

刑務所視察ノ件

農林省耕地関係預金部地方資金ノ利率引下二関スル

件

昭和十年災害復旧費借入金二対スル利子補給二関ス

ル件

(小学校建築設計書借用書)

現住所調査方依頼ノ件

融通済預金部地方資金ノ利率引下二関スル件通牒

(攻支計算上生ずる一銭未満の端数処理力に関する

件)

昭和十一年度高利債惜換資金(公共団体分)借入申

込二関スル件

貸付金二関スル件通牒

市町村長会議二関スル件依命通牒

評議員会招集及議事々件告知

預金部資金ノ元利金取扱日本銀行ノ店ノー定二関ス

ル件

昭和十一年度肥料資金借入申込二関スル件

白治制発布五十年二関スル件通牒

昭和十一年度公共団体普通事業資金追加借入申込二

関スル件依命通牒

(宇品凱掟館建設に関する寄付依頼の件)

温品村会議決諸件報告

債券応募予約預金利率改定の件

印刷物送付ノ件

昭和十一年度公共団体普通事業資金追加借入申込二

関スル件依命通牒

集会開澁二県係員又ハ講師派遣申請方二関スル件

(広島県文具商組合陣情書)

(石井七郎卿表忠碑に関する件)

石井末忠、公建碑寄付金収支決算

懲戒処分二関スル件照会

(預金部普通地方資金融通規則実施取扱規程一部改
正通知)

(地方行政上・下巻購入斡旋の件)

貸付馬返還証明

町村長会開催通知

献上品協議ノ件

修練農場修練生二関スル件

温品村会議決諸件報告

(組合会議開催通知)

昭和十一年度災害復旧資金融通二関スル件

(町村財政補給金の配分、使途、監督に関する件)

現住者並所有財産照会ノ件

電線路工事施行之件

特別事由二因ル町村財政窮乏状況調ノ件照会

教育職貝恩給法納金収入取扱二関スル件

満州農業移民二関スル懇談会ノ件

満州農業移民二関スル懇談会開催要項

人口動態調査票用紙二関スル件

(呉税務署長より昭和十年分船生産価額調査依頼の
件)

【天皇陛下御召艦に付各戸に国旗を掲揚する様示達)

昭和十一年度北海道自作農移住者並二拓殖実習生募
集二関スル件

学校医会同ノ件

税制改革案二関スル件

(電話番号変更通知)

公民自治講習会開催ノ件

(「地方財政及税制改革案の全貌.に関する件)

特別事由二因ル町村財政窮乏状況調ノ件

昭和十年国勢調査報告第三巻「市町村別人口」編二
関スル件

温品村会議決諸件報告

地力財政及税制改革卜昭和十二年度市町村予算編成

二関スル件依命通牒

官報付録「週報」購読方ノ件

(在職二十年以上の現職町村長表彰に関する件)

(郡下青年学校野外演習実施に関する件)
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(耕地の売買時価等取調に閔して銀行頭取よりの礼

状)

恩、給差押処分委託二関スル件

町村状況調査二関スル件

金銭債務臨時調停委員ノ候補者推薦二関スル件照会

松茸公売代金督促ノ件

温品村会議決諸件報告

町村有建物火災保険二関スル件

町村長会同開催ノ件

(年内に退職の町村長を送別する宴に関する件)

昭和十年国勢調査員ノ新宿御苑其ノ他拝観方二関ス

ル件

昭和十年国勢調査報告第三巻送付ノ件

昭和十一年度第三期(第二十回)自治講習所開設二

関スル件

公民自治講習会ノ件

可哉業課ノ新設卜其ノ事務.送付ノ件

呉工廠見習職工志願者心得送付ノ件

職員手帖普及方依頼ノ件

国勢一班出版二関スル件

(予算編製参考資科調査依頼の件)

広島県観光協会設立二関スル件

史蹟名勝等調査二関スル件

入会申込書【広島県鞭光協会)

交通機関ノ財政問題二関スル件

預金部資金使用状況報告書二関スル件

(「選挙制度」申込に関する件)

「公民の書」配付ノ件

地方財政及税制改革ノ趣旨徹底方ノ件

県下町村長会開催ノ件

経済部時報配付二関スル件

松茸公売代金督足ノ件

(東山村有林の松樹競売入札執行通知)

教育会総会開催二関スル件

(青年道場建設寄附募集依頼の件)

昭和十二年度予算等二関スル件通牒

広島県農工銀行合併二関スル件

温品村会議決及選挙諾件報告

市町村長会同開催ノ件依命通牒

評議員会招集及議事事件告知

会費及補助金納付二関スル件

温品村会議決諸件報告

幹事会開催ノ件

(安芸郡学校区会総会開催について)

勤続市町村吏員並二其ノ事績調査二関スル件

村会議決諸件報告

〔電話架設の件)

県報附録「雑報」発行二関スル件通牒

臨時地方財政補給金二依ル地方税軽減二関スル件

官公署学校等調査二関スル件

村会議決諸件二閧スル件

町村長会開催ノ件

町村制第八条第六項該当者調査ノ件

県町村長会総会其他二関スル件

租税滞納処分中ノ者調査ノ件

911 庶務一件昭和12年峯件名1劇墻以外すべて原文

官報附録「週報」取纒購読方ノ件

土地分筆再申請

昭和十一年度第三期(第二十回)自治講習所開催二
関スル件

町村長会開会ノ件

(高田郡町村長会就任挨拶)

市町村経理出納関係事務取扱二関スル件依命通牒

官内各種団体ノ売薬配給取扱二関スル件

(電柱税附加税低減嘆願書)

(「自由論壇」についての依頼)

地力財政及税制改革ノ趣旨徹底方ノ件

官報付録 r週報及ポスター」等送付ノ件

飾易保険郵便年金積立金借入申込二関スル件

人口戸数調査二関スル件

人口戸数調査ノ件

町村長会開会ノ件

短期応急、資金印召和十一年度米穀応急、資金分}融通
二関スル件

庶務一件
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庶務一件

顕忠府拝観二関スル件

会費納付方ノ件

臨時町村財政補給金二関スル件

温品村会議決及選挙諸件報告

昭和十二年簡易保険郵便年金積立金惜入申込二関ス

ル件

行政事務ノ刷新二関スル件依命通牒

靖国神社臨時大祭当日休暇ノ件

(村会議決諸件報告)

農山漁村経済更生計画樹立方針二関スル件通牒

鉄ノ需要調整二関スル件依命通牒

昭和十二年度高利債借換二関スル件

電線路碍子掃除之件

幹事会開催ノ件

定期総会開催ノ件

租税滞納処分中ノ者調査二関スル件

町村長会開会ノ件

町村長会開会日時変更ノ件

昭和十二年度簡易保険郵便年金積立金惜入申込二関

スル件

辞職届

鉄ノ需要鯛整二関スル件依命通牒

市町村長会議二関スル件依命通牒

全国町村長会出席方ノ件

愛国郵便切手発売二関スル件

市町村長会議延期二関スル件依命通牒

地方財政補給金ノ件

大臣訓示要項二関スル件依命通牒

視察旅費交付二閔スル件

温品村会議決及選挙諸件報告

塩小売人指定書領収書並二同指定書送付ノ件

昭和九年度及昭和十年度災害関係資金昭和十二年度

所要分(内務省関係)融通二関スル件

国有財産価格其ノ他取調ノ件

国有財産価格其ノ他調査回答

航空標語自由画懸賞募集二閧スル件

寄附金納付方依頼ノ件

温品村会議決諸件報告

昭和九年度及昭和十年度災害閧係資金昭和十二年度
分(内務告関係)融通二閥スル件

臨時町村財政補給金二関スル件

昭和六年及至九年事変二関シ私財ヲ寄附シタル者表
彰二関スル件

行政事務刷新二関スル通牒

勤続者調出方ノ件

内務時報二関スル件

大会中止ノ件(全国町村長火会)

自治講習会二関スル件

町村吏員ヲ首長トスル産業団体数等二開スル照会

昭和十二年度公共団体普通事業資金ノ借入申込期限
延長ノ件

集合監査二関スル件

市長、郡町村長召集ノ件依命逝牒

昭和十二年度飾易生命保険及郵便年金積立金借入巾
込二関スル件

町村長会開会ノ件通知

(軍事座談会開艦の件)

住ヒ支事変事務委貝会規程の件)

(大内越峠改修の件)

Uヒ支事変に関し軍隊に召集せられたる者の取扱方
に関する件)

警察電話開設ノ件

紀元二千六百年奉祝記念事業実施計画概要調査二関
スル件

全国町村吏貝国防献金二関スル件

村会議決諸件報告

度量衡器及計量器第一種取締執行二関スル件

電線路工事施行之件

海外発展成功者調査二関スル件

町村長会期日報告方ノ件

臨時地方財政補給金二関スル件依命通牒

(r地方債と其の手続」について申込の件)

吏貝表彰二関スル件

雑誌返還方ノ件御依頼

愛国郵便切手売捌援助方二関スル件

臨時出納検査立会通知

市町村財政実情調杏二関スル件
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(出張職員への饗応禁止につき通達)

簡易保険並郵便年金二関スル件

燈火並音響管制二関スル件

防空警報信号一部変更二関スル件

外国渡航出願者ノ身許申告書二関スル件

町村長会開会ノ件

温品村会議決諸件報告

度量衡器計量器第一種取締事務打合会

臨時地方財政補給金等二関スル事務打合会同ノ件

村会議決事項二関スル件回答

簡易保険郵便年金積立金借入申込二関スル件

(砂防河川改修工事施エケ所視察依頼ノ件)

温品村会議決諸件報告

人口、戸数等網査方ノ件

公告掲示方ノ件

人口其他羽査二関スル件

(町村長会同懇談会閉雌案内書)

林道開設費二関スル回答

生年月日調聳方之件

補給金交付二依ル市町村税軽減処理二関スル件

市町村財政補給金中特別補給金ノ配分資料二関スル
件

町村長二十ケ年以上在職者取調方ノ件

温品村会議決諸件報告

要整理事項ノ件報告

国民精神総動員「防火デー」運動二関スル件

木炭ノ消費節約二関スル件

電話拡張計画資料嗣査二関スル件

(「地方債と其の手続」出版の件)

(貯蓄債券の発行の件)

昭和十二年度災害復旧資金融通二関スル件

(補助金依頼の件)

年賀状廃止二閧スル件

ラジオ受信機設置二関スル件

櫂災救助資金収入経理二関スル件

全国町村長会定期総会提出問題ノ件

(多年勤続者表彰の件)

催告書(不動産競売)

不動産競売二対スル債権ノ有無

温品村会議決諸件報告

臨時地方財政補給金ノ趣旨徹底力並附帯施設等二関
スル件中訂正ノ件

営業収益税ヲ免除セラレタル者二対シ営業税賦課ノ
件

新年奉祝式次第並誓詞二関スル件

(年賀状廃止の件)

市町村財務会計取扱二関スル件

町村吏員賞与金給与二関スル件

温品村会議決諸件報告

新年奉祝実拡力二関スル件

公告掲示嘱託書

庶務一件

912 庶務一件昭和13年来件名は{j書以外すべて原文

(安芙郡各種団体事務所修繕費寄付に関する件)

優良町村視察旅行二関スル件

(銃後後援事業充実の為の機関設立に関する件)

(預金部資金の構成及運用状況並に我国経済上に占
める地位等に関する小冊子刊行に関する件)

(「最新地方行政実例総覧J に関する件照会)

評議員会開会通知ノ件

簡易生命保健及郵便年金事業ノ厚生省移管二関スル
件

町村長会開会ノ件

小学校長会同二関スル件

【電柱税付加税軽減依頼の件)

人口戸数調査二関スル件

人口戸数調査ノ件

(町村長会開催日時場所等の問い合わせ)

簡易生命保健、郵便年金積立金借入申込二関スル件

社会公共事業所要資金調査二関スル件

市町村長会議招集ノ件依命通牒

(県会議員請演会案内状)

国勢一班等出版二関スル件照会

軍人遺家族傷病軍人慰籍二関スル件

博覧会入場券前売二関スル件
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庶務一件

(昭和十三年度町村予算編成研究会開催に関する変

更通知)

温品村会議決諸件報告

明年度補助金二関スル件

係官派造申請

財務会計取扱規程二関スル件

住居所不明者調査二関スル件

軍人遺家族傷病軍人慰籍二関スル件

温品村会議決諸件報告

母子保護法施行二伴フ予算式ノ件

(戦死者村葬執行に関する件)

定款第三十三条ノ処分二関スル件

昭和十三年度予算編成二関スル件通牒

優良市町村吏員其ノ他表彰二関スル件

自治講習会出席ノ件

戦傷老報告

自治制発布五十周年記念式典参列老ノ連絡二閖スル

件

自治制発布五十周年記念式典参列者ノ宿舎等二関ス

ル件

自治制発布五十周年記念式典参列老名簿

(市町村歳入出決算残高に閨する件)

昭和十二年度通常総会招集及議事事件告知

預金部資金使用状況報告書又ハ貸付状況報告書提出
方ノ件

(国勢一班等出版に関する件照会)

昭和十三年度起債見込額等二関スル件照会

改正負債整理組合法趣旨普及講演会開催二関スル件

地租名寄帳整理二関スル件

履歴書見本

巡杏看守募集二付広告掲載方依頼ノ件

(支那事変大博覧会観覧依頼ノ件)

自治制発布五十周年記念式典挙行二閔スル件

(自治制発布五十周年記念式典の参列に関し服装其
他の注意方通牒)

自治制発布五十周年記念式典参列者宿舎二関スル件

町村視察旅行二関スル件

軍人援護事業助成金交付ノ件

軍事扶助事業助成金交付済報告

軍人遺家族援助義金送付ノ件

軍人援護事業助成金交付済報告.

(町村勢一班に関する依頼の件)

官公署学校等調査二関スル件

温品村会議決諸件報告

会費納付方ノ件(安芸郡町村会〕

(自治制発布五十周年記念式に於て与えられた勅語

奉読方に関する件)

評議員会招集及議事々件告知

昭和十三年度通常絵会招集及議事々件告知

(自治制発布五十周年記念式典参列に関する件)

(安芸郡府中町・温品村・中山村・広鳥市沼水組合

会開催通知)

幹事会開催ノ件

評議員会招集及議事々件告知

評議貝会招集ノ件通知

自治制発布五十周年記念計画二関スル件

自治振興標語募集二関スル件

事務視察ノ件

自治制発布五十周年記念計画ノ件

議事々件追加告知

方面委員制度並二方面事業後援団体二関スル報告方

ノ件

通信施設維持費額改定ノ件

予算書送付二関スル件

事務視察ノ件

「シベりヤ」経由郵便物ノ制限二関スル件

表彰式挙行二関スル件

(小学校卒業児童就職斡旋打合会開催の件)

満洲第一広島村青少年移民訓練生募集ノ件

自治制発布五十周年二関スルポスター送付ノ件

(「自治之芸備」原稿依頼の件)

町村長会開会ノ件通知

社団法人広島県町村吏員互助会々務及財産報告

昭和十三年度社団法人広島県町村吏貝互助会歳入歳

出予算
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昭和十一年度社団法人広島県町村吏員互助会歳入歳
出決算

(村道中山矢賀線改修工事につき中山村長よりi且品
村長宛書鮪)

(恩給及扶助料を受ける者に関する調査依頼)

定期総会開催ノ件

定期総会二関スル件

簡易生命保険、郵価年金積立金借入申込二関スル件

小冊子「御上論のやさしい謹解」配布ノ件

蜻国神社臨時大祭休暇二関スル件

(村勢一班送付に関する礼1幻

演劇興行税等ノ減収補償ノ為ノ予算更正上ノ措置二
関スル件

(優良市町村視察に関する件)

昭和十一年度市町村歳入出決算残金二関スル件報告

優良村及自治功労者事績概要送付ノ件

臨時地方税措置二関スル件通牒

「部落更正読本」講読二関スル件

事務要項予約ノ件

部落常会等ノ活動二関スル件依命通牒

行事予定二閧スル件

徐州陥落祝賀二関スル件

皇后陛下御下賜品並二御歌二関スル件

弁償金請求訴訟整理ノ件

市町村長会議招集ノ件依命通牒

温品村会議決諸件報告

町村役場吏員数調ノ件照会

三分半利国庫債券(つ号)広告用ポスター等配付方

臨時租税措置法二依ル田畑地租ノ軽減二関スルパン

フレット送付ノ件

市町村会議員費用弁償二関スル件

町村長会開会ノ件

貯蓄奨励ポスター送付の件

国民貯蓄規約例送付ノ件

国民貯蓄奨励二関スル小冊子送付ノ件

昭和十三年度市町村予算執行方二関スル件依命通牒

国民貯蓄奨励二関スル小冊子送付ノ件

貯蓄報国強調週間二関スル件

貯蓄奨励 rポスター」ノ件

貯蓄報国二関スル標語懸賞募集二関スル件

人口調二関スル件

貯蓄報国強調週間用ポスター送付ノ件

貯蓄報国強調遁問二関スル件

支那事変国債売出二関スル件

温品村会議決諸件報告

リーフレット「貯蓄は主婦の手で」送付ノ件

貯蓄奨励二関スル貼札送付ノ件

ビラ「戦ひはこれからだ」配布ノ件

仏教奉公会講習会ノ件

(退職記念品料贈呈に関する件)

広島刑務所参観ノ件

貯蓄組合二関スル件照会

(軍事郵便案内送付の件)

事変二関シ簡易保険ヲ主材或ハ背景トスル軍事美談
実話

簡易生命保険並郵便年金積立金借入申込二関スル件

村税中県税雑種税付加税均ーノ税率二依ラザル賦課
ノ件許可申請

(国民貯蓄奨励に閧する件)

歳計現金預入先許可申請

パンワレット「賀屋大蔵大臣時局講演要旨」送付ノ
件

市町村長旅行二関スル件

週報送付ノ件

本会事業報告ノ件

温品村会議決諸件報告

印刷物送付カノ件

夏季講習会出席方ノ件

国営職業紹介所設置ノ件

(農村自治制度改正要綱「斯民七月号」に関する件)

(戦地派造者留守宅に関する件)

被服支廠女子工員募集ノ件

直営臨時人夫募集要項

国民精神総動員報徳式指導講習会開催ノ件

町村長会同会開会ノ件

(兵庫県水害地補給稲苗の運搬に対しての礼状)

庶務一件
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庶務一件

国民貯蓄奨励大講演会開催ノ件

暑中半休廃止ノ件

町村行政二関スル調査ノ件

巡査看守募集二付広告掲載方依頼ノ件

(週報第八十九号送付の件)

簡易生命保険、郵便年金稍立金借入申込案内送付ノ

件

紙ノ消費節約二関スル件

勅語奉読式挙行二関スル件

報国貯金組合結成報告二関スル件

温品村会議決諸件報告

(「地方事務法令類算」出版に関する件照会〕

(戦死者村葬執行に関する件)

服装二関スル件通知

支那事変国債広告用ポスター等配布方ノ件

「週報」取纓購読ノ場合二於ケル割引廃止ノ件

温品村会議決諸件報告

臨時地方財政補給金二関スル事務打合会同ノ件

温品村会議決諸件報告

(国民貯蓄勧奨部特設に関する挨拶状)

戸数人口等調査ノ件

簡易生命保険積立金借入申込二関スル件

国民貯蓄組合二関スル件

国民貯蓄講演会講師二関スル件

4地方財政補給金制度詳解a 出版に関する件照会)

自治講習所開設二関スル件

市町村財政補給金使途二関スル件依命通牒

市町村財政補給金使途二閔シ認可申請

地方公共団体所有国債額調ノ件

(広島県西部護謨製品卸商業組合設立認可申請上の

依頼の件)

証明願

(第一徴兵保険株式会社より「保険」の照会依頼)

臨時出納検査立会通知

町村長会開会ノ件

温品村会議決諸件報告

葬儀案内

「週報会」結成二関スル件

(帝国在郷軍人会主催の武術大会実施案内通知)

自治講習所講習員ノ件

国民貯蓄奨励ポスター送付ノ件

町村長会延期通知

小学校児童排球大会開催通知

国民貯蓄美談実例二関スル件

支那事変貯蓄債券売出二関スル件

役場電話架設二関スル件

(広島県臨時負債処理委員会に関する件)

(r全支要図」に関する件照会)

(簡易保険及郵便年金事業概況)

町村補助額二関スル件

国民貯蓄美談実例二関スル件

地方債抑制二関スル件依命通牒

(広島県知事より傷疲軍人の指導並に援護に閧して

の訓告)

簡易生命保険積立金借入申込二関スル件

部落常会等ノ活動二関スル件

国民貯蓄奨励二関スル報告ノ件

(銃後後援事業に関する件)

(町村町懇談会開催通知)

(中国視察談話に関する件)

昭和十三年度地方予算執行二閨スル件

靖国神社臨時大祭二関スル件

支那事変国債ノ広告用ポスター等配布方ノ件

町村事務研究会開催ノ件

市町村農地委員会事務処理規程参考案送付之件

農地委員会開催期日二関スル件

温品村会議決諸件報告

国民貯蓄美談実例二関スル件

昭和十三年度公共団体普通事業資金借入申込期限延

長ノ件

葬儀案内

靖国神社臨時大祭賜暇当日給料支払二関スル件

国民貯蓄奨励二関スル打合ノ件

(貯金状況調査依頼の件)
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貯蓄奨励ノ趣旨普及並二貯蓄実行二関シ今後採ルベ
キ具体的方策二関スル件

金貨幣及金塊保有状況調査二関スル件

「私の貯蓄報国」懸賞募集ノ件

国民精神総動員防火デー運動二関スル件

町村長二十ケ年以上在職者取調ノ件

町村債引受二関シ斡旋方依頼ノ件

温品村会議決諸件報告

市町村郵便振替貯金口座加入者異動調査ノ件

(貯蓄債券発行に関する件)

国民貯蓄奨励二関スル報告ノ件

帝国軍人後援会解散二関スル件

金貨幣及金塊保有状況調査規則

外国金貨所右高報告書

貯蓄組合及貯蓄奨励功労老表彰二関スル件

支那事変貯蓄債券売出二閧スル件

金銭債務臨時罰停委員二関スル件照会

祝勝旗提灯行列等実施上ノ注意ノ件通牒

葬儀通知

市町村財政補給金中特別補給金二閧スル件依命通牒

幹事会開催ノ件

(自治制発布五十周年記念帖発刊に関する件)

部落有林野二関スル件

年末賞与国債支給運動実施ノ件

防護団二要スル費用調査二関スル件

電報一件

支那事変国債ノ広告用ポスター等配布方ノ件

国民貯蓄奨励二関スル件

貯蓄報国経済戦強調週問実施二関スル件依命通牒

町村長会開会ノ件

温品村会議決諸件報告

発按承認ノ件

(町村補助金送金依頼の件)

国民精神総動員二関スル調査ノ件

貯蓄報国経済戦強調遁問用ポスター送付ノ件

リーフレット「戦へ経済戦」送付ノ件

門標「これからが戦だ」送付ノ件

(組合会開催通知の件)

理事会開会通知ノ件

時局経済大講演会二関スル件

行旅病人引取方ノ件照会

行旅病人取扱方ノ件

知事「ラジオ」放送二関スル件

国民精神総動員二閧シ実施事項

村債繰上償還認可申請

温品村会議決諸件報告

年末賞与国債貯蓄債券支給実施状況報告書

国民精神総動員二関スル調査ノ件

(防犯週間に関する件)

(事変国債の郵便局売出宣伝用浪曲読本中の一等当
選作品に閧する件)

貯蓄奨励紙芝居利用二関スル件

貯蓄組合調査規程二関スル件依命通牒

「国民貯蓄奨励の栞」送付ノ件

貯蓄組合調査票用紙送付ノ件

非儀案内

温品村会議決諸件報告

金貨幣及金塊保有状況調査二関スル件

国民精神総動員実行委員会委員調査ノ件

町葬執行ノ件

ラジオ普及二関スル件

葬儀案内

村債繰上償還認可申請

評議員会開会通知ノ件

時局経済講演会開催二関スル件

庶務一件庶務関係害類綴

918 庶務関係害類綴昭和20~21年栄件名樹墻以
外すべて原文

戸籍研究会開催ノ件通知

戸結捧ノ災害防止二関スル件

重要工場分散疎開二関スル件

支那事変部外者功績剥査ノ件

昭和十九年産米管理米供出検査日割一覧表

緊急市町村長会同開催要項

広島機械工補導生募集要項(昼間部)
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庶務関係害類綴

広島機械工補導所入所志願者斡碇依頼ノ件

緊急、市町村長会同開催二関スル件依命通諜

市長村長会同開催要項

(保安林解除依頼の件)

指示事項(緊急市長村長会〕

市長村職員等給与改善賓国庫補助二関スル件

貯蓄事務主任者並資源回収事務主任者事務打合会開
催ノ件

アルミ貨引換期間延長二関スル件

町村長会負担金送納ノ件

中国地方本部状況報告二関スル件

国債貯金の話

(戦死者町葬執行に関する件)

戰時災害保護法事務打合会開催ノ件

(読書会実地指導並に時局座談会開催の件)

農地委貝会委員推薦二関スル件

予備救護所並二代用救護病院二関スル依頼ノ件

「総動員」配布ノ件

許可詔、可等臨時措置二関スル調

大日本国防衛生協会並海軍協会両安芸分会会巽納入
方ノ件

昭和二十年播種用篦麻種子確保並二供出二関スル件

聖旨伝達式挙行二関スル件

回覧板(空襲時の放送について至急、お報らせ)

翼替運動報道資料送付ノ件

農山徽村経済更生委員会助成金交付申請二関スル件

町村吏員応召者数調二関スル件

事務室移転二関スル件

町村役場焼失二関スル件

町村重要書類ノ災害防止二関スル件

戰災保護法二依ル避難所設置二伴フ経費二関スル件

北米合衆国二於ケル死亡者ノ在籍地調査方依頼ノ件

県外戰災避難者受入状況二閧スル件

隣保班数調査ノ件

五月ノ常会徹底事項通知ノ件

(戦没考の合同海軍葬儀執行に関する件)

御府献納為真資料調査二関スル件

村葬執行案内

在籍地調査方依頼ノ件

殉職職員慰霊祭挙行二関スルイ牛

弔慰金其他贈呈二関スル件

方面委員選任二閧スル件

戦時災害二因ル櫂災者等他二転出シタル者ノ新住所
地届出二関スル件

全国町村長会分室設置二関スル件

隠退蔵物資戦力化二関スル件

代議員会議決書類送付ノ件

疎開受入地事情調査街依頼ノ件

第二世子通知ノ件

国民鞭勇隊職域組織二関スル件

休日二於ケル官庁執務二閨スル件

疎開老等受入二関スル件

空襲確災者救援二関スル件

戦時災害方面委員救援活動要網

(広島財務局預金部移転に関する件)

国民義勇隊結成二関スル件

船員援護規程等改正実施二関スル件

学資給与二関スル件

船員援護事業ノ栞

恩給証書交付二関スル件

布吐二於テ死亡セル者ノ在籍地調査依頼ノ件

昭和十九年度簡閲点呼参会者集団予備検診並昭和二
十年度徴兵検杏前壮丁予備検診実施経費請求方ノ
件

日用雑貨県内自給態勢調査御依頼ノ件

寺院教会ノ裸、樫材供出二関スル件

(祭粢料伝達方の件依頼)

羅災見舞金二関スル件

町村長会同開催ノ件

都市疎開者ノ集団帰農受入割当二関スル件

都市疎閉帰農者宿舎並二簡易開墾適地調査報告二関
スル件

事務連絡協議会開催二関スル件

島峡引揚民援護二関スル件

神社復興整備業務二関スル件
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戦災者援護二関スル訓令ノ件

雁災者収容一覧表

中部軍管区特設作業勤労奉仕二関スル件

勤労奉仕二関スル件依頼

国民義勇隊出勤二関スル件

和紙印刷用紙割当通知

未利用食糧集荷二関スル依頼ノ件

年次勤労統計調査用紙送付二関スル件

空襲等二因ル農業要員等ノ被害状況並二之ガ善後措

置二関スル調査ノ件

警察署移転二関スル件

血液型標準血清二関スル件

道路修理方申請

散逸兵器回収協力方ノ件

(広島県知事より温品村長への広島市戦災見舞に関

する礼状)

管下岡村長国民学校長事務打合会要領

(電報)

緊急.同僚会開催ノ件

昭和二十年度優良多子家庭ノ子女育英二関スル件

帰還軍人慰謝運動実施二関スル件

櫂災者住宅復旧二関スル件

医療保護法二依ル医療費ノ支払二閥スル件

町村長会同開催ノ件

武器引渡命令二対スル緊急,措置二関スル件

連合国軍進駐二伴フ労務要員供出準備二関スル件

疎開資材払下申請

金員交付ノ件依頼

戦災者救援物資二関スル件

進駐軍将兵二対スル物品売買交換等二関スル件

交通制限一部変更二関スル件

職業巡回相談所設置二閔スル件

戰災援護用必需物資二関スル件

傷病軍人教員養成所生徒募集二関スル件

米進駐軍先造隊ヨリ通告ノ件

進駐軍向工産品供出二関スル件

第二世子通知ノ件

被服類民需転換二関スル件

広島県都市疎開者等ノ集団帰農二関スル実施要領案

ノ件

未利用資源加工設備調査二関スル件

図書申込ノ件

自転車登録台数調査ノ件報告

(県下購読者各位への通知)

白転車登録台数調査ノ件依頼

寄生虫予防実施二関スル件

終戦後二於ケル医療保護二関スル件

帰郷者検診二関スル件

昭和二十年人口調査事務二関スル鉄道乘車優先取扱

二関スル件

防犯委員会設立準備開催二関スル件

軍用地転用協議会開佐ノ件通知

町内会部落会等ノ運営指導二関スル件依命通牒

同僚会開催ノ件

公的集会通報二関スル件

羅災者朝鮮人二対スル諸物資ノ配給二関スル件

諸集会通報二関スル件

町村ノ行政整理二関スル件

住宅緊急措置令二関スル件

昭和二十一年度第八回造児護国神社参拝行事二関ス

ル件

公的集会通報二関スル件

国家神道神社神道二対スル政府ノ保証、支援保全及

監督並二弘布禁止二関スル件

政府二依ル国家神道神社神道ノ後援、支持及管理及

弘布廃止方二関スル件

米軍製繊維製及織物製被服類ノ処置二関スル件

日本掃国者二依ル米軍需品ノ利用二関スル件

(米軍製繊維製及織物製被服類の回収に関する件)

進駐軍二対スル協力二関スル件

諸集会通報二関スル件

皇宮衛士召募二閧スル件

諸官庁、諸機閧ノ公用書類綴込並記録復帰二関スル

件

家畜商免許試験二関スル件

庶務関係書類綴
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庶務関係書類綴

国家神道神社二対スル政府保証支援保全及監督並公

布禁止二閧スル通牒受領書送付方ノ件

「戰争利得ノ除去及財攻ノ再建」二関スル日本政府
二対スル連合国最高司令部ノ覚書二依ル制限解除

二関スル通牒

外地(含樺太)外国関係引揚民援護実施要領二関ス

ル件

戦災者援護実施要領二関スル件

戦時中貯蓄奨励国債消化等ノ宣伝二関スル件

r戰争利得ノ除去及財政ノ再建」二関スル日本政府
二対スル連合国最高司令部ノ覚書二関スル件

官庁公文書及記録復帰二関スル件

国家神道神社神道二対スル政府ノ保証支援保全及監

督並二弘布禁止二関スル件

商品販売価格ノ英文表示二関スル件

住宅復旧資金融通二関スル件

軍事援護事業施設賓助成ノ件

交通愛護週間実施二関スル件

櫂災者住宅復旧用ノ木材配給証明書写送付依頼ノ件

町村国民義勇隊経賓調二関スル件

税金徴収嘱託ノ件

広島呉福山市戦災緊急、救助用食糧代金並ビニ之二伴
フ諸費(運賃倉庫料其ノ他)調査二関スル件

市町村基本財産訓二関スル件

金員交付ノ件依頼

諸官庁諸機関公用書類綴方並二記録復帰二関スル件

徴兵旅寶繰替支払二関スル件

臨時軍事費二関スル諸支払停止二関スル件通牒

軍事功労章並技術有功章所持者調査ノ依頼ノ件

(国立三朝温泉療養所に関する件)

紀元節当日国旗掲揚二関スル件

連合軍ノ物資要求手続二関スル件

皇宮衛士召募二関スル件

遺族傷兵住宅復興資金貸付二関スル件

満洲移植民関係者調二閨スル件

真珠及真珠製品ノ販売譲渡等一切ノ処分ノ禁止及産

品目録ノ提出二関スル件

定着地二於ケル海外引揚者調査方ノ件

貴名謄写印刷封筒発売パンフレット

政党協会其ノ他団体ノ結成禁止等二関スル件

昭和工十年勅令第五百四十二号「ポッダム宣言ノ受
諾二伴ヒ発スル命令二関スル件」二基ク政党政治
的結社協会其他ノ他団体ノ結成ノ禁止等二関スル
件

連合国総司令部発日本帝国政府宛一九四六年一月四
日付覚書(AG091(4Jan46) GS〕訳文

南鮮渡航ノ手続二関スル件

処理漏爆薬並不発弾届出二関スル件

各種議員選挙資格調査二関スル件

選挙並予算事務打合会議開催ノ件

衆議院議貝選挙投票ノ効力等二関スル件

移転通知(広島土木出張所)

昭和二十一年度予算編成方針二関スル件

国家神道神社神道二対スル政府ノ保証支援保全及監
督並公布禁止二関スル件

市町村行政整理二関スル件

地方制度改正資料二関スル件

軍関係町村財政特別補給金交付二関スル件

(広島臨時日雇勤労署設置について)

住宅復興資金二関スル件

生活困窮者繁急生活援護二関スル件

明年度市町村配布税予算計上方二関スル件

緊急放出物件代金納入二関スル件

加入電話復旧開通ノ件

家庭用製粉機斡旋二関スル件

開拓事業促進強化協議会開催ノ件

選挙事務打合会議開催ノ件

総合国策実施二関スル件

緊急綴合国策実葹二関スル件

寄付受入者及寄附者等の調査に関する件

町村長会開催二関スル件

封鎖預金等の封鎖支払に依る寄付金に関する件

金融竪急措置令施行規則改正二伴フ指定事業者ノ封
鎖預金支払制限二関スル件

貯蓄券預入ニヨル預貯金等ノ支払方二関スル件

地方制度改正資料二関スル件

人貝戸数等調査ノ件

市町村事務担当老手当支給二関スル件
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人口異動報告二関スル件

書類提出二関スル件

配給停止通知取消ノ件

【人目調査及農家人口調査事務取扱について)

町内会部落会調査二関スル件

洪水二因ル災害防止対策二関スル件

一般用物資(援護物資ヲ含ム)配給方法二関スル件

地代家賃の髄制に関する件

政党協会其の他の団体等の届出事項に関する件

終戦直後に於ける放出軍需物資に関する件

事業金融通帳配布に閥する件

個人金融通帳ノ取扱経費二関スル件

連合国指令に基く諸調査報告書提出方の件

連合軍総指令部に提出すべき経済資料の件

緊急生活援護二依ル扶助費ノ支払二関スル件

町村長会議附議事項

六月分の俸給諸手当の繰上支給に関する件

災害復旧土木林業並農地開拓工事に対する労務状況
調杏依頼に関する件

防空壕並二防空用貯水槽ノ仮ノ措置二関スル件

時局匡救事業資金転貸金繰上償還二関スル件

交通訓練実施二関スル件

町村長会議闊催の件

戦災保険の封鎖支払の解除に関する件

消防手採用に就いて

八月分俸給諸手当繰上支給について

(r地方長官ノ心構二付テ」送付の件)

(退職の挨拶状)

未利用資源開発利用講習会開催に関する件

昭和二十一年勅令第百一号(政党協会其の他の団体
の結成の禁止に関する件)第五条の取扱につぃて

町村実地監査執行の件

地力制度法令集注文について

町村ノ執務時問について

船舶譲渡許可に就いて

(日本赤十字社第五十三回通常総会における皇后陛
下令旨)

郵便料金改正について

【「タ刊ひろしま」より世論鋼査の依頼)

町村長会同開催に就いて

銃砲等所持禁止令施行二関スル件

隣組回覧板記載事項

町村より地方事務所に対する報告文書に関する件

連合国占領軍の占領目的に有害な行為に関する処罰
等に鬨する件

英連邦軍将士笊館宿泊に関する件

金融緊急措置等実施に伴ふ新種貯蓄制度に関する件

国民貯蓄組合取扱規程中改正大蔵告訓令番号改正の
件

地方職貝の給与改善措置の統一に関する件

災害復旧土木林業並農地開拓工事二対スル労務状況
調査二関スル件

「改訂増補」地方税法並地方分与税法関係法規送付
に関する件

戦時災害保護法廃止に関する件

長官訓示に就いて

食糧危機突破運動推進の件

体育運動用具調査に関する件

入植計画書及入植者募集の件

(「臨時貴金属等報告令」の公布にっいて)

緊急就業対策に伴ふ就業実施に関する件

金融機関の銀行券手持充実に関する件

戦時納税貯蓄制度に関する件

連合国指令に基く厚生月報提膨方に関する件

生ゴムの使用禁止等に関する件

商品販売価格等表示二関スル件

新券に依る預貯金の不安感除去に関する件

(協議員会開催について)

時局匡救事業資金転貸金繰上償還にっいて

夏季執務時間の延長につぃて

平和復興記念貯蓄運動の展開につぃて

昭和二十年度末分区社員数調

昭和十九年度中に於ける森林火災国営保険契約分調
沓に関する件

進駐軍土産品税免除に関する件

占領軍購入土産品に対する課税免除に関する件

庶務関係書類綴
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庶務関係書類綴庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル書類

白由価格の屈出に関する件

食肉の販売統制額指定について

進駐軍関係公文書取扱に就いて

(運転免許証の一斉検査について)

自転車盗難予防対策について

国民学校の窓ガラス破損の応急修理について

牛馬車数調に就いて

大工左官等特殊職業者調査について

朝鮮人台湾人中、元日本軍人軍属の留守担当老網査
に関する件

1村8 庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル害類

昭和5年来件名は1 階以外すべて原文

(各人別蚕業状況其他調査につき依゛動

(各人別蚕業状況其他調杏につき回答)

(町村会閉会の通知)

昭和五年度予算編成二関スル件

選挙名簿閲覧方依頼ノ件

金解禁後ノ産業二及ホシタル影紳二関スル件

(予算鯛整に関する研究会開催の通知)

昭和四年中改名事件報告ノ件

物品購入工事其他請負調二関スル件

物品購入調

工事其他請負調

温品村会議決諸件報告

(「大広島県」の特別記念号発刊につぃて)

創刊第十五周年記念広島県海外協会機閧雑誌「大広
島県」特別号臨時広告規定

広告申込書

制限外課税特別税栗請害添付書類ノ件依命通牒

京都御所拝観二関スル件

教員及役場員俸給賞与調査表

土地所有者通報ノ件

総会開会通知ノ件

京都御所拝観二関スル件通牒

弱体保険資料調査二関スル請願書

吏員章二関スル件照会

市町村勢一覧表二関スル件

大礼記念章伝達方二関スル件

市町村人口統計主任者事務打合会開催二関スル件

昭和五年度第一期(第八回)自治講習員推薦方二関
スル件

恩給証書交付二関スル件

大礼記念章交付方ノ件

温品村会議決及選挙諸件報告

均一税率二依ラサル賦課ノ件許可申請

第三種所得、営業純益、資本利子金額申告宣伝二関
スル件

事務要項送付ノ件通牒

県税主任会同開催ノ件

検丁及新兵旅費払戻請求害提出方ノ件

領収証記載上ノ注意

大礼記念章送付書

新宿御苑拝観二関スル件

総会二提出スベキ議題ノ件

(同業出版社の悪徳商法に対する注意の呼びかけ〕

(契約期問中の一方的解約に対する抗議)

村会招集及会議事件告知ノ件

寄附願

小作調停委員名捧

全国町村長大会開催ノ件

広島県士木出張所用自動車寄付金ノ件

帝都復興二関スル挨拶ノ件

(町村長会開催の件)

(町村長会定期総会開催の件)

昭和五年四月二日町村長会決議事項

昭和五年度地方貸付資金所要額ノ件

昭和五年度地方貸付資金所要額調

温品村会議決諸件報告

晩霜凍害報告二関スル件照会

地図送付方ノ件

官公署学校等調査二関スル件

官公署学校等調査二関スル件回答

家屋税調査員選挙資格調査二関スル件
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(郡出身の軍人の慰問について)

(軍隊慰問の延期について)

(戸数及人口調査の回答)

村会招集及会議事件告知ノ件

災霄復旧資金二関スル件照会

電話加入権差押登録嘱託二関スル件

海軍記念日行事二関スル件

昭和五年国勢調査事務協議会開催ノ件

(参考書講読方に閨する件)

(組合会開維の件)

(徽章着用に関する件)

町村長着用ノ徽章二関スル件

工場調査二関スル件

融利事業要覧送附ノ件(3部)

勤続市町村吏員並其ノ事績調査二関スル件依命通牒

(先哲遺跡顕彰事業調査会開催に関する件)

自治講習会開催二関スル件

自治講習会員推挙方依頼

町村予算更正方二関スル件

納税観念普及二関スル件

(町村長ノ徽章射入に関する件)

国勢調査二関スル件

国勢調査二関スル費用ノ件

印刷物配付ノ件

【「乃木伝」の小冊子寄贈に関する調査の件)

部落協議費二関スル件

(部落協議費に関する調査の回答)

第一次家屋税調査委員招集及会議ノ件告知

(不用書籍に関する件)

予算追加協議二関スル件

物品購入調達等ノ規定特例二関スル件

市町村義務教育費国庫負担法改正ノ件依命通牒

(返送用切手三十銭送付の件)

収入役会同会開催ノ件

県税納付書様式改正ノ件通牒

温品村会議決諸件報告

温品村会議決及選挙諸件報告

庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル害類

村条例設定ノ件許可申請

義務教育費国庫負担法改正二閧スル件

文書発送二関スル件照会

献上品取扱二関スル件依命通牒

(安芸郡教化綱連盟組織に関する件)

温品村会議決諸件報告

(特産品並名勝に関する資料の調査依頼)

町村吏員徽章ノ件

町事問題二関スル小冊子発行ノ件

(高齢者名緯送付依頼電報)

高齢者調査方ノ件照会

税務出張所設置二関スル件通牒

(呉服、太物、雑貨の商店についての調査依頼)

温品村会議決諸件報告

村条例設定ノ件許可申請

廃止条例許可申請

(金千円以上の金品献納考の調査依頼)

市町村吏員ノ在職年限二関スル件

義務教育費国庫負担金二関スル調

義務教育費国庫負担金二関スル件照会

(町村助役以下の徽章申込みに関する件)

(全国町村長大会及自治資料展覧会併催に関する件)

(九州全島に及ぶ台風の被害にっき義拐金募集の依
頼)

義務教育費国庫負担法改正二関スル件

昭和五年第二期(第九会)広島県自治講習所開設二
関スル件

地方制度二関スル件

年齢別男女人口調

住所ヲ有スル者調

住所ヲ有スル女戸主及世帯主調

女子ニシテ官公職二在ル者調

公民権停止調

公民権停止免除棚

会議除斥件数調

広島県概況送付ノ件

温品村会議決諸件報告
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庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル書類

(会賓納入に関する件)

(「頼山陽全書」発刊に関する諸調査の依頼〕

(助投以下の徽章の件に関する回答)

昭和五年度予算ノ実行二関スル件

(組合会議の日程変更について)

町村吏貝待遇改善期成会二関スル件

村会招集及会議事件告知ノ件

村条例公布報告

高齢者調査方ノ件報告

国勢調査員異動報告

失業救済農山漁村臨時対策低利資金融通二関スル件

失業救済農山漁村臨時対策低利資金供給要綱

失業救済農山漁村臨時対策低利資金借入希望額調

高齢者調査カノ件

(博士の学位を有する者の員数調杏)

併合与条例報告の照会)

(帝国法規出版株式会社股立に関する件)

村会議貝勤続者調ノ件回答

(市町村会議員勤続者の調査依頼)

市町村長会識出席ノ件依命通牒

家屋税附加税賦課二関スル件

温品村会議決諸件報告

現勢稠杏姉記入報告ノ件

町村会議員選挙人名癒縦覧告示報告ノ件

(陸軍特別大演習に対する通信の件)

(第七十一回農工債券募集の件)

天機奉伺二関スル件依命通牒

諸工事等請負契約二関スル件

主要倉庫物資在庫量調査二関スル件照会

副業品販売取扱商人及副業用器具機械販売取扱業者

二関スル件照会

(メートル法実行に関する件)

メートル法実行委員会決誠事項第三(イX口ν商品

ノ実行協議会決定事項

現勢一斑出版ノ件

家屋賃貸価格調査二関スル件

教化事業二関スル件

大演習関係「パンフレット」送付ノ件

活動写真映画「会歌」作製頒布ノ件

詔書煥発四十周年記念請演会ノ件

教化強調週間印刷物送付ノ件

米第二回予想収穫高報告方二関スル件

青年訓練所及男女青年団侮親閲参加決定人員二関ス

ル件

御親閲ヲ受ケル者ノ保健二関スル件

パンフレット等送付ノ件

印刷物配布方ノ件

量衡器共同購入二関スル件

(神宮大麻の領布に関する件)(2部)

令旨牽戴十周年記念青年教育更張運動二関スル件

全国体育デーニ関スル件通牒

全国体育デー実施要項

文部告主催第二回思想講習会開催ノ件

活動写真講演会開催ノ件

諸車現在額二関スル件照会

(諸車現在額に関する件の回答)

御下賜品伝達二関スル件依命通牒

職業指導協議会出席者奨励二関スル件

職業指導協議会出席二関スル件

陪審貝候補者選定通知

町村補助金ノ件

特別低利応急、資金貸出二関スル件通牒

国勢調査申告書ノ記入方二関スル件

職業及所属ノ産業、従業ノ場所ノ記入例

村会議決二関スル件

天覧品公開二関スル件

(県官吏吏員職員等が出張に際して料亭等へ招待を

受ける等につき注意)

(国費並に地方費予算執行上の不当な支出の件につ

いて)

(町村長会開催に関する件)

昭和四年度安芸郡町村長会経費収支決算書

昭和四年度安芸郡自治会経費収支決算書

人口調査等二閧スル件照会

(助役以下吏員ノ徽章代に関する件)
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昭和五年度第三期(第九回)白治講習員推薦方二関

スル件

在籍町村調査方依頼ノ件

国勢朋査員等二対スル感謝状ノ件

国勢調査関与者報告

(「帝国法規出版株式会社'設立の件・)

人口調査等二関スル件回答

預金部地方資金ノ借換二関スル件

昭和五年度歳入歳出予算追加協議

人口統計小票受領通知

人口動態調査用紙送付ノ件

小形船高等海員養成ノ件

県債証書返戻方ノ件

予算追加協議二関スル件

小学校教員等ノ俸給支払力二関スル件

(頼山陽先生百年祭典の寄附募渠に関する件)

庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル書類

職業記入方ノ件

補助金編入ノ件

(組合会開催に関する件)

昭和五年国勢調査員ノ新宿御苑其ノ他拝観力二関ス

ル件通牒

新宿御苑(京都御所及二条離宮)拝観願

特別大演習写真帖予約二関スル件

(地番誤謬訂正申請の件)

印刷物送附方ノ件

市町村ノ株式所有二関スル件照会

会員資格者調査方之件

公告掲示方依頼ノ件

昭和五年改名願取扱事件報告二関スル件

請願書捺印ノ件

(相続税調査に関する件)

在籍町村調査方ノ件

(組合会開催に関する件)

温品村会議決諸件報告

歳計現金預入銀行許可申請

均ーノ税率二依ラ〒ル附加税賦課ノ件許可申請

村条例改正許可申請

自治資料展覧会出品二関スル件

(東京市役所に対し全国町村吏貝連盟に関する調査

依頼の件回答)

昭和五年国勢調査徴章配布ノ件

陪審員ノ心得書配付方ノ件通牒

昭和六年度第一期(第十回)広島県自治講習所開設

ノ件

七十歳以上人名訊

(県下町村長会定期総会開催に関する件)

遺骨分割移転埋葬許可願

(府中大川堤防及堰堤修繕工事の請負入札に関する

件)

(全国町村長大会開催に関する件)

(県下町村長会長定期総会開催に関する件)

自治講習会開催二関スル件

(未納金託送に関する件)

【会費及徽章代納付に関する件)

"円庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル書類

昭和6年爽件名は()害以外すべて原文

〔土地調査抑に関して調査依頼の件)

(物品購入調に関する件)

温品村会議決諸件報告

昭和六年度市町村予算編成二関スル件依命通牒

(町村長会開催に関する件〕

人口統計小票使用残数報告

租税公課証明願

組合会議員選定通知

家屋賃貸価格算出表正誤ノ件

随時賦課ヲ要スル家屋二関スル件

家屋賃貸価格算出表正誤ノ件

(組合議員補欠選挙に関する件)

市町村吏員給与二関スル件依命通牒

(天皇皇后両陛下街真影奉還に関する件)

(事務員選定依頼の件)

電信区二関スル件

家屋賃貸価格下調書用紙送付ノ件

給料寄附懇談ノ件
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庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル害類

温品村会議決諸件報告

家屋賃貸価格調査費用報告

(町村長会開催並に三部制廃止期成同盟会解散式挙

行に関する件〕

(町村長会開催に関する件)

(電報)

新稍御苑拝観二関スル件

資源調査資料ノ閲覧二閧スル件

官公署学校等調査二関スル件

市町村会議貝選挙期日等調査ノ件

藁(馬糧用)取引価格二関スル件照会

協議会員選挙権資格調査二関スル件照会

昭和六年度地方貸付資金所要額ノ件

温品村会議決及選挙諸件報告

議事日程第一、第二十八号議案村長選挙ノ件

村長選挙調書

村吏員就職報告

村条例公布報告

村会議決二関スル件

新宿御苑拝観二関スル件

(昭和六年度予算に関する件)

(小学校教員俸給に関する件)

(賛助者募集に関する件)

(不動産の売買価格に関する件)

不動産目録

評価書送付ノ件

{メートル宣伝用ポスター配布に関する件}

(国幣小社吉備津神社奉賛会寄附金募集に関する件)

温品村会議決及選挙諸件報告

森林産物盗難被害調査方ノ件回報

(不動産競売及競落期日公告書掲示に関する件)

勤続市町村吏員並其ノ事績調査二関スル件依命通牒

新宿御苑其ノ他拝観二閧スル件

電話加入権差押登録嘱託書送達方二関スル件

薬品標準用語二関スル件通牒

(不動産競売及鰐落期日公告書掲示に関する件)

町村及水利組合起債償還報告方ノ件

許可債償還報告

評議員会開催ノ件

(本郡出身の軍人慰問に関する件)

(村長に対する送別会開催に関する件)

調査資料二関スル件

温品村会議決諸件報告

村条例改正条例許可申請

(頼山陽先生遺跡顕彰会役員異動通知)

(祭粢料御下賜に関する通知)

蓄音機レコード「令旨奉答ノ歌」「日本青年の歌」頒
布ノ件

家督相続人現住所調査ノ件

(帝国法規出版株式会社代表取締役会長新任挨拶状)

登記簿抄本

当選証書公布ノ件通牒

外国品購入二関スル件照会

(広島県内務部長よη村税及水利組合費制限外課税

額調査依頼の件)

不動産時価調査ノ件照会

村条例公布報告

条例公布報告ノ件

市町村吏員及教員ノ俸給ノー部寄附調ノ件

新宿御苑等拝観二関スル件

市町村吏員等減俸二関スル件依命通牒

刑務所視察ノ件

(温品村会議決諸件那告)

(昭和六年度会費追加納付依頼の件)

市町村吏員等ノ減俸二依ル余裕金二関スル件

陪審員資格者名箒調製期日二関スル件

温品村会議決諸件報告

村会招集及会議事件告知ノ件

自治講習会開設ノ件

戸籍再製二関スル件

(郵便事業に「メートル法」実施通知の件)

(小学校教員俸給一部寄附に関する件)

(「昭和大禮要録」発行に関する件)

告知書配付二関スル依頼ノ件
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(r新刊市制町村制解説」発行に関する件)

戸籍謄本送付方ノ件通牒

(呉税務署長宛請求書類に関する件)

(良書普及会宛意見書)

温品村会議決諸件報告

耕地整理賃貸価格配賦申請書提出方ノ件

(会費徽章代納付に関する件)

収入役会同ノ件

「耕地整理手続」発行二関スル件通知

(町村長会開催に関する件)

(組合会開催に関する件)

市町村長会議出席カノ件依命通牒

戸籍鵬本請求ノ件

町村人口統計主任者事務打合会開催二関スル件

(良書普及会宛書箱送付断りの通知書)

臨時出納検査立会之件

人口、戸数等調査之件

じ町村会議員と区長」発行に関する件通知)

青訓生徒二対スル時局問題普及資料送付ノ件通牒

町村合併前後ノ負担状況二関スル件

町村合併前後ノ特別税戸数割一戸平均額比較表

(耕地事業に対する施設の大削減に対しての反対意

見書)

(町村長会開催に関する件)

温品村会議決諸件報告

【「誤り易い郵便物」送付に関する件)

人口動態調査用紙送付ノ件

財産調二関スル件

神宮大麻暦頒布の巽に付依頼

国勢一班出版ノ件

(温品村決算証明書)

(中等学校生徒合同演習実施に関しての礼状)

書籍配付ノ件依頼

昭和五年国勢調査経費二閧スル件

昭和六年度第三期(第十一回)自治講習所開設二関

スル件

境界線査定願

庶務一件・勧業一件・財務一件二属セザル書類勧業関係書類

(電信通信要員に対し慰問状慰問品送付依頼の件)

(「町村会議員と区長」発行に閧する件通知)

督促手数料徴収二関スル件

満洲派遣軍賄ヒ方二閔スル件依命通牒

兵器献納義金募集二閧スル件

第五師団派遣軍出動二閧スル件

昭和五年国勢調査報告書送付ノ件

兵器献納義金募集要領

臨時軍事調査委員調査書
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て原文

藁工品配給統制規則二関スル件

重要物質管理営団法施行二関スル件

写真用感光材料需要量ノ件

昭和十七年度白作農創設維持資金惜入申請方二関ス

ル件

米穀搗精制限規則改正二関スル件

(原木供出方依頼に関する件)

大束亜戦争記念造林運動二閧スル件

企業許可令施行規則一部改正施行二関スル件

鉄製品製造制限規則二依ル指定物品ノ製造許可ノ運

用二関スル件

鉄製品製造制限規則ノ運用方針二関する件

石材ノ採掘砕石業老調査二関スル件

牛ノ最高販売価格改訂指定二関スル件

馬ノ最高販売価格改正二関スル件

馬匹去勢日割二関スル件

鉄鋼割当証明書二関スル件

車用保護馬並二優良種牝馬ノ祭典競馬等ノ出場防止

二関スル件

勧 業



勧業関係書類

昭和十八年度市町村資源調査費補助金額内示二関ス

ル件

馬匹去勢施行二関スル注意事項ノ件通知

石材土石及鉱水調査二関スル件

帯鍜熔接管及電線管ノ統制二関スル件

工業用裁縫機設備ノ調査二関スル件

工業調査二関スル件

農林水産業調査規則二基ク冬期調査票集合審査二関

スル件

冬期基本調査集合審査二関スル件

農地ノ荒廃防止二関スル件

小売業整備実施二関スル件

コークス販売業者調査二関スル件

米穀搗精歩合変更二関スル件

玄米食ノ普及二閥スル件

計量強調週問実施ノ件

木材増産推進懇談会開催二関スル件

立木伐採促進二関スル件

森林伐採実行状況調査二関スル件

林野被害報告二閨スル件

電気機械需要票二関スル件

晦時農地等管理令運用二関スル件

木材増産協議会開催二関スル件

出張所移転二関スル件

管理米供出完了感謝状授与式挙行二関スル件通知

参与委貝会議協議事項

参与委員会議報告事項

分区長手当支給二関スル件

(供出完了感謝状)

市町村資源調査費補助金交付二関スル件

農地調整施設鬢補助金交付ノ件

溜池調査ノ件

昭和十七年士地売買事例調査二関スル件

災害表提出督促ノ件

林野火災警防二関スル件

昭和十八年労働技術統計調査二関スル件

畜カノ最高度利用並婦人牛馬耕奨励二関スル件

地主調査二関スル件

藺製品等ノ製造状況調査ノ件

昭和十八年度第二、四半期力ーバイト需要量調ノ件

昭和十七年度重要河川緻業調査二関スル件

米麦ノ消費世帯数及其ノ家族構成員数及飯用米配給

数量調査二関スル件

製莚用大スプリング帯要量調査ノ件

災害防止二関スル件

資源調査費補助金申請書

昭和十八年度温品村資源調査費設支予算書

昭和十七年度農林水産業調査員及商工業調査員手当

支給調

昭和十七年度市町村資源調査費収支計算書及調査員

手当支給調二関スル件

養驚事業調査二関スル件

(昭和十七年度資源調査費収支計算書提出依頼督促

71寸

農地ノ荒廃防止二関スル件通牒

食糧非常増産運動実施要網

小作地返還及農地ノ不耕作状況嗣査ノ件

(昭和十七年度資源調査費収支計算書提出依頼督促

票)

昭和十七年度市町村資源調査費収支計算書

昭和十九年度開設予定林道調査二関スル件

耕作地名寄帳二関スル件

災害復旧用粘土瓦二関スル件

広島航空機株式会社建設二関スル件

昭和十七年度自給肥料消費額詞二関スル件

夏期基本調査二関ス「ラジオ」放送ノ件

今夏季二於ケル健民運動実施二関スル件

昭和十八年度第三、四半期力ーバイト需要量調ノ件

木炭出荷引渡シニ関スル件

簡易製材所ノ調査二関スル件

学徒草刈リ動員恊議会開催ノ件通牒

塗料小売業者推薦方依頼ノ件

寺院、協会ノ境内地構内地ノ利用二依ル食糧増産二
関スル件

統制物資ノ譲渡制限等二関スル件二基ク鉄鋼在庫ノ
買上二関スル件
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米麦雑穀等賃加工取締規則二関スル件

草刈運動ノ実践促進二関スル件

管理米供出美談の件

郡部消鬢地二於ケル木炭小売価格二関スル件

木材増産督励協議会開催二関スル件

学徒草刈大動員実施二伴フ食糧ノ特配二関スル件

企業整備二伴フ国民共同勤労施設ノ拡充強化二関ス
ル件

米穀供出功労者表彰二関スル件

艶麻種子採取二関スル件

昭和十八年九月風水害被害状況報告二関スル件

昭和十八年七月九河風水筈被害状況報告二関スル件

玄米食二関スル件依命通牒

鉄製品製造制限規則ノ運用方針二関スル件

風水害二依ル被害状況並応急対策用資材等調査ノ件

第三次食根増産対策懇談会開催ノ件

事務用機械配給二関スル件

フェロアロイ等続制規則制定二関スル件

暴利行為等取締規則改正二関スル件

官房長訓示要旨送付ノ件

国有林粗桑採取二関スル件

広島県林業労務者後援会設立二関スル件

綜合配給用生甘藷配給二関スル件

農地改良用林産資材供出二関スル件

昭和十八年度造林補助申請二関スル件

勤労幸仕隊規程設定二関スル件

農業増産報国推進隊第四回中央訓練二関スル件

昭和十八年度災害関係資金融通二関スル件

昭和十八年度地方公共団体普通事業資金融通二関ス
ル件

昭和十八年度産業団体事業資金融通二関スル件

安芸郡女子勤労挺身隊結成協議会開催二関スル件

地方公共団体ノ外廓団体ノ整備刷新二関スル件

雑穀ノ買入レニ関スル件

商工組合法講演会出席方勧誘ノ件依頼

企業整備二伴フ実績補償共助金ノ貯蓄化二関スル件

竹材県営検査施行二閔スル件

甲虫二依ル松樹被害調査二関スル件

企業許可令中「セメント製造業」羽査二関スル件

農地改良用木材検査二関スル件

セメント消費規制及応急、増産二関スル件

化学τ業薬品需給統制二関スル件

林業関係勤労者中央表彰二関スル件

軽金属使用販売制限規則施行二関スル件

商業調査票、工業調査票及会社票諸用紙送付二関ス
ル件

酒類卸業補償金及小売業者営業補償共助金ノ貯蓄化
二関スル件

燃料節約並代用燃料使用ノ事例調査二関スル件

家畜商免許二関スル件

製線鋲螺配給統制要綱二関スル件

昭和十八年産管理米供出完遂講演並二協議会開催二
関スル件

町林視察並二督励日程時刻表

工業調査規則改正二関スル件

勧業関係書類勧業二関スル害類

2813 勧業二関スル書類昭和21年崇件名1獻墻以外
すべて原文

物質保管料ノ件通牒

昭和二十年麦類生産目標数量割当二関スル件

町村駐在技術員会同開催通知

昭和二十年秋蒔麦類播菰状況調

蜜柑皮大根葉集待促進二関スル件

麦作付反別其他調査ノ件

果樹栽培状況調査二関スル件回箸

果樹栽培状況調査二関スル件照会

果樹実態調査

昭和二十一年度薪炭需給計画資料提出ノ件

昭和二十一年一月十七日技術員会同口頭補足事項

町村技術員会同提出事項

食糧自給強化対策事業中緊急、開拓事業量割当二関ス
ル件

耕地関係指示事項

第四次土地改良事業並緊急開拓事業

食糧自給強化対策事業中第四次士地改良事業量割当
二関スル件
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勧業二関スル書類

土地改良並閉拓事業二関スル件

特殊作物作付地積調査二関スル件

飼料用玉罰黍二関スル件

奥地林未開発主要幹線林道二関スル件

水害復旧工事測量実施方ノ件

終戰直後放出セル軍需品ノ処理状況調査二関スル件

旧陸海軍保有物件ノ種別

繋戦直後緊急放出セル旧軍用物資二関スル件

旧軍用物資処理打合二関スル件

昭和二十一年二月一日冬期基本調査要領

冬期基本調査実施ノ件

昭和二十年度冬期基本調査要領

資源詞査員任命内申二関スル件

牛共同育成施設補助二関スル件

供米促進懇談会二於ケル要望事項二関スル回答

県二対スル要望事項ノ回答

安芸郡町村駐在技術員会同提出問題

農業技術浸透方策要網

技術指導農場ノ設置並二運営要領

農業技術隣保班ノ編成並二運営要領

食糧増産実践斑ノ編成並二運営要領

農業技術浸透施設実施要項

昭和二十年度技術浸透施設実施計画

昭和二十一年度重要農産物増産計画書

種馬鈴薯自給強化施設補助金交付要項

春作馬鈴薯の催芽に就いて

昭和二十年度堆胆生産割当表

広島県農業会青果物端対策実施要綱

農業技術員協会支部構想

農地調整法改正趣旨徹底懇談会開催二関スル件

農地譲渡許可申請書二関スル件

国内農業開拓指導書推薦二関スル件

内地在住開拓団指導員ノ処置二関スル件

開拓団指導員残留家族二対スル給与支給二関スル件

農地調整法改正趣旨徹底協議会開催ノ件

食糧自給強化対策第四次土地改良事業並二同開拓事
業協議会開催二関スル件

臨時町村長会同開催二関スル件

市町村農地委貝会委員選挙二関スル期ヨ及期問ノ改

正二閧スル件

農地調整法改正実施二伴フ諸準備並今後ノ措置二関

スル件

技術員会同開催二関スル件

協議員会開催二関スル件

昭和二十一年度民有林開発林道開設計画二関スル件

薪炭供出並二燃料配給統制規則二関スル件

昭和十八年度農商功籟章二関スル件

市町村農地委員会選挙ノ延期二閥スル件

昭和二十年度市町村農地委員会助成費ノ市町村別割

当基礎二関スル件

「茶」の木調査に関する件

昭和二十年産供米奨励塩特配ノ件通牒

供米奨励塩特配要領

金融緊急措置令施行二伴フ自作農創設維持資金取扱

二関スル件

引揚邦人に対する就農斡旋方依頼に関する件

調整米設定二関スル件通牒

穀物倉庫管理ノ件

定期種牡牛検査施行二関スル件

農区長会同開催の件

農区長会同意見

隠退蔵物資供出促進協議会

問所堤防決壊復旧工事出場方御督励相成度件

昭和二十一年産麦類、馬鈴薯作付面積収穫予想、高調

査の件

主要食糧増産並供出に関する精農家懇談会開催に関

する件

精農家懇談会開催に関する件

地主鯛査二関スル件

業務改善委貝会委員推薦の件

業務改善委員会設置ノ件

広島県食糧配給業務改善委員会規程

特殊物件(旧陸海軍用地)処理状況調査に関する件

精米精麦製粉設備新設許可申請書

副申書
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開拓入植計画に関する件

緊急、開拓第四次土地改良事業及災害復旧事業労務者
酒類特配に関する件

小作地争誠発生報告の件

旧農地調整法の規定に依る市町村農地委員の事務処
理に関する件

農地調整法第九条第三項による承認申請書について

緊急、開拓第四汰士地改良災害復旧事業労務者用特配

酒配布に関する通知

(穀類製造業設備新設の許可書)

学徒による未利用資源集荷の取扱に関する件

稲甘藷の品種別作付面積に関する件照会

肥料に関する横流れ等に関する件

青果物等統制令第五条第一項及び同条第二項第一号
の指定に関する件

精米精麦製粉設備利用許可中請書

副申書

未利用資源開発利用講習会開催に閨する件

小作関係諸団体の結成及活動に関する報告について

「ウンカ」の予防に就て

(農区長会開会通知)

甘藷増収競技会開催に関する件

安芸郡主催甘藷増収競技会要綱

安芸郡主催甘藷増収競技会出品明細書

開拓事業功績者選定について

食糧緊急措置令二因ル警察二於ケル処置二関スル件
通牒

工業調査及会社統計調査二関スル件

連合国軍宿舎及兵舎用資材輸送推進班結成に関する
件

雑海草の食糧営団販売価格に関する件

食程搬出に関する件

農地制度の改革について

馬鈴薯の売渡に関する件

主要食糧の換算率に関する件

(昭和二十年風水害復旧事業割当事業費に関する件)

(水害に依る被害証明依頼の件)

溜池、池沼実情調査の件

特殊物質(旧軍需物質)残存状況調査二関スル件

鼠族昆虫駆除実施方の件

入作者調査方依頼の件

従量燈調査に就て

居麦の買入並びに売渡価格について

馬鈴薯採種栽培優良事績選奨について

未利用食糧資源のことにつぃて

甘藷及馬鈴薯の最高販売価格について

菜種油の価格改正に伴ふ措置に就て

未利用資源蒐集一時中止について

昭和二十一年産麦類代替供出馬鈴薯に対する奨励金
加算について

南瓜の政府買入価格及び売渡価格について

優良甘藷種藷の確保対策に関する件

麦増産用衣科品特配について

食糧対策委員会開催について

未利用資源一号品に限り現品領収証発行停止にっい
て

勧業二関スル書類

屑大麦、屑裸麦及屑小麦の買入換算率につぃて

甘藷の早堀について

未利用資源買上期限に就て

未利用資源の処理に関する件

町村駐在技術員会同について

九月分農機具割当について

真珠及真珠製品の在庫量調査の件

青果物の統制に就て

青果物等統制令第二条第一項及ぴ同条第ブ項第一号
の指定について

端境期の疏菜対策について

耕地調査洩に就て

常会普及事項

農地制度改革について

自作農創設促進報奨金交付承認申請書につぃて

肥料配給割当について

第八回獣医師試験について

麦に対する石灰窒素の用ひ方について

農業技術浸透農場設置並運営促進協議会開催にっい
て
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勧業関係書類

2814 勧業関係書類昭和23年燕件名はすべて噂文

精米精麦設備の許可進達に関する件

農業協同組合設立に関する協議会開催について

技術員駐在に就て

大麻栽培の件通牒

昭和二十三年産春蒔疏菜種子需要量調査について

農業技術研究発表会並に一月定例技術貝会同日並に
ついて

海上翰送による北海道乳牛の移入に関する件

輸出原毛の価格について

輸出原毛皮円並に弗価格表

自給用稲藁の自給について

技術員会同日程変更並に甘藷電熱育苗講習会開催に

ついて

蜜蜂転飼取締に就て

仔牛仔馬公正取引条例について

定期種牡牛検査施行について

鶏の種卵食卵並初生雛の販売価格の統制額指定にっ
いて

養兎講習会開催について

昭和二十三年主食農産物増産運動について

昭和二十三年主食農産物八割増産運動実施要領

農業協同組合に関する協議会開催について

(精米、精麦設備拡張)許可書送付の件

畜産振興講演会関催について

獣医試験施行に関する件

獣医師法施行規則等の一部改正について

大麻種子取扱の件

大麻栽培種子の取扱に就て

競馬出場馬の登録について

種馬の検定及検査について

農業共済団体の公職該当について

競馬出場馬の登録について

昭和二十三年度開拓基地農場講智生推薦について依

頼

飼料配給公団設立に伴う飼料価格改定の件

指定飼料の販売業者に対する予約の申込について

麻袋保証金に関する件

飼料配給規則の施行について

飼料公団指定販売業者の件

装蹄師試験の施行に関する件

町村駐在技術員の勤務について

仔牛仔馬公正取引条例に就て

農業技術員講習会開催に関する件

病害虫防除指導講習会開催に関する件

2815 勧業関係書類昭和24年崇件名は〔浩以外寸べ
て原文

農業調整委員会書記会同提出問題

食粗増産確保協議事項

農林関係諸施策の浸透徹底について

勧業関係担任職員調について

昭和二十三年産疏菓及疏菜種苗作付実慧に就て

町村農業調整委員会活動促進に要する施設補助金交

付について

四月十日農業調整委員会協議金決定事項

食糧増産確保協議事項

農業共済事業における災害対策委員会設置について

(種子消毒日割に就て)

温品村内設置誘蛾燈維持要領

昭和二十四年度誘蛾燈維持費収支予算書

(昭和二十四年度水稲種叡消毒実施日割に関する件)

農林関係諸施策の浸透徹底について

昭和二十四年度油脂資源増産啓蒙宣伝計画について

広島県油脂資源増産協議会会員入会申込に関する件

油脂資源増産町村地区組織設定に0いて

広島県抽脂資源増産協議会(パンフレット)

農業協同組合リーフレ,ト「われらの農業協同組合

をもりたてよう」配布について

農業協同組合パンフレット,農業協同組合の会議"
配布について

園芸加工等の実態調査に就て

われらの農業協同組合をもりたてよう!(リーフ

レット)

現地懇談会開僻について

麦被害鯛査協議会開催について
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農業協同組合のパンフレ、,ト及ビラ配付について

サラプレッド種牡馬「ハクコウ」号繁養について

五河九日農業調整委員協議事項

主要食糧農作物被害申告に就て

菜種の採算

昭和二十四年産麦類作況調査実施に就て

麦黄銹病の防除依頼の件

病害虫発生警報

病害虫発生予察警報

二化蝮虫防除について

未統制米糠より生産される米糠油の取り扱いについ

て

昭和二十四年度菜種作付計画面積について

昭和二十四年産菜種の取扱について

昭和二十四年産菜種取扱について

昭和二十四年度莱種作付計画面積に就て

第一回稲病害虫発生被害状況報告について

圭要食糧賃加工業営業届送付に就て

昭和二十四年度中に於ける園芸並に特用作物作付計

画書提出について

農繁期雇用賃金に就て

うんか駆除対策について

う人か早期発見懸賞募集について

市町村農業調整委員会の生産者に対する指示につい

て

本年産水稲病虫害緊急防除に就て

裁菜指定生産地に指定の可否に就て

姦菜指定産地設定方に就て

昭和二十五年度疏菜指定生産地出荷計画表

果樹園並びに茶園の問作利用面積等調査に0いて

国土利用分布図調整報告

調沓報告書作製の為の調査方法

土地利用状況報告書

国土利用分布図の調整に関する打合会開催について

国土利用分布図の調整について

土地台帳に依る村土地調沓表

(主要食糧賃加工営業届について)

果樹及果樹苗木の生産状況誠査に就て

麦に対する石灰窒素の施用方法について

園芸農産物共進会開催について

常住人口数調査方御依頼について

昭和二十五年読菜生産計画について

昭和二十五年読菜生産計画及昭和二十四年疏菜生産

見込実績表

昭和二十五年産菜種生産について

災害被害地等の調査に就て

農業用セメント割当について

水路補修用セメント割当に関する件

農業経営改善研究会研究事項

甘藷の飼料的利用事業補助について

昭和二十四年産甘藷補正請求実状調査に付いて

現下大転換期に於ける農業経営改善研究会開催に付
いて

馬鈴薯栽培講演会開催について

疏菜指定産地設定協議会開催について

疏菜指定産地設定要網について

勧業関係書類勧業二関スル書類

稲熱病防除薬剤撒布注意事項について

昭和二十四年度麦類種子交換について

穂首イモチ病防除対策について

指定飼料生産工場登録申請について

種畜用飼料割当配給について

疏菜指定産地設定方に就て

昭和二十五年度疏菜指定生産地出荷計画表

会同提案事項

本年度秋蒔緑肥種子需要量再調査に0いて

(衆議院議貝中川俊思、挨拶廻りについて)

昭和二十四年産水稲病虫害緊急防除に就て

安芸郡水稲病虫害緊急防除班編成について

本年産馬鈴薯未供出量を麦を以て代替供出に就て

2819 勧業二関スル書類昭和30年来件名は{倍以外
すべて原文

農業委員会について

発生予察半月報(四月後半)送付について

昭和三十年春播肥飼料作物(緑'田の栽培実績につ
いて(照会)
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勧業二関スル書類

爰類の脱穀調整について

菜種種子の需要申込について

昭和三十肥料年度における肥料の需給計画につぃて

清浄栽培疏菜の生産状況について

馬鈴薯の品種別作付状況調査について

主要農機具普及調査その他照会につぃて

畜牛肥育事情等の調査について

ビニールハウスによる読菜審査等級表

五月三十日トマト、胡瓜立毛共進会における意見

五月三十日ビニールハウス立毛共進会出席者

ビニールハウスによる疏菜栽培者

菜種種子の需要申込について

田植農家名仰等提出につぃて

田植用特殊用途酒類購入につぃて

鯉生産奨励について

都市屎尿共同利用貯溜槽設置事業に対する農林池業
資金の融資希望調査について(照会)

動力撒粉接による撒粉技術講習会々場変更について

動力撒粉機による撒粉技術講習会開催につぃて

主要農作物種子対策等生産奨励事業の改善に資する

ための資料について(照会)

広島県米多収穫共進会開催について(通知)

淡水魚虹マスに関する講習会開催に伴う受誹者(希
望)募集について

(新型耕栽機の広告)

ポスター配布について

稲田養鯉(パンフレット)

農業技術改善推進員現地研修会開催につぃて

農業試験場における農業技術講演会開催にっいて

麦類病害虫発生被害状況調査報告にっいて(通知)

(農業委員会開催の件)

温品村農業委員会提出事項

水稲予備苗代設置の対象となる本田適応面積等の調
査について

農村中堅青少年研修旅行班編成について

昭和三十年産水稲収穫見込高調査要領

農事用モーターの手入と取扱講習会の開催にっいて

水稲病害虫発生報告について(通知)

防除機具設置寄付金納付について

甘藷の品種別作付状況調査について(照会)

発生予察情報送付について

昭和三十年度種鶏検査並に白痢検査について

企業合理化優良工場表彰について

主要雑穀の生産状況調査について

農業委員会開催の件

雀による被害状況並びに駆除希望につぃて

第一回中国地力発明展覧会開催につぃて

部落農業団体に関する調査につぃて

病害虫発生予想(九月予想)送付について

早勉被害状況調査報告について

早勉による農作物の被害とこれが対策の状況につぃ
て

湿田単作改良事業の推進につぃて

農林漁業資金を受けて昭和三十年度に新設する堆肥
舎の設置計画について

全国農業新聞について依頼

淡水魚料理講習会開継について

水稲農作予想、と晨村の動向調査について

営農改善設計書及び農家捧記の斡旋について

二十二号台風に伴う技術対策について

昭和三十年産稲収穫予想高について

稲作状況調査の実施について

二十二号台風による農作物被害状況報告

台風二十二号による被害農家に対する経受資金にっ
いて

昭和三十年度刈上用特殊用途酒頚の供給につぃて

農林池.業金融公庫の行う農機具融資取扱につぃて

昭和三十年度県有動力防除機具追加設置につぃて

昭和三十年度菜種子の斡旋について

(畏業委員会開催について)

昭和三十年産米の政府買入価格について

有機燐製劃による中毒事故調査について

(昭和三十年産米収穫見込高調査協力に対する手当
の件)

昭和三十年度水稲病害虫防除用農薬使用状況調査に
ついて
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第八回全国農林産物品評会開催について

水稲作に対する課税方式変更について

昭和三十一米穀年度における生産世帯用需給計画に

つし、て

昭和三十年産水稲立毛共進会出品候補地

昭和三十年度種鶏検査並に白痢検査について

水稲病害虫発生程度別面積剥査について

農業委員会技術員職員の資格認定について

自作農維持創設資金融通法施行に伴う説明会開催に

つし、て

昭和三十年水稲作況合同調査実施について

昭和三十年度水稲所得標準作成について

農業委員会委員選挙人名癖登載申請について

昭和三十年度温品村農産物品評会実施計画

水稲奨励品種の特性

農産物品評会開催について

昭和三十年度産米事前申込売渡用特殊用途酒類の供

給について

昭和三十年産でん粉及び甘しょ生切干買入売渡並び

に検収檢査要領について

飼料用魚粉の品質について

繭生産十万貫達成運動の推進について

有畜農家創設事業資金借入申込に要する書類の様式

について

勧業二関スル害類農会二関スル害類

2973 農会二関スル書類大正]2年※件名1凱漕以外
すべて侃文

分賦負担金納付方ノ件

大正十二年度村農会経費収支予算許可ノ件

会費分賦額通知ノ件

麦採種田設置奨励金交付申請

品評会状況報告

内地米買上二関スル件

佃巴料に関する件)

安芸郡町村農会連合会々則

白治改善講演会ノ件

青刈大豆種子共同購入斡旋ノ件

牛芽種子ノ件

農村負担軽減ノ建議

内地米買上二関スル件

町村農会代表者選定ノ件

農事二関スル事項調査ノ件

疏菜種子配布ノ件

町村農会代表者選定ノ件通牒

安芸郡産牛畜産組合定款

大正十二年度安芸郡産牛畜産組合経賓収支予算書

安芸郡産牛畜産組合役員名卸

安芸郡産牛畜産組合総代会議員名籌

婦人農事講習会開催ノ件

固形苦汁塩等購買斡旋二関スル件

大正十一年度広島県下各級農会経賓予算額一覧表

〔農会員名簿作成のための調査の依頼について)

臨時総会開催ノ件

連合農会二関スル件

農事懇談会開催ノ件

緑肥用青刈大豆種子ノ件

総代会議貝当選ノ件通知

村農会委員届

(会長辞任に関する件)

麦蒔付報告ノ件

産 業

第七回及び第八回酪農誥習生募集について
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農会二関スル害類

米採種圃設置報告ノ件

肥田子検査済人名

(村農会総代選挙確定人名報告に関する件)

牛剪種子代金ノ件

町村農会総代及役員選挙二関スル件

職員任命通知

青刈大豆種子代金ノ件

町村農会総代二関スル件

蚕業講習所開設二付照会

【調査依頼に閔する件)

(温品村農会評議員選任に関する件)

(小切手支払いに関する件)

(大正十一年度町村農会事業奨励金交付に関する件)

町村農会役員二関スル件

二硫化炭素共同購入ノ件

発動機使用法等講習会ノ件

手当金交付ノ件

(領収証送付に関する件)

(安芸園芸新報発刊に関する件)

故男爵前田翁建碑ノ件

疏菜種子共同購入斡旋ノ件

(出資金の償還方法に関する件)

安芸園芸新報二関スル件

噴霧器購入二関スル件

帝国農会報購読方ノ件

夏季講習会開催ノ件

農会職貝講習会閉催ノ件

紫雲英種子共同購入斡旋ノ件

協議会開催ノ件

農会職員講習会二関スル件

疏菜種子配布ノ件

米採種圃設置報告ノ件

農事懇談会開催二関スル件

紫雲英種子共同礪入斡旋ノ件

養鶏講習会ノ件

(紫雲英種子共同購入に閧する件)

米第一回予想報告ノ件

蚕綿品評会出品勧誘方ノ件

疏菜促成栽培二閧スル件

畜牛品評会開催二関スル件

威銃使用許可願

会費分賦額納付二関スル件

農事講話会闊催ノ件

桑苗共同購入斡旋ノ件

疏菜促成栽培団体視察ノ件

販売斡旋宣伝ビラノ件

硫酸加里共同購入斡旋ノ件

麦酒原料大麦種子ノ件

麦酒原料火麦種子配給ノ件

農会職員氏名調査ノ件

桑苗共同購入二関スル件

藺苗共同購入二関スル件

麦酒原料大麦種子代金ノ件

講習出席方通知

藺苗共同購入ノ件

大正十一年米麦採種圃成績報告ノ件

牛募種子共同購入斡旋ノ件

技術員派遣ノ件通知

原料大爰蒔付反別等取調ノ件

稲立毛審査成緒

疏菜審査成績

大正十二年度稲立毛審査成績

火正十二年苗代審査成績

疏菜審査

稲作立毛審査報告

品評会出品物二関スル依頼ノ件

仁保村農会第五回農産物品評会他市町村ヨリ出品者
人名表

品評会出品物売却代金内訳

(畳表織機購入奨励金交付につぃて)
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2974 農会二関スル書類

通常総会開催ノ件

十三年度郡農会通常総会議案

郡農会々費分賦収入方法

郡農会市場設置規程

郡農会市場経費収支予算書

大正十三年度安芸郡農会市場経費収入予算害

大正十三年度安芸郡農会市場経費支出予算書

郡農会々則中変更

郡農会職貝退職及死亡給与金支給規程

郡農会役貝報酬支給額及支給規程中変更

郡農会職員俸給手当支給額及支給規程中変更

市場経営二対シー時佶入金ノ件

郡農会議事規則

大正十一年度郡農会経費収支決算書

桑苗ノ件

会員負担額通知ノ件

藺草栽培講話会開催ノ件

畳表織識共同購入ノ件

地価二関スル調査ノ件

地価二関スル回答ノ件

農政団体代表者大会開催ノ件

牛芽種子二関スル件

郡園芸組合連合会事業予定計画

協議会開催ノ件

農事二関スル事項調査ノ件

果樹剪定会二関スル件

婦人農事講話二閥スル件

疏菜熱心家選定報告ノ件

部落農区長懇談会開催ノ件

麦酒原料大麦種子代金ノ件

午芽種子代金ノ件

養鶏品評会開催二関スル件

葡萄栽培状況調査ノ件

安芸園芸新報代二関スル件

春蒔疏菜種子配付ノ件

十三年度ヨリ農会市場ノ件

大正]3年 ※件名は()書以外
tべて原文

緑肥用青刈大豆種子共同購入ノ件

農調見察ノ件

藺畳表機械購入ノ回答

太麻種子共同購入ノ件

畳表機械並藺草栽培反別調ノ件

葡萄栽培状況調査回符ノ件

婦人講話会二関スル件

郡農会市場経営協議会開催ノ件

高等農事講習会開催ノ件

農会市場協議会期日変更ノ件

郡農会市場経営規程ノ件

安芸葡萄組合創立船会開催ノ件

職員異動通知ノ件

農民大会ノ件

藺草肥料共同購入ノ件

十三年度米採種圃用原種請求ノ件

藺草追肥並染土共同購入ノ件

農事懇談会出席勧誘ノ件

藺草追肥ノ件

年賀広告料金二関スル件

役貝異動通知ノ件

安芸圃芸新報代二関スル件

藺草追肥並染土共同購入ノ件

職員異動通知ノ件

講演会開催ノ件

農民大会開催ノ件

農作物病虫害防除二関スル件

農作物販売二関スル件

副業奨励二関スル件

桑園ノ増殖改善二関スル件

軍需工業動貝事務二関スル件

物産紹介所利用二関スル件

産業組合二関スル件

漁業組合二関スル件

追肥並二染土共同購入ノ件

郡農会三大臣建議ノ件

農村振興二関スル件

農会二関スル書類

^117ー



農会二関スル書類

郡農会幹事委託ノ件

農会市場開設広告印刷物送付ノ件

安芸農報購毓者勧誘依頼ノ件

藺草肌料共同購入ノ件

郡農会市場設置ノ件

畳表組合藺草肥料代金ノ件

初生雛分譲二関スル件

郡農会市場設置規程中変更ノ件

農会市場出荷勧誘ノ件

出荷奨励宣伝講演会

米麦採取圃設置費交付ノ件

職員異動通知ノ件

大正十三年度米採種圃設置奨励金交付申請書

藺草肥料共同購入二関スル件

雛分譲二関スル件

衆議院議員選挙ノ件

部落農区設置報告ノ件

稲作施肥(購入肥料)金額調査ノ件

安芸園芸新報代二関スル件

大正十二年度米採種圃成萩報告ノ件

大正十三年廣村農会経費分賦収入方法認、可申請ノ件

大正十三年度温品村農会収支予算認可申請

大正十一年度村農会収支決算書送付ノ件

市場協議会ノ件

農会会計ハ五月三十一日デ出納ヲ閉鎖ノ件

市場出荷奨励委員推薦ノ件

藺草追肥科ノ件

大正十三年度温品村農会会費分賦収入力法ノ件

郡農会分賦額納付ノ件

藺草肥料代請求二関スル件

畳表機代金ノ件

(出荷奨励委員部落毎二選出ノ件)

畳表織機代領収証書

温品村苗代審査書

分賦金徴収二関スル件

農村振興講習会ノ件

市場出荷奨励委員選挙ノ件

麦酒用大麦二関スル件

染土送付通知ノ件

安芸園芸新報代二関スル件

出荷奨励委員嘱託ノ件

染土二関スル件照会

市場委員解嘱ノ件

藺草染士二関スル件

農業講習会聴講勧誘方ノ件

市場出荷奨励委員協議

藺草栽培実施指導ノ件

疏菜種子共同購入ノ件

販売用疏菜栽培者氏名ノ件

麦酒用大麦二関スル件

麦酒用大麦販売ノ件

出荷奨励委員会協議ノ件

郡農会市場出荷監視日割表

雨乞一斉焚火ノ件

販売用蓬菜栽培者報告ノ件

蔀菜種子共同購入ノ件

瓜出荷中止ノ件

園芸養鶏講習会開催ノ件

麦酒用大麦運出並二荷造二関スル件

畳表製織講習会出席勧誘方ノ件

麦原種特性表

麦酒大麦取引二関スル件

雨乞焚火二関スル件

麦酒大麦取引場所ノ件

疏菜種子無償配付ノ件

畳表製織機購入奨励金交付申請ノ件

白菜種子代金ノ件

畳表織機交付申請ノ件

早害地作物二関スル件

紫雲英種子共同購入方ノ件

講習会出席方勧誘ノ件

麦酒用大麦代金送付ノ件

畳表製織講習会ノ件

肥料二関スル講演会ノ件
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麦作奨励ノ件

麦酒用大麦種子ノ件

講習会日時変更ノ件

早害地作物種苗ノ件

大正十三年度麦採種圃設置奨励金交付申請ノ件

市場奨励ノ件

呉市市場ノ件

農事懇談会開催ノ件

青年農事講習ノ件

大正十三年度麦採種圃原種申込ノ件

大正十三年度麦採種圍設置奨励金交付申請ノ件

賀茂郡農事試験場視察ノ急告

苗代審査表

麦酒大麦代金送付通知

麦酒大麦販売者氏名ノ件

青年農事講習ノ件

肥料土壌展覧会並二講習会ノ件

疏菜不促成栽培奨励金交付二関スル件

桑畑共同購入ノ件

甘藷二関スル件

組合加入申込カノ件

組合加入勧誘依頼ノ件

畳表機購入奨励金寄付二関スル件

養鶏品評会開催ノ件通知

畳表品評会出品勧誘ノ件

麦原種配布ノ件

職員就職ノ件通知

畳表機購入奨励金交付申請書

農事統計附帯調査ノ件

疏菓高等栽培講習会開催ノ件

疏菜種子代二関スル件

畳表品評会出品勧誘ノ件

緑肥種子使用数量調査ノ件

動力農具実演出席者勧誘ノ件

市場出荷通帖送付ノ件

(野菜作り講習の件)

品評会規程

桐苗配布之件

藺草販売二関スル件

甘藷二関スル件

畳表審査報告要領

農事統計附帯調査ノ件

畳表機購入奨励金交付申請ノ件

畳表機購入奨励費寄附ノ件

県農会主催稲多収作共進出品ノ件

畳表機購入奨励金交付申請ノ件

下肥値下げ通知ノ件

疏菜種子代二関スル件

害虫駆除予防奨励金交付申請

緑肥種子使用数量調査ノ件

藺草販売二関スル件

温品村稲立毛品評会審査報告

大正十三年度秋稲多収穫審査地

畳表織機購入奨励金交付指令送付ノ件

農事講話会開継二関スル件

畳表織機購入奨励金交付申請届返送ノ件

市場経営協議ノ件

藺草栽培こ関スル件

農産物品評会開催ノ件

畳表織機購入奨励金交付請求ノ件

大正十三年度麦採種圃設置報告

大正十二年度麦採種圃成績報告

種禽斡旋二関スル件

疏菜柑橘即売品評会開催ノ件

技術員派造申請

裁菜種子代二関スル件

疏菜品評会ノ件

原種配布用袋返送方二関スル件

農会二関スル書類
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発動機一台送付ノ件

発動機代金領駅証

病虫害駆除予防

農作雇傭賃金調査ノ件

即売品評会開催ノ件

市域主任者変更ノ件通知

農事二関スル事項調査ノ件

瀧ノ川午募種子共同購入ノ件

水稲原種申込ノ件

米採種圃設置奨励金交付ノ件

害虫駆除奨励金交付ノ件

麦採種圃設置奨励金交付ノ件

本会評議員異動通知

稲作施肥(購入肥料)金額調査二関スル件

農事二関スル事項調査ノ件

郡農会経費負担二関スル件

町村農会長協議会開催ノ件

午芽種子二関スル件

柿苗木配付ノ件

経費収支予算並二協議問題送付ノ件

名古屋種力禽並二初生雛共同賎入二闌スル件

農業経営資料刊行ノ件

初生雛分譲二関スル件

大正十五年度経費負担額通知ノ件

施肥標準調査二関スル件

部落農区設置二関スル件

大正十五年度経費収支予算並経費分賦収入方法ノ件

畜力機実演会ノ件

第二回名古屋種初生雛共同購入二閧スル件

本会市場移転通知

職員異動通知

農事懇談会二関スル件

大正十四年度米採種圃成績報告

農家経済資料調査二関スル件

農家戸数二閧スル件照会

農会費賦課二関スル疑義ノ件

j害以外すぺて原 小作料減免二関スル慣行調査ノ件

「肥料の智嚢」発行ノ件

水稲採種圃成頴報告二関スル件

空袋返戻方ノ件

藺草染土共同購入ノ件

肥料共同購入斡旋二関スル件

部落農区長懇談会二関スル件

農事電化講習会ノ件

職員異動報告

(農会協議事項の件)

(農会経費収支追加更正予算書送付の件)

地租免除規定該当者二注意ノ件

農村社会政策講座予約募集ノ件

規程廃止二関スル件通牒

大正十五年度安芸郡農会経費収支追加更正予算

麦酒原料用大麦販売斡旋ノ件

土地賃貸価格調査ノ件

芸備農報購読料集金依頼ノ件

農林業関係規程改廃二関スル件通牒

経費分賦負担金二関スル件

活動写真出張映写ノ件通牒

養蚕業二対スル施設並養蚕技術員二関スル件

緑肥用種子二関スル件

講習会開催二関スル件通知

経鬢収支予算送附方ノ件

役員異動報告

夏期講習会二関スル件

地方講演会ノ件

職員異動通知

水害地稲苗補給二関スル件

領収証

山林施設経営資料調査ノ件

動力農具実演会ノ件通知

農業講習会開催二関スル件

町村勤務産業技術員ノ諸願届等二閨スル件通牒

疏菜種子共同購入二関スル件

稲浮塵子及稲熱病発生警戒ノ件通牒
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食用蛙種苗二関スル件

紫雲英種子共同購入斡碇ノ件

大正十五年度変採種圃原種ノ件

会則其ノ他諸規程写提出方ノ件照会

第四回精農家養成講習会之件

水稲浮塵子駆除二関スル件

稲作病菌害虫駆除予防二関スル件通牒

稲作病菌害虫駆除予防督励二関スル件

読菜種子代金二閧スル件

野鼠チプス菌二関スル件

経済調査農家予選二関スル件

浮塵子駆除用殺虫油購入斡旋ノ件

稲病虫害予防駆除協議会協定事項

分賦金送納方ノ件

北海道白作農移住奨励二関スル件

役職員等二関スル件照会

会則諸規程其他提出方ノ件

農会役職貝等二関スル件

(農会議員並予備議員の生年月日嗣査依頼ノ件)

農事講習謎義録実費配布ノ件

動力農具研究会開催ノ件

肥料講演会開催ノ件

組合経費徴収方依頼ノ件

害鳥捕獲許可願二閨スル件

第三回青年農事講智会二関スル件

疏菜種子代其ノ他二関スル件

第三回青年農事講習会二関スル件

小作地返還面積二関スル調沓ノ件

(農事講習講議録実費配布の件)

大正十五年度麦原種送付ノ件

農業共同作業場建築補助二関スル件照会

農会員除外二関スル件照会

小作調停委員候補者取調ノ件照会

農用動力機購入奨励金交付二関スル件通牒

技術員会同開催ノ件

事業報告及収支決算報告方ノ件

森林火災状況調査ノ件

蝮虫第二化期被害茎切取成鎧二関スル件照会

大正十五年十一月六日技術員会同提出協議題

技術員並幹事協議会二関スル件

米麦品種改良二関スル件通牒

白作農奨励金貸付手続概要

米麦採種圃経営二関スル件通牒

農用動力機購入奨励金交付申請書

農産物品評会出品勧誘二関スル件

去勢馬匹頭数表提出方二関スル件通牒

芹麻種苗配布二関スル件

出品目録二関スル件

品評会出品二関スル件

(農産物品評会賞状授与式及農事懇談会開催の件)

疏菜促成軟化栽培講習会二関スル件

農事懇談会意見発表者人選方ノ件

農事懇談会及農産物品評会賞状授与式出席者勧誘方

依頼ノ件

農会役員議員及総代ノ任期二関スル件通牒

読菜促成軟化栽培講習会二関スル件

農作雇傭賃金調査報告ノ件

往復文書綴
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農事二関スル事項調査ノ件

分賦金二関スル件照会

麦作状況ノ件

米麦採種圃二関スル件

大正十四年度麦採種圃経営成績ノ件

畳表製織方巡回実地指導ノ件

部落農事団体数二関スル件

採種圃用水稲原種二関スル件

疏菜栽培講習会開催ノ件

米麦採種圃担当者氏名ノ件

水稲優良品種採種用種子申込ノ件

牛芽種子共同購入斡旋ノ件

蚕業試験場ノ講習生募集二関スル件

藺草其他調査二関スル件

)害以外すべて唖
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農会総代氏名二関スル件

講習会出席者勧誘依頼ノ件

総代選挙二関スル参考書送付ノ件

投員就任通知

(全国町村長大会開催の件)

原種用空袋返送二関スル件

昭和二年度負担金ノ件

高等蚕業講習会出席ノ件

高等蚕業講習会出席勧誘方ノ件

予算書其ノ他送付ノ件

安芸農会会費分賦収入方法ノ件

米麦採種圃設置補助金交付規程設定ノ件

柑橘苗木養成補助金交付規定

青刈大豆共同購入斡雄ノ件

昭和二年度米変採種圃経営二関スル件

農村芸術案山子競技共進会ノ件

第二回婦人家庭園芸講習会二関スル件

町村農会分賦金納付カノ件

荷造輸送講習会開催ノ件

予算書送付ノ件

町村農会総代選挙執行日二関スル件

畳表製織機販売斡旋二閧スル件

種配付ノ件

昭和二年度水稲原種送付ノ件

農村社会政策講座開催二関スル件

棉花原種配付二関スル件

(郵券送付に関する件)

講演会出席者勧誘ノ件依頼

印刷物予約申込二関スル件

「養鶏の話」予約申込ノ件

共同作業奨励金交付申請二関スル件

町村農会総代選挙執行日二関スル件

農会総代招集ノ件

農会員代理人選定ノ件

(農会総代選挙に闌する会員名簿及び選挙資格調査

の件)

叡種塩水選施行ノ件

千田苗代実地指導会開催ノ件

大正十四年度経費決算並事業報告方ノ件

負担金納付方ノ件

農会総代選挙二関スル件

業務功程報告配付方ノ件

晨業共同作業場ノ建築補助二関スル件

郡農会議員選挙二関スル件

農用薬品並園芸用具購入方ノ件

予算書送付方ノ件

農会総代選挙二関スル件

負担金納付方ノ件

郡農会議員選挙二関スル件

桑種子共同購入斡旋ノ件

桑苗圃設置補助申請

蚕業教師設置承認ノ件申請

農会役員選任報告方ノ件

雀害予防剤二関スル件

村農会常務員設置補助申請ノ件

昭和二年度安芸郡温品村農会収支予算書

昭和二年度温品村農会々費分賦収入方法

工化奴虫駆除予防励行二関スル件
.

春蚕飼育法及補温二関スル件

米麦品種改良二関スル件

繭取引二関スル件通牒

農会総代選挙状況二関スル件

郡農会事務打合会ノ件

昭和二年度経費収支予算並分賦収入方法二関スル件
通牒

夏秋蚕掃立放数其ノ他二関スル件

村農会技術員設置補助ノ件申請

副業功労者調査二関スル件

畜産練習生募集二関スル件

優良秋播疏菜種子共同購入斡旋ノ件

米麦栽培品種調査依頼ノ件

町村農会総代及部落農区長村会議貝数ノ件

蚕業教師設置二関スル件

秋蒔疏菜種子斡旋二関スル件
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印刷物二関スル件

米商者調査方ノ件

養蚕講話会開催ノ件

講習生推薦方ノ件

昭和二年度経費収支予算並分賦収入方法詔、可ノ件申
ーゴ三

而月

産業技術員配置替ノ義二付申請

農会々務状況検査二関スル件通牒

農会4務検査日並変更ノ件逝牒

町村農会経営事蹟ノ件

農家販売米二関スル件

米穀販売戸数並小作収納剥二閥スル件

昭和二年度郡農会分賦金徴収二関スル件

小作地返還而稙二関スル調査ノ件

麦採種圃原種要求数畏申込ノ件

浮塵子駆除予防二関スル件

農村振興活動写真映写二閧スル件

浮塵子駆除剤二関スル件

水稲括秧其ノ状況調査ノ件

家畜伝染病予防警戒二関スル件

町村農会長大会二関スル件

鶏ぺスト発生二関スル件

鶏ぺストニ就テ

竹林造成法講習二関スル件

養鶏講習会開催ノ件

飼料作物種子配付二関スル件

竹林造成法講習会出席方勧誘ノ件

蚕業逐信

生繭取引状況通信二関スル件

紫雲英栽培講演会ノ件

士地交換分合二関スル件

小麦二関スル件

勧業事務打合会二閧スル件

疏莱栽培講習会二駐在技手出席方ノ件

自家用穀物倉庫調査二関スル件

食用仔蛙交付二関スル件

麦黒穂予防励行ノ件

(農会副会長決定の通知)

昭和二年度麦採種団用原種配付ノ件

役員選任報告ノ件

桑苗販売二関スル件

聖上御親栽水田略図

勧業事務打合会開催二関スル件

旅賓支給二関スル件

技術員設置補助金交付二関スル件

農産物品評会開催ノ件

貯捌壬月日の通知依頼)

疏菜促成軟化栽培講習会二関スル件

公共便所及学校屎尿売却契約ノ件

勧業職員会合開催ノ件

桑苗生産並栽植本数二関スル件

技術員会同開催二関スル件

竹林講習会開催二関スル件

入賞者名簿
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農家経済日誌二関スル件

精農家養成講習会並地方的農事研究会開催ノ件

米品種別作付反別調査ノ件照会

農作傭賃金調査報告方ノ件

(農政問題についての講演会開催の件)

部落農区共進会出品部落二関スル件

【県下町村農会長大会開催に関する件)

(農民大会開催に関する件)

麦作状況調査方依頼ノ件

採種圃用水稲原種二関スル件

昭和三年度米麦採種圃面積二関スル件

昭和二年度米麦採種圃担当者ノ件

大正十五年度米原種配付成績ノ件

畜産二関スル協議会出席方勧誘依頼ノ件

農事二関スル事項誠査二関スル件

活動写真開催之件

蚕病予防講話会開佳ノ件

1轡以外すべて原
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優良牛芽種子共同購入斡旋ノ件

種子配付二関スル件

業務功程予約ノ件

牛芽種子斡旋二関スル件

昭和三年度郡農会総会二関スル件

分賦金二関スル件

町村農会技術員設置補助二関スル件

人参種子斡旋ノ件

青刈大豆共伺購入斡肱ノ件

農会主任者会同開催ノ件

各種種子斡旋二関スル件

牛芽種子斡旋方依頼ノ件

客土二関スル件

昭和三年度米麦採種圃経営二関スル件

桑接木講習会二閔スル件

牛ノ伝染性流産二関スル件

牛ノ伝染性流産予防二関スル件

(米麦採種圃設置奨励金交付について)

予算害等送付ノ件

昭和三年度郡農会経費町村農会分賦金額ノ件

人参、牛剪種子等二関スル件

昭和三年度安芸郡農会経費収支予算ノ件

農事懇談会開催二関スル件

技術員会同開催ノ件

技術員設置補助金送付ノ件

養鶏二関スル講習講話ノ件照会

昭和三年度収支予算及経費分賦収入方法許可申請

昭和三年度事業及経費決算殺告

安芸郡温品村農会事業報告書

技術員設置補助金二関スル件

昭和三年度米採種圃設置補助金交付申請害

昭和三年度麦採種圃設置補助金交付申請書

採種圃用水稲原種領収証ノ件

採種団用水稲原種配付ノ件

牛馬豚調査ノ件

(精農家実地視察の件)

塩水選施行二関スル件通知

農事視察二関スル件通知

(牛剪種子代領収証)

(視察に関する件)

(人参種子代領収証)

霜害善後策二関スル件

斡旋品代金二関スル件

教師派造通知二関スル件

(蚕業技師講演会開催の件)

村農会技術員設置補助申請

蚕業教師設置申請

婦人家庭園芸講習会開催ノ件

(町村農会負担金納付依頼の件)

桑苗圃設置成績報告

農業共同作業場建築補助二関スル件

養鶏講話会開催ノ件

稲田養鯉試験嘱託者推薦方ノ件

養鯉嘱託試験申請

農家組合状況調杏ノ件

優良組合事蹟

(奉献繭に関する件照会)

奉献繭割当表

石炭肥料二関スル件照会

麦種子二関スル件

農具二関スル件

牽献繭二関スル件

(各種事業補助奨励金交付指令差引交付額送付の件)

(桑苗圃設置補助金交付の件)

(米麦採種圃設置奨励金の件)

(繭販売に関する件)

(安芸郡農会より温品村農会長宛寄附金感謝の書簡)

寄附申込書

町村農会技術員設置補助二関スル件

村農会技術員設置勤務成精並収支決算報告

本栽繭二関スル件

繭取引状況通知

繭共同販売二関スル件

稲田養鯉試験嘱託ノ件
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稲作病菌害虫二関スル印刷物実費配布二関スル件

出荷団体調査二関スル件

肥料共同購入及共同配合二関スル件照会

農事懇談会二関スル件

(患畜治療並に畜産状態視察の件)

秋蒔疏菜種子共同購入斡旋二関スル件

浮塵子駆除甲軽油斡旋二関スル件

優良秋播疏菜種子共同購入斡旋ノ件

サバエ駆除用油共同購入斡旋二関スル件

昭和二年度米採種圃成績報告

米麦品種改良成績二添付スベキ書類二関スル件

青年園芸講習会講習生御勧誘方ノ件

家畜応急薬配布ノ件

米(麦)品種改良二関スル件通牒

秋蚕上蔟改良二関スル件通牒

分賦金徴収令害送付ノ件

昭和三年度麦採種圃原種ノ件

稲熱病蔓延防止二関スル件

昭和三年度米採種圃担当者ノ件

稲熱病被害状況二関スル件

ゼ化性蟆虫防除二関スル計画ノ件

全国畜産大会開催ノ件

町村養蚕組合長名通知ノ件

秋蒔種子二関スル件

勧業職員会開催ノ件

全国畜産大会出席申込二関スル件

全国畜産大会出席者二関スル件

農村芸術二関スル件照会

農会ノ公用又ハ公共ノ用二供スル士地二関スル件

全国畜産大会出席者二関スル件

物産共進会合同視察ノ件

大会意見発表二関スル件

大会問題提出方ノ件

農事懇談会開催期日二関スル件

全国畜産大会出席者二関スル件

繭販売日並通知ノ件

浮塵子発生二関スル件

鯉児稲田飼育成績報告方ノ件

農会ノ公用又ハ公共ノ用二供スル土地二関スル件

町村農会長大会二関スル件

2989 往復文書綴昭和4年来件名は1
文

勧業職貝会同開催二関スル件

威銃使用許可願

農事統計書報告方ノ件

托送貨物受取証

水田土壌送付方ノ件依頼

採種圃用水稲原種二関スル件

肉豚現在頭数二関スル件

町村駐在技術貝増俸二関スル件逐牒

販売斡旋所規程中変更ノ件

小作地返還面積二関スル件鯛査依頼

繭移動状況其他調査二関スル件回答

生徒募集二関スル件依頼

繭移動状況其他調査二関スル件

養蚕のすすめ

町村農会技術員設置補助二関スル件

有害鳥獣駆除願

果樹苗木払下許可通知

農会財産管理二関スル件

予算書送附ノ件

技術員会同開催二関スル件

負担金通知ノ件

兎網惜用証

養鶏団体其他二関スル照会

養豚講習会開催ノ件

予算書送付方ノ件

昭和四年度安芸郡農会収支予算書

農村振興二関スル緊急事項ノ件

精農家養成講習会諭習生推薦方ノ件

疏菜種子二関スル件

高等蚕業講習会聴講二関スル件

町村勤務技術員設置認可申請二関スル件

往復文書綴
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農会会務状況検査二関スル件通牒

種子斡旋二関スル件

疏菜種子無償配布ノ件

視察旅行二関スル件

(総代会開催に関する件)

(評議員会開催に関する件)

町村農会技術員設置補助二関スル件回答

(評議員会及総代会開催に関する件)

高等蚕業講習会開催二関スル件

大日本米穀会広島県支部主催産米典進会二関スル件

部落農区共進会出品二関スル件

農事電化実演展覧講習会ノ件

昭和四年度収支予算及経賓分賦収入方法認、可申請

昭和四年度安芸郡温品村農会収支予算書

共同作業成績調査二関スル件

昭和四年度米採種圃設置補助金交付申請書

勧業職員会同開催二関スル件

村農会技術員設置補助申請

産業技術員設置ノ件報告

午芽種子購入通知

無償配布種子送附ノ件

町村農会技術員設置補助二関スル件

養鶏大会開催ノ件通知

懇願二関スル件

鶏卵販売斡旋二関スル件

蚕業教師派遣申請

蚕業教師派造二関スル件

斡旋品代金二関スル件

勧業職員会開催二関スル件

分賦金二関スル件

昭和四年度水稲採種圃用原種配付ノ件

種粗塩水選施行二関スル件

桑苗圃設置補助金交付申請書

共同作業成績調査書

米採種圃担当者選定通知ノ件

農業共同作業場建築補助二関スル件照会

職員移動ノ件通知

婦人家庭園芸講習会ノ件

職員移動通知

農具宣伝通知

昭和三年度米採種圃成績報告

村農会技術員設置勤務成績並収支決算報告

蚕採品評会出品依頼ノ件

町村農会技術員俸給二関スル件

蕭綿除去二関スル件

畜産分賦金徴収力依頼ノ件

予算書送附ノ件

予約製造ノ特典

蚕種予約募集

病虫害発生状況二関スル件照会

鶏卵共同出荷及共同育雛所建設奨励二閧スル件

繭綿除去二関スル件

麦採種二関スル件

肥料共同購入二関スル件

稲作病菌害虫駆除予防二関スル件通牒

米麦品種改良二関スル件

昭和五年度町村農会技術貝設置見込調二関スル件

町村農会技術員二関スル件

技術貝会同開催二関スル件

諮問事項(農事試験校試験研究について)

技術員補助申請名ノ件

技術員勤務成績書及収支決算書ノ件

雨乞一斉施行ノ件

水稲苗処置二関スル件

町村駐在技術員設置二関スル事精調ノ件

昭和四年度米採種圃設置報告

稲害虫駆除剤二閨スル件

種雛払下二関スル件

品哥会出品二関スル件

農産物配給二関スル件

主要販売飼料二関スル件

移入蚕種及蚕種取次販売調査二関スル件

種鶏種雛種卵ノ需給ノ状況二関スル件

繭綿除去二関スル件

^126-



秋蚕教師派造二関スル件

春蚕収益額並秋蚕掃立月日二閔スル件

秋蒔疏菜種子共同嚇入斡統

浮塵子駆除予防二関スル件

米穀多取競作会参加者ノ件

青年園芸講習会二関スル件

事業補助申請二関スル件

秋播疏菜種子共同購入申込ノ件

有害鳥獣駆除願

活動写真利用講演会開催ノ件

昭和三年度各級農会補助金二関スル調査ノ件

昭和四年度麦採種団用原種ノ件

水稲早害応急、防止策二関スル件通牒

初秋蚕取引状況通知

浮塵子讐戒二関スル件

養魚講話二関スル件

技術員会同開催二関スル件

農村負債調査ノ件

雨乞焚火施行ノ件

米価暴落対策二関スル件

農産物早害状況朋査ノ件

患畜往診ノ件

災害地ノ租税減免二関スル件

早魅後ノ山崩二関スル件

緑肥用ザードウォッケン種子二関スル件

水稲種糎分譲ノ件

早害地た租免除二関スル件

家畜共進会期日変更ノ件通知

苗販売日並期日二関スル件

農作物早害状況調杏ノ件

有害鳥獣駆除願

昭和四年度麦採種圃翔原種配付ノ件

米穀貯蔵倉庫調査二関スル件照会

,技術員会同開催二関スル件

畜牛流行性感昌発生ノ件

農会員数二関スル件照会

麦黒穂予防施行日割通知

桑苗価格通知ノ件

早害地水稲坪刈実施調査施行ノ件

家畜共進会出品鶏二関スル件

野鼠チブス菌二関スル件

家政女学校生徒勧誘依頼ノ件

林産物品評会開催二関スル件

昭和三年度麦採種圍成績報告

絹織物製織講習会二関スル件

樟苗木交付二関スル件

昭和四年度小学児童害虫駆除成栽

害虫買上受付簿

農産物品評会二関スル件

米麦品種改良二関スル件通牒

患畜診断二関スル件

勧業職員会同開催二関スル件

農事懇談会二関スル件

農産物品評会開催ノ件

技術員派遣申請

予定日割表

農事懇談会開催ノ件

視察旅行二明スル件

患畜診断二関スル件

農産物品評会審査員派造ノ件

畜産状況視察二関スル件

農事懇誠会二関スル件

品評会雑害

昭利四年度麦採種圃設置報告

優良種鶏交付申請

往復立書綴
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農事統計書二関スル件

種鶏払下二関スル件

昭和三年度米麦原種配付成績ノ件

昭和四年度麦採種圃担当老ノ件

水稲採種圃用原種二関スル件

小作地返還面積二関スル件調査ノ件
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昭和五年度米麦採種圃而積二関スル件

種鶏払下申込ノ件

米作改良田成績報告二関スル件

村農会技術貝設置補助申請ノ件

勧業職員会同開催二関スル件

乗車式荷馬車改造二関スル件

補助技術員二関スル件

農作物種子共同購入申込ノ件

昭利五年度本会力費分賦収入方法ノ件

負担金通知ノ件

予算書送付ノ件

蚕業講習生募集方依頼ノ件

技術貝補助申請害返戻ノ件

村農会技術員設置補助申請

園芸状況二関スル調査依頼ノ件

産業技術員設置ノ件

高等蚕業講習会開催ノ件

町村農会技術貝設置補助ノ件

硫酸安母尼亜輸入関税引上阻止陳情二関スル件

町村勤労技術員設置二関スル件

肥料講座開催ノ件

農事電化実演会等開催ノ件

稚蚕共同桑園設置奨励二関スル件

生藁施用二関スル件

昭和五年度米採種圃設置補助金交付申請書

(農会評議員会、総代会開催の通知)

昭和五年度経費収支予算及会費分賦収入方法認可申

昭和五年度水稲採種圃用原種配付ノ件

昭和五年度水稲採種圃用原種受領証ノ件

養蚕教師派遣通知ノ件

発動機二依ル共同作業成績調査ノ件

第五回婦人家庭園芸講習会二閧スル件

養鶏組合調査二関スル件

電力使用料金ノ件

諸調査書類提出方ノ件

米品種別作付反別調査ノ件

柧貯蔵二関スル照会

輸酎乍農家戸数米麦生産消費販売数量調査の件)

繭販売二関スル件

稲作肥科二関スル件

部落農区及共同作業組合二関スル件

(産業技術員設置の件)

養鶏戸数其他二関スル照会

副業調査二関スル件

胞料購入二関スル件

仔豚預託二関スル件

発動機二依ル共同作業成綾調査ノ件

畜牛用途二関スル件

繭販売二開スル件

蚕業視察二関スル件

養蚕応急貸金融通二関スル件

勧業職員会同開催二関スル件

組合技術員採用ノ件通知

技術員勤務成績及収支決算報告ノ件

馬鈴薯二関スル件

秋蚕種紙購入斡旋ノ件

【除虫油販売の通知)

技術員勤務成績及収支決算報告ノ件

米及繭生産費調査担当者推薦方ノ件

施肥改良田設計(本田)

配合胞料二関スル件

種雛払下二関スル件

繭売買代金決定状況二関スル件

秋蒔薪菜種子共同購入斡旋ノ件

昭和五年度安芸郡温品村農会収支予算

昭和三年度事業及決算報告

予算書送付ノ件

預金銀行決定ノ件

養蚕教師派遺申詰

春蚕飼育法及補温法二関スル件

春蚕飼育法及補温二閲スル調査ノ件

(昭和四年度米麦採種圃設置補助金交付の件)

養鶏組合調査二関スル件
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肥料講演会開催ノ件

殺虫殺菌用薬剤購入斡旋ノ件

秋蚕掃立二関スル件

配合肥料調査二関スル件照会

畜牛健康診断施行二関スル件

勧業職員会同開催二関スル件

(牛馬の健康診断施行日変更の通知)

(麦酒麦優良種子の希望者申込の件)

米麦作共同配合肥料二関スル件

農村生活改善施設調査ノ件

桑ノ育成並二養蚕状況調査ノ件

優良事蹟紹介二関スル件

米麦品種改良二関スル件

裸麦共同販売協議会開催ノ件

水稲二期作ノ件照会

胆料梢費実態調査二関スル件

備品現在調二関スル件

昭和十六年度農繁期労力調整調査ノ件

農村労力調整調査二関スル件

資材配給調整取扱方針並農業労力調整対策二閧スル

件

食糧増産指導組織整備二関スル件

水稲耕種法ノ改善事項二関スル件

町村勤務産業技術員配置規程改正二関スル件

弐月分業務功程報告

内務職員共済組合二関スル件

部会開催通知ノ件

食榿増産二関スル体験資料ノ件

小麦増産奨励金交付二関スル件

小麦増産確保助成金交付要項

農地管理令二基ク耕作勧告二関スル件

経済部貝招集二対スル饅別等ノ預金二関スル件

農地管理令二基ク耕作勧告二関スル件

肥料協議会臨席方依頼ノ件

昭和十六年春季農繁期農村労力調整調査二関スル件

米穀現在高調査二関スル件

広島青果市場増加株式二関スル件

甘藷指導地荊査二関スル件

誘蛾燈設置協議会開艦通知

米穀増産計画

五月一日現在米穀現在高調査二関スル件

臨時農地価格統制令及陣時農地等管理令実施二関ス

ル件

優秀農業労働技衡調査二関スル件

参月分業務功程報告

四月分業務功程報告

浮塵子駆除二関スル件

三本式縄復式俵編器二関スル件

五月分業務功程報告

米穀現在高調査二関スル件

藁加工増産設備助成二関スル件

小麦増産奨励事業成績並収支決算報告ノ件

3019 往復文書綴昭和]6年※件名劇浩以外tべて原
文

浮塵子発生状況其他調査ノ件

薪炭出荷督励方ノ件

沢庵憤二就テ

拾弐月分業務功程報告

秋浮塵子発生並に駆除に関する注意事項

白給肥料改良増産及施肥改善施設助成割当表

サフラン、大豆、小豆栽培状況調査依頼ノ件

技術員協議会開催二関スル件

肥料消費実態調査二関スル件

農作物被害調査票提出ノ件

壱月分業務功程報告

技術貝修練講習会計画

水稲耕作改善実践競進会成栽報告

米穀現在高調査二閔スル件

郵便料金二関スル件

応召者二対スル注意

二月一日臨時在米調査二関スル件

町村駐在技術員ノ執務二関スル件

(大豆粕配給に関する件)

往復文書綴
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往復文書綴士木二関スル書類

稲作病害虫防除徹底二閧スル件

麦類ノ用途別消賓高稠査ノ件

麦実収成績二閧スル件

麦類ノ用途別消費高調査報告ノ件

技術員招集ノ件

米麦収容倉庫調査二関スル件

六月分業務功程報告

病害虫発生被害状況報告ノ件

管内旅費改正減額二関スル件

供米検査卜事務取扱二関スル件

移出検査毛印送付之件

報国貯金額報告ノ件

昭和十六年産大麻第一回購買日程

稲の霄虫ウンカの駆除法

七月分業務功程報告

八月分業務功程報告

管理米旬報、現況報告二関スル件

麦類配給統制実施状況二関スル件

穂首稲熱病予防二関スル件

麦類配給統制実施状況並供米成績ノ件

(疏菜供給圏確保に関する協議会開催の通知)

昭和十六年産甘藷予想収穫高ノ件

農村婦人作業服ノ作リ方講習会開催ノ件

十月十日現在稲作況調査ノ件

米実収高資料調製二関スル協議会開催ノ件

九月分業務功程報告

農業統制規程認、可申請

温品村農会共同作業統制規程

温品村農会農業移動労働統制規程

温品村農会役畜及農機具利用並移動統制規程

米収穫予想二関スル件

(俸給賞与手当旅費の領収証送付廃止の件)

稲共同採種圃設置指導二関スル件

米穀現在高調査及新米(昭和十六年八月以後生産)

状況調査二関スル件

米穀管理事務取扱員詮衡二関スル件

会同開催通知

町村技手会同開催ノ件

肥料協議会臨席方伽依頼ノ件

技術員派造方申請ノ件

新肥料施用徹底二関スル件

拾月分業務功程報告

管理米事務取扱員二関スル件

部会開催二関スル件

拾壱月分業務功程報告

3172 土木二関スル害類火正Ⅱ年※件名は1 培以外
すべて原文

府中村温品村道路組合解散二付財産処分計算書

温品村ニテ支払セシ額

(府中村温品村道路組合解散の報告)

大正十年度安芸郡府中村温品村道路組合歳入出追加

予算

府中村温品村道路組合財産処分計算書

(大正十年度広島県安芸郡府中村温品村道路組合歳
入出決算議決の件)

大正十年度広鳥県安芸郡府中村温品村道路組合歳入

出決算

農商務統計報告規則取扱二関スル件

農商務統計報告表ノ巽二付注意

(大正九年度広島県安芸郡府中村温品村道路組合歳
入出決算議決の件)

大正九年度広島県安芸郡府中村温品村道路組合歳入

出決算

温品村ニテ支払セシ額

耕地増域状況表

耕地面積現在状況表

議決書送付ノ件

土 木
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大正十年度安芸郡府中村外三ケ村組合歳出予算更正

(大正十一年度二等川府中大川疏浚工事の県費補助
の件)

大正十一年度広島県安芸郡府中村外三ケ村組合歳入
出予算

(道路修繕工事の件)

(県費補助提出の件)

(大川疏浚工事の件)

(郡道修繕工事の在郷軍人会請負契約の件)

工事請負契約の件

安芸郡温品村内〔自安芸郡福木村至安芸郡中山村)
郡道修繕工事設計書

安芸郡温品村内(自安芸郡福木村至安芸郡中山村)
郡道修繕工事仕様書

土木費補助申請書

(三等川府中大川通り堤防修繕工事の件)

(三等川府中大川通り堤防修繕工事に関する書類)

道路修繕工事着手ノ件

(県道の編入方請願書に関する件)

(郡道修繕工事終了により負債金支払の件)

大川疏浚工事執行延期申請ノ件

大川疏浚工事執行延期許可証返納の件

大川疏浚工事執行不可能の件

郡道通行止二関スル件上申

(補助取消申請の件)

(治水堤防費補助取消の件)

(組合職員選挙の件)

(三等川府中大川河身浚諜費補助取消の件)

郡道破損ノ件通報

郡道橋梁流出通報ノ件

(復旧工事費について)

士木費補助申請二関スル件

堤防費補助二関スル件依命通牒

士木費補助申請書

士木工事執行ノ件

府中大川堤防修繕工事設計書

(大正十年度府中村外三ケ村組合歳入出決算の件)

(大正十年度広島県安芸郡府中村外三ケ村組合歳入
出決算の議決)

大正十年度広島県安芸郡府中村外三ケ村組合歳入出
決算表

(府中大川大正十一年度疏浚工事許可の件)

(府中村外三ケ村組合治水工事の臨時委員選挙の件)

土木費補助ノ件

ムロ

郡道破損報告ノ件

宅地価額及雑地価額の報告

大正十一年度歳入出予算更正ノ件

士木費補助申請書

土木工事執行ノ件

三等川府中大川堤防修繕工事設計書

土地売買調査書

道路台帳様式二関スル件

河川堤防修繕費補助ノ件

公告

(堤防修繕工事請負の件)

(堤防修繕工事設計書)

県費補助土木工事着手届

県費補助士木工事竣功届

県費補助金請求書

砂防指定地並保安林樹木伐採作業期間延期ノ件申請

砂防指定地並保安林樹ホ伐採作業期間延期ノ件許可

士木二関スル書類

ー]31-

ノ,、,'1二

官有地境介線願

3173 士木二関スル書類大正12年※件名は{凄以外
すべて原文

組合会招集及会議事件告知ノ件

大正十二年度広島県安芸郡府中村外三ケ村組合歳入
出予算表

郡道破損報告ノ件

村賓ヨリ補助支出ノ件

郡道修繕着手ノ件報告

土木費補助申請書

砂防法実施二関スル件回申



土木二関スル書類

砂防法実施二関スル件

道路法ノ施行令第四条骸当地二関スル件

砂防法実施二関スル件

砂利採取願

稾議書

請負証

温品村字神前八幡橋ノ上護岸工事設計書

(町村土木費補助申請書ノ件)

広島県安芸郡温品村大正十二年度歳入出予算表

桧山袖四郎払下物件引渡二関スル件

町村土木費補助願二関スル件

士木費補助工事箇所付表

不均一賦課許可申請

(洪水にて漂着した橋材について依頼の件)

字砂原地内三等川府中大川通り堤防修繕工事士木饗

補助申請書

字朋所地内四等川中山川通り堤防修繕工事士木費補

助申請書

土木費補助工事箇所付表

十二年度夫役賦課ノ件

契約証

払下物件引渡二関スル件

砂防工事ケ所示達方ノ件

字金碇地先官有地拝借申請書

官有地境界線願

県費補助土木工事着手届

土地立入許可御届

工事請負入札広告掲示カノ件

土木工事竣功期日延期申請

字庄始垣内河身疎浚工事入札書

字庄始垣内河身疎浚工事請負証

字庄始垣内河身疎浚工事設計書

県費補助土木工事竣功届

設計書異動ヲ生セシ件報告

字庄始垣内河身疎浚工事竣功期日延期認可の件

八幡橋架設設計書

字庄始垣内府中大川通竣功検査ノ件

組合会招集及会議事件告知ノ件

八幡橋架橋工事請負証

八幡橋架設設計書

3188 土木二関スル書類昭和13年崇件名は1清以外
すべて属文

昭和九、十年度農村振興、農村応急町村土木事業二
閧スル件

河川水面占用ノ上堤防内並二河川内工作物一時股置
願

堤防占用認、可申請二関スル件

評価書

等外線(府中大川筋)堰工事完了届

起債許可案請書二関スル件

命令書

評価書

堤防敷佶用延期願ノ件

昭和十三年度府中町温品村中山村広島市治水組合歳

入歳出予算

土木工事請負人資格調ノ件

印鑑証明書送付ノ件

土地立入許可届

士地立入事項書

指令書送付ノ件

土木費督促票

昭和十三年五月水害被害報告二関スル件

測量立入二関スル件

治水組合ヨリ通知

不用物件無償払下願

公有林野施業案認可申請

村有林野施業二関スル件

耕地事業二困ルニ毛作田地拡充調査二関スル件

道路管理職員道路工夫及工事費ノ件

堤防敷占用認可申請

評価書

不用物件無償払下願

(組合会招集の件)
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耕地整理組合並土地区画整理組合二対スル繋資金融
通ノ件

昭和十三年度災害関係資金所要見込額調ノ件

道路現況調ノ件

賃取橋梁及渡船場調ノ件照会

道路現況調ノ件照会

土地立入許可届

土木費催促票

自作農創設維持奨励規則二依リ提出スベキ書類ノ様
式二関スル件

公告掲示カノ件

砂防指定地内松茸採取願

砂防指定地並二保安林内松茸採取願

道路交通謝査員人名報告

林道新詮計画二関スル件

昭和十三年度砂防協会通常会費並特別会費徴収二関
スル件

電線路碍子掃除之件

(府中大川筋河川敷占用並二河川堤防満梁内工作物
設置許可の件)

(小学校児童職員婦人会貯金額及び貯金現在高)

工事着手届

嘱託貝手当請求書送付ノ件

工事竣功届

護岸上道路設置事業寄附願

土木工事請負人資格調ノ件

公告掲示方ノ件

測量立入二関スル件

〔士木委員立会依頼の件)

昭和十四年度道路管理職員、道路工夫及工事費提出
方ノ件

不用物件払下願

昭和十烹年度士木費報告提出方ノ件

河川法準用河川二河川法規追加準用ノ件

河海、堤防等ノ占使用料並生産物払下代評価二関ス
ル件依命通牒

不用物件払下願

砂防指定地内松茸採取願

砂防指定地並二保安林内松茸採取願

水路亀裂被害及復旧調

水路被霄二依ルエ事申請書

水路亀裂被害及復旧調

亀製、耕地、水路、溜池、復旧代価表一覧

測量施行ノ件通牒

士木二関スル書類

3189 士木二関スル害類昭和N年来件宅は(峅以外
すべて原文

固有財産管理換二関スル件通牒

公告掲示方ノ件

普通暗渠排水工事補助申請書、暗渠排水、床締、客

土事業補助認定申込書提出二関スル件

土地立入許可届

林業共同施設費補助申請書

林道開設ノ件

予算書写

昭和十三年分災害表提出方ノ件

河川協会設立二関スル件

河川協会設立趣意書

3190 土木二関スル書類昭和15年来件名は1 ぱ以外
すべて原文

土地立入御通知

昭和十五年度道路改良箇所調ノ件

早害地方応急士ホ事業施行二関スル件依命通牒

早害応急対策造林地改植費補助申請書

早害応急対策林道開設費補助申請書

事業計画書

早害応急対策造朴地改植事業助成要綱

早害応急対策林道開設事業二関スル件

公有林野造林工事竣功届

昭和十五年度普通暗渠排水事業及昭和十五年度暗渠

排水床締客土事業二関スル件

早害対策耕地事業着手及進捗状況二関スル件

早害対策耕地事業並二米穀増産施設耕地事業進捗状
況報告ノ件

農業士木事業用セメント昭和十三年度並昭和十四年

度二於ケル契約実績調ノ件
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士木二関スル書類大政翼賛会関係書類綴

早害対策耕地事業並米殻増産施設耕地事業進捗状況

報告二関スル件

中田井堰改築工事請負契約害

道路改修二関スル件

早害応急、対策林道開設工事着手届

早害応急、対策林道開設費補助申請書

昭和十四年度早害応急対策林道開設事業二関スル件

林道開設工事二関スル件

早害応急対策事業進捗二関スル件

士木工事請負人資格調ノ件

早害応急、対策造林地改植実費調査

早害対策工事施行状況二関スル件

耕地事業委託ノ件承認通知

早害対策耕地事業施行二関スル件

早害対策矢田溜池改良工事竣功届

早害対策中垣内井堰改築工事竣功届

早害対策中田井堰改築工事竣功届

早害対策大原井堰改築工事竣功届

早害対策耕地事業補助金請求書

事業成績害

早害対策耕地事業補助金請求書

事業成績書

早害応急対策林道開設事業補助金請求書

早害応急対策林道開設工事着手届

早害応急.対策林道開設工事竣功届

工事費精算額明細書

菰口線林道開設工事請負契約書

五月分セメント配給二閧スル件

潰地調査ノ件

農業士木公共団体用普鋼々材需要量課査二関スル件

早害対策耕地事業補助金交付ノ件

農林水産業用セメントニ関スル件

昭和十五年度砂防協会通常会費並特別会費徴収二関

スル件

耕地協会費納入ノ件

七月分セメント配給二関スル件

昭和十五年度道路管理職員道路工夫及工事費提出方

ノ件

(農用公共施設新設改良事業について報告の件)

早害対策施設奨励二関スル件

昭和十四年度士木費報告提出方ノ件)

昭和十四年度早害調査二関スル件

農用公共施設改良事業二関スル件

測量立入二関スル件

砂防指定地内松茸採取額

昭和十六年度農業士木用物資需要量調査ノ件

早害対策耕地事業補助金交付検査二関スル件

水田卜為シ得べキ見込地調査ノ件

準用河川堤防占用調書二閥スル件

昭和十六年度農業土木用物資需要量調査ノ件

農業用地下水源開発調査二関スル件

民

大政翼賛会関係書類綴昭和Ⅱ年3747

生

大詔奉戴日設定二関スル件

戦捷祝賀行事二関スル件

「みそぎの理論と実際」購入頒布ノ件

大政翼贅錬成教典頒布二関スル件

国民精神総動員飛行機献納廃品回収運動実雄二関ス
ル件

新嘉披陥落ノ際二於ケル戦捷祝賀行事実施要領二関
スル件

南方事情講習会開催二関スル件

広島県勤労報国隊要項一部改正ノ件依命通牒

新婦人団体ノ結成準備二関スル件

r白人.ノ字句使用二関スル件

満洲建国十周年慶祝行事二件フ啓発宣伝実茄二関ス
ル件

新嘉披陥落ノ際二於ケル戦捷祝賀行事二関スル件

'牙,ベ.敗
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満洲建国十周年慶祝二関スル件

翼賛選挙貫徹宣伝映画会開催ノ件

〔大日本婦人会入会について)

翼賛選挙貫徹二閧スルー斉常会開催ノ件

広島県勤労報国隊旗授与二関スル件

大東亜戦争完遂翼賛選挙貫徹運動二関スル件

対米英宣戦布告二関スル詔書写頒布二関スル件

臨時時局問題研究開催二関スル件

陸海軍病院又ハ療養所慰問二関スル件

大東亜戦争完遂翼賛選挙貫徹運動実施二関スル件

大東亜戦争完遂翼賛選挙貫徹運動市町村督励班

国民精神総動員飛行機献納廃品回収運動二関スル件

第二回戦時債券消化二関スル件

匹月八日ノ大詔奉戴日実施方策二関スル件

必勝食生活の実行要目

大政翼賛会壮年団加入取扱二関スル件申進

大政翼賛会壮年団団員(役貝)就任ノ件御願

(「翼賛選峯訓」交付について)

天長節奉祝二関スル件

大日本婦人会広島県支部事務所設置二関スル件

「みそぎの理論と実際」購入頒布ノ件

国民貯蓄トシテノ保険ノ取扱二関スル件

大東亜戦争完遂鮪易保険一億新加入運動二関スル件

大東亜戰争完遂簡易保険一億新加入運動実施要綱

出版物用紙ノ配給割当二関スル件

大東亜戦争完逐移動映画会開盤ノ件

銅像誠査二関スル件

(銅像調査に関しての回答)

負債整理ノ取扱二関スル件

六月ノ大詔寿戴日ノラジオ放送二関スル件

軍刀報国運動二関スル調杏ノ件

支那事変勃発第五周年記念日ヲ中心トシテ行7ベキ
啓発宣伝要領二関スル件

飼料自給増産報国運動二関スル件

防諜資料二関スル件

講師派遣二関スル件

講師派遺申請手続等二関スル件

大政翼賛会関係書類綴大政駕賛会関係書類

八月八日大詔奉載日実施力策二関スル件

全国都市一斉「ラジオ体操」実施要綱

全国都市一斉 r草刈運動」実施要絹

八月ノ大詔毒戴日実施事項二関スル件

(八月の大詔奉戴日実施事項に関する回答)

国策輸送協力運動二関スル件

国策輸送協力運動について急告

広島心学請演会開催二関スル件

「満洲国承認十周年記念日ヲ中心トスル行事要綱」
送付二関スル件

満洲国承認十周年記念日ヲ中心トスル行事要綱

健民運動ポスター並二伝単配布二関スル件

町村長、町村支部会同ノ日時紹介二関スル件

明治節奉祝二関スル件

昭和十七年度第八回広島県新穀感謝行事要綱

郵便年金普及強調迎動二関スル件

簡易保険郵便年金普及強調二関スル件

郵便年金普及強調運動実践要項

新穀感謝行事二関スル件

町村翼贅壮年団長会開催ノ件

国民決意ノ標語二閔スル件

勤皇護国ノ烈士先覚者顕彰運動ノ件

経済道義確立同盟結成運動要項

広島県翼賛壮年団活動指針

昭和十八年ノ新年奉祝実施要鋼並二一月ノ常会徹底

事項二関スル件

年末年始実施要綱通知ノ件

3748 大政翼賛会関係害類昭和18年

大政翼賛錬成講習会ノ件

歌曲「海ゆかば」皆唱二関スル件

煙草ノ消費抑制二関スル件

大劃貼札配付ノ件

戦争生活実践「間に合せ」運動実施要項

玄米食ノ普及二関スル件

祈年祭ノ趣旨徹底二関スル件
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大政翼賛会関係書類

豊穰祈願行事趣意書

聖戦完遂米穀供出報国運動関係諸資料配布ノ件

米英撃滅戦場精神昂揚移動映画会実施要項

「広島県総動員」四月号掲載記事誤植訂正二関スル件

ラジオ聴取施設整備二閧スル件

寺院教会ノ供木二関スル件

神社境内ノ樹木二関スル件

軍需造船供木運動二関スル件

昭和十八年度篦麻種子配布送付ノ件

興亜運動強化教員大会ポスター配付ノ件

国民精神総動員飛行機献納廃品回収運動二関スル件

興亜運動強化教員大会二関スル件

健民運動二関スル件

県報道宣伝主任更迭並報道宣伝拡充強化二関スル件

(大政翼賛会支部予算決算書に関する通知)

大政翼贇会構成員徽章仮用心得

戦争生活資科提出力依頼ノ件

昭和十八年度第一回町村団長懇談会ノ件

「山本元師に続け」運動二関スル件

門標「箆麻栽培の家」配布ノ件

勤労奉仕動員二関スル件通牒

竹槍使用二関スル件

日本体操講習会ノ件

健民運動夏季心身鍛錬ラジオ体操会二関スル件

国民鍛錬行事指導二関スル件

飛行機献納運動二依ル献金取扱二関スル件

昭和十八年度全国壮丁皆泳必成訓練二関スル件

錬成委員設置二関スル件依命通牒

町内会、部落会、職場に於ける心身鍛錬について

国民鍛錬行事要綱

健民運動夏季心身鍛錬二関スル件

錬成委員設置要綱

壮丁皆泳訓練二関スル件

昭和十八年度全国壮丁皆泳必成訓練二関スル件

昭和十八年度全国壮丁皆泳必成訓練会要訓練者二対

スル調査票送付二関スル件

錬成委員申請

勤労芸能会指導要綱

「勝ちぬく誓」朗読二閔スル件

r勤労芸能訓」について

供木代金ノ貯蓄化二関スル件

戦時納税貯蓄二関スル件

(十月の大詔牽戴日の実施方策に関する件)

食糧自給態勢確立運動協力二関スル件

献納莞麻種子集荷二関スル件

(畳床用稲藁供出依頼に関する件)

水害見擬畳藁供出運動ノ件

企業整備実情調査二関スル件

今秋ノ健民運動実施二関スル件

十月ノ常会徹底事項二関スル件

神嘗祭当日神宮搖拝時問二関スル件

食糧非常増産土地改良二関スル件

航空機「翼賛会号」献納二関スル件

配電ノー元化二伴フ電カノ使用方法二関スル件

報国号飛行機並兵器等命名式二関スル件

水害見舞畳藁供出数量報告ノ件

献納箆麻子集荷発送等二関スル件

昭和十八年【第九回)新穀感謝行事二関スル件

「大捷感謝航空戦力増強県民大進軍」運動実施二関
スル件

町村支部事務長推薦二関スル件

蓙麻繊維集荷方二関スル件

支部長及職員旅費支給二関スル件

事務長推薦内申二閲スル件

「二百七十億貯蓄総攻撃」実施二関スル件

大東亜戦争第二週年記念日ヲ中心トスル諸行事実城
方二関スル件

「総動員」送付二関スル件

宣戦布告二週年二付官国弊社以下神社二於テ祈願祭
執行二関スル件

昭和十八年度健民運動夏季心身鍛錬並第十四回明治
神宮国民錬成大会実施状況報告二関スル件

蓙麻繊維献納運動二関スル件

行事決戦態勢化措置二関スル件依命通牒

(災霄復旧用稲藁受領書)
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年末年始実施要綱通知ノ件

国民職業指導関係書類3753

勤労協力令二依ル勤労報国隊編成二閧スル件

安芸支部勤労報国隊派遣要項

協議事項

勤労奉国隊出動割当

銓衡調査票

安芸商報勤労報国隊勤労奉仕計画

勤労報国隊勤務要項

勤労報国隊要項

国民徴用令第七条ノニニヨル出頭命令書交付方二関

スル件

国民徴用令第七条ノニニヨル出頭命令書返送ノ件

管内町村登録事務打合二関スル件

国民徴用令第七条二依ル徴用令書交付方二関スル件

業態別人口戸数調提出二関スル件

国民徴用令第七条ノニニヨル出頭命令書交付方二関

スル件

国民登録集計事務打合開催二関スル件

科学技術者国民登録票提出方依頼二関スル件

科学技術者該当名癖提出方ノ件

第八回労務動態調査二関スル件

国民登録ノ整備拡充二関スル件

相談連絡員候補者推薦方依頼ノ件

国民徴用援護会広島県支部応徴家庭相談委員設置要

綱

常任連絡委員推薦二関スル件

応徴傷病軍人調ノ件

広島機械工補導所補導生募集要項

応徴家庭代表者懇談会開催二関スル件

相談連絡委員候補者推薦方依頼ノ件

木材薪炭労務者ノ徴用二関スル件

昭和十八年度国民登録事務補助金決算書並二領収害

送付二関スル件

国民登録事務費補助二関スル件

国民登録事務費補助金決算書

昭和W年

棄件名は11書以外すべて原立

石炭挺身隊編成出動二関スル件

木船工、鋲打工補導生募集二関スル件

石炭挺身隊二関スル件

職業係事務担任者調ノ件

町村職業係事務担任者ノ件

業種別人口戸数調二関スル件

業糎別人口戸数調提出方依頼二関スル件

国民徴用事務二閧スル件

挺身奉公隊員名節ノ件

挺身奉公隊員名樺提出方依頼ノ件

国民登録抜萃連名簿(其二)二関スル件

女子勤労総動員運動実施二関スル件

優良家庭並優良団体表彰調杏ノ件

挺身奉公隊員名捧提出方依頼ノ件

広島機械工補導所入所志願者斡旋依頼ノ件

広島地区女子挺身隊出動壮行式開催二関スル件

米英撃砕勤労激励援護運動実施二関スル件

会名変更ノ件

広島機械工補導所入所志願者斡碇依頼ノ件

勤労配置状況調査二関スル件

米英撃砕勤労激励援護運動実施二関スル件

国民徴用令第七条ノニニヨル出頭命令書交付方二関
スル件

動員勤労要員及其家族遺族等援護要綱二関スル件

財団法人国民勤労動員援護会広島県支部援護実施細
目

援護手続一覧表

(国民義勇隊編入証明書)

従業者退職解雇報告二関スル件

勤労家庭相談連絡委員委嘱二関スル件

応徴家庭相談連絡委員名簿

国民勤労動員扶助規則ノ運営二関スル件

特殊技能者ノ徴用解除二関スル件

労働者災害扶助法並二労働者災害扶助責任保険法適
用二関スル件

石炭山要員供出二関スル件

稼動可能者数調二二関スル件

厚生月報二関スル件

国民職業指導関係書類
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国民職業指導関係書類大政翼賛会関係書類

石炭山労務供出割当二関スル件

緊急就業対策二関スル件

就業希望調査実施要領

勤労署連絡委貝二関スル件

昭和二十年度国民登録事務費配布二関スル件

国民登録事務廃止二関スル件

巡回出張相談所設置二関スル件

緊急就業対策に伴ふ就業希望調査に関する件

町村勤労関係事務打合セ会閉催二関スル件

就業調杏ノ件

就業調査二関スル件

就業希望調査実施二関スル件

大政獎賛会関係書類3754

羊毛供出運動二関スル件

天長節国民奉祝二閧スル件

昭和十八年度篦麻種子募集完了二関スル件

勤労報国隊整備二関スル件

広島県支部四月分事業実施報告書

感謝米受納ノ件

献納篦麻子受領証

経済道義昂揚親切感謝運動期間実施二関スル件

臨時常会開催二関スル件

英霊ヲ敬弔シ敢闘ヲ誓フノ詞

酒宴抑制ノ件

協会会員有資格者御推薦依頼二関スル件

勤労報国隊指導支部整備二関スル件

軍人援護強化運動実施二関スル件

明治節国民奉祝二関スル件

一億憤激米英撃擢運動二関スル件

莨麻子及麓麻繊維ノ発送二関スル件

(勤労報国隊登録票提出依頼の件)

会名変更ノ件通牒

一月ノ常会徹底事項通知ノ件

一億憤激米英撃挫運動二関スル件

二月ノ常会徹底事項通知ノ件

契餐会並二所属団体共同声明二関スル件

土地改良用水闡及土管所要量調二関スル件

支部長会開催ノ件

年末年始休暇返上運動要綱二関スル件

昭和二十年ノ新年奉祝二関スル件

紀元節国民奉祝実施要綱

第十五回防火運動二対スル協カノ件

麦五千万石生産必成運動実施二関スル件

翼賛報道資料

蕗麻採収日設定ノ件

菜種緊急、増産運動二関スル件

【貨物運送状控)

各町村支部事務長、団本部長錬成会二関スル件

昭和二十年度ノ蓙麻栽培並同播種用種子ノ処理ノ件

資源調査員任命替二関スル件

昭和十九年ノ新年奉祝二関スル件

篦麻種子並繊維募集状況報告依頼ノ件

葬儀改善運動実施二閔スル件

炭坑工場等ノ産業戰士へノ感謝激励食糧寄贈運動要
綱

「兵器増産貯蓄総突撃」実施二関スル件

紀元節国民牽祝二関スル件

顕彰資料 r農魂」送付之件

炭坑工場ノ産業戦士へノ感謝激励食程寄贈運動二関
スル件

支部役員並協力会議員任期延長二関スル件

三月ノ常会徹底事項二関スル件

流行性感冒予防に関する件

豊穰祈願行事実施二関スル件

電力消費ノ無駄排除運動二関スル件

紀元節国民奉祝二関スル件

国民読書会設置二関スル件

資料送付二関スル件

「広島県総動員」発行部数削減二関スル件

(産業戦士への食糧供出に対しての礼状)

寄贈米贈呈状

産業戦士二対スル感謝激励食糧寄贈運動二関スル件

昭和19~20年

難件名は()書以外すべて原文
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支部役員並二協力会議更新二関スル件

翼賛運動報道資料

蓙麻全供出二関スル件

全国少年産業戦士補導週間実施二関スル件

一億楠公総進軍運動二関スル件

大日本婦人会関係害類昭和N年3852

指導運営の大綱

軍人援護強調運動実践二関スル件

国民総蹟起運動実施二関スル件

必勝国民貯蓄組合規約【準則)改正ノ件

空荒地利用徹二関スル件

簡易保険一億新加入運動実施要綱

昭利十九年度国民貯蓄増強方策要綱二関スル件

為替金受領証書

母親学級開設二関スル市町村支部長協議会開催ノ件

軍人遺族家族就中未亡人ノ職業補導ノ件

勤労報国隊員死亡弔慰方二関スル件

海軍志願兵徴募前打合会催二関スル件

支部役員詞書

防空救護指導者講習会開催二関スル件

市町村役員改選ノ件

役員承詔、ノ件

婦人部常会開催二関スル件

女子勤労総動員運動実施二関スル件

決戦食糧増産草刈運動実施ノ件

戰時夏秋蚕繭増産運動二関スル件

女子勤労総動員運動実施要領

女子勤労総動員連動実施二関スル件

会員数等調査報告

必勝国民貯蓄組合現況報告書様式変更二閨スル件

母親学級と大日本婦人会

母親学級開設状況調ノ件

(第五回滑空訓練大会開催に関する件)

第五回航空日実施二関スル件

疎開学童保護協カノ件

大政算賛会関係書類大日本婦人会関係書類

聖上陛下ノ御言葉伝達二関スル件

昭和十九年度本会表彰施行二関スル件

補助金交附ノ件

貯蓄目票額増加二関スル件

保育院二関スル件

藁草履生産応需数調査ノ件

傷癖軍人結婚斡旋委員推選方ノ件

吾ガ子三人以上ヲ海員二捧ゲタル母親表彰ノ件

白金並二銀ノ回収二関シ協力方ノ件

艶麻子蒐集徹底方ノ件

秋季農繁期共同炊事共同託児所勤労奉仕予備訓練二
関スル件

一億憤激米英撃擢日本婦人総進軍運動実施要綱

払出通知票

貯蓄状況報告書

大東亜支第二次功績調査二関スル件

日婦町村支部長会議開催二関スル件

銀回収実施二関スル件

松根油緊急、増産協力方二関スル件

応急処置二関スル件

家庭労力活用概況調査

大日本婦人会広島県支部事務局規程

織物一切殊にスフ、人絹の強化法講習会開催を推奨
の件

繊維強化法講習会状況報告書

中国新聞二「日婦たよ、掲載二関スル件

決戦下に於ける大日本婦人会の使命

日本の家庭

大日本婦人会例規類纂

会員数等調査報告ノ件

戦災者援護二関スル件

貯蓄増強二関スル件

故繊維回収日時決定通知ノ件

会員数等調査報告

昭和二十年度必勝総進軍ノ重点

指示協議事項

日婦支部現況報告二関スル件

"管裟腰
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大日本婦人会関係書類警防団書類編

大日本婦人会安芸郡町村支部現況一覧

故繊維特別回収実施二関スル件

陸軍部外者大日本婦人会員功織調書提出二関スル件

戰死病残軍人軍属二対スル弔詞並供物料二関スル件

大日本婦人会解散二依ル必勝国民貯蓄組合取扱ヒ指

導二関スル件

重要兵器基礎原料増産協力運動二関スル件

空地利用徹底運動実施二関スル件

昭和二十年度蕊麻子栽培二関スル件

解散事務処理二関スル件

警防団嵩類編昭和16年3857

警防団員服装整備二関スル件

家庭防空指導書発行二関スル件

昭和十六年度広島県防空計画ノ件

昭和十六年八月特別防空訓練実施二閧スル件

昭和十六年八月特別防空訓練要綱

火災気象特報取扱二関スル件

(特別防空訓練警戒警報発令、解除、時報)

防空法二基ク給与及実費弁償支給規程認可申請二関

スル件

昭和十五年度警防団費決算額調提出ノ件

昭和十五年度警防費二関スル決算額訓

防火宣伝実施二関スル件

棄件名は(
文

)書以外すぺて原
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広島市公文書館条例

改正

(目的及び設置)

第]条本市の公文書、記録その他の資料(以下

「公文書等」という。)を収集し、及び管理する

とともに、公文書等を一般の利用に供し、もつ

て文化の発展に寄与するため、広島市公文書館

(以下「公文書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条公文書館は、広島市中区大手町四丁目1

番7号に置く。

(事業)

第3条公文書館は、第1条の目的を達成するた

め、おぉむね次に掲ける事業を行う。

①公文書等を一般の利用に供すること。

②公文書等を収集し、整理し、及ぴ保存する

こと。

化)公文書等を調査L、及ぴ研究すること。

(公文書等の利用承認、等)

第4条公文書等を利用Lようとする者は、市長

の承認、を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「利用者」とい

う。)は、市長の指示に従い、公文書等を利用

しなければならない。

(公文書等の利用の桁1伊助

第5条公文書等を損傷し、又は減失するおそれ

がある場合その他市長が利用に供することを不

適当と認、めるときは、公文書等の利用を承認し

昭和52年3月31日

条例第9号

昭和54年12月21日条例第55号

昭和57年6打29日条例第47号

昭和60年12月20日条例第蛤号

なV、。

(入館の制限)

第6条次の各号のーに該当する者に対しては、

入館を拒み、又は退館を命ずることがある。

ω伝染性の病気にかかっていると認められる

者

②他人に危害を及ぼし、 Xは他人の迷惑にな

る物品又は動物の類を携帯する者

③秩序又は風俗をみだすおそれがあると認、め

られる者

④その他管理上支障があると認、められる者

(手数料)

第7条公文書等の複写の交付を受けようとする

者は、その申請の際、複写用紙]枚につき如円

の手数料を納付しなけれぱならない。

2 手数料は、次の各号のーに該当するときは、

これを減免することができる。

①市及び他の地方公共団体その他の公共団体

が公用に使用する月的で複写の交付を受ける

とき。

②その他市長が特別の理由があると認、められ

るとき。

3 既納の手数料は、返遷しない。

(目的外使用、転貸及び権利禳渡の禁止)

第8条利用者は、公文書等を承認、を受けた目的

以外に利用し、転貸し、又はその利用権を讓渡

してはならない。

(利用承認の取消し等)

第9条次の各号のーに該当するときは、公文書

等の利用承詔、を取り浩し、又は利用者に対し、

利用の制限、停止若しくは、退去を命ずること

がある。

ω利用者がこの条例又はこの条例に基づく規

定に違反Lたとき。

②利用者が利用条件に連反したとき。

ー]4]ー



化)第6条に規定する事態が発生したとき。

(損害賠償義務)

第10条公文書館の公文書等、建物、設備、備品

等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に

復し、又はその損害を賠償しなけれぱならな

し)

(市の損害賠償責任)

第Ⅱ条本市は、第9条の規定による処分によ

り、利用者が損害を受けることがあっても、そ

の賠償の責めを負わない。

(委任規定)

第12条この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が定める。

附則

1 この条例は、昭和52年4月1日から旋行す

る。

[以下省鬮

広島市公文書館管理規則

(この規則の趣旨)

第1条この規則は、広島市公文書館(以下「公

文書館」という。)の管理に関レ必要な事項を

定めるものとする。

(休館日及び開館時問)

第2条公文書館の休館日及び開館時冏は、次の

とおりとする。ただし、都合により休館日又は

開館時闘を変更することがある。

①休館日

ア日曜日

イ国民の祝日に関する法律{昭和23年法律

第178号)に規定する休日

ウ 1月2日、 1月3日、 8月6日、及び12

月29日から12旦3]日まで

②開館時問

ア月曜日から金昭日まで午前9時から午

後4時30分まで

イ士曜日午前9時から正午まで

(利用承認、の手続)

第3条広島市公文書館条例(昭和認年広島市条

例第9号)第4条第1項の規定により利用承認

を受けようとする者は、所定の申請書を市長に

提出しなければならない。承認、を受けた事項を

変更しようとする者も、同様とする。

昭和記年3打釘日

規則第Ⅱ号

附則

この規則は、昭和52年4月]日から施行する。
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