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例

公文書館では、昭和53年度から広島市と合併した町村の役場文書目録を広島市公文書館所蔵資料目録として刊

行してきた（第1～8および13集。別表のとおり）。

本目録には、これらの役場文書目録を作成・刊行した後に収集・整理を行った役場文書のうち、明治初期から

昭和35年までの聞の文書及び近世文書を主に収録した。

2 役場文書は、町村合併促進法による合併前の町村ごとに整理し収録することを原則とした。ただし、一部は、

合併前の町村名が不明である等の理由により、合併後の町の文書として整理したものもある。

3 本目録には、次の町村（太字で表示した町村）の文書を収録した。

凡

1 

（昭和4年4月1日広島市と合併）村賀矢

（昭和30年4月10日広島市と合併）村坂戸

（昭和31年4月1日広島市と制井）村山中

（昭和31年11月1日広島市と合併）

町（昭和30年4月1日制井、昭和46年4月l日広島市と合併）回1二子沼
村口井

伴

戸

町（昭和30年3月31日合併、昭和46年5月20日広島市と剣井）佐

山

久地村一「

日 浦村 ｜ 

小河内村 ト安

鈴張村 I 
飯 室村一」

町（昭和30年3月31日合併、昭和47年4月1日広島市と合併）部；：］可
部

山

入

林

可

亀

三

大

町（昭和18年11月3日合併、昭和47年8月27日広島市と合併）園:t｝祇
園

束

本

祇

長

山

原

：〉古市町（叩昨7月1問 昭 和…

v 

市古

安



町（昭和30年7月1日制井、昭和48年3月20日広島市と合併）東村下内

木

井

川

八

緑

町（昭和30年3月31日制井、昭和48年3月20日広島市と合併）陽

狩小川村一「

深川村 ｜ー

落合村 ｜［ 

口田村ー」

村一「

村 ト瀬野川町（昭和31年9月30日制井、昭和48年3月20日広島市と合併）

村ー」

賀

野

野

畑

中

瀬

町（昭和31年9月初日合併、昭和48年10月22日広島市と合併）木;J白

原

屋

南

国

井
士
山
高
＝
一

（昭和49年11月1日広島市と合併）

町（昭和31年3月31日制井、昭和49年11月1日広島市と合併）.... 
コ~＝~ 

熊野跡村

品

木福

（昭和50年 3月20日広島市と合併）町野矢

（昭和50年 3月20日広島市と合併）

五日市町一「

観音村 ｜ 

八幡村 トー五日市町（昭和30年4月1日合併、昭和60年3月20日広島市と例井）

内村 I 
内村ー」

町越船

石

河

収録した役場文書は、総計1,490件である。

収録に当たっては、次のとおり分類・整理した。

(1）分類

ア 全体を18項目に大分類し、更に必要に応じて各大分類について、いくつかの中分類・小分類を施した。

イ 分類項目は、簿冊の表記によって設定したため、内容的に見れば他の分類に属する場合もある。

(2）記載事項

簿冊名・発生年・数量・請求番号の順に記載した。

簿冊名は原簿冊の表記に従い、旧体漢字は新体漢字に改めた。

VI 

ア

イ

4 

5 



ウ 簿冊の表紙がないものや簿冊名の読み取れないものは、当館で適宜簿冊名を付し、（）書した。

エ 数量は、冊を原則としたが、形態により綴・袋・括・枚・通を用いた。

(3）簿冊の配列

ア簿冊の配列は原則として発生年順とし、分類ごとに完結している。

イ 発生年の設定は、原則として原簿冊の表記を採用したが、簿冊を構成する文書の発生年によったものもあ

る。

ウ 発生年の設定は、 1年を単位としたために、例えば、明治35年2月から同36年4月までの文書を綴った簿

冊も r明治35年」と記載しており、 3か月前後の異動を含む場合がある。

エ簿冊番号は簿冊の整理順に設定したので、必ずしも目録の順番とは合致していない。

別表

目 録 名 刊行年月 収録件数 収録役場文書

第1集

戸坂村役場文書目録
昭和54年3月 3,976 戸坂村

第2集

大林村役場文書目録
昭和55年3月 3,963 

大林村、中原村、三入村、亀山

村、可部町

第3集

狩小川村役場文書目録
昭和57年3月 4,187 

狩小川村、深川村、落合村、口

田村、品陽町

志屋村、戸山村、八木村、志路

第4集

志屋・戸山・八木村外役場文書目録
昭和58年3月 2,333 

村、井原村、市川村、高南村、

秋越村、伴村、大塚村、阿戸村、

吉山村、緑井村、川内村、中調

子村、岩上村

第5集

瀬野キ折立場文書目録
昭和59年3月 4,391 瀬野村、中野村、畑賀村

第6集

日浦・船越村外役場文書目録
昭和60年3月 1,969 

日；献す、船越村、鈴張村、小河

内村、久地村、飯室村

第7集

温品・矢野・熊野跡村外役場文書目録
昭和61年 3月

、日ロ村、
6,453 

温田 矢野村、熊野跡村、福

木村

第8集

五日市町外役場文書目録
昭和62年3月 1,834 

五日市町、石内村、河内村、八

幡村、観音村

上記町村の一部、中山村、安佐

第13集

役場文書目録補遺編
平成3年3月 1,939 

町、祇園町、三川村、安村、安

古市町、佐東町、瀬野川町、＝

田村、白木町、安芸町

〈参考〉 第9～ 12・14・15集は、公文書館所蔵の一般刊行物・地図・絵はがきを収録し、『図書目録』 I-VIと

して刊行している。
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矢賀村・戸坂村

矢賀村役場文書 戸坂村役場文書

矢賀村々会議事組員。（付議案） 農工商水産山林ニ関スル統計諸表様式

明治17年度 1綴 Hl 明治38年 1冊 HI 

農林水産業調査報告簿

昭和17～ 18年度 I綴 HZ 

農林水産業調査報告簿 昭和23年度 1冊 H3 

夏期基本調査調査区結果表

昭和18年 l綴 H4 

農地等開放実績調査 昭和25年 l冊 H5 
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中山村

中山村役場文書

（地券裏書証印税収証書）

明治18年 l冊

地券裏書願跡 明治21年 1冊

（旧番・改正番）号帳 （明治期） 1冊

（改革且新券状下附に付き受印綴）

（明治期） 1冊

H681 

H684 

H683 

H682 

村公有地使用許可綴 昭和25年度 l冊 H691 

大区壱之仁ゴ 明治11年 1冊 H680 

（町村主任書記合同規程外）

明治39年 l冊 H686 

事務章程附録 （明治期） 1冊 H687 

（貸附金高・穀高） （明治期） 1冊 目688

増費之義二付伺 （明治期） 1冊 H689 

（海外移民家族家屋新築記念写真）

1916年 1枚 H707

（肖像写真） 大正14年 1枚 H700 

（海外移民家族記念写真）昭和15年 1枚 H694 

事務引継書 昭和31年 l冊 H692 

引継報告書綴 昭和31年 l冊 H693 

（海外移民葬儀写真ヵ） 1枚

（海外移民家族写真） 1枚

（記念写真） 1枚

H702 

H699 

H708 

中山共有山林規則 （明治期） l冊 H690 

昭和25年 9月災害水路復旧工事（写真）

昭和27年 6枚 H695 

中山村村民体育大会亙敬老会（写真）

昭和25年 2枚 H697 

（中山村消防団記念写真ヵ） l枚 H703 

（中山村消防聞記念写真ヵ） 1枚 H704 

消毒方法ノ無効ト認ムル条項・町村長僧侶開業医町村

会議員衛生組長小学校教員へ示談ノ要項

明治29年 1冊 H685 

中山村民体育大会（含消防訓練、写真）

昭和25年 l冊

（中山小学校校舎改築関係写真）

（昭和26年） 26枚

（村葬写真） 昭和13年 1枚

（村葬写真ヵ） l枚

（村葬写真ヵ） 1枚

2 -

H696 

H698 

H701 

H705 

H706 



井口村役場文書

議 メ己、
:z;; 

（新規使用の村会意見書提出の件） 1通 Hl 

戸 籍

戸籍見出帳 昭和6年 1冊

戸籍改製について参考のため 1部

H2 

H3 

土 也
E
1
J
 

地番設定協議ノ件 昭和2年9月 1級 H4 

佐伯郡井口村地図（字氏ヶ迫・吹越山・小己斐苔・治三

苔・沖谷） （昭和15年8月19日付陸軍運輸部検閲済

印あり） I枚 H5 

登記嘱託書 昭和28年10月 l綴 H6 

官有地使用出願書 昭和7～8年 1袋 H7 

字属回全図 H文 H8 

字小己斐新開会図 1主主 H9 

字胡子山面会図 1枚： HlO 

字銭神及字西原ヶ尻全国 1』士 HU  

字胡子山全図 1枚： H12 

字小己斐畑全国 1枚 日13

宇宝安全国 It士 H14 

字番回全国 H文 H15 

字鈴ヶ山全国 1t主 H16 

井口村

字鞘之元全図 1枚

（銭神農道付近全国） l枚

（鈴ヶ麓全図） 1枚

広島市草津南町全図 l枚

H17 

H18 

H19 

H20 

（佐伯郡井口村第7号字龍ノロ全国） 1枚 H21 

井口村字小己斐畑七百八十三番地の先地形図

1 ;ti( H22 

地形図 2枚

（井口村見取図） 1枚

（小己斐新聞見取図） l枚

H23 

H24 

H25 

（井口村・五日市町の新開見取図） 1枚 H26 

（道路見取図） l枚

（見取図） 1枚

（見取図） I枚

H27 

H28 

H29 

（浜部落・岡荘部落関係図） 1枚 H30 

（胡山崎図） 1枚

（胡山略図） 1枚

（小己斐畑略図） 1枚

（山林、畑略図） 1枚

（回・畑地番図） 1枚

（田・畑・宅地地番図） l枚

（田・畑・山林地番図） l枚

H31 

H32 

H33 

H34 

H35 

H36 

H37 

（地番略図） 1守主

（実現u図） HJ<: 

（実測図） 1t文

（実測図） 1t文

（地籍図） 1中文

（地籍図） 1枚：

（地籍図） 1中文

H38 

H39 

H40 

H41 

H42 

H43 

H44 

（地籍図） I枚

（地籍図下書） 1枚

H45 

H46 

- 3 



井口村

（略図） 1枚

（略図） 1枚

（略図） 1枚

（略図下書） 1枚

（略図下書） l枚

庶 務

公文書送逮簿 昭和27年 1冊

広島市編入に伴う事務引継書綴

昭和31年 1冊

H47 

H48 

H49 

H50 

H51 

H52 

H53 

広島市編入に関する一件組合立五日市中学校解散じ

関する一件 （昭和31年） l冊 H54 

（不用書類返送の送り状） 1枚 H55 

参考書類（井口村略図・同意書・区画漁業免許願）

l袋 H84

財務・会計

財産台帳 （昭和28年） 1冊

佐伯郡井口村有林施業要領

（昭和4年） l冊

佐伯郡井口村有林施業区画図 1枚

井ノロ村有林実測平面図 1枚

井口村用地丈量図 1枚

税 務

H56 

H57 

H58 

H59 

H60 

家屋賃貸価格調査票 （昭和6～16年） 1冊 H61 

固定資産〔家屋〕集計表 2枚 H62 

4 

固定資産〔土地〕集計表 4枚 H63 

昭和29年度市町村分の基準財政需要額算定に用いる

補正係数表

基準財政需要額算定基礎数値

昭和29年度地方交付税算定上の注意事項

地方団体に対して交付すべき昭和29年度分の地方交付

税のうち普通交付税の額の算定に関する総理府令

（五日市中学校の数値配分状況）

封筒l袋 H64 

（昭和31年度地方交付税算出資料正誤表）

1主主

産 業

〈農業〉

小己斐新開耕作者名簿｛井口村農地委員会）

1冊

H65 

H66 

小己斐新聞固有農地耕作者名簿（小己斐新聞農耕組合）

1冊 H67

〈漁業〉

（地面調整受負金）証 明治28年 l枚 Hl27 

（字小己斐畑沖干潟公有水面使用ノ件許可書）

明治40年 1綴 Hl28 

（字龍ノ口沖干潟）海面使用願

明治42年 1綴 Hl29 

（字小己斐新聞沖干潟公有水面使用ノ件許可書）

明治43年 l綴 日130

（字小己斐畑地先公有水面ノ件許可書）

大正6年 1綴 Hl31 

（区画漁業免許）廃業届 大正6年 2綴 H132 

（字小己斐新開地先）区画漁業権変更願

大正8年 1綴 Hl33 

（字小己斐新開地先）海面使用額

大正9年 l綴 Hl34 



（宇小己斐新開地先）海面使用願

大正10年 1綴

（字小己斐新開地先海面使用ノ件許可書）

大正10年 1綴

（字小己斐畑地先海岸）公有水面使用願

大正14年 l綴

（字小己斐畑地先海岸）公有水面占周願

大正14年 1綴

（字小己斐新開地先）区画組業免許願

Hl35 

日136

Hl37 

Hl38 

大正15年 1綴 Hl39 

公有水面使用許可証・区画漁業権免許証・区画漁業権

存続期間更新申請（帝国在郷軍人会井口村分会）

昭和2～17年 7通 Hl40 

（宇小己斐新開地先公有水面使用並工作物設置ノ件許

可書） 昭和3年 1綴 Hl41 

（字小己望新開地先）区画漁業免許願

昭和5年 l綴 Hl42 

（宇龍ノロ地先）区画漁業免許願

昭和5年 1綴 Hl43 

（字小己斐新開地先）区画漁業免許出願之畿二付意見書

昭和5年 1綴 Hl44 

区画漁業免許出願之義ニ付意見書

昭和5年 H主 Hl45 

（字龍ノロ地先）区画漁業免許願（控）

昭和5年 1綴 Hl46 

字小己斐新開地先海面区画漁業免許願

昭和6年 1綴 Hl47 

（字小己斐新開地先）海面区画漁業免許願（控）

昭和6年 1綴 Hl48 

（字小己斐畑地先海面）区画漁業免許願

昭和6年 l綴 Hl49 

区画漁業権存続期間更新申請

昭和6年 1綴 Hl50 

（字小己斐新開地先）公有水面継続使用並ニ牡蛎築建設

願 昭和6年 1綴 Hl51

（公有水面使用）料金取調書 昭和6年 2枚 Hl52

（区画組業免許指令） 昭和6年 1部 Hl53 

（区画漁業免許指令） 昭和6年 1部 Hl54 
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（公有水面使用並工作物設置ノ件許可書）

昭和6年 1枚

井口村

Hl55 

（字小己斐新開地先公有水面使用並工作物設置ノ件）命

令書 昭和6年 l綴 Hl56

（字小己斐新開地先）公有水面使用並ニ牡蛎築建設願

昭和6年 1綴 Hl57 

｛字小己斐新開地先）公有水面使用並二牡蛎築建設願

昭和6年 1綴 Hl58 

区画漁業免許願（控） 昭和6年 1綴 Hl59 

（字小己斐新開地先公有水面使用並工作物設置ノ件許

可書） 昭和6年 l綴 Hl60 

区画漁業免許出願書取下願

昭和6年 1続 Hl61 

（区画漁業免許願等） 昭和6年 l綴 Hl62 

（字小己斐新開地先）公有水面使用並ニ牡蛎築建設願

昭和6年 I綴 Hl63 

（字小己斐新開地先）区画漁業免許願

昭和6年 2綴 Hl64 

（字小己斐新開地先）公有水面使用並ニ牡蛎築建設願

昭和6年 1綴 Hl65 

（字小己斐新開地先）区画漁業免許願（控）

昭和6年 1綴 Hl66 

漁業権契約書 昭和6年 1冊 Hl67 

区画漁業権分割願 昭和7年 1枚 Hl68 

処理延期伺 昭和7年 1枚 Hl69 

（字小己斐新開地先公有水面使用並ニ牡蛎垂下式抗建

設願等） 昭和7年 1綴 Hl70 

区画漁業免許出願之義ニ付意見書

昭和7年 1枚 Hl71 

（字龍ノロ地先）公有水面使用並ニエ件物設置願

昭和8年 1級 Hl72 

（字小己斐新開）公有水面使用願

昭和8年 2綴 Hl73 

（免許指令書添付ニ関スル照会・回答）

昭和B年 1枚 Hl74 

（出願手続遷延理由書控）昭和9年 1綴 Hl75 



井口村

（字龍ノ口地先）区画漁業免許出願之義ニ付意見書

昭和9年 1綴 Hl76 

（漁場図ニ関スル照会・回答）

昭和日～10年 l枚

区割漁業漁場図 昭和10年 1綴

日177

Hl78 

（字小己斐新聞公有水面使用並ニ工作物設置免許願等）

昭和10年 1綴 Hl79 

（字小己斐新開）公有水面使用並ニ工作物設置免許願

（控） 昭和10年 1絞 HlSO 

（字小己斐新開地先海面）区画漁業免許願（控）

昭和10年 l綴 H!Sl 

（字小己斐新開地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和10年 l綴 Hl82 

（字小己斐新開地先）区商漁業免許願

昭和10年 1綴 Hl83 

（字小己斐新開地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和10年 1綴 Hl85 

（字龍ノロ地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和10年 1綴 Hl86 

区画漁業免許出願之義ニ付意見書

昭和10年 2枚 Hl87 

（字小己斐新開地先海面）区画漁業免許願（控）

昭和10年 1綴 Hl88 

（字小己斐新開地先海面）区画漁業免許願

昭和10年 1級 Hl89 

賃借権設定登録申請 昭和10年 l綴 Hl90 

（字小己斐新開地先）区商漁業権変更願

昭和10年 1綴

賃借権設定登録申請 昭和10年 1綴

Hl91 

Hl92 

（字小己斐新開地先公有水面使用並ニ工作物設置願等）

昭和10年 1縁 日193

（区画漁業）賃借権設定登録申請

昭和10年 1枚 Hl95 

賃借権設定登録申請 昭和10年 1綴 Hl96 

海面生産物採取願 昭和11年 1部 Hl97 

（字龍ノロ地先）区画漁業免許申請ニ関スル件

昭和11年 l緩 Hl98 

6 

（字小己斐新開地先区画漁業権第一種牡蛎杭打式養殖）

同意書 昭和11年 1綴 Hl94

（区画漁業権期間満了者一覧）

昭和11年 1綴 Hl99 

（字小己斐新開地先公有水面使用並工作物設置ノ件許

可書） 昭和11年 2部 H200 

（字龍ノ口地先）公有水面使用並ニ工作物設置追認期間

更新願 昭和11年 1綴 H201

（字龍ノ口地先）公有水面使用並ニ工作物設置追認期間

更新願 昭和11年 1綴 H202

（字龍ノ口地先）公有水面使用並ニ工作物設置追認期間

更新願 昭和11年 1綴 H203

（字小己斐新開地先）公有水面使用並ニ工作物設置追認

期間更新願 昭和11年 1綴 H204 

（宇龍ノロ地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和11年 1綴 H205 

（字龍ノ口地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和11年 1綴 H206 

（区画漁業権変更願ノ件許可書）

昭和12年 1綴 日184

（字小己斐新開地先）区置漁業免許願

昭和12年 1綴 H207 

（字小己斐畑地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和12年 1綴 Hzns 

（字小己斐畑地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和12年 1綴 H209 

（字小己斐畑地先）公有水面使用並ニ工作物設置願

昭和12年 1綴 H210 

（字小己斐新開地先）区画漁業免許願

昭和13年 1綴 H211 

区画漁業権移転登録申請

昭和13年 1綴 H212 

区画漁業権移転登録申請

昭和13年 1綴 H213 

区画漁業権移転登録申請

昭和13年 l綴 H214 

区画漁業権移転登録申請

昭和13年 1綴 H215 



区西宮盟業権移転霊録申請

昭和13年 l綴 H216 

区画漁業権移転登録申請

昭和13年 1綴 H217 

区画泊業権移転登録申請

昭和13年 1綴 H218 

区画漁業権移転登録申請

昭和13年 1綴 H219 

（字小己斐新開地先公有水面使用並ニ工作物設置ノ件

許可書） 昭和13年 l綴 H220 

区画漁業地入漁料徴収簿

昭和15年度 1冊 H221 

公用水面継続使用並ニ牡蛎筏建設願ニ付副申

昭和15年 1枚 H222 

（字小己斐新開地先公有水面使用並工作物設置ノ件追

認） 昭和15年 1綴 H223 

（字小己斐新開地先公有水面使用並ニ工作物設置ノ件

許可書） 昭和16年 I綴 H224 

（字小己斐新開地先公有水面使用並ニ工作物設置ノ件

許可書） 昭和16年 1綴 H225 

（字小己斐新開地先公有水面使用並ニ工作物設置ノ件

許可書） 昭和16年 l綴 H226 

井口村漁業権台帳 昭和22年 l枚

区画漁業権存続期間更新申請

昭和22年 1枚

（小己斐新開地先水面使用について）評価書

昭和22年 1枚

H227 

H228 

H229 

（字小己斐新開地先海面）公有水面追認継続使用並工作

物設置願 昭和22年 1枚 目230

漁業権調査票甲号 昭和2＇年 59枚 日231

漁業権補償の調査について・漁業権補償翻査会場借用

について 昭和25年 2枚 H232 

実測図 1枚 Hlll 

（男竹）使用方法書・建設方法書・工事概算書

2枚： H2J3

（字小己斐新開地先公有水面工作物構造図）

l枚 H234 

井口村

（字小己斐新開沖干潟）貝類養育場営業監札御下付願

1線 H235

（区画漁業権登録内訳） 1通 H236 

区画漁業権変更願の件添付書類提出について

1通 H237

公有水面継続使用並ニ牡蛎築遺設願ノ件添付書類提出

依頼 l通 H238 

（字小己斐新聞堤防第三種区画漁業介類養殖業区画漁

業漁場図） 1枚 H239 

（字小己斐新開地先）実測平面図 1主主

（字小己斐新開地先公有水面）実測平面図

1キlt:

（字小己斐畑地先）実測平面図 1枚

実測平面図 1枚

H240 

H241 

H242 

H243 

（字小己斐新開地先第一種漁場牡蛎養殖業）漁場図

1枚： H244

（字小己斐新聞堤第一種区画漁業貝類養殖業区画漁業

漁場図） 1枚 H245 

（字小己斐新開堤防鼻第一種区画漁業牡蛎菜建養殖業

区画漁業漁場図） l枚 H246 

（字小己斐新開堤第三種区画漁業員類養殖業区画漁業

漁場図） 2枚 目247

（字小己斐新開堤防第三種区画漁業介類養殖業区画漁

業漁場図） 1枚 H248 

（字小己斐新開地先第三種漁業介類養殖業区画漁業漁

場図） 1枚 H249 

（字龍ノ口地先第三種漁業介類養殖業区画漁業漁場図）

1主主 H250 

（字小己斐新聞堤防第三種区画漁業介類養殖業区画漁

業漁場図） 1枚 H251 

（字小己斐新開地先）区画漁業漁場図 1枚 H252 

（字小己斐新開地先・字小己斐畑地先海苔、介類、牡蛎

等公有水面面積区画漁業場図） 1枚 H253 

（字龍ノ口地先第三種漁業介類養殖業）区画漁業場図

11!<: H254 

佐伯郡井口村地先区画漁業連絡図 1枚

（字小己斐新開地先）漁場連絡図 1枚

H255 

H256 
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井口村

漁場連絡図 1枚

（水面使用許可申請書添付地図） 7枚

（水面使用許可申請書添付用図面下書）

u文

日257

H258 

H259 

公有水面使用並工作物設置ノ件評価書（等）草津漁業組

合出願書 1袋 H260 

佐伯郡井口村地先平面図 1枚

（一般図海図） 1枚

一般図 1枚

一般図 1枚

土 木

H261 

H262 

H263 

H264 

佐伯郡草津町、向井口村地内国道付替ニ依ル道路構成

物件交換願書（広島瓦斯電軌株式会社）

昭和Z年 1冊 H68 

小己斐明神西側埋立計画昭和12年 1 通 日69

佐伯郡井口村地内町村道道路区域図 （昭和16年 5
月27日付陸軍運輸部検閲済印あり） 4枚 H70 

小己斐新開地盤沈下工事負担金徴収簿

(Ug和30年） 1冊 H71 

小己斐新開地盤沈下工事埋立関係面積詞

（昭和30年） 1冊 H72 

陳情書（井口村小己斐新開地盤沈下対策事業に対する

農林漁業金融公庫よりの融資）

昭和31年 1殺 H73 

電鉄会社の買入ヶ所図 1袋 H74 

道路、溝渠、学校敷地、広島茸斯電軌株式会社寄附地

の区域図 2枚 H75 

井ノ口村道路改修設計書・図 1袋 H76 

佐伯郡草津町、井口村地内国道付替箇所丈量図

l枚 H77

佐伯郡草津町、井口村地内国道付替ニ伴7町道変更箇

所平面図 1枚 H78 

広島県安芸国佐伯郡井口村略地図 9枚 H79 
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佐伯郡井口村実現l及求積平面図

求積平面図 H主

求積平面図（公有水面埋立出願図）

実測平面図 It文

停留場前理立図 l枚

地上土坪計算図 1主主

道水路構造園 1キj(

古川埋立図 1t文

古川埋立図 l本文

（護岸石垣図） lキ文

（雁木構造図） 1本文

護岸石垣構造図 1キ文

埋立地横断面図 1キ文

（縦断面図） H女

（横断面図） l綴

横断面図・縦断面図 HJ( 

（共通仕様書） 1袋

小己斐山公園設計図 1枚

1枚

1枚

H80 

H81 

H82 

H83 

H85 

H86 

H87 

H88 

H89 

H90 

H91 

H92 

H93 

H94 

佐伯郡井口村小己斐山公園設計図 l枚

（字小己斐畑山地先）公有水面埋立設計書

H95 

H96 

H102 

H103 

H104 

1綴 日106

（小己斐畑海面埋ま工事ブロッヲ別総集計表）

1綴 Hl07

海面埋立工事設計書 1綴 Hl08 

井口村字龍ノロ826番地ノ自地先埋立工事設計及仕様

書 1袋 H109

地盤沈下対策事業佐伯郡井口村八幡浜地区計画図

1枚 HUD

（掃除桝及暗渠構造図・内圭1尺 5寸土管伏設図・階段

雁木構造図・荷揚場階段雁木構造図）

所有者別台帳坪数表 2部

（負担金の名簿） 1部

1枚 H112

H113 

H114 



（埋立工事費内訳書） 3枚

（入札書） 19枚

（入札書） 1枚

（入札書） 1袋

民 生

保育所設計図 1袋

衛 生

脳病院設計図 1袋

A寸三ら4 務

学校増築入札心得書 （昭和7年） 1綴

（井口尋常高等小学校々舎増築設計図）

Zfj( 

井口尋常高等小学校校舎増築設計図（其の 2)
2t文

（井口小学校建築関係） 1袋

H115 

H116 

H117 

H118 

HlOl 

Hl05 

H97 

H98 

H99 

HlOO 

（井口村青年訓練所・同実業補習学校）生徒現在数ノ件

昭和7年 1綴 H119 
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井口村・伴村・沼回町

伴村役場文書

現勢調査簿 大正8～昭和5年 Hl 

沼田町役場文書

（安佐郡各町村会計事務取扱細則）

明治45年 1冊 Hl 

告示・公示 （昭和30-33年） 1綴 H2 

選挙告示綴（戸山支所）

昭和29～31年 1冊 H3 

合併関係書〔合併申請書・事務引継書〕

昭和30年 1冊 H4 

町内合併一件 昭和30年 1冊 H5 

沼田町建設計画一件（沼田町建設審議会）

昭和31年 1冊 H6 

新市町村建設 昭和31～33年 1綴 H7 

沼田町建設基本計画 昭和32年 I綴 HS 

町内放送運営審議会一件（戸山連絡所）

昭和32～33年 1冊 H9 

伝染病院に関する綴 昭和30年 1冊 HlO 



飯室村・小河内村・日浦村・安佐町

飯室村役場文書

久地村外四ヶ村合併関係一件

昭和29～30年 1冊

小河内村役場文書

（雑書綴） 昭和21～ 23年 l綴

日浦村役場文書

歳出命令要求簿 明治44年度 1冊

現金受払日計簿但区費ニ対スル分

大正6年度 lilll 

歳入整理簿但区費ニ対スル分

大正6年度 1冊

歳出整理簿但区費ニ対スル分

大正6年度 1冊

国税金収納簿 明治40年度 l冊

国税金収納簿 明治42年度 l冊

国税金収納簿田租 明治44年度 l冊

H5 

H9 

HS 

H9 

HlO 

日11

H12 

H13 

H14 

国税金収納簿所得税 明治44年度 1冊 Hl5 

国税金収納簿営業税 明治44年度 l冊 H16 

国税金収納簿 自家用醤油税

明治44年度 1冊 日17

国税金収納簿売薬営業税

明治44年度 1冊 HlS 

随時収入諸税収納簿 明治44年度 1冊 H19 

目浦村税徴収元帳随時収入

明治45年度 1冊 H20 

県税金収納簿地租割 明治45年度 1冊 H21 

県税金収納簿戸数割 明治45年度 1冊 H22 

県税金収納簿営業税 明治45年度 H23 

国税県税収支命令簿 明治45年度 1冊 H24 

国税金収納簿畑租雑地租

大正元年度 1 官I~ H25 

後山区費徴収元帳大E元年度第二期分

大正元年 1冊 H26 

安佐町役場文書

廃止条例綴 昭和30～35年 1綴 HlO 

議会準備書類綴 昭和30年度 1冊

議長会一件 昭和32～33年

安佐町建設計画書 昭和34年度 1冊

Hll 

H12 

H13 

新市町村建設事業一件 昭和34年度 1綴 H14 

新町建設往復文書綴 昭和34年 1綴

収入役自治研修会一件

昭和30～34年 l冊

地方交付税一件綴 昭和31年度 1冊

財政関係書類 （昭和31～32年） 1冊

自主再建計画書 昭和32年 1綴

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

安佐町収入役事務引継書 昭和34年 1冊 H9 

財政一件 昭和34年 1冊

財政一件 （昭和34～35年） 1冊

財政 昭和35年 1冊

地方交付税 昭和35年 1続

技能者共同養成に関する綴昭和30年 l冊

H20 

H21 

H22 

H23 

H24 

勧業一件（久地支所） 昭和32～ 35年 1綴 H25 

農作物裁培技術改善展示圃成績書（安佐地区農業普及

事務所） 昭和30年度 l束 H26 

昭和30年産水稲地区別予想収穫高調

昭和30年 1冊 H27 
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新農村建設事業一件（安佐地域農村振興協議会）

昭和31-35年度 l冊 H28 

農山漁村接興特別助成事業工事関係一件書類様式（安

佐地域農村振興協議会） 昭和31年 1冊 H29 

共済事業町移譲一件

昭和34年～35年度 1冊 H30 

安佐郡安佐町補関係改良事業箇所詞

昭和30年度 1 f肝 H31 

大川橋落成式一件 昭和34年 H~ H32 

安佐町消防団出初式次第昭和34年 1袋 H33 

広島県消防関係書類在中

（昭和34～35年度） 1袋 H34 

安佐町大林村・可部町

大林村役場文書

議事関係綴 昭和27-28年 1冊 Hl5 

商工関係事務 昭和15～16年 1冊 Hl6 

写真（安佐郡民生委員研修会）

昭和30年 1枚 Hl7 

可部町役場文書

条例公布原書〔ー〕 昭和30～例年 l綴 日18

村会決議詰件綴（中原村） 昭和17年 1冊 Hl4 

議事準備諸件綴（中原村） 昭和17年 l冊 Hl5 

登記に閲する書類綴 昭和35年 1緩 Hl9 

町村合併資料綴 昭和28-30年 l冊 Hl6 

町村合併議決書綴 昭和30年 l冊 Hl7 

共済契約に関する書類

昭和30～33年 1 f冊 H20 

備品台帳 昭和30～34年 1 i肝 H21 

町有財産表 昭和32～33年 1冊 H22 

〔桐原区会計〕事務引継書 昭和30年度 1綴 H2~

桐原区会事務一件 昭和30年度 1冊 H24 

写真消防組連合演習分列式昭和10年 1枚 H25 

写真消防組連合演習放水訓練

昭和10年 l枚 H26 

隔離病舎一件 （昭和30-35年） 1 冊 H27 
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紙閤町・古市町安村・安古市町

祇園町役場文書

祇園町議会書類綴 （昭和3～34年） 1冊 H;l9 

祇園町の現勢 昭和31年 1冊 H40 

建設省の太田川放水路閉さく工事に伴う横川駅附近改

良に関する設計協議についτ
昭和32年 1級 H31 

（太田川政良工事及びそれに伴う附帯工事）事業認定申

請書 昭和32年 1綴 H32

事業認定申請書の送付現ひ’縦覧についτ（太田川改良工

事亙ぴ二れに伴う附帯工事）

昭和32年 1綾 H33 

建築基準法第四十二条第二項の規定に基〈道路指定に

ついτ 昭和32年 l綴 H34 

大芝地区土地区画整理現形測量について

昭和32年 1綴 H35 

（大芝土地区画整理区域図）

（日召和32年ヵ） l枚 H36 

土地収用法第18条第2項第3号の規定に基〈意見書の

提出について 昭和33年 1殺 H37 

祇園小学区史 （明治43年頃） 1冊 H41 

（教育委員会）議案綴 昭和30年度 l冊 H42 

（学校統合関係綴） 昭和32年 1冊 H43 

（祇園町立原小学校舎改築工事）

昭和33年 1冊 H44 

（小中学校建物配置図） 昭和34年 l袋 H38 

学校給食台帳 昭和34年度 1冊 H45 
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古市町役場文書

高宮郡馬木村卜入会山・高宮郡小田村卜共有山・高宮郡

矢口村卜共有山定約書（東野村）

明治17～24年 1冊 Hl 

村有財産台帳（三川村）

明治31～昭和5年 1冊

負債台帳 昭和23～30年 1冊

事務引継関係書（教育委員会）

昭和27年 1冊

安村役場文書

安村郷土志 （昭和7年） 1冊

雑書綴（安村外3箇町村中学校組合）

昭和27年度 1冊

安古市町役場文書

溝・道路裏 昭和33年 1綴

公印台帖（教育委員会）

（昭和30～31年） 1冊

町有財産台帳（教育委員会）

（昭和32～34年） 1綴

財産預托台帳（教育委員会）

（昭和32～34年） 1綴

教育長会議一件 昭和33年度 1綴

学校給食台帳 （昭和34年度） l冊

H2 

H3 

H4 

HlO 

日11

Hl9 

H20 

H21 

H22 

日23

日24

安佐中国庫補助金一件（安古市町・佐東町中学校組合）

昭和34-35年度 1冊 H25 

（安古市町・佐東町）中学校組合教育委員会会議録

昭和35年度 1冊 H26 



川内村

字川手実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H25 

川内村役場文書 字道原実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H26 

字両祖実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H27 

宇中原実地丈量野取帖（i星井村） 1冊 H28 

土 地 字松原実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H29 

字清水堂実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H30 

野取絵図帳・荒地年期明地目変換反別地価取調帳（i.!il井 字欠口実地文量野取帖(i且井村） 1冊 H31 
村） 明治18年 1冊 H35 

字上野原実地丈量野取帖（温井村） l冊 H32 
土地賃貸価格植定額集計表

昭和13年 1冊 H2 字東野原実地丈量野取帖（温井村） l冊 H33 

字横土手実地丈量野取帖（温井村） 字北之原実地丈量野取帳（温井村） 1冊 H34 

H~ H4 
字瀬口地図野取帖（中調子村） l冊 H42 

（字矢ノ口実地丈量野取帳）（温井村） 1冊 H5 
字瀬口野取地図帖（中調子村） Hlr H43 

｛字高瀬実地丈量野取帳）（温井村） I冊 H6 
字大上野取地図帖（中調子村） 1冊 H44 

字柳原実地丈量野取帖（温井村） 1 i冊 H7 
字鷺偶野取地図帳（中調子村） li冊 H45 

字上紺矢実地丈量野取帖（i.!il井村） 1 f仕 H8 
字杉野原野取地図帖（中調子村） 1冊 H46 

字塗矢実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H9 
字比原野取地図帳（中調子村） 1冊 H47 

（字紺矢実地丈量野取帳）（温井村） 1冊 HlO 
字荒瀬野取地図帳（中調子村） 1冊 H48 

（字宮脇実地丈量野取帳）（温井村） 1冊 Hll 
字迫野取帳（中調子村） 1冊 H49 

（字下桶実地丈量野取帳）（温井村） 1冊 Hl2 
字海名野取帳（中調子村） I冊 H50 

字中西実地丈量野取帖（温井村） 1冊 Hl3 
東草田原野取帳（中調子村） 1冊 H51 

字茅原実地丈量野取帖（温井村） 1冊 Hl4 
字術勢野取地図帳（中調子村） 1冊 H52 

字吉之口実地丈量野取帖（温井村） 1冊 Hl5 
（字倉本野取帳）（中調子村） I冊 H53 

字市原実地丈量野取帖（i星井村） I冊f Hl6 
堤外字高瀬野取図帖（中調子村） 1冊 H54 

（宇久保実地丈量野取帳）（温井村） 1冊 Hl7 
堤外字銅堂野取図帖（中調子村） I冊 H55 

（字池ノ内実地丈量野取帳）（温井村） 1冊 Hl8 
字保田高宮郡東野村野取 1冊 H60 

字久根之内実地丈量野取帖（i星井村） l冊 Hl9 
字上保田高宮郡東野村野取帳

字河本実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H20 明治9年 1冊 H61 

字沖田実地丈量野取帖（温井村） 1冊 H21 堤外（野取帳）（中調子村） 1冊 H56 

字桃之木実地丈量野取帖（温井村） l冊｝ H22 道路敷地測量野取帖（中調子村） 1冊 H57 

字原実地丈量野取帖（温井村） 1冊 日23 （野取帳）（中調子村） 1冊 H58 

（字桃木原実地丈量野取帳）｛温井村） 1冊 H24 （野取帳）（中調子村） 1冊 H59 
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川内村・緑井村

（野取帳） 1綴 H3 緑井村字能舞田丈量野取脹 明治8年 1冊 H9

字常広地並帳（中調子村） 1冊 H36 緑井村字大木丈量野取帳 明治8年 1冊 HlO 

字迫地並帳（中調子村） 1冊 H37 緑井村字大下丈量野取帳 明治8年 1冊 Hll 

字迫地並帳（中調子村） 1冊 H38 （字大上丈量野取帳）

（明治8、9年ごろ） 1冊 日12
字酉草田原地並帳（中調子村） 1冊 H39 

字神宮地並帳（中調子村） l冊 日40
（緑井村字植林丈量野取帳）

（明治8、9年ごろ） 1冊 Hl3 

字保田地並帳（東野村） 1冊 H41 （字勘能丸丈量野取帳）

（明治8、9年ごろ） 1冊 Hl4 

（字願成寺原丈量野取帳）

緑井村役場文書 （明治8、旦年ごろ） 1冊 Hl5 

（緑井村字白石丈量野取帳）

（明治8、9年ごろ） l冊 Hl6 

緑井村字比原丈量野取帳 明治9年 l冊 日17

議 ~ 緑井村字兼広丈量野取帳 明治9年 1冊 Hl8 

（緑井村字東松原丈量野取帳）

明治廿二年度通常村会成議案 1冊 HSO 明治9年 1冊 Hl9 

明治廿二年度沼田郡緑井村通常村会成議案 緑井村字樋外丈量野取帳 明治9年 1冊 H20 

H骨 H81 
緑井村宇西松原丈量野取帳

明治廿二年六月十五日開臨時緑井村々会成議案 明治9年 1冊 H21 

1冊 H82 
緑井村字神楽団丈量野取帳

明治廿二年六月廿八日開会緑井村臨時村会成議案 明治9年 1冊 H22 

l冊 H83 
緑井村字城ノ前丈量野取帳

明治廿三年十二月廿五日開臨時緑井村会議案 明治9年 1冊 日2J

明治23年 1冊 H84 
緑井村字石屋田丈量野取帳

明治廿四年五月十九日開臨時緑井村会議決書 明治9年 l冊 H24 

1冊 H85 
緑井村字法師丸丈量野取脹

沼田郡緑井村会議事細則 1冊 H86 明治9年 1冊 H25 

緑井村宇中野守（丈量野取帳）

明治9年 l冊 H26 

土 地 緑井村字日吉田丈量野取帳

明治9年 1冊 H27 

緑井村字堂河内丈量野取帳
緑井村字市ノ坪丈量野取帳 明治8年 1冊 H6 明治9年 1冊 H28 

緑井村字箱割丈量野取帳 明治8年 1冊 H7 緑井村字東市丈量野取帳 明治9年 l冊 H29 

緑井村字八幡田丈量野取帳 明治8年 1冊 HS 緑井村拝借地丈量野取帖 明治9年 1冊 H30 
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市井田筋丈量野取帳 明治9年 1冊 H31 

安川筋需弱持借地文量野取帖

明治9年 1冊 H泥

沼田郡緑井村古川筋川幅同之内流作場野取帖

明治9年 1冊 H33 

字上山野取帖 明治13年 I冊

字宇那山野取帳 明治13年 1冊

字矢ヶ谷野取帖 明治13年 1冊

字神宮山野取帖 明治13年 1冊

H34 

H35 

H36 

H37 

字石屋山野取崎 明治13年 1冊 H38 

字龍ノロ野取帖 明治13年 1冊 H39 

鳥越野取帳 明治14年 1冊 H40 

権現・鳥越山丈量野取帳 明治14年 I冊 H41 

道路潰地丈量野取帖 明治17年 l冊

字市ノ坪丈量野取帖 明治20年 lil『

（字大上丈量野取簿） （明治20年） 1冊

字鳥越丈量野取帖 明治20年 1冊

字植林丈量野取簿 明治20年 1冊

字兼広丈量野取簿 明治20年 1冊

字東松原丈量野取簿 明治20年 1冊

字樋外丈量野取簿 明治20年 l冊

字酉松原丈量野取簿 明治20年 1冊

H42 

H43 

H44 

H45 

H46 

H47 

H48 

H49 

H50 

字城ノ前丈量野取枯 明治20年 1冊 H51 

字勧能丸丈量野取帖 明治20年 1冊 H52 

字願成寺原丈量野取帖 明治20年 l冊 H53 

字白石丈量野取帖 明治20年 I冊

字石屋国丈量野取崎 明治20年 1冊

字箱割丈量（野）取帳 明治20年 1冊

字八幡田丈量野取簿 明治20年 l冊

H54 

H55 

H56 

H57 

字法師丸丈量野取帖 明治20年 I冊 H58 

宇中野守丈量野取簿 明治20年 1冊 H59 
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字日吉田丈量野取帖 明治20年 1冊

字大木丈量野取帖 明治20年 I冊

字堂河内丈量野取帖 明治20年 l冊

字大下丈量野取簿 明治20年 l冊

字東市丈量野取帖 明治20年 1冊

字シミ堂（清水堂）丈量野取帖

明治20年 1冊

字上山丈量野取簿 明治20年 1冊

字宇郡木山丈量野取簿 明治20年 l冊

緑井村

H60 

H61 

H62 

H63 

H64 

H65 

H66 

H67 

宇矢ヶ奇丈量野取簿 明治20年 1冊 H68 

字神宮山丈量野取簿 明治20年 1冊

字石屋山丈量野取簿 明治20年 l冊

字龍ノ口丈量野取簿 明治20年 1冊

H69 

H70 

H71 

大上、植林、神楽園、兼広、東松原、大下、市ノ坪、

再量野取帖 明治20年 1冊 H72 

字市ノ坪、字兼広残地野取（帳）

明治20年 l叩 H73 

字兼広残地野取帖 明治20年 1冊 H74 

字東松原残地丈量野取（帳） 明治20年 l冊 H75 

字西松原残地野取帖 明治20年 I冊

（字清水堂）丈量野取帳 （明治期） l冊

地券書替出願帖 明治17年 l冊

庶 務

H76 

H77 

H78 

明治廿三年分緑井村役場事務報告書 l綴 H87 

（緑井村財産明細書・明治廿四年中緑井村役場事務報告

書） （明治25年） I綴 H88 

緑井村事務報告書 （明治28年） l綴 H89 



緑井村・佐東町

財務・会計

明治廿一年度八木村・緑井村連合村費収支精算報告書

1冊 H90

明治二十二年度歳入出決算表

明治23年 1冊 H91 

明治二十三年度后半期沼田郡緑井村負担スル地方税中

戸数割賦課方法議案 明治23年 1綴 H92 

広島県沼田郡緑井村明治廿七年度歳入歳出総計決算書

明治28年 1綴 H93 

広島県安佐郡緑井村明治四捨弐年度歳入歳出予算表

明治42年 l冊 H94 

土木

沼田郡緑井村道路掃除規則 l綴 H95 

社寺

石屋神社出納簿 明治36年 1冊 H96 

石屋神（社）有金控帳 明治38年 1冊 H97 

兵事

軍事募集金収支守口簿 明治27年 1冊 H79 

佐東町役場文書

（字西ケ追・重竹丈量野取綾）（村不明） 1冊 H5 

（丈量野取帳）（材不明） 1冊

合併協定書一件 昭和30年 1冊

起債一件 昭和30-31年 1冊

H6 

H4 

H7 

昭和三十年度一般会計・特別会計〔国保〕及び安佐中学

校関係歳入歳出予算書昭和30年度 l冊 H8 

一般会計・特別会計〔国保〕及ぴ安佐中学校関係歳入歳

出予算書綴 昭和31年度 1冊 H9 
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深川村役場文書

第四号字カボウ共有地山丈量野取帖（中深川村）

1冊 H105

第七号字稲妻山丈量野取帖（中深川村）

1冊

第弐拾壱号字減平山丈量野取帖（中深川村）

Hl06 

I冊 Hl07

落合村役場文書

岩上村

〈例 規〉

御布達写 明治7年 1冊 H7 

〈議 会〉

村会議事規則編輯伺害 明治12年 1 i世 HS 

諸木末光岩上玖村村連合会議日誌

明治12年 1冊 H9 

明治＋八年度岩上々費支出予算議案

明治18年 l綴 HlO 

字岩上区会成議案 明治25年 l冊 Hll 

〈戸 籍〉

六月分戸籍入費取約帳 明治6年 I冊 Hl98 

深川村・落合村

〈土 主也〉

実地丈量改正ニ付脚夫簿 明治8年 1冊 Hl99 

地券丈量亡コ 明治8年 1冊 H204 

実地丈量ニ付入費控帳 明治8年 1冊 H205 

量地改正ニ付諸入費控簿 明治8年 1冊 H206 

実地丈量改正乙付詰入費割賦

明治8年 1冊 H207 

実地御改正ニ付明治八年ヨリ同九年諸入費取替井夫方

共差出帖 明治8～9年 1冊 H208 

丈量出方回数抜書 明治9年 l冊 Hl2 

量地改正二付夫方控簿 明治9年 1冊 H201 

実地文雇夫日記帳 明治9年 I冊 H209 

大原丈量失方帳 明治9年 1冊 H203 

実地丈量野物出夫昔日 明治9年 1冊 Hl3 

丈量出夫控 明治9年 1冊

丈量人別覚帳 明治9年 l冊

丈量出方控帳字大迫 明治9年 1冊

Hl4 

Hl5 

Hl6 

丈量人別夫方抜出帳 明治9年 1冊 目210

丈量費追割亡コ附金賦課帖

明治9年 l冊 H211 

丈量入費夫方ヱ渡帳 昭治9年 l冊 H212 

宅地丈量番合併夫方控 明治9年 1冊 H213 

実地丈量野取帳算用反別控帳

明治日年 1冊 H214 

実地丈量野取帳算用夫方控帳

明治9年 1冊 H215 

（実地丈量野取帳算用夫方各人出方控帳）

明治9年 l冊 H216 

実地丈量資亡回へ寄特金取立人名録

明治11年 1冊 H217 

量地改正二付夫方銘々書抜 l冊 目200

（量地改正ニ付夫方控簿） 1冊 H202 
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落合村

宇池田地並帳 明治9年 1冊 Hl7 地並帖正誤願帳 明治11年 1綴 H47 

字苅明地並帳 明治9年 1冊 Hl8 字池田地並帳 1冊 H48 

字朝鮮田地並帳 明治9年 1冊 Hl9 （地並帳） 1冊 H49 

字貞宗地並帳 明治9年 1冊 H20 山地券筆数井入費割賦帳 明治6年 1冊 H218 

字寺本地並帳 明治9年 l冊 H21 地券辻寄書出帳 明治6年 l冊 H219 

字鬼ケ原地並帳 明治9年 l冊 H22 地券証直段揚控帳 明治6年 l冊 H220 

字合力地並帳 明治9年 1冊 H23 地券直上ケ井ニ高下ケ書出帳

明治6年 1冊 H221 
字金川地並帖 明治9年 1冊 H24 

字ナメラ地並帳 明治9年 1冊 H25 
地券直上ケ弁ニ高下ケ書出帳

明治6年 1冊 日50

字大迫地並帳 明治9年 1冊 H26 地券印税取主帳 明治8年 liffl H222 

宇高岸地並帳 明治9年 l冊 H27 地券証渡並印税取立帳 明治8年 1冊 H223 

字行分地並帳 明治9年 1冊 H28 地券書換証印税納証書 明治8年 1冊 H51 

字後迫地並帖 明治9年 1冊 H29 地券書換証印税納証書控エ

字山田地並帳 明治9年 1冊 H30 
明治9年 1冊 H52 

字金下地並帳 明治9年 1 iffl H31 
地券改正ニ付諸入賞控帳 明治9年 1冊 H224 

字奥田原地並帳 明治9年 11冊 H32 
地券書換証印税納証書控エ

明治9年 1綴 H53 

字奥原地並帳 （明治9年） 1冊 日33
地券証渡簿 明治9年 1冊 H54 

字薮ケ谷地並帳 明治9年 l冊 H34 
地券御書換願 明治11年 1冊 H55 

字明当地並帳 明治9年 1冊 H35 
地券E正御書換願 明治11年 1綴 H56 

字下岡田地並帳 明治9年 1冊 H36 
地券別冊元帳三番 1冊 H225 

字久保山地並帳 明治9年 l冊 H37 
地券別冊元帳四番 1冊 H226 

字畠中地並帳 明治9年 1冊 H38 
惣盲姓持成高畝町数改並ニ算用等出動夫控

字大原地並帳 明治9年 1冊 H39 明治5年 1骨骨 H227 

字仏迫地並帳 明治9年 1冊 H40 官林公有地御取調ニ付書出帳担

明治6年 1冊 H57 
字槙ケ坪地並帳 明治9年 1冊 H41 

払ポ説本箇所取調帖 明治7年 l冊 H58 
字木舟地並帳 明治日年 1冊 H42 

帳明書抜帳 明治8年 1冊 H59 
宇友竹地並帳 明治9年 li冊 H43 

帳切書抜帳 明治8年 li冊 H60 
字山ノ下地並帳 明治9年 H& H44 

民有地取謁帳 明治9年 lf& H61 
字鴛来各地並帳 明治9年 1冊 日45

竹薮井溜池反別調控 明治9年 1冊 H62 
地並帖正誤願帳 明治11年 I冊 H46 

反別合計帳本控 明治10年 1冊 H63 
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畑宅地々等比準取調帳 明治10年 1冊 H228 

等位反別合計共書抜簿控ヱ

明治10年 I冊 H229 

目畑宅地村等景況ニ付反別書抜帳

明治12年 1冊 H230 

三種地等辻寄帳 明治12年 1冊 H231 

地等合計帳 明治12年 1冊

地等合計脹 明治12年 1冊

反別抜出帳土居廻組 1冊

地押点検入費取立ニ付各持地筆数書抜帳

1冊

一荒地年季願帳 l冊

H64 

H65 

H232 

H233 

H66 

八小区岩上村（地租改正における村内田畑宅地の書方に

ついτ） 1綴 H67 

（土地所有者・地代金目録） l冊

（反EIJ・地代金書付） I冊

（反別・地代金書付） 1冊

（山反別・地代金書付） 1冊

（官林反別書付） 1枚

（地代訂正願者名簿） 1綴

〈庶 務〉

諸願書控 明治5年 l冊

H234 

H68 

H69 

H70 

H71 

H72 

H73 

稲虫送人名録 明治8年 1冊 H235 

稲虫送人名帖 明治8年 1冊 H236 

土井廻川清水廻人別夫帳

明治9年 l綴 H237 

（内務省官員の官林精査に付案内者請要書外）

明治10年 1綴 H74 

（雑書綴外） 明治10年 1綴

（衛生連合会議委員投票関係綴）

明治13年 l綴

H75 

H76 

（事由書外）（深川村岩上共有物元惣代人）

明治25年 1綴

（木取川西側・東側） 1冊

（久保川東筋・久保山川西筋） 1冊

（襟免川） 1冊

名戻リ記 l冊

落合村

H77 

H78 

H79 

HBO 

H238 

（イ組～チ組各組の範囲等について） l綴 H239 

（紙・筆代金等請取帳） 1冊 日240

〈財務・会計〉

高宮郡岩上村諸品書出シ帳 明治5年 I冊 H81

諸出夫人々抜出蝶 明治5年 1冊 H241 

給米割賦算用帳 明治6年 1冊 H242 

一月分平用夫方取約帳 明治6年 1冊 H243 

改暦二月分平用夫方取約帳

明治6年 l冊 H244 

三月分夫方諸入費取約帳 明治6年 I冊 H245 

四用分諸入費取約帳 明治6年 l冊 H246 

六月分夫方諸入費取約帳 明治6年 1冊 H247 

明治壬申亙年度村辻欠算用帳

明治6年 I冊 H248 

六月分平用夫方取約帳 明治6年 li肝 H249 

七月分平用夫方取約帳 明治6年 1冊 H250 

八月分平用夫方取約帖 明治6年 l冊 H251 

十月分平用夫取約帖 明治6年 1冊 H252 

明治六年十二月分村入費取約帖

明治6年 1冊

諸費抑帖 明治7年 1冊

平用夫控帳 明治7年 1綴

平用夫控帖 明治8年 l冊

本年七月ヨリ十二月マテ大小区費予算簿

明治9年 1冊

H253 

H82 

日254

H255 

H256 

-19ー



落合村

本年七月ヨリ十二月マテ大小区費予算簿

明治9年 1冊

公事諸入賞控帳 明治10年 1冊

H257 

H258 

明当・金川・鴛来谷・仏迫田ケ所村費用割当計亡コ

明治13年 1冊 H259 

E コ年度役場受払簿中ノ：書抜

明治21年 1綴 H83 

（領収証綴） （明治22～31年） 1綴 日84

（道路掃除夫欠夫金・山林境界関係実費等の）記

明治25年 1綴 H85 

譜求書 明治25年 1冊

（夫方控帳） 1 ii骨

（人夫代金等） 1冊

（人夫の覚） l綴

（登山・相談等について経費） 1冊

〈税務〉

第八年ヨリ諸費不足取立帳

H97 

H260 

H99 

H261 

HlOO 

（明治5年） l冊 H262 

水代取約帖 明治5年 1冊 H263 

貢米並年中諸入役割賦取立帳

明治5年 l冊 H264 

地券・山地券・郡割・山銀割賦・水代割賦・戸籍割賦

算用帳 明治5年 1冊 H265

証印税取調帳 明治6年 l冊 H266 

地租取立帳 明治6年 l冊 H267 

戸籍係・地券係・石高係算用帳

明治6年 liflt H268 

当一月ヨり六月迄郡費取約帖

明治6年 l冊 H269 

諸入費賦課帳 明治6年 1 i冊 H270 

貢米取立鰻上組 明治7年 1冊 H271 

貢米取立帳下組 明治7年 1冊 H272 

水代取立帳 明治7年 1冊 H273 

郡費・遜卒費取立帳 明治8年 1冊 H274 

右代金・郡費・漣卒費取立帳下組

明治8年 1冊 H275 

学資金・小区費・村費取立帳

明治B年 1冊 H276 

郡費五月ヨリ八用迄遜辛費三月ヨリ六月迄取立帳

明治8年 1冊 H277 

帳明入費賦課 明治8年 1冊

貢租取立帳 明治8年 1冊

貢米取立帖下組 明治8年 l冊

H278 

H279 

H280 

大区費九月ヨリ十二月迄・小区費五月ヨリ八月迄・三

ケ村費岡・学資金一月ヨリ九月迄・戸籍取調費取立帳

明治8年 l冊 H281 

大区費九月ヨリ十二月マテ・小区費五月ヨリ・三ケ村

割費八月マテ・学資金一月ヨリ九月マテ・戸籍取調入

賞取立帳 明治8年 1冊 H282 

永代取立帳 明治8年 l冊 日283

転木売払代金賦課帳よ組

明治8年 1冊 H284 

転木売払代金賦課根下組

明治8年 1冊 H285 

転木売払代金書抜帖上組

明治8年 l冊 H286 

郡村諸費不足書抜簿 明治8年 1冊 HlOl 

郡村諸費不足書抜簿 明治8年 lil~ Hl02 

諸入費割賦取立算用帳 明治9年 1冊 H287 

郡村費並ニ学資賦課帳簿 明治9年 1冊 H288 

諸入費割賦取立帳 明治9年 l冊 H289 

巡査費岩上村取立帳簿 明治9年 1冊 H290 

亡コ取立簿 明治9年 l冊 日291

明治九歳一月ヨリ四月マテ大組総代並ニ周年七月ヨり

十二月マテ村費割賦 明治10年 1綴 H292 

地等模範村入費割当取立帳

明治11年 1冊 H293 

（税領収証綴） 明治24年 1綴 Hl03 
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じコ米御蔵納手続之事 l綴

買正米買入賦課 1冊

大区E コ （明治期） 1冊

（負担者額取立帳） 1冊

（郡村費等負担者額取立帳） 1綴

〈産 業〉

水車願 明治3年 1綴

下駄職人名記 明治5年 l冊

下駄引人別覚帳 明治5年 l冊

綿繰職御願之事 明治6年 1綴

木履職願 明治6年 1綴

（水車挽粉）受書 明治6年 1枚

牛馬商御鑑札御返上御願之事

明治6年 1線

鳥網猟願 明治6年 1綴

毛損之ケ所取調簿 （明治9年） lil仕

（共有山・官林等経費について）記 1枚

（共有山地掛について）記 l冊

〈土 木〉

溜池井堰道路橋梁費明治4～8年 1綴

松田井堰語絵入賞帖 明治8年 1冊

Hl04 

H294 

H295 

H296 

H297 

Hl05 

H298 

H299 

Hl06 

Hl07 

Hl08 

日109

HllO 

H301 

Hlll 

H98 

Hl12 

Hl13 

村費修繕之ケ所取調帳 明治9年 1冊 Hl14 

村費修繕ノケ所取調帳 明治9年 1冊 Hl15 

金川溜活語絵夫帖 明治9年 1冊 H302 

明治四年ヨリ同八年マテ溜池井堰亙ヒ道路橋梁費上申

明治ll年 1冊 Hl16 

道路修繕費記帳 明治12年 1冊 H303 

長議費記簿 明治13年 1冊 H304 

落合村

字明当溜池修繕帳 明治13年 1冊 H305 

溜池修繕貴夫方へ渡受印帳

明治13年 1冊 H306 

高宮郡岩上村官林字ニツ城山之内洗伐木御払下＝附売

払元帳 明治17年 l冊 H307

高宮郡岩上村官林ニツ城山之内洗伐木御払下ニ附完払

元帳 明治17年 1冊 H308

字岩上道路径掃除人仁コ

明治22年 1冊

掃除夫人名簿 明治22年 1冊

字岩上道路払除人夫帳 明治22年 l冊

道路径掃除惣人夫帳 明治2~年 1冊

払除人夫名簿 明治23年 1冊

字岩上道路払除人夫帳 明治23年 1冊

字岩上道路損所夫賃金支払帳

明治24年 1冊

字岩上道路払除人夫帳 明治24年 li冊

払除夫人名簿 明治24年 1冊

道路径掃除惣人夫帳 明治24年 1冊

明治弐拾弐年度岩上道路掃除夫決算書

明治25年 1枚

明治弐拾三年度岩上道路掃除夫決算書

明治25年 l枚

御留真伏山松口上御下ケ仁コ

（明治期） 1冊

毛損之ケ所取謂ロ 1冊

早損所畝数見積帳 1冊

〈民 生〉

社倉穀取立帳 明治6年 lilfr
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H91 

H92 

H94 

H95 

H96 

H309 

H86 

H87 

H88 

H89 

H93 

H310 

H300 

H311 

H312 



落合村

〈学務〉

（戸笹村教育場より岩上村引受につき）記

明治5年 1枚 Hl26 

学資金取立帖上組 明治9年 1冊 H313 

学校費岩上村取立枯簿 明治9年 1冊

学校費十月ヨリ十二月迄三ヶ月分賦課帳

明治9年 1冊

学校費十月ヨリ＋二月マテ三ヶ月分賦課帳

H314 

H315 

明治9年 1冊 H316 

学校建築ニ付寄附日々控帳

明治18年 1綴 H317 

小学校建築寄附拍上組 明治18年 1冊 H117 

小学校建築寄附帖下組 明治18年 1冊 H118 

小学校建築寄附帖土井迫組

明治18年 1冊 H119 

諸工夫記帳（岩上小学校新築総代人）

明治18年 1冊 Hl20 

学校建築ニ附竹木・藁縄寄附帳

明治18年 1冊 H318 

岩上小学校新築費支払受取証輯

明治18年 1冊 Hl21 

岩上小学校新築費操換簿 乙号

（明治18年） l冊 HI22 

岩上小学校新築費受簿丙号

（明治18～19年） 1冊 Hl23 

岩上小学校新築費払簿丁号

（明治18-26年） l冊 Hl24 

岩上小学校建築費請払簿

明治20年 1冊 Hl25 

〈社 寺〉

（岩上村八幡神社氏子札）明治6年 6枚 Hl27 

岩上八幡ぜ語絵入費帖

明治7年 1冊 Hl28 
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厳島大鳥居寄附人名録 明治8年 1綴 Hl29 

〈近世文書〉

［支配】

又五郎様御錨休ニ付諸入用帖

天保4年 l冊 H319 

御巡見様御通り仁コ 天保9年 1綴 H320 

奥田様御出之節目記控帳 岩上村・玖村・諸木村・末光

村 弘化4年 l冊 H325

（奥田梯御出之節入用銀帳）

（弘化4年） 1冊 H326 

（御用控） （安政元～ 2年） 1冊

御用控 安政3年 1冊

御明知方之内勝浦文左衛門棟入庫l取帳制本

安政3年 l冊

御明知方之内佐武様入障l取帳

安政7年 1冊

（御用控） （万延元～文久2年） 1冊

御用控 文久3年 1冊

御用控 元治2年 1冊

御用（控） 慶応2年 1冊

Hl30 

Hl31 

H327 

H328 

Hl32 

Hl33 

Hl34 

Hl35 

御明知方ヨリ福永助左衛門様入、竹腰兵之進様ヨリ御

明知方へ入庫｜取帖 慶応2年 1冊 H329 

仁コ方三浦孫六様・槍山満太郎様御昼賄入用帳

未年 l冊 H483 

仁ゴ之儀二付十五郎様御入込ニ付入用帖

申年 1冊 H482 

（入用帖） 酉年 1冊 H484 

今回東馬様仁コ 1綴 H330 



［土地】

高宮郡岩上村御山所腰林帳

享保10年 1冊 Hl36 

永代売切申ス団地之事 天保7年 1通 Hl48 

永代売切申ス山所事 安政2年 1通 Hl49 

御本帳詞替ニ付諸給水帖書出様弐番

1冊 H331

［租税】

覚（年貢免状） 文化12年 1通

三次米諸入用として寸志差上ケ帖

文政10年 l冊

三次米諸々出して差上ケ入用取立帖

文政11年 l冊

軒別商割相渡し帖 天保3年 l冊

銀受取覚帳 天保3年 Hlf

覚（年貢免状） 天保3年 1 iili 

覚（年貢免状） 天保5年 1通

Hl50 

H332 

H333 

H334 

H493 

Hl51 

Hl52 

惣割過方辻寄帳 天保6年 l冊 H335 

覚（年貢免状） 天保6年 l通 Hl53 

辰巳午両三年御用銀寸志米利足割渡帖

天保6年 1冊 H336 

年中小入用夫井洪水損所村方納回歩ー共惣割入辻寄帳

天保7年 1冊 H337 

岩上村下組夫担帖 天保7年 I冊

（岩上村下組夫担帖） （天保7年） 1冊

当むら郡割諸返上銀割仁コ

天保7年 1冊

当惣割米銀仁ゴ （天保8年） 1冊

夏一歩七厘米割賦帳 天保8年 1冊

高宮郡岩上村惣夫附帳 天保8年 1冊

H338 

H339 

H340 

H341 

H342 

H343 

覚（年貢免状） 天保9年 l通 Hl54 

落合村

村方出夫控帳土井迫 天保9年 1冊 H322 

村方出夫控帖上 天保9年 1冊 H323 

村方出夫控帖下 天保9年 1冊 H324 

（出夫控帳） （天保9年） 1綴 H321 

惣割人別過方改出し帳 天保9年 1冊 H344 

当夏壱歩七厘米よ納割附取立候

天保10年 1冊 H345 

安駄・郡夫仁コ脹 天（保)10年 1冊 H346 

当夏壱歩七厘米上納割附取立帳

天保11年 l冊 H347 

去郡割不足・郡用所割不足当夏割へ書出L控帖

天保11年 l綴 H348 

覚（年貢免状） 天保11年 1通 Hl55 

材中央担帳 天保11年 1冊 H349 

当夏割銀割賦取立帳 天保12年 1冊 H350 

亥の暮占諸割欠さん用 外ニ上志銀さん用有

天保12年 1冊 Hl37 

丑郡割欠算用帳 天保13年 1冊 H353 

寅郡割夏割欠算用帳 天保14年 I冊 H351 

御年買上納物欠算用帳 天保15年 1冊 H352 

辰六月之刻欠算用 天保15年 1冊 H354 

当夏一歩七厘米代割附帖 弘化2年 1冊 H355 

入置米欠算用帳 弘化3年 l冊 H356 

当諸入役米銀夫方惣割帳 弘化4年 1冊 H357 

欠算用帳 弘化4年 l冊 H485 

未惣割入置米欠さん用帳 弘化4年 1冊 H358 

覚（年貢免状） 弘化4年 1通

夫方辻寄算用井人別過方書出L帳

弘化4年 1冊

Hl56 

H359 

当郡割井詰返上銀取立帳 嘉永元年 1冊 H360 

夏壱歩七厘米取立帳 嘉永2年 1冊 H361 

申暮郡割欠算用帳 嘉永2年 1冊 H362 
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落合村

酉夏割牢入用欠算用帳 嘉永2年 1綴

村中夫寄帳 嘉永2年 l冊

H363 

H364 

（可部町等への出夫控） （嘉永2年） 3綴 H365 

人別先方辻寄帳 嘉永3年 1冊 H366 

当壱歩七厘米上納割賦帳 嘉永3年 1冊 H367 

酉の郡割欠さん用帳 嘉永3年 l綴 H368 

入置米欠算用帳 嘉永3年 l擬

村中夫寄せ犠 嘉永3年 l冊

（取立帳） （嘉永4年） 1冊

嘉永四亥極月郡割欠算用帖

嘉永4年 1冊

賭不足算用帳 嘉永4年 1冊

惣人夫附控帖 嘉永4年 1冊

成之暮御拝借割賦帳 嘉永4年 1冊

処蔵普請所諸入用控帳 嘉永5年 1冊

郷蔵普請中諸入用控帳 嘉永5年 1冊

郷蔵諸入用夫算用帳 嘉永5年 1冊

郷蔵夫方元用帳 嘉永5年 1冊

H369 

H370 

H371 

H372 

H373 

H374 

H375 

H376 

H377 

H378 

H379 

覚（年貢免状） 嘉永5年 1通 Hl57 

郡割諸返上銀割賦取立帳 嘉水5年 1冊 H380 

当夏壱歩七厘米割賦井御下ケ松売払銀取立帳

嘉永6年 1冊 H381 

去成年御拝借三ヶ年賦取立帳

嘉永6年 1冊 H382 

村方夫附控帳 嘉永7年 1冊 H38o 

大砲用銅代元利人別次渡L帳

安政3年 1冊 H384 

（大砲用銅代寸志銀差上ケ帖）

（安政3年） l冊 H385 

惣割方人別夫方辻寄井過方差引算用帳

安政4年 I冊 H386 

日銭請渡L之覚安政6年 1冊 目387

正租米下分通 安政6～明治5年 1冊 H388 
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覚（年貢免状） 万延元年 1通

村中人別勤夫辻寄帳 文久元年 l冊

浮過人別御拝借銀返上井諸不足取立帳

文久2年 1冊

Hl58 

H389 

H390 

郡割諸返上銀割賦取立帳 文久2年 l冊 H391 

糠井ニ漬物取立覚帳 元治元年 l冊 H392 

年中諸入役米銀井夫方惣割脹

慶応元年 1冊

大豆葉井様代銀街下ケニ付人別へ渡シ帖

慶応元年 1冊

年中諸入役米銀井夫方惣割帳

慶応2年 1冊

御明知方当分間断御年貫井年中諸入役取立帳

H393 

H394 

H395 

慶応2年 1冊 H396 

長州行夫方脹 慶応2年 1冊

可部駅人足銀取立帖 慶応2年 I冊

覚（年貢免状） 慶応3年 1通

仁コ之免割後年E コ帖

明治2年 1冊

仁コ記L地見取米人別E コ

明治2年 l冊

H397 

H398 

Hl59 

Hl91 

H!92 

明知方御年貫仁コ （明治2年） 1冊 Hl93 

水代米割賦算用過不足支払帳

明治3年 l冊 H486 

当午ノ御年貢算用帳 明治3年 1冊 H487 

かベ入用・御代官様去冬当春・御番組様当九月普請見

分昼泊り入用御戻シおほへ

明治3年 l冊 H399 

当御年買取立帳 明治4年 l冊 H400 

当御年貢取（立）脹 明治4年 1冊 H488 

諸色欠算用帳井ニ過銀人別割覚

明治4年 l冊 H401 

嘉永・安政寅卯両年分寸志元利御下ケニ附割賦帳

明治4年 1冊 H402 

当未夏割人別割賦帖上組襟面末光村

明治4年 l冊 H403 



落合村

水代米算用帖 明治4年 I冊 H404 年中諸入周年行司小帳写シ

宝暦・嘉永・安政寸志銀割賦帳上組
嘉永5年 1冊 H420 

明治4年 1冊 H406 （諸願書附控） （慶応2年） l冊 H142 

当夏割不足 （明治4年） 1枚 H405 （諸願書附控） 慶応3年 1冊 Hl43 

（負担額・負担者人名書付） 午年 1綴 H408 年行司帖 慶応3年 1冊 H421 

午とし欠算用 午年 1冊 H138 諸願書附控 明治3年 1冊 H144 

覚（年貢免状） E コ元申年 1通 H160 平用夫控帳 明治3年 l冊 H194 

成夏割欠さん用 成年 1綴 H409 臨時入用控帳 明治4年 l冊 H495 

覚（年貢免状） 亥年 1通 H161 年行司取替拍 申年 1冊 H481 

巴欠算用 1冊 日139 （高宮郡岩上村公用袋） 1袋 H197 

覚（年貢免状） 1通 H162 

覚（年貢免状） 1 ii!i H163 【戸 ロ1
覚（年貢免状） 1通 H164 

高宮郡岩上村百姓丈蔵枠利三郎儀町方江引越之儀御願
（負担額・負担者人名書付） l冊 H410 書付 未年 l通 H165 

（負担額・負担者人名書付） 1綴 H411 男牛女牛人別控帳 l冊 H423 

（寄り米受取簿） 1綴 H4i2 （人名書付） 1綴 H425 

（負担額・負担者人名書付） 1綴 H413 

（負担額・負担者人名書付） 1綴 H414 
安］

（負担額・負担者人名書付） l綴 日415

払方請払方根帳口々抜出シ帳 l冊 H416 
弥太郎・清吉かがり合諸入用帖

天保2年 1冊 H426 

受取方諸払方根帳口々抜出帳 1冊 H41.7 
（岩上村・玖村石丸井手懸合に付き済口証文事）

天保3年 1J量 H166 

【村］ （中深川石風巨水論に付き）済ロ証文事

天保3年 1通 H167 

（香典・布施額等）定書 天保12年 1冊 日140 （湧水差縫れに付き）済口証文事

天保4年 1通 H168 
八幡木売払井虫シ送リ諸入用帖

弘化2年 1冊 H418 和平ニ・丈兵衛銀子差縫約メ入用帳

天保4年 1冊 H427 
諸色十倍増村中上法判取帳

弘化2年 1冊 日419 私｛寺本蔵鹿六申出 Lニ付誤一札

弘化2年 l通 H169 
年行司小帳写・行広銀手続払指引帳

弘化3年 1冊 H494 清吉・林助・喜助懸合入用帳

弘化2年 1冊 H428 
年行司儀右衛門正金取替之覚

寅年～安政4年 l冊 H141 
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落合村

林三郎・辰平・貞平懸り合入用帖

嘉永元年 l冊 H429 

（重太郎内縁関係解消に付き）済口一札

安政5年 1通

奉恐入口上書之覚 元治2年 1通

Hl70 

Hl71 

（米穀高値に付き願書） 卯年 1通 Hl72 

（中調子村・岩上村山林樹木伐払）済口証文事

巳年 1通 Hl73 

（楽害者処分に付き）口上之覚 未年 1通 Hl74 

（打榔に付き）済口証文之（事写）

皮年 1綴 H496 

（中調子村・岩上村山林樹木伐払に付き）済口証文事

1通 Hl75

（己コ用水に付き）済口証文之事 1通 Hl76 

（相撲渡世中に岩上村へ迷惑を掛げないことに付き）済

口証文之事 1通 Hl77 

【凶荒・救岨】

岩上村 洪水損亡コ 文政4年 1冊

新古御園籾挽出L：米取立帖

文政7年 l冊

毛損地御貸銀八朱利之入十ヶ年賦取立帖

文政7年 1冊

毛損銀月五朱＋ヶ年割賦取立帖

文政9年 lifr 

毛損銀月亙朱十ヶ年賦取立帳

文政10年 1冊

H430 

H431 

H432 

H433 

H434 

社倉麦過不足売買算用帖 文政10年 l冊 H435 

御下ケ銀害l賦相渡し帖 天保2年 1冊 H436 

文政四巴洪水ニ付毛損銀御下ケ之方取立帖

天保4年 1冊 H437 

御園籾割賦取立帳 天保7年 1冊 H438 

酉年御拝借銀捌方諸法帳 天保11年 1冊 H439 

潰水損所流夫附人別帳 嘉永3年 1冊 H440 

御園籾取立帳 嘉永3年 1冊 H441 

洪水ニ付損所間数改帳 嘉永3年 1冊 H442 

御貸米難渋者へ別割 嘉永4年 1冊 Hl45 

洪水ニ付村中川除ケ田畠道筋用水井手損所野取帳

安政6年 l冊 H443 

高宮郡岩上村洪水ニ付夫方控帖

（安政7年） 2綴 H489 

安政六来洪水損所夫未申両年次渡L残 当惣害時にて次

渡 Lt口帖 文久2年 1冊 H444

御閤籾取立帳 元治元年 1冊 H445 

御用御借入金根帖 慶応2年 l冊 H446 

社倉麦貸附別覚帳 慶応4年 1 f冊 H447 

当八月十二日洪水ニ附道関普請仕戻失積帳

明治3年 1冊 Hl46 

難渋ニ付御救銀割賦帖上組

明治4年 1冊 H407 

（御貸米の利足減免に付き）覚 1 i昆 Hl78 

［土木・建築】

津ffe.ぬけ夫帳 天保3年 1illl H448 

春普請銀渡L之夫方覚 万延元年 1冊 H490 

石井手休あまいけ（修理用土砂・釘代等の覚）

1本文 H424 

【産業・職業】

冊

川
ー

帳

戸

「

年

宜
主

3

重

朝

日

久

U

用
H
V

文

入

寸

ノ

年

諸

未

付

帳
ニ

用

儀

算

同

町

之

役

時

札

水

時

鑑

郎

U
H

御

三

4
4

職

幸

い

駄

エ

針

下

大

佐

H449 

H450 

Hl79 

［農林業］

八幡木茅木売払帳 嘉永3年 1冊 H451 
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松代売払人別分 （嘉永3年） 1冊 H452 

当氏八幡社雑木売払根帳 安政5年 1冊 H453 

当民八幡社木売払取立帖 安政5年 1冊 H454 

（当民八幡社木売払根帳） （安政5年） 1冊 H455

新蔵占八幡社木代受取之覚

（安政5年） 1冊 H456 

八幡社木売払其外算用帳 安政5年 l冊 H457 

八幡社木代銀渡シ方講取 安政5年 1冊 H458 

大笹山御下木売払帳 万延元年 1冊 H459 

（悪水溝下空地に付き）規定書之覚

慶応4年 1通 Hl80 

高宮郡岩上村百姓腰林ニ而近在売御切手御願書付

卯年 l通 Hl81 

茶かけめ控帖 1冊 H422 

高宮郡岩上村百姓幸官牛馬屋柱替御切手御願書付

1通 Hl82

高官郡岩上村百姓腰林＝而自分居宅柱替仁コ

1通 Hl83

高宮郡岩上村百姓腰林ニ而自分居宅柱替材木御切手御

願書付 l通 Hl84 

玖村入百姓伝兵衛末光村問林兵衛・政七山瀬水差縫一

件入用帖 l冊 H460 

［金融・貸借］

六会法加入銀半方取立帳 天保14年 1冊 H461 

六会仁コ四月上納之方御下ケニ付時割戻帖

弘化2年 l冊 H491 

六会法掛米代取立帳 弘化2年 1冊 H462 

六会法卯辰両年分三ケ一割賦

弘化3年 1冊 H492 

高官郡岩上村六会法加入米之内午年御下ケ残り寸志御

願人別帖 嘉永元年 1ii~ H463 

報国寸志人名担 慶応2年 1冊 H464 
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当度正金金札御引替ニ付得差出不申人名峨

明治2年 l冊

（六会法加入に付き）上り口上之覚控

辰年 1通

（御年貢不足銀借用の）覚 申年 1通

落合村

H465 

Hl85 

Hl86 

（畑・山書入れ証文の）覚 成年 1通 日187

（嘉永御用銀・宝暦寸志米元について）

1綴 H466

［宗教I

福王寺庫裡再建寄進人別帖

弘化4年 1冊 H467 

金亀山本堂再建寄進帳 弘化4年 1冊 目468

八幡宮葺替井願行とき諸入用帖

安政2年 li骨 H469 

当村八幡拝殿諸入用帳 （安政4年） 1冊 H472 

八幡社拝殿再建ニ付金銀諸取渡シ帖

安政5年 1冊 Hl47 

八幡社拝殿再建＝付奉加銀取立組分ケ算用帖下組

安政5年 1冊 H473 

当材八幡拝殿再建諸入用金銀諸渡シ帳

安政5年 1冊 H474 

八幡宮邑中惣出夫辻寄野取帖

安政5年 1冊 H475 

瓦揚惣人別覚帳 安政5年 1冊 H476 

高祖聖人六百回御遠忌御手伝寄附御法座後取立方人別

帳教蓮寺世話方 安政7年 1冊 H477 

当村八幡社造営諸入用尻算用帳

文久2年 1冊 H478 

（組合氏神入講に付き）覚 午年 1通 Hl88 

（村内辻堂に付き）口上之覚 未年 1 通 Hl89 

［習俗・行楽l

虫送り人別控帖 嘉7k2年 1冊 H479 



落合村・狩小川村・高陽町

稲之虫ニ付御礼のため法加入別帳 起債関係綴 昭和32年度 1冊 Hl8 
（安政2年） 1冊 H470 

起債一件 昭和33年度 1冊 Hl9 
むし送りぷ帖 万延元年 1冊 H480 

起債一件 昭和34年度 1冊 H20 
年行司茂右衛門取かへ分 寅年 1冊 H471 

起債一件 昭和35年度 l冊 H21 

産米一件 昭和34年 1冊 H22 

［雑］
農山漁村建設総合施設事業設計書

昭和35年度 1冊 H23 
先料配渡銀人別帳 嘉永5年 l冊 H497 

公営住宅一件 昭和31-33年度 1冊 H24 
村中仁コ 寅年 1冊 Hl95 

陳情書（県道三次一広島問改修）

御印鑑 仁コ紙 巳年 1包 H498 昭和34年 1冊 H25 

（高官郡出張所木札） 午年 8本文 Hl96 （杉川町道改修及び亀崎橋梁補修工事申請）

（断簡文書）
昭和34年 1綴 H26 

1袋 Hl90 

狩留家土地寄附証書 昭和34～36年 l冊 H27 

昭和何年7月災害査定設計書綴

財務・会計
昭和35年 1冊 H28 

陳情書（水害復旧事業促進） 昭和35年 1冊 H29

交付公債発行について（河川改修）
陳情書（提防改修）（狩留家部落）

昭和35年 1冊 H30 
昭和30年 l綴 日499

陳情書｛県道広島一三次間改修）

昭和35年 1冊 H31 

狩小川村役場文書
（消防団）結団式関係 昭和30年 1冊 H32 

高陽町消防団員名簿 昭和30年 1冊 H33 

基本財産台帳 明治30年 1冊 H4 

起債関係綴 昭和27-30年 1冊 H5 

高陽町役場文書

議会決議録綴 昭和32-33年度 l冊 Hl3 

起債関係綴 昭和30年度 l冊 Hl4 

地方交付税一件 昭和30年度 1冊 Hl5 

起債関係綴 昭和31年度 l冊 Hl6 

起債関係綴 昭和31年度 1冊 Hl7 
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昭和初年災害復旧関係

昭和20～24年 1袋 Hl03 

公共事業計画書昭和18年水害

昭和21年度 1綴 日104

Hl7 公共事業計画書緊急開拓小団地開墾

昭和21年度 1綴 Hl05 

( 2号国道期成同盟会関係）

昭和29年 1袋 Hl06 

畑賀村役場文書

現勢調査簿 大正8一昭和30年 1冊

近世文書

寛政度御亡コ （覧政7年） 1冊 Hl8 

御倹約筋郡村々申値示談願書

嘉永7年 l冊 Hl9 

中野村役場文書

耕地部共有名簿 l冊 Hl45 

現勢調査簿 明治40～大正5年 1 i冊 Hl46 

現勢調査簿 明治40～大正7年 1官官 Hl47 

現勢調査材料調（国税・土木）

明治40一大正5年 1冊 日148

現勢調査材料調（会計・県税・村税）

明治40～大正5年 i mt Hl49 

現勢調査材料調（中野尋常高等小学校）

明治40一大正6年 1冊 Hl50 

現勢調査簿 大正8～昭和5年 1冊 Hl51 

瀬野村役場文書

有租地集計簿 昭和12年 l冊

無租地集計簿 （昭和12年ヵ） l冊

H99 

HlOO 

北海道開拓地入植案内 昭和21年度 1冊 目101

生活改善実施要綱 昭和27年度 l冊 日102

畑賀村・中野村・瀬野村・瀬野川町

（下瀬野小学校改築）理由決議書（下瀬野部落民戸主会）

昭和8年 1冊 目107

瀬野川町役場文書

議会

議決書綴 昭和31年 l冊

議決害綴 昭和31年度 1冊

議会会議録綴 昭和31年 1冊

H4 

H5 

H6 

町議会準備書類額 昭和31-32年 l冊 H7 

議決書綴 昭和32年 l冊

議決書綴 昭和32年 l冊

議会関係綴 昭和32年 l冊

8

9

m

 

H

H

H

 

議決害綴附会議録 昭和33年 1冊 Hll 

議事準備書類績 昭和33年 1冊 Hl2 

議決書綴附会議録 昭和34年度 1冊

議決書 昭和35年度 1冊

Hl3 

H14 

選 挙

告示綴（選挙管理委員会）

昭和31-32年 l冊 Hl5 
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瀬野川町

議決書綴（選挙管理委員会） 昭和32年 1冊 Hl6 

町農業委員会委員選挙一件 昭和32年 1冊 Hl7 土 木
告示綴（選挙管理委員会）

昭和35～36年 1冊 Hl8 
国鉄山陽本線の電化一件 昭和34年 l冊 H33 

一貫困橋梁改修工事設計書

庶 務
昭和34年度 1綴 H34 

合併町村参考シリーズ 昭和30-32年 1冊目19 民 生
役場斤舎改築工事保証金返還事件

昭和31年度 1冊 H20 
共同募金一件（瀬野支所） 昭和31年度 1冊 H35

合併建設計画主案資料 昭和31-34年 1冊 H21

日誌 昭和32年 l冊 H22 

事務引継簿（畑賀支所） 昭和32年 1冊 H23 学 務
海田市警友会々則 昭和32年度 1冊 H24 

日誌 昭和33年 1冊 H25 事業費請求書綴（瀬野公民館）

昭和32年度 1冊 H36 
放送電柱台帳 昭和33年起 l冊 H26 

運営審議会一件（瀬野公民館）
日露 昭和34年 l冊 H27 昭和35年度 1冊 H37 

日誌（瀬野支所） 昭和34年 1冊 H28 

日誌 昭和35年度 1 i冊 H29 

財務・会計

予算書綴 昭和31～33年度 1冊 H30 

補助金交付指令綴 昭和32～33年 1冊 H31 

産業

参考書類綴（村不明） 昭和22-27年 1冊 H32 
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志屋村役場文書

（大正十五・昭和元年度志屋村歳入出決算書・羅災救助

資金歳入出決算書） 昭和3年 1冊 HlOl 

（昭和二年度志屋村歳入出決算書・援災救助資金歳入出

決算書） 昭和4年 l冊 Hl02 

（昭和三年度志屋村歳入出決算書・羅災救助資金歳入出

決算書） 昭和5年 1冊 Hl03 

（昭和四年度志屋村歳入出決算書・橿災救助資金歳入出

決算書） 昭和6年 1冊 Hl04 

昭和七年度高田郡志屋村歳入出決算書

（昭和9年） 1冊 Hl05 

昭和八年度高田郡志屋村歳入出決算書

昭和10年 l冊 Hl06 

昭和九年度高田郡志屋村歳入出並ニ擢災救助資金歳入

出決算書 昭和11年 1冊 Hl07 

昭和拾年度高田郡志屋村歳入歳出・羅災救助資金歳入

歳出決算書 1冊 Hl08 

昭和十二年度高田郡志屋村歳入歳出決算書

昭和14年 1 i肝

昭和十三年度高田郡志屋村歳入歳出決算書

昭和15年 l冊

昭和十四年度高田郡志屋村歳入歳出決算書

Hl09 

HllO 

1冊 Hlll

映写機使用菓議簿（昭和31-33年） l冊 Hll2 

高南村役場文書

議会・議事ニ関スル控綴（秋越村）

明治26年 l冊 H24 

秋越村会会議録 昭和4年度 H仕 H25 

秋越村会会議録 昭和5年度 1冊 H26 

（高南村大槌山、官行造林地）売買契約書

昭和30年 l綴 H22 
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志屋村・高南村・三田村・白木町

（高南村事務引継害、石堂・牛岩合併事務引継書）

昭和24～ 29年 1綴 H21 

（昭和十六年度市川村歳入出予算追加）

昭和17年 l綴 H27 

沿革誌（高南村警防団） 昭和26-28年 1冊 H23 

三田村役場文書

（議案綴） 昭和27-31年 l綴

積立金穀台帳 明治42～昭和31年 Hlf 

小学校基本財産台帳

明治40一昭和16年 l冊

白木町役場文書

｛列 規

告示綴 昭和31-34年 l冊

i義

議案提出一件綴 昭和31年

議案提出一件 昭和32年

議会提出議案綴 昭和33年

議会会議報告緩 昭和33年

議会提出議案綴 昭和34年

議会会議報告綴 昭和34年

議会提出議案綴 昭和35年

議会会議報告綴 昭和35年

A 
;z:;; 

1冊

1冊

l冊

l冊

l冊

1冊

1冊

1冊

H74 

H75 

H76 

H5 

H6 

H7 

HS 

H9 

HlO 

Hll 

Hl2 

Hl3 



白木町

選 挙 産 業

選挙管理委員召集一件 昭和31年 1冊 Hl4 予算決算関係一件（三次地方たばこ耕作組合）

昭和32～33年 1冊 日30

林業関係往復文書綴 昭和33年度 l冊 H31 

庶 務 林業関係往復文書（宏、屋森林組合）

昭和32年度 1冊 H32 

建設計画書 （昭和30年） 1冊 Hl5 
造林計画元帳（宏、屋森林組合）

昭和32年度 1冊 H33 

町長職務執行者・町長専決処分一件
造林計画書控（志屋森林組合）

昭和31～32年 1冊 Hl6 昭和32年 l冊 H34 

町長関係一般文書綴 造林補助申請受附書（志屋森林組合）
昭和31～32年度 1冊 日17 昭和32年度 1冊 H35 

陳情書綴 昭和32～35年 1 illf 日18 例規綴（志屋森林組合）

（町村会一件綴県郡各団体関係を含む） 昭和32～34年 1冊 H36 

昭和32年 l綴 Hl9 造林申請補助計画害控（志屋森林組合）

（町村会一件綴県郡各団体関係を含む）
昭和33年度 l冊 H37 

昭和32年 1綴 H20 造林補助計画申請書（志屋森林組合）

町内関係文書一般文書綴 昭和34年度 1冊 H38 

昭和33年 1冊｝ H21 造林補助計画書控（志屋森林組合）

町村会一件緩 〔県郡杏団体関係を含む〕 昭和34年度 1冊 H39 

昭和33年 l冊 H22 

（町村会一件綴県郡書団体関係を含む）

昭和33年 1綴 H23 財産区
町村長会一件 昭和34年 1冊 H24 

一般文書績 昭和35年度 1冊 H25 往復文書綴（志屋財産区議会事務局）

町村会一件 昭和35年 1冊 H26 
昭和32年度 1冊 日40

財務・会計

予算書綴 昭和31-32年度 H27 

賎政再建計画書 昭和32年 1冊 H28 

会議一件（収入役） 昭和32～35年 1冊 H29 
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熊野跡村・温品村

熊野跡村役場文書 温品村役場文書

熊野跡村文書綴林業関係

昭和29年 l冊

造林補助金交付一件 昭和34年度 l冊 H74 

H73 
例 規

（例規集） （昭和28～30年） l冊 H74 

土地

従明治九年十一月豆同十一年一月地等質調帖

明治11年 l冊 Hl20 

陸地測量標敷地ノ件 大正2年 1綴 Hl04 

庶務

会費人名・同費白書載・請払同上簿

明治20年 1冊 Hl27 

（温品村役場経工式祝詞）（温品村有志惣代）

明治34年 lt文 Hl05 

祝詞（温品村役場竣工式）（村会議員）

明治34年 lま女 Hl06 

祝詞（温品村役場竣工式）（府中村長）

明治34年 1守主 Hl07 

祝詞（温品村役場竣工式）（安芸郡長）

明治34年 u士 Hl08 

御即位式ニ関スル奉祝文 大正4年 1袋 Hl09 

日誌 昭和9年度 l冊 H78 

日誌 昭和10年度 li叶 H79 

日誌 昭和13年度 1冊 HBO 

勅語（自治制発布50年） 昭和13年 lt文 HS! 

- 33 



温品村

自治制発布五ヂ逼与記念表彰式来賓名簿

昭和13年 1冊

目蕗 昭和14年度 1冊

常会関係書類 昭和16年 1冊

雑書綴 昭和16年 1冊

廃庁関係一件 昭和31年 1綴

HllO 

H82 

H83 

H84 

H130 

町有物件災害共済一件 昭和31年 1冊 H75 

財務・会計

起債台帳 昭和27～31年度 1冊 H76 

勧業・統計

（度量衡取締主任之証・度量衡取締吏員証）（広島県）

明治31年 2枚 Hlll 

現勢調査簿（第1回）

（明治40～大正7年） 1冊 H128 

交通調査日表 昭和13年度 1枚 日112

（交通調査員腕章） （昭和13年ヵ） 2枚 H113 

労働技術統計調査関係書類綴

昭和16年 1冊 HI31 

産 業

本県耕地整理亙土地改良の趨勢

大正元年 1冊 H132 

（日本海員披済会普通海員養成所養成員採用者・高等海

員養成所講習生本籍別調）

昭和6年度 l枚 H85 

応召海員亙家族救護ニ関スル件

昭和7年 1枚

養鶏関係書類 昭和26-31年 1冊 HI33 

H86 

病虫害防除器具貸付簿 昭和28年 1冊

一般書類綴（農業委員会）

昭和29-30年 1冊

土 木

H77 

Hl34 

災害復旧土木工事一件 昭和3年 1冊 Hl21 

県費補助土木工事竣工届 昭和5年 1綴 Hl22 

安芸郡温品村字神明前外（地図） 1枚

民 生

東北震災義揖金寄附者芳名（婦人会）

昭和8年 1袋

Hl23 

会費徴収簿（婦人会） 昭和10-20年 1冊 Hl35 

H124 

軍人援護事業出納簿（銃後奉公会）

昭和16～ 17年度 Iii仕 H87 

銃後奉公会出納簿 昭和18～ 19年度 1冊 H88 

銃後奉公会々費徴収元帳

昭和19年度 1冊 H89 

慰問金寄附人名表 1袋

（消防器具置場建築資金寄附者名簿） I綴 Hl26 

Hl25 

衛 生

答詞（日本赤十字社温品村分区総会）

明治38年 1枚

祝詞（日本赤十字社温品村分区総会）

明治38年 1枚

日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

大正12年度 l冊
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日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

大正15年度 1冊 H91 

日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和3年度 l冊 H92 

日本赤＋字・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和4年度 1冊 H93 

日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和5年度 1冊 H94 

日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和6年度 l冊 H95 

日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和7年度 1冊 H96 

日本赤十字・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和8年度 1冊 H97 

（満州・上海事変ニ於ケル赤十字社ノ救護施設概要）

昭和8年 1綴 H98 

赤十字・婦人会年醗金領収書綴

昭和9～ 18年 l冊 H99 

日本赤十字社・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和11年度 1冊

日本赤十字社・愛国婦人会ニ関スル書類

HlOO 

昭和12年度 I冊 HlOl 

日本赤十字社・愛国婦人会ニ関スル書類

昭和14年度 l冊

日本赤十字社・愛国婦人会関係書類

昭和15年度 1冊

学務

Hl02 

Hl03 

温品小学校沿革の概況 （昭和25年） 1枚 Hl29 

兵 事

式辞（日露戦争従軍者の歓迎会）（軍人優待会長）

明治39年 1枚 Hll6 

温品村・福木村

答辞（日露戦争従軍者の凱旋祝賀会）

明治39年 l枚 H117 

祝辞（日露戦争従軍者の凱旋祝賀会）（安芸郡長）

明治39年 1枚 HllS 

慰問袋調書 昭和13年 I枚 H119 

瞥防車防空関係書類 昭和18～ 19年 1冊 Hl36 

福木村役場文書

議会

（高宮郡馬木村・福田村・小河原村連合村会議案）

明治19-22年度 1冊 H43 

庶 務

保存書類原簿 昭和 2-10年 1冊 Hl2 

廃品回収整理簿 昭和15～ 17年度 1冊 Hl3 

翼賛一件（翼壮福木分団）

昭和17-21年 1冊 Hl4 

大政翼賛会会計 昭和17～21年 lillf Hl5 

財務・会計

（農村土木事業資金借用証書外）

昭和9～ 22年 1袋 Hl6 

引継目録（収入役） 昭和13年 1綴 Hl7 

引継書（収入役） 昭和14年 1綴 HIS 

（一般会計）特別当座貯金通帳（福木村農業会）

昭和21-22年 1冊 目19
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福木村

（一般会計）貯金通帳（福村村農業会）

昭和21～22年 lilfr H20 
A子,,_ 務

雑部金一件 昭和20-21年 1冊 H29 

引継目録（収入役） 昭和22年 2t主 H30 
当宿直日誌（福木国民学校）

（一般会計）貯金通帳（福木村農業会） 昭和18年度 1冊 H42 
昭和22年 l冊 日21

（中学校建設寄附金送付について添書等）

郵便貯金通帳（広島貯金支局） 昭和25年 l袋 H34 
昭和22-24年 l冊 H22 

（高陽中学校福木分校校舎）建築許可申請書

（一般会計）貯金通帳（宿木信用販売購買利用組合） 昭和25年 1綴 H35 
昭和22～25年 1冊 H23 

公民館一件（馬木公民館）

備品台帳 昭和22-31年 1冊 H31 （昭和26年度） 1冊 H45 

国債買上台帳 昭和25年 1冊 H32 図書分類台帳（福ポ弱る民館）

普通預金通帳（広島銀行）
昭和26-30年 1冊 H46 

昭和26～30年 3冊 H24 （福木小学校講堂新築工事）確認通知書

普通預金通帳（日本勧業銀行）
昭和28年 1綴 日36

昭和27～28年 l冊 H25 福木小学校々舎改築工事仕様書

普通預金通帳（三井銀行）
昭和28年 lifr H37 

昭和28-31年 1冊 H26 福木小学校講堂新築工事設計図

（一般会計）普通貯金通帳（福木村農業協同組合）
（昭和28年） 7枚 H38 

昭和29年 1冊 H27 福木村公民館電気工事設備仕様書

（特別会計）組合員貯金通帳（福木村農業協同組合）
（昭和28年） 1袋 H39 

昭和30～31年 l冊 日28 馬木公民館蔵書〔目録〕 昭和29年 l冊 H47 

産 業 王ノ主、 事

停止林保安林ヶ所名簿 明治31年 1冊 H44 国防衛生協会徴収元帳日計簿

昭和18-19年 1冊 H40 

海軍協会年拠金会員名簿整理簿

民 生
昭和18年度以降 1冊 H41 

社会奉仕会計簿 昭和14～21年 1冊 H33 
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安芸町

助役会同一件 昭和31-32年度 1冊 H21 

安芸町役場文書 安芸町職員表 昭和31-33年 1冊 H22 

町村合併祝賀・庁舎落成式一件

昭和32年 H~ H23 

例規
新市町村建設計画資料集 昭和32年 1冊 H24 

新町建設計画一件 （昭和32-33年） 1冊 H25 

条例原簿〔 1〕 昭和31-33年 1冊
研修会一件綴 昭和32～34年 1冊 H26 

Hl3 

条例議決書綴 昭和31～ 34年 1冊
町村会一件 昭和33年 l冊 H27 

Hl4 

法令集綴 （昭和32～35年） 1冊 H6 

財務・会計

議会
維部金に関する綴 昭和31～32年 I冊 HlO 

議決書類弐冊の内壱 昭和32年 1冊
通牒公報財務 昭和32～33年 l冊 日28

Hl5 

議決書類弐冊の内弐 昭和32年 1冊
一時借入金返済すみ証書綴

Hl6 （昭和33年） 1冊 Hll 

議決書類 昭和33年 1冊 Hl7 一時借入金受払簿 （昭和3o年） 1冊 Hl2 

議決書類 昭和34年 1冊 Hl8 補助金一件 昭和34年度 1冊 H29 

議決書綴 昭和35年度 l冊 Hl9 

勧業
土地

一般勧業一件 昭和31年 I冊 H30 

昭治十三年地等所有者別割周年畑宅地租（村不明）

l冊 H20
通牒公報一般勧業 昭和31～34年度 l冊 H31 

一般勧業一件 昭和33年度 1冊 H32 

一般勧業一件 昭和34年度 1冊 H33 

庶務

有線放送の設置亙ぴ業務の開始届

昭和31年 l綴 H7 

雑書綴 昭和31年 I冊 HS 

発来翰綴（昭和31～33年） 1冊 目9
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安芸町

産 業

〈産業一般〉

農山漁村建設協議会一件

昭和32～33年 1冊 H34 

196日年世界農林業センサス 農業集落調査結果一覧表

（温品） 昭和33年 1冊 H35 

1960年世界農林業センサス 農業集落調査結果一覧表

（福木） 昭和33年 I冊 H36 

自昭和33年度豆昭和37年度農山村振興基本計画書（安

芸町安芸地域農村振興協議会）

昭和33年 1冊 H37 

農山漁村振興特別助成事業変更設計書

昭和33年度 1冊

農山漁村建設総合施設事業精算書

昭和33年度 l冊

H38 

H39 

農山村施設事業一件綴 昭和34年度 1冊 H40 

農林業センサス調査票〔林業〕

昭和35年 1冊

農林業センサス調査票〔集落別〕

昭和35年 l冊

日41

H42 

新農村特別助成事業一件 昭和35年 l冊 H43 

農山漁村建設総合施設事業設計書

昭和35年度 1冊

嵐山漁村建設総合施設事業変更設計書

昭和35年度 1冊

農山漁村建設総合施設事業精算書

昭和35年度 1冊

〈農 業〉

（煙草に関する書類綴）

昭和28-31年 1冊

H44 

H45 

H46 

H47 

土地改良法第九十七条第二項の規定による同意署名簿

（農業委員会） 昭和30年 l冊 H48 

土地改良法第九十七条第二項の規定による同意署名簿

（農業委員会） 昭和31年 1冊 H49 

農産一件 昭和31年 1冊

補助金関係一件緩 （昭和31年） 1冊 H51 

H50 

採種圃一件 昭和31年度 l冊

品評会一件 昭和31年度 l冊

試験場誘致一件 昭和32年 1冊

秋馬鈴薯一件 昭和32年度 1冊

昭和33年度農業基本調査調査区別結果表

昭和33年度 1冊

農産一件 昭和33年度 1冊

耕地関係綴 昭和33年 1冊

採種岡一件 昭和33年度 1冊

品評会一件 昭和33年度 1冊

農業一件 昭和34年度 1冊

耕地関係綴 昭和34年 1冊

種苗組合一件 昭和34年 1冊

農産物品評会一件 昭和34年度 1冊

H52 

H53 

H54 

H55 

日56

H57 

H58 

H59 

H60 

H61 

H62 

H63 

H64 

交換分合一件 昭和34年度 1冊 目65

農家台帳一件 昭和35年度 1冊

耕地関係綴 昭和35年 l冊

農産物品評会一件 昭和35年度 l冊

1960年果樹関係特別集計庶務綴

昭和35年度 1冊

〈ヰ本 業〉

造林関係 昭和31年 1冊

造林関係綴 昭和32年度 l冊

H66 

H67 

H68 

H69 

H70 

H71 

せき悪造林造林関係綴 昭和32年度 l冊 H72

一般造林関係綴 昭和33年度 1冊 H73 

せき悪林地改良造林 昭和33年度 1冊
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H74 



造林〔靖悪・一般〕申請綴 昭和33年度 1冊 H75

杉造林関係綴 昭和3:i年度 1冊 H76 

造林関係巌（森林組合） 昭和33年度 1冊 H77 

庭園組合一件 昭和33年 l冊 H78 

造林補助金関係綴 昭和33～35年度 1綴 H79 

一般造林計画書綴 昭和34年度 1冊 H80 

森林区実施計画綴 昭和34年 1冊

執務日誌（森林組合） 昭和34年度 1冊

造林関係綴 昭和35年 1冊

（造林事業一件） （昭和35年） 1冊

H81 

H82 

H83 

H84 

すぎは虫駆除一件 昭和35年度 1冊 H85 

土 木

土木関係綴 昭和32年 1冊

第 3期公営住宅建設計画

昭和33～35年 1冊

都市計画編入の件 昭和35年 1冊

土木関係綴 昭和35年 1冊

旧県道町道編入町道用途廃止一件

昭和35年度 1冊

昭和三十五年七月水災害一件

（昭和35年度） 1冊

災害復旧事業計画書 昭和35年 l冊

民 生

H86 

H87 

H88 

H89 

H90 

H91 

H92 

婦人会活動状況（写真） 昭和29年 1冊 H93 

消防施設整備費補助金関係書類

昭和34年度 l冊 H94 
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衛 生

復命書綴（保健婦） 昭和33～35年 1冊

国保報告書綴 昭和34年 1冊

上水道に関する書類綴 昭和35年 1冊

安芸町

H95 

H96 

H97 

一般指導用リイフレット、パン7レット〔乳幼児、伝染

病、栄養〕（保健婦） 昭和35年 1冊 H98 

A主A
子 務

庶務〔成人の日〕関係文書

昭和27～34年 1冊 H99 

事務引継書綴（教育委員会）

昭和31年 l冊

規約綴（教育委員会）

（昭和27～31年） 1冊

議案綴〔町長送付の分〕（教育委員会）

昭和31年 1冊

教育新法施行に伴う事務取扱

昭和31年 1冊

庶務関係文書綴〔重要〕（教育委員会）

昭和31年 l冊

庶務〔教育〕関係文書綴 昭和31年 1冊

義務教育人口推計詞 昭和31年 l冊

廃止規則規定綴（教育委員会）

昭和31～32年 1冊

議決書綴（教育委員会）

昭和31-33年 1冊

府中中学校組合会議一件

HlOO 

H!Ol 

H102 

H103 

H104 

Hl05 

H106 

H107 

H108 

昭和31～33年 l冊 Hl09 

安芸町学校の経営概要その他学校関係参考資料

（昭和31～34年） 1冊 HllO 

青年学級綴（福木公民館）

昭和31-35年 1冊 Hlll 



安芸町・矢野町

教育委員会連合会に関する綴

昭和32～33年 l冊 H112 

会議準億一件綴（教育委員会）

昭和32-35年度 1冊 Hll3 

教育長会議一件 昭和33年 l冊 Hll4 

庶務関係文書綴〔教育委員会関係〕

昭和33年 l冊

学校経営綴 昭和33年度 1冊

道徳教育一件 昭和33年 l冊

学校職員人事給与等取扱要項

昭和33-35年 1冊

H115 

Hll6 

H117 

H118 

予算配当綴 昭和33～35年 1冊 Hll9 

公民館一件綴 昭和33～ 35年度 1冊 H120 

学校教員調査綴 昭和34年度 1冊 H121 

体育に関する綴 昭和34年 l冊 H122 

雑書綴（教育委員会） 昭和34年 1冊 H123 

庶務に関する綴（教育委員会）

昭和34～35年 1冊 H124 

予算に関する緩（教育委員会）

昭和34-35年度 1冊 H125 

教育予算一件綴 昭和35年度 1冊 H126 

庶務に関する綴（教育委員会）

昭和35年度 l冊

中学校建設に関する教育委員意見書

昭和35年 1冊

H127 

H128 

中学校建設の庶務に関する綴

昭和35年度 l冊 H129 

財産区

同意事件緩（財産区） 昭和31-35年 1冊 H130 

矢野町役場文書

土 也
E
T
J
 

字図面 明治9年 l冊

字図 明治9年 l冊

矢野町字国山林 1冊

H26 

H27 

H28 

庶 務

矢野局電話組合一件

大正14～昭和7年 1 i冊 H29 

日誌 昭和33年 1冊 H30 

日誌 昭和34年 1冊 H31 

日誌 昭和35年 1冊 H32 

財務・会計

決算書綴 昭和23～34年 l冊 H33 

衛生

伝染病院隔離病香台帳 昭和26～ 30年 1枚 H34
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A旦4
寸三 務

（矢野尋常小学校舎増築一件）

明治39年

（小学校舎建築工事）契約書案

明治39年

矢野尋常高等小学校増築工事仕検書

明治45年

学校基本財産指定寄附書類

明治45～昭和8年

買物帳（矢野尋常高等小学校増築委員）

大正元年

l袋

1冊

1冊

1冊

I冊

安芸郡矢野町尋常高等小学校々舎配置図

大正7年 l』文

Hl 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

安芸郡矢野町尋常高等小学校教室及便所並渡廊下新築

工事設計仕様書 （大正8年） 1冊 H7 

（矢野尋常高等小学校校舎新増築一件）

大正8～11年 l袋 HS 

（矢野尋常高等小学校舎増築一件）

昭和3年 1袋 H9 

金子校長奏佳官待遇祝賀一件

昭和7年 1叩 HlO 

小学校運動場拡張工事一件

昭和7年 l＊甘 Hll 

矢野中学校土地関係書類綴

昭和22～23年 1冊 H12 

学校増築書類 1袋 Hl3 

矢野尋常高等小学校々舎改築設計図 20本文 Hl4 

（校舎工事設計図） 5枚 Hl5 

教室新築工事変更書 1綴 Hl6 

学校建築仕様現書之事 I綴 Hl7 

学校木割削立之事 1袋 Hl8 

厨及土歩廊木割削立之事 1綴 Hl9 

矢野町

社 寺

社寺ニ関スル令違弁ニ通達書類

明治23-33年 1冊 H20 

広島県県社以下神社神職取締規約

明治25年 l冊 日21

古社寺取調帖 明治28年 1冊 H22 

伺上申報告社寺 明治28-42年 1冊 H23 

神社ニ関スル書類

明治43～昭和4年 1冊 H24 

社寺関スル書類綴

大正7一昭和9年 1冊 H25 
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船越町・八幡村・河内村・五日市町

船越町役場文書

広島県知事選挙一括書類綴

昭和33年 l冊 H22 

海区漁業調整委員会委員一般選挙関係書類綴

昭和33年 1冊 H23 

農業委員会委員一般選挙関係書類一括綴

昭和34～35年 1冊 H24 

（広島海区漁業調整委員会委員選挙関係書類一括綴）

昭和35年 l冊 H25 

船越町役場改築工事設計書

昭和25年 1冊 H26 

安芸国安芸郡船越村往還土橋掛替目論見帳

明治6年 1綴 H27 

（山陽鉄道布設工事関係綴）

明治26年 1綴 H28 

船越町隔離病舎建築敷地整地工事設計書

昭和16年 1冊 日29

（隔離病舎移転増築関係議案）

昭和16年 1綴 H30 

隔離病舎建築照査日誌 昭和17年 l冊 日31

船越中学校建築寄附台帳

昭和22～23年 l冊 H32 

会議録（教育委員会） 昭和31～33年 l冊 H33 

近世文書

安芸郡船越村御免割外別取立高割御願柚・安芸郡船越

村三国毛損畝高物成人~IJ小帖

安永8年 1綴 H34 
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八幡村役場文書

神社御由緒調査書外関係書類

明治36～大正11年 1冊 H3! 

河内村役場文書

荒増之事務控帳（上小深川村・下河内村）

明治5～6年 l冊 HI 

下河内部落更生運動概，兄 （昭和8年） !fl~ H 2 

河内村基本財産台帳

明治35～昭和30年 1冊 H3 

奨善救療資金台帳・出納簿

明治45一昭和30年 l冊 H4 

積立金台帳 大正6～昭和30年 1冊 H5 

河内村統計資料 明治28～昭和28年 1冊 H6 

佐伯郡諸統計資料

明治44～大正6年 1冊 H7 

河内村小学校基本財産台帳

明治30一昭和30年 l冊 HS 

安芸国佐伯郡（上）河内村神社明細帖

明治12年 1冊 H9 

五日市町役場文書

（字国） l冊 H32 

町政運営に関する綴 昭和32-33年 1冊 H33 

行政方針施策に関する綴

昭和32～35年 I冊 H34 

行政事務改善 昭和33～35年 1冊 H35 

気象月報（五日市中学校）

昭和33～35年 1綴 H36 



五日市町勢資料 昭和33～例年 1冊 H37 

財産台帳 明治43一昭和30年 1冊 H38 

昭和三十四年度諸綴（河内婦人会） 1冊 H20 

昭和三十五年度諸綴（河内婦人会） 1冊 H21 

公文書綴（青年連盟河内支部）

昭和31年度 1冊 H22 

役員会記録簿（青年連盟河内支部）

昭和31年度 l冊 H2J 

公文書綴（河内青年団） 昭和32年度 1冊 H24 

書部記録簿（河内青年団）

昭和32～ 33年度 1冊 H25 

文書綴（河内青年団） 昭和33～34年 1冊 H26 

役員会記録簿（河内青年団）

昭和33年度 1 ilfr H27 

青年講座記録簿（河内青年団）

昭和33年 l冊 H28 

農民祭一件（河内青年団） 昭和33年 1冊 H29 

団長記録簿（河内青年団） 昭和34年度 1 W H30 

団長日誌（河内青年国） 昭和35年度 1冊 H31 

隔離病舎譲受時の目算書（石内農業協同組合）

昭和32年 1冊 H39 

教育委員会議書類 昭和33年 1冊 H40 

合併三周年記念中央公民館・三和中学校体育館兼講堂

建設関係綴 昭和33年 l冊 ／ 日41

合併三周年記念三和中学校講堂・中央公民館建設寄付

簿 昭和33年 1冊 H42

五日市町
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広島市公文書館条例

（目的及ぴ設置）

昭和52年3月31日

条例第 9 号

改正昭和54年12月21日条例第55号

昭和57年6月29日条例第47号

昭和60年12月初日粂例第93号

平成元年3月30日条例第9号

第1粂本市の公文書、記録その他の資料（以下「公

文書等」という。）を収集し、及ぴ管理するとともに、

公文書等を一般の利用に供し、もって文化の発展に

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粂公文書館は、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 l条の目的を達成するため、

おおむね次に掲げる事業を行う。

Ill 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。

(3）公文書等を調査し、及び研究すること。

（公文書等の利用承認等）

第4条公文書等を利用しようとする者は、市長の承

認を受けなければならない。

2 前頃の承認を受けた者（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。

（公文書等の利用の制限）

44 

第5条公文書等を損傷し、又は滅失するおそれがあ

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ない。

（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、又は退舘を命ずることがある。

(1）伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2）他人に危害を及ぽし、又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l枚につき20円の手数料を

納付しなければならない。

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

用に使用する目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るとき。

3 既納の手数料は、返還しない。

（目的外利用、転貸及び権利譲渡の禁止）

第8条利用者は、公文書等の承認を受けた目的以外

に利用し、転貸し、又はその利用権を譲渡してはな

らない。

（利用承認の取消し等）

第9粂次の各号のーに該当するときは、公文書等の

利用承認を取り消し、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。



(I) 利用者がこの粂例又はこの条例に基づく規定に

違反したとき。

(2）利用者が利用条件に違反したとき。

(3) 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L、又

はその損害を賠償しなければならない。

（市の損害賠償責任）

第11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

めを買わない。

（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 ff!J

I この条例は、昭和52年 4月1日から施行する。

〔以下省略〕
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広島市公文書館管理規則

昭和52年 3月31日

規別第 11 号

改正平成3年11月22日規則第90号

平成5年 3月31日規則第21号

（この規則の趣旨）

第1粂 この規則は、広島市公文書館（以下「公文書

館」という。）の管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（休館日及ぴ開館時間）

第2条公文書館の休館日及ぴ開館時間は、次のとお

りとする。ただし、都合により休館日又は開館時聞

を変更することがある。

Ill 休館日

ア 日曜日及び土曜日

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日及ぴ12月29日

から12月31日まで

(2) 開舘時間

午前9時から午後4時30分まで

（利用承認の手続）

第3条広島市公文書館条例（昭和52年広島市条例第

9号）第4条第l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。

附員lj

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

〔以下省略〕
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