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このたび、広島市公文書館所蔵資料目録第器集として『瀬野川町・熊野跡村

役場文書資料目録』を刊行することができまし九。この目録は瀬野川町および

熊野跡村が広島市に編入合併される際、当館が引き継いだ文書類を整理・分類

し九ものです。

広島市の東部に位置する瀬野川町は賀茂台地の一角を占め、南北を鉾取山、

長者山、藤ケ丸山などに囲まれ、中心部を流れる瀬野川沿いに町が開けてきま

した。町の東西を、古くは旧山陽道、現在は国道2号、 JR山陽本線が走り、

自動車・食品関連の工場や事業所が数多く建ちならんでいます。同町は広島市

との合併後、急速に市のべッドタウンとして人口の増加をみています。

・一方、熊野跡村は近世初頭は阿戸村と呼ばれていましたが、賀茂郡に同名の

村があった九め隣村(熊野村)の名を冠し熊野跡村と改名。江戸時代後期編さ

んの『芸藩通志』にも記載されている古い村名です。広島市との合併後は再び

阿戸の名が復活し、現在に至っています。町内のおよそ9割が山林と農地で占

められ、清流熊野川を中心に静かな九たずまいをみせる田園地帯です。

瀬野川町と熊野跡村はそれぞれ昭和48年3月20日、同49年Ⅱ月1日に広島市

と合併、今日広島市安芸区となっています。今回目録化した役場文書はややも

すると散逸し允り滅失する恐れがあるものばかりですが、当時の町勢や村勢を

うかがい知ることのできる貴重な歴史資料です。資料の収集・保存という作業

をとおして歴史を伝えることの意義を再認識するとともに、公文書館の使命を

改めて痛感する次第です。

は じ め に

平成10年3月31日

広島市公文書館長

1

原田耕 二
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本目録には、旧安芸郡瀬野川町及び熊野跡村の、概ね昭和30年代から広島市との編入合

併に至るまでの役場文書を主体とした1,197冊を収録する。

目録の後半部は、文書の内容紹介を主目的とし元件名目録であり、1,197冊の中から27

冊を選び、各簿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。

1分類

①全体を項目に大分類し、更に必要に応じて各大分類にっいて、いくっかの中分類を

施し九。

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

場合もある。

2 簿冊目録記載事項

Ⅱ)簿冊名・発生年・冊数・請求番号の順に記載した。

②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。

③簿冊の表紙がないものや簿冊名の読み取れないものは、当館で適宜これを設け、

()書した。

④冊数は、冊を原則としたが、形態により綴・袋・括・枚・通を用いた。なお、いく

つかの簿冊がーつに綴られた 1冊は、 1綴とした。

⑤件名を採録した簿冊にっいては、簿冊名の前に〔※〕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 1~4を参照〕

3 簿冊の配列

山簿冊の配列は発生年順とし、大分類及び中分類ごとに完結している。

②発生年の設定は、原簿冊の表記を原則として採用し九が、簿冊を構成する文書の発

生年に依ったものもある。

偲}発生年の設定は、 1年を単位としたために、例えば、昭和35年2月から同36年4月

までの文書を綴った簿冊も、「昭和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。

仏)簿冊名が同一で、発生年が1年ごとに連続するものは、ーつの籌冊名で一括し、発

生の期間と合冊数を記しナこ。

⑤発生年の不明確なものは、大分類及び中分類の末尾に〔※※※〕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

{1}例規、選挙、庶務、総合計画、国鉄関係、民生・衛生、学務、勧業・統計、産業の

大分類項目の中から一部摘出し、各々の籌冊に綴られている文害にっいて一件ことに

件名のみを記載した。

②件名の表記は、原則として原文書に依っ九。原簿冊に件名目次の付い九ものは、こ

れを件名原文として採用したものもある。

侶)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。

凡 例

^



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。

幅)旧体漢字は新体漢字に改めた。

5 瀬野川町及び熊野跡村の合併経過は下表のとおりである。

畑賀村

中野村

明治5年4月

第3大区第3小区

上瀬野村1-ー下瀬野村

熊野跡村

明治詑年4月

畑賀村

第8大区第3小区 熊野跡村

昭和別年9月噐日昭釈鉾3月即日

瀬野川町一一広島市に

編入合併

昭和26年3月1日

熊野跡村

昭和49年11月1日

広島市に編入合併

ν



瀬野川町役場文書

、

条例昭和31~噐年1朋

※告示昭和31~36年1冊(27頁左)

瀬野川町例規昭和31~36年1冊 3

条例規則規程件名簿昭和31~娼年1冊 4

条伊」・規程・規則・告示等公告式に関する稾議書
昭和32~36年1冊 5

告示昭和32~36年1冊 6

訓令昭和32~47年1冊 7

告示昭和35年 1冊 8

規約の公布昭和35~45年1冊 9

規則の公布昭和35~娼年1冊 10

廃止条例昭和36年1冊 Ⅱ

条例及び告示綴昭和37年1冊 松

告示綴昭和37年1冊 玲

告示綴昭和37~U年1冊 14

条例の公布その2 昭和41~47年1冊 15

告示広告綴昭和42~47年1冊 16

告示綴昭和45~娼年1冊 17

例 規

選挙録開票録昭和31~U年

選挙争訟政治資金事務取扱

瀬野川・例規議会選挙庶務

昭和35年1冊

町議会議員一般選挙昭和36年1冊

会議録昭和37~4年1冊

※りん議綴(選挙)昭和38年1冊(30頁左)

明るく正しい選挙昭和38~41年1冊

町長選挙綴昭和39年1冊

町議会議員一般選挙昭和卯年1冊

選挙管理委員名簿昭和卯~46年1冊

瀬野川町長選挙昭和43年1冊

瀬野川町議会議員一般選挙

妬

妬

47~48

49~50

、、

1冊

'、、、

31

51

噐

務

-1-

昭和U年1冊

選挙開票録綴昭和"~姻年1冊

選挙関係書類綴昭和45年1冊

選挙管理委員会票議綴昭和妬年1冊

会議録昭和妬~48年1冊

明正選挙昭和46~47年2冊

選挙庶務昭和46~47年2冊

瀬野川町長選挙昭和47年1冊

重要書類(選挙一件)昭和47~蝿年1冊

認

聡

34

飴

35

議会定例会昭和34年1冊

議決書昭和36~47年 H冊

議決書綴昭和47年1冊

議決書昭和娼年1冊

熨

36

議

56

39

55

如

虹

C

船

18

19~29

30

U

雑綴昭和29~30年1冊
・諦年

※陳情書昭和31・42年1冊(32頁左)

表彰内申一件昭和31~48年1冊

検察審査会一件昭和32~42年1冊

選

会

7
 
8

3
 
3



瀬野川・庶務開発公社

非常勤特別職人事記録

※陳情等一件(受)
昭和噐~U年

人権擁護司法保護委員会一件
昭和32~49年1冊

役職員名簿(議員・教委・連絡員その他)
昭和32年~ 1冊

人事関係昭和33~47年1冊

※公文書昭和36年1冊(34頁右)

往復文書綴昭和36~訟年3冊

直接請求一件昭和36~40年1冊

日誌昭和36~40年5冊

陳情書昭和37年1冊

契約書(その他)昭和37~47年1冊

公文書昭和舗年1冊

フイルム使用簿昭和38~卯年1冊

役場庁舎竣功式来賓名簿原稿
昭和38・U年1冊

木材引取税債務不在確認請求事件
昭和39年1冊

昭和32~嶋年

1 冊(33頁右)

1冊 57

補助指令書綴昭和妬年1冊

検察審査会昭和45~娼年1冊

事務引継室昭和"年1冊

戦没者叙勲者名簿昭和47年1冊

異動した部落連絡員へ辞令交付について
昭和47年1冊

58

59

60

61

62

63~価

66

67~71

72

73

74

75

日誌昭和48年1冊

有線放送電話撤去者綴昭和騒年

祝詞図面(和紙) 1冊

判決昭和如年1冊

返還書昭和如年1冊

戦没者未伝達勲記勲章関係
昭和40~妃年1冊

日誌昭和41年2冊

日誌昭和42~46年5冊

落成式関係昭和U年1冊

※陳情書綴(発)昭和43年1冊(舗頁右)

行政資料昭和43~妬年1冊

行事予定綴昭和U年1冊

特別職報酬等審議会昭和U年1冊

陳情書綴昭和妬年1冊

IH

新三菱重工業(株)のチラシ

刃物研ぎのチラシ 1枚

金尾式かまどのチラシ 1枚

* *

-2-

1冊

*

76

3枚

フフ

抄

78
開発公社設立昭和"年1冊

瀬野川町開発公社経理一件
昭和M年1冊

瀬野川町開発公社一件昭和45年1冊

開発公社中学校分証拠書類
昭和妬年1冊

開発公社雑書昭和46年1冊

開発公社議事昭和46~47年1細

瀬野川町役場新築庁舎見積書
昭和Ⅱ年1冊

瀬野川町開発公社解散手続
昭和娼年1冊

79

Ⅱ2

80

釘~82

器~87

認

即

90

飢

92

93

<開発公社>

計画

105

合

財
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船
俳
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字等区域変更昭和39年1冊

都市計画区域指定申請資料

昭和如年

く庶

市街化地域設定基礎調査

昭和U年1朋

総合計画策定資料昭和妬年1冊

総合計画庶務昭和45~47年1冊

総合計画アンケート昭和妬年1冊

総合計画策定昭和47年1冊

総合計画原稿中聞報告最終報告

昭和47年1冊

務>

1冊

113

114

瀬野川・庶務広域行政

<合併関係>

広島県市町村合併資料史

昭和34年1冊

広島市現況資料昭和39~U年1冊

広島地区市町村の概況資料

昭和艇年2冊 134~135

府中町基本構想の設定について第66号議案
昭和45年1冊

※広島広域都市関係綴

昭和41~42年

広島広域都市圏整備計画

広島地区広域行政懇談会

*

<広域行政>

昭和嶋年

広域行政関係基本資料昭和嶋年

広島広域都市圏行政研究会

昭和43~47年

広域行政に関する調査報告書

昭和妬年

広域行政昭和46~娼年1冊

合併関係

可部町人口推計積算資料

昭和妨~腿年

広島市沼田町合併協定書

120

1冊(36頁左)

昭和42年1冊

昭和46年1冊

広島市安佐郡五町合併協議関係資料
昭和46年1絽

*

広域合併調査委員会

昭和妬~47年1器

広島市との合併事務計画投資的経費の内容
昭和47年1袋

広域合併調査委員会計画部会
昭和47年1冊

※合併計画資料昭和47年1朋(37頁左)

合併事務の推進要領昭和47年1冊

合併についてのアンケート
昭和仰年1冊

*

広島地区整備計画基礎資料 1冊

広島地区整備計画農業関係資料 1冊

広島地区広域財政計画(案)第2部

1冊

1冊

1冊

136

150

1冊 130

広島地区整備計画緑地レクリェーション計画

1冊 131

1冊

*

137

*

1冊

125

*

138

151

協議関係資料その他

139

昭和Ⅱ年1冊

広島市・瀬野川町合併協議関係資料調
昭和47年2冊

広島市祗園町現況表昭和訂年1冊

広島市祗園町合併懐議関係資料
昭和47年1冊

140

1冊

141

152

可部町建設総合基本計画

広島市と瀬野川町の各種制度比較表

145
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H6

147~M8

149

昭和47年1細

5
 
6
 
7
 
8
 
9

ー
ー
ー
ー
ー
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ー
ー
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ー
ー
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4
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瀬野川・国鉄関係雑書財政予算・決算

府中町行政資料

※鉄道に関するもの
昭和36~38年

1朋

<国鉄関係>

国鉄関係

※鉄道一件

昭和43年1冊(認頁右)

国鉄新幹線関係一件昭和"~46年1冊

広島工場建設申請昭和妬年1細

門司工場関係書類昭和妬年1冊

昭和蝿年

建設課

153

1 冊(37頁右)

財政関係報告書綴昭和U年1冊

地方財政調査類似団体別調査

昭和蛇年1州

財政推計算出資料昭和42~52年1邪

地方財政状況調査昭和43年1冊

地方財政状況調査昭和妬年1冊

財政関係昭和妬年1冊

地方財政状況調査(決算統計)衷間突合表
昭和46年1冊

地域経済の変動に伴う地方団体の財政調査
測) 昭和46年1冊

1冊

154

(対外関係)各種会則規約類綴

昭和詑~諦年1冊

海田市全図一応急修正版一

昭和訓年2冊

海田市地形図昭和4年1枚

急傾斜地帯士地改良事業実施設計書

昭和蛇年1冊

指定都市(川崎市・札幌市)の状況

昭和42~46年1冊

155

く雑

156

157

書>

158

159

168

169

170

瀬野川町歳入歳出決算昭和31年1冊 176

決算報告書昭和31~"年1冊 17フ

予算書昭和34年1冊 178

昭和34年度予算説明資料議案第ワ号瀬野川町歳入歳

昭和34年1綴出予算案 179

各御予算書綴昭和35年1冊 180

昭和35年度歳入歳出決算害(瀬野川町、熊野跡村中
学校組合) 昭和35年1佃 1釘

歳入歳出決算書.昭和36年1冊 182

歳入歳出予算書(一般会計)

昭和36年1冊 183

歳入歳出決算書昭和36~如年1冊 184

昭和37年度予算書昭和37年1冊 185

予算書綴昭和37年1冊 186

予算書昭和卯年1冊 187

昭和40年度予算害昭和如年1冊 188

昭和41年度予算書昭和41年1冊 189

歳入資料昭和如~詔年1冊 190

一般会計特別会計予算書昭和41年1冊 191

171

<予算・決算>

160

172

161~162

173

財務・会計

163

174

(定点観
175

行政投資実績調査表昭和36年1冊

財務事務の手引昭和37年1側

164

く財

165

政>

167
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166



昭和41年度歳入歳出決算書(瀬野川町・海田町中学
校組合) 昭和41年1冊 192

歳入歳出決算書昭和U~妬年1冊 193

歳入歳出決算書昭和虹~46年1冊 194

瀬野川町歳出実績昭和41~46年1冊 195

予算書昭和U年1冊 196

総務費昭和収~詔年1冊 197

民生費昭和蛇~52年1冊 198

教育費昭和甥~52年1冊 199

土木費昭和42~噐年1冊 200

衛生費昭和始~聡年1冊 201

農林水産業費昭和究~噐年1冊 202

消防費・商工費・委員報酬・教育委員会費
昭和42~52年1綴 203

昭和43年度一般会計予算表
昭和43年1冊 204

予算書綴総務係昭和U年1冊 205

昭和44年度歳入歳出決算書(瀬野川町・熊野跡中学
校)付歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関
する調書 昭和U年1冊 206

昭和45年度歳入歳出決算書(海田町・瀬野川町.海
田中学組合) 昭和45年1冊 207

決算統計昭和妬年1冊 208

決算報告書綴昭和妬~ 1冊 209

昭和46年度歳入歳出決算書
昭和46年1冊 210

昭和46年度予算書総務課
昭和46年1冊

昭和47年度予算書昭和47年1冊

安芸群瀬野川町各会計歳入歳出決算書
昭和47年1冊 213

各会計歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する
調書 昭和"年1冊 214

市町村決算統計調査昭和U午 1冊 215

236

232

瀬野川・予算・決算地方交付税補助金等

<補助金等>

地方交付税算出資料昭和31・ 1冊 216

34~36年

地方交付税一件昭和31~37年1冊 217

交付税算出資料昭和31~如年1冊 218

交付税資料集計表綴昭和認~36年1柵 219

地方交付税綴昭和43~"年2冊 220~221

地方交付税一件昭和46年1冊 222

普通交付税算定事務の手引

昭和46年2冊 2器~224

普通交付税算定事務の手引

昭和47年1冊 225

普通交付税算出資料(市町村分)

昭和47年1冊 226

地方交付税額の算定の一部改正する省令案新
昭和47年1冊 227

旧対照表(市町村関係部分抜すい)普通交付税算定
上の改正点及び注意点昭和47年1冊 228

233

<地方交付税>

235

器4

229

-5-

許可認可補助金指令簿

昭和35~42年1冊

許可認可補助金指令害綴

昭和42~47年1冊

財務関係綴昭和43~U年1冊

自治振興助成金収支状況報告書
昭和妬~46年1冊

自治振興助成金収支報告害
昭和妬~47年1冊

補償金負担金の調昭和47年1冊

受付税関係昭和卯年1冊

固定資産評価処分取消請求事件
昭和町年1冊

1
 
2

2
 
2

0
 
1

2
 
2



瀬野川・財務農業一般急傾斜地帯整備

備品台帳昭和32~37年1冊

町有財産取得管理処分関係綴
昭和35~36年1冊

私有地建物賃惜契約書
昭和35~娼年1冊

町有地処分一件昭和36~訟年1冊

資産管理組合昭和37年1冊

払い下げの件昭和38年~ 1袋

町有財産(不動産)の払下げに関するもの
昭和41年1袋

土地の取得関係契約書昭和U年1冊

財産処分について昭和42年1袋

用地関係昭和U~45年1冊

士地・建物使用賃借契約書
昭和開~四年1冊

国有地編入変更承認書昭和45年1枚

財産の異動引継等昭和46年1冊

土地売買契約書(瀬野川緑地公園用地)
昭和46年~ 1冊

財産に関する調書昭和47年1冊

財産処分未決(ゴルワ場)昭和47年1冊

く財 務> 瀬野川町農業委員会委員一般選挙一件
昭和38年1冊

世帯男女別人口調査簿昭和38年1冊

農業センサス昭和39年1冊

農委選挙事務取扱昭和41年1冊

瀬野川町農業委員会委員一般選挙
昭和41年1冊

町月別人口世帯数調昭和蛇年1冊

畑賀本郷地区団体営事業融資関係
昭和42~45年1冊

瀬野川町農業委員会選挙一件
昭和U年1粉

農林道台帳昭和妬年1冊

瀬野川町農業委員会委員一般選挙
昭和47年1冊

器7

238

器9

273
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255

268

269

クボタ農業機械、丸山製作所、佐藤造機(株)
H枚

270

農

他の農機具のカタログ

飼料のチラシ

肥料のチラシ

生産世帯移動明細書瀬野村有林立木売却公入札の件
他住民登録の決議事項

昭和31・認年1冊 253

町農業委員会委員一般選挙一件
昭和35年1冊 2融

250

<農業一般>

*

261

271

、.

*

272

*

264

急傾斜地帯土地改良事業全体計画
昭和42年1冊

急傾斜地帯土地改良事業全体計画書
昭和U年1冊

団体営土地改良事業出来高設計書
昭和42年1冊

急傾斜地帯土地改良事業第一回変吏設計書
昭和42年1冊

急傾斜地帯農道整備事業事業年度別実施設計書
昭和42年1冊

急傾斜地帯農道整備事業実施設計轡
昭和蛇年1冊

<急傾斜地帯整備>

4枚

玲枚

2価

0
 
1
 
2

2
 
2
 
2

3
4
5
6

2
2
2
2

6
 
7
 
8

2
 
2
 
2

7
 
8
 
9

2
 
2
 
2

9
 
0

2
 
2



急傾斜地帯農道整備事業第一回変更設計書
昭和兜年2冊 274~275

急傾斜地帯農道整備事業第二回変更設計書

昭和42 1冊 276

急傾斜地帯農道整備事業第二回変更設計害貸付規程
昭和42年1冊 27フ

急傾斜地帯本郷土地改良事業

昭和42年1冊 278

急傾斜地帯本郷地区土地改良事業
昭和42~44年3冊 279~281

本郷地区土地改良事業に伴う補償協定書及土地売買

契約書綴 昭和43年1冊 282

急傾斜地帯農道整備事業本郷地区出来高設計書
昭和嶋年1冊 283

急傾斜地帯本郷地区農道整備事業幹線道路工事
昭和嶋年1冊 284

急傾斜地帯本郷土地改良事業支線一号道路一件
昭和嶋年1柵 285

急傾斜地帯農道整備事業実施設計書
昭和姶年3冊 286~288

急傾斜地帯農道整備事業第一回変更設計書
昭和43年1冊 289

急傾斜地帯農道整備事業出来高設計轡

昭和心年3冊 290~292

本郷地区団体営農道改良事業土地改良事業施行認可
昭和43年1冊申請書 293

急傾斜地帯農道整備事業実施設計書

昭和U午 2冊 294~295

急傾斜地帯整備事業実施設計書
昭和U年 1冊 296

(口補申請分)急傾斜地帯農道整備事業変更設計書
昭和"年 1冊 297

急傾斜地帯農道整備事業変更設計害

昭和U午 4冊 298~301

急傾斜地帯農道整備事業出来高設計書

昭和U年4冊 3促~3帖

士地改良事業計画変更認可申請書提出について

昭和46年1冊 306

ーフー

農道橋(荒野橋)設計書昭和39年1冊 307

荒野橋架換工事関係一件昭和39年1冊 308

工事変更伺い昭和40年1冊 309

農道橋(荒野橋)工事一件
昭和卯年1冊 310

単県補荒谷農道橋工事昭和U年1冊 311

単県補助荒谷農道橋工事昭和U年1冊 3松

日の浦農道改良工事利子軽減対象事業選定申請
昭和43年1冊 313

非補融資事業日の浦農道改良工事
昭和賜年1冊 314

昭和船年度施行非補助融資事業日の浦農道改良工事

昭和賜年1冊(中野・押手) 315

非補助融資事業日の浦農道改良工事設計書
昭和嶋年1冊 316

非補助融資事業日の浦農道改良工事出来高設計書

昭和嶋年1冊 317

昭和4年度非補助融資事業日の浦農道改良工事設計

昭和嶋年1冊書 318

農道開設に係る関係者の不服申出についての調査報
昭和43年1冊告並びに所見 319

本郷地区農道整備事業支線2号道路工事

昭和U年1冊 320

畑賀・本郷地区団体営農道改良事業

昭和U年1冊 321

非補助融資事業日の浦農道改良工事一件

昭和U年1冊 322

非補助融資事業日の浦農道改良工事出来高設計書

昭和"年1冊 323

非補助融資事業日の浦農道改良工事実施設計書

昭和U年1冊 324

昭和U年度着手非補助融資事業日の浦農道改良工事

出来高設計書 昭和"年1冊 325

昭和U年度非補助融資事業日の浦農道改良工事実施
設計書 昭和U年2冊 326~327

く農

瀬野川・急傾斜地帯整備農道

道>



瀬野川・農道耕地等病害虫士木

昭和U年度非補助融資事業日の浦農道改良工事出来

昭和U年2冊高設計書 詑8~329

瀬野川町公有林経営計画年度別実行計画 (変更)

昭和34年1冊 330

官行造林の皆伐申請に関する決議書の送付について

昭和38年1袋 331

<耕地等>

耕地関係借入申込書昭和心午 1冊 3噐

耕地一件綴昭和U年1冊 333

各種耕地事業昭和妬~46年1冊 334

砂防指定地編入河川の再認識について(通知)

昭和46~49午 1冊 335

耕地一件昭和47~蝿年2冊 336~337

砂防指定地申請書神原川・上立石川・大谷川
昭和娼年1冊 認8

-8-

請願書(道路新設)昭和36年1冊 346

瀬野川町々営住宅管理規則

昭和36年1冊

貫道橋工事中写真帖昭和37年1冊

貫道橋架換工事設計害昭和37年1冊 349

湯谷橋架換工事一件昭和37年1冊 350

老朽油池補強事業計画書昭和37年1冊 3肌

県営口費老朽溜池補強事業水越溜池補強工事竣功図
昭和37~39年1冊 352

鳥居橋架換工事一件昭和38年 1冊 353

朝日橋新設工事関係一件昭和39年1冊 354

砂防河川工作物所定の位置図
昭和39年1冊 355

砂防指定地の編入申請昭和諦年1冊 356

日誌昭和39年2冊 357~358

建設工事変更請負契約書昭和如年 1冊 359

災備中橋梁一件昭和卯年1冊 360

災害備中橋梁一件昭和如年1冊 361

石神橋災害復旧工事一件昭和如年1冊 362

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金交付決定変
更通知害 昭和41年1冊 3認

丸畑橋梁架換工事一件

士

中野地区耕地地図

木

3如

341

*

342

病害虫防除〔ホリドール〕一件

昭和32年1冊

病害虫防除一件〔二化螺虫〕瀬野支所

昭和33年1佃

病虫害防除(瀬野支所)昭和34年1冊

防除一件昭和36年1冊

防除日誌第二昭和36年1冊

防除日誌方一(瀬野支所)

昭和37年1冊

*

1冊

昭和Ⅱ年2冊 3餌~3価

国庫補助弥仙谷橋梁昭和嶋年1柵 366

才野瀬歩道橋新設工事

昭和U~45年1冊 367

単県補上石神橋梁架設工事

昭和妬年1冊 368

災害復旧事業等綴昭和45年1冊 369

公共施設一件昭和45年~ 1冊 370

砂防指定地編入申請書一件

昭和45~46年2冊 371~372

*

<病害虫>

344

343

3妬

3諦

7
 
8

3
 
3



大山・寺分・瀬野越山開発

昭和46年1冊 373

広域下水道昭和46年1冊 374

下水道計画資料昭和47年1冊 375

砂防指定編入昭和47年1冊 376

建設計画昭和47年1冊 37フ

下瀬野~海田線道路現状調害写真撮影位置図
昭和47年1冊 378

建築基準法(第9条)建築許可類申請害一件書類

昭和47~娼年1冊 379

※新生活運動

昭和如~U年1冊(如頁左) 395

保育所用建物新築工事一件

昭和虹年1冊 396

国立畑賀療養所1転貸に関する一件

昭和U年1組 397

広島県知亊受理書、許可害、公害課宛申請書類一式

昭和妬年1冊写 398

畑賀保育所炊事場増築その他工事

昭和妬年1冊 3羽

保健部一件(瀬野公民館)

昭和妬年~ 1冊 400

計画通知書(国立畑賀療養所)

昭和妬年1冊 401

瀬野川町畑賀福祉センター追加工事予算書

昭和47年1冊 402

失業対策事業事業計画害

昭和33~34年1冊

失業対策計画書昭和35~36年1冊

領収書綴(連合町内会)昭和36午 1冊

広島県未亡人等結婚資金貸付規程

昭和36年1冊

失業対策事業一件昭和36年1冊

国民年金保険料の徴収方法(交付要綱)
昭和37年1冊

失業対策事業計画書昭和37~38年1冊

婦人会昭和38年1冊

失業対策事業実韻報告書

瀬野川・士木民生・衛生学校教育

民生・衛生

4Ⅱ

403

失業対策事業実施計画

昭和給~39年2冊

失業対策事業統計表(失対係)
昭和諦年1冊

瀬野婦人会役員名簿昭和諦年1側

※婦人会資料昭和如年1冊(如頁左)

失業者就労事業計画書昭和卯年1冊

奉加帳(瀬野敬老会)

404

訟8

*

昭和38

*

-9-

<学校教育>

*

1冊

1冊

389~諦0

学務

条例公布その1 昭和31~40年1冊

広島県公立学校施設整備期成会一件

昭和噐~娼年1冊

雑件綴昭和37年1冊

研修会資料昭和37年1冊

昭和39年度予算書(中学校組合)
昭和39年1冊

※公文書昭和諦年1冊(如頁右)

研修昭和40年1冊

畑賀小学校運動場拡張一件

昭和42年1柵
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0
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瀬野川・学校教育社会教育

瀬野小学校改築工事関係一件
昭和42年1冊

瀬野小学校々舎改築工事請負契約書
昭和42年1冊

日誌昭和43年1冊

中野中学校プール設計図
昭和"年1袋

瀬野川町立中野小学校プール新設工事
昭和U年1冊

建築工事届(瀬野中学校)
昭和"年1冊

瀬野川中学校敷地造成工事
昭和衡年2冊

瀬野川中学校敷地造成工事図面目録
昭和45年1冊

中野小学校排水設備改良工事検査調誉
昭和46年1罰

畑賀小学校地拡張工事昭和46年1冊

畑賀小学校特別教室新築工事
昭和46年1冊

畑賀小学校仮倉庫新築工事
昭和46年1冊

瀬野小学校改築工事付帯工事一件
昭和46年1冊

中野小学校運動場拡張工事について
昭和47年1冊

中野小学校プール修繕工事
昭和47年1冊

瀬野川小学校グランド拡張工事
昭和47年1冊

瀬野中学校々舎新築工事工事費内訳明細書
昭和47年1冊

中野小学校拡張新築工事検査調嘗一件綴
昭和蝿年1冊

412

せせらぎ昭和36~37年2冊 4噐~433

1962社会教育主事講習資料財政参考
昭和37年1冊

公民館火災一件昭和37年1朋

公民館運営審議会昭和謁年1冊

移動図書昭和38年1冊

視聴覚教育ニユース昭和認年1冊

家庭学級活動.他綴昭和諦~諦年1冊

家庭教育学級瀬野公民館
昭和諦年1冊 440

家庭教育学級資料1.瀬野公民館
昭和諦年1冊 441

442せ、らぎ句集昭和諦年1冊

公民館運営審議会昭和如年1冊 4嶋

家庭教育学級昭和卯年1冊 444

445家庭教育昭和卯年1冊

県移動図害館昭和40年1冊 "6

447~448公民館使用願昭和卯年2冊

家庭教育学級瀬野公民館
昭和虹年1冊 449

県移動図書館瀬野公民館
昭和U年1冊

せせらぎ俳句集昭和虹年1冊

青少年問題協議会昭和41~42年1冊

※家庭教育学級
昭和42~娼年2冊(U頁右) 4認~454

2器

415

416

417

418~419

4飢~462

420

2冊

459~460

423

424

425

-10-

2朋

2冊

426

運営審議会

427

<社会教育>

428

昭和36年1冊

429
家庭教育学級日誌

昭和蛇~娼年

県移動図書館昭和蛇~嶋年
430

455~456

457~妬8

明治青年大学講座

昭和究~43年

せせらぎ俳句作品集

昭和42~43年
431



公民館使用許可昭和蛇~U年

読書活動昭和42~賜年1冊

社会教育委員会予算書

瀬野川公民館落成式来賓名簿

1冊

昭和帰年1冊

*

体育部一件昭和36年1冊

体育レクリェーション昭和37年

瀬野川町体育祭瀬野地区大会
昭和謁年

*

*

*

瀬野111・社会教育社会体育熊野跡・広島県公報例規

<社会体育>

1冊

465

瀬野川町体育協会
昭和38~39年2冊

体協瀬野川支部昭和諦年1冊

体育館開き昭和諦年1冊

19叫瀬野川町体育祭昭和諦年1冊

瀬野川体育祭のプログラム
昭和39年1冊

第9回瀬野川町体育祭昭和如年1冊

町体育協会昭和40年1朋

町体協瀬野支部昭和40年1保

スポーツ活動昭和如~娼年1冊

体協瀬野川支部会計昭和蛯年1冊

瀬野川町体育祭昭和42年1柵

瀬野川町体育祭瀬野地区大会
昭和蛇年1冊

瀬野川町体育祭瀬野地区大会奉加帳
昭和42年1冊

体育協会昭和42~43年2冊

熊野跡村役場文書

466

昭和41年度広島県通知公報綴
昭和U年1柵

昭和昭年度広島県通知公報
昭和心午 1冊

昭和44年度広島県通知公報
昭和U年1冊

昭和45年度広島県通知公報
昭和妬年2冊

昭和46年度広島県通知公報
昭和46年3冊

広島県通知公報昭和46年1冊

昭和47年度広島県通知公報
昭和47年2冊

昭和朝年度広島県通知公報
昭和娼年1冊

広島県通知公報昭和49年2柵

1冊

広島県公報

1冊

1冊 469

470~471

472

473

474

*

2

4~5

6~8

9

条例規則公布綴

条伊卜規則公布綴

条例規則等公布綴

条例規則公布綴

条例規則公布綴

10~11

4朋

例

4認

484~485

12

13~14

規

昭和40~四年1冊

昭和41年1冊

昭和42~45年1冊

昭和45~47年1冊

昭和娼~四年1冊

条伊卜規程廃止綴

一Ⅱ一

*

20
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能野跡・議会選挙士地庶務一般

議会一件

議会一件

議会一件

議

昭和46~47午 2冊

昭和48年2冊

昭和四年1冊

選挙管理委員会公示綴

21~22

23~24

25

、、

代位登記登記済証綴

昭和43~44年1冊

代位登記、登記済証昭和45年1冊

士地名寄帳見出表昭和45年1冊

原山無線中継所用地売却関係書綴

昭和46年1冊

土地利用対策(一件)昭和47~娼年1冊

土地対策綴昭和四年1冊

(宅地賃貸借契約書等)昭和49年6枚

昭和U年

'、、、

式辞祝辞原稿集昭和器~43年1冊

建物共済事業関係昭和蛇年3枚

自衛隊員募集綴昭和鳴~的年1冊

※庶務関係綴第1号冊

昭和"年1冊(蛇頁左)

※庶務関係綴第2号冊
昭和44年1冊(開頁右)

※庶務関係綴第3号冊
昭和"年1冊(妬頁右)

※庶務関係綴第1号冊
昭和44~45年1冊(46頁右)

庶務関係綴第2号冊昭和妬年1冊

庶務関係綴第3号冊昭和妬年1冊

庶務関係綴第1号冊

昭和妬~妬年1冊

庶務関係綴第2号冊昭和46年1冊

庶務関係綴第3号冊昭和46年1冊

区長会議綴昭和45~49年1冊

庶務関係綴第1号冊昭和47年1冊

庶務関係綴第2号冊昭和町年1冊

公文綴昭和47年1冊

(広報関係綴)

庶務関係綴第1号冊

庶務関係綴第2号冊

庶務関係綴第3号冊

市町村職員共済組合関係

村有自動車建物共済一件

工業適地昭和娼~四年

庶務関係綴昭和49年

士

<庶務一般>

1冊

務

地

26

27

34

57

35

36

30

37

31

訟

32

器

諦

如

U

松

嶋

U

45

昭和47年1冊

昭和娼年1冊

昭和娼年1冊

昭和開年1冊

昭和紹年1冊

昭和朝年1冊

1冊

1冊

46

47
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48

49

50

51

能

脇

54

会

選

器
鈴

5
 
6

5
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昭和51年 防犯灯一件

く契

契約書綴昭和35年1絽

契約書綴昭和謁~諦年1冊

契約関係書類綴昭和如年1冊

契約書昭和U年1冊

契約書綴昭和42~娼年1冊

契約書綴昭和M~45年1冊

契約害綴昭和46年1冊

契約書類綴昭和47~四年3冊

昭和51年

約>

4枚 認 消防団関係綴昭和四年1冊

熊野跡村地域防災計画 1冊

熊野跡・契約梢防・防災交通総合計画

諦

60~61

昭和39年起火薬類一件昭和39年1冊

消防団員退職報償金関係

昭和39~47年1冊

火災報告書綴昭和C年1冊

消防防災関係昭和嵯年2冊

消防防災昭和妬年2冊

消防防災昭和46年3冊

消防防災昭和47年2冊

昭和47年3号消防防災昭和47年1冊

消防団員福祉共済関係昭和47年1冊

消防業務執行状況報告綴

昭和47~49年1冊

昭和48年度消防防災

昭和賜年2冊

(災害関係綴)昭和蛤年1冊

防災行政無線一件綴昭和娼年1冊

昭和49年度消防防災関係昭和49年1冊

消防常備関係綴昭和四年1冊

能

<消防・防災>

63

(待避所の道路改良工事図面集)
昭和39年1冊

交通安全施設昭和U年1冊

交通安全昭和"年2冊

交通安全昭和妬年2冊

交通安全昭和46年1冊

昭和46年度アスファルト舗装歩掛表

昭和46年1冊

交通安全対策事業補助関係

昭和47~娼年1冊

(谷迫線改良工事一件)昭和娼年1冊

64

く交

65

66

67~69

通>

91

92

70

71

72

73~74

93

餌

舗~96

97~98

99

75~76

フフ~79

80~別

広島広域都市圏関係害類綴

昭和42年1冊 103

熊野跡村建設5ケ年計画書

昭和43年1冊 104

地図作成昭和43年1冊 105

広島広域都市圏関係書類昭和M年1冊 106

(広島地区広域行政懇談会関係綴)
昭和"~妬年1冊 107

村づくり昭和45年1冊 108

村づくり推進事業関係綴村づくり推進協議会
昭和46年1冊 109

村づくり推進協力会昭和46年1冊 Ⅱ0

熊野跡村振興開発総合計画害〔草案〕
昭和47午 1冊 111

82

総合計画

100

船

1肌

84

102

85~86

87
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熊野跡・総合計画財務・会計

広域行政関係昭和Ⅱ年1冊

広域市町村圏計画関係昭和47年1器

熊野跡村建設財政実施計画書〔草案〕
昭和47年1冊

熊野跡村振興開発総合計画書〔草案〕
昭和47~50年1冊

(合併事務の手順)昭和蝿年1冊

市町村単独事業実施計画一覧表
昭和妃年1冊

広域行政昭和蝿年1冊

一部事務組合脱退一件昭和49年1冊

合併に伴う書類昭和朝年1冊

広域行政昭和49年1冊

総合基本計画書実施計画〔49年度〕
昭和船年1冊

112

113

行政財政昭和妬年2冊

地方債綴昭和45~46年1冊

(予算決算書綴)昭和妬~47年1冊

特別地方公布税の要望額綴

昭和45~49年1冊

行政財政昭和妬年2冊

予算害昭和妬年1冊

(昭和46年度第2号冊)地方債関係(綴)
昭和46年1冊

(地方債関係綴昭和46~47年度 Nα1)
昭和46~47年1冊

行政財政昭和47年2朋

(地方債関係綴昭和47年度枷2)
昭和47年1冊

熊野跡村一般会計・特別会計予算書
昭和47年2冊

114

115

熊野跡村地図(等綴)

Ⅱ6

117

Ⅱ8

*

Ⅱ9

*

120

縮図 1 /25000
1枚

*

135~136

(公債費調)昭和噐~42年4枚

地方債台帳整理表昭和認年1罷

昭和36年起債関係昭和36年1冊

地方交付税公債台帳昭和37年1冊

(地方債事業計画書及び財政状況調)
昭和43年1冊

一般会計歳入歳出予算書昭和43年1冊

起債関係綴昭和嶋年1冊

市町村振興資金(関係一件)昭和心年

行政財政綴昭和M年2冊

地方債関係(綴)昭和U~妬年1冊

121

財務・会計

137

122

138

139

HO~1U

123

予算書昭和47年2冊

行政財政第1号冊昭和蝿年1冊

予算書昭和蝿年1冊

(昭和48年度地方債関係綴)
昭和娼年1綴

一般会計・特別会計予算書
昭和蝿年1冊

一時借入金整理簿昭和娼年1冊

会計(関係資料綴)昭和蝿年1冊

一般・特別会計歳入歳出決算書
昭和妃年1冊

一般会計予算書昭和娼年1冊

行政財政第1号冊昭和49年1冊

予算書昭和49年1冊

一般会計予算書昭和四年1冊

昭和49年度予算書昭和四年1冊

昭和49年度一般会計特別会計予算書
昭和四年1柵

142

143

145~146

144

124

125

126

147

127

149~150

148

128

130

1冊 131

132~133

129

151

152

153~154

134

155

156

157
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158

159

160

164

163
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昭和49年度地方債綴

勧業・統計

昭和49年1冊

勧業

勧業

勧業

※勧業

勧業

勧業

く勧

昭和"年

昭和妬年

昭和46年

昭和47年

昭和娼年

昭和49年

1鮖

業>

2冊

2冊

4冊

4 冊(47頁右)

4冊

5冊

昭和如年1冊調書綴

昭和40年災害補助率割高申請関係資料

(農地農業施設) 昭和如年1冊

農業土木工事執行関係規則集

昭和蛇年1冊

国草地区早害対策昭和蛇年1冊

災害復旧計画概要書昭和C年1冊

災害高率補助申請書(農業施設)
昭和蛇年1冊

農業土木工事施行(一件)昭和賜年1冊

補助金委託料食糧管理費昭和嶋年1冊

農薬使用資料昭和嶋年~妬年1冊

総合農政昭和U年1冊

農事昭和U年3冊

昭和U年度特殊地域農業振興対策調査表
昭和U年1冊

昭和U年度集団的生産組織
昭和U年1朋

昭和"年度補助金委託料食料管理費
昭和"年1冊

昭和44年度病害虫防除昭和U年1冊

昭和44年度ニカメイ虫予察灯葉いもち病
昭和"年1冊成績

航空防除昭和U年1冊

家畜関係昭和U年1冊

農業振興綴昭和妬年1冊

農業標準所得関係綴昭和妬年1冊

(昭和45年度耕地一件)

166~167

統計台帳〔昭和30年~昭和50年〕追一75
昭和30~50年1冊

人口動態調査票作製事件簿

昭和噐~M年1冊

(人口動態関係綴)昭和39~42年1冊

昭和42~嶋年1冊統計

人口動態調査票作製事件簿
昭和45~四年1冊

熊野跡・勧業統計農業

168~169

く統

170~173

174~17フ

178~1剖

計>

玲2~186

1飼

195

196

187

197

198

188

産

普及指導計画昭和舗~43年1冊 192

農業近代化資金整理簿

昭和36年~40年1柵 193

農業用施設災害復旧査定額一覧表並びに頭首工協議

189

199

190

200

く農

、ナ

201

191

2舵

業>

204~206

203

207

208

昭和妬年1燭 216

団体営農道(伯耆谷)整備事業計画書並実施設計書
昭和妬年1冊(一件) 217

病害虫一件昭和妬年1冊 218

家畜関係(酪農)昭和妬年1冊

米作調整一件昭和妬年1冊

215

209

210

調査
211

212

213

ーー 15 -ー

214

9
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熊野跡・農業林業

米生産調整(綴)

昭和46~47年2冊

山村振興計画害昭和46年1冊

(昭和46年度耕地一件)

昭和妬年2冊

米生産調整補助金関係昭和46年1冊

病害虫防除昭和46~49年4冊

家畜昭和46~49年4冊

※山村振興(関係一件)

昭和46年1冊(船頁右)

221~2詑

(昭和U年度耕地一件)

昭和47年1冊 236

婦人会農協婦人部総会(一件)

昭和47年1冊 237

村道西方線特改一種事業設計書
昭和47年1冊 238

昭和47年西方線(特1)昭和47年1冊 239

米生産調整補助金(関係資料一件)
昭和47~妃年2冊 2如~241

(振興山村農林漁業事業実施計画一件)

昭和48年1冊 242

昭和48年度土地改良法一部改正(附土地改良事

業の補助と融資) 昭和48年1冊 243

(農業共済特別会計予算害)

昭和娼年1冊 244

集団的生産組織昭和娼年1冊 245

米生産調整(綴)昭和48年1冊 246

(耕地一件)昭和娼~49年2冊 247~248

昭和朝年度農道舗装計画設計基準

昭和娼年1冊

223

熊野農業棚同組合定款

水稲字別生産高反収帳

器4~225

227~230

226

231~234

村有林貸付地関係書類昭和組年1冊 255

昭和36年度造林補助金交付

昭和36年1冊 256

昭和37年度造林用苗木注文書(造林補助金関係書)
昭和37年1冊 257

昭和能年度造林補助金関係

昭和認年1冊 258

昭和40年調整林道現況台帳並林道網調害

昭和如年1冊 259

(公有林造林融資関係資料一件)

昭和40~43年4冊 260~263

林道景浦線(開設工事一件)
昭和41~42年2冊 264~265

林道景浦線開設工事起債申請一件
昭和U~42年1冊 266

芸南森林計画区地域森林計画書

昭和42年1冊 267

村有林基本図(林有林経営計画一件)

昭和42年1冊 268

1冊

1冊

2舗

く林

1朋 272

1冊 273

274~275

業>

253

*

254

-16-

284

*

農業祭昭和四年1冊

農業共済事業特別会計歳入歳出決算書

昭和49年1冊

農業改良協議会昭和船年1冊

*

271

285

280~283

269~270林務昭和43年2冊

昭和43年度造林昭和43年1冊

林道景浦線開設工事(一件)

昭和心年

林道景浦線工事写真綴昭和賜年

昭和45年2冊林務

(公有林造林融資関係資料一件)

昭和妬~娼年4冊

造林用山行苗

昭和妬~娼年4翻

苗木昭和妬年1冊

林務 N01 昭和46年1冊

276~279
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2
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2

2
 
2



(電々公社対象分による村有林景浦山立木公売関係
資料綴) 昭和46年1冊 286

向井原線(開設工事一件)昭和46年1冊 287

林務昭和47年2冊 2朋~289

村道向井原線昭和打年1冊 290

林務昭和朝年2冊 291~292

昭和48年林務昭和蝿年1冊 293

立木調査資料(一件)昭和蝿午 1冊 294

林道窪地線(開設工事一件)

昭和48年1冊 295

昭和49年度林務(一件)昭和49年1冊 296

林務(関係資料一件)昭和49年1冊 297

造林関係(文書綴)昭和49年1冊 298

立木公売公告(一件)昭和49年1冊 299

昭和43年度以降技術部会

昭和43年1冊 310

横山(熊野跡村全図)昭和興年1枚 3Ⅱ

市町村道実態調査並分類調査(一件)

昭和興年1冊 312

昭和44年度急傾斜調査表

昭和M年1冊 313

伯耆谷橋梁(架換工事一件)

昭和U~妬年1冊 314

士木(関係資料一件)昭和45年1冊 315

士木(関係資料一件)一号~二号

昭和闘年2冊 316~317

(松原団地造成工事一件)[住宅設計書]
昭和妬年1冊 318

災害復旧事務講習会現地視察資料

昭和蘭年1枚 319

土木(関係資料一件)二号冊

昭和46年1冊 320

土木(関係資料一件) 2 昭和46年1冊 321

団体営土地改良事業計画書〔新畑橋梁〕(一件)

昭和46年1冊 322

土木(関係資料一件)昭和46~47年1冊 323

土木(関係一件)昭和46~49年1冊 324

(士木関係資料一件)NQ1 昭和47年1冊 325

土木(関係資料一件)2~3

昭和4年2冊 326~噐7

昭和U年度橋梁積算基準

昭和仰年1冊 328

熊野跡村規則第9号熊野跡村道路占用昭和訂年度
規制) 昭和47年1冊 329

土木(関係資料一件) 一号冊

昭和妃年1冊 器0

一般土木、農林士木、森林土木、工事標準仕様書
(一件) 昭和41~"年1冊 308

土木災害復旧事務処理要領(一件)
昭和U~U年1冊 3四

305

熊野跡・林業商工士木一般

士木(関係資料一件)

昭和蝿~四年2冊

(士木関係資料一件)NO.1 ~NO.2

昭和蝿年2冊

(士木関係資料一件)昭和娼年1冊

331~3噐

商工昭和4~妬年3冊

商工関係昭和47~妃年2冊

商工会関係昭和4年1冊

商工(関係資料綴)昭和49年1冊

商工会関係(資料綴)昭和四年1冊

く商 エ>

<土木一般>

306

木

307

333~334

300~302

-17ー

303~304

士

335



熊野跡・土木一般公営住宅民生一般

残事業地区別概要表昭和蝿年1柵

兼ケ迫橋(架設工事一件)昭和48年1冊

士木(資料一件)昭和49年1冊

土木(関係一件)昭和49年1冊

士木事業地区別工事台帳
昭和朝年2冊

村道改良事業一図

3綿~386

* *

住宅参考綴昭和U年1柵

公営住宅建設工事設計図書
昭和45年

公営住宅家賃収入補助金申請書
昭和M~娼年

昭和46年度住宅関係書類
昭和妬年

建築工事届綴昭和47年1冊

昭和46年度(公営住宅一件)
昭和46年

昭和47年度(公営住宅一件)
昭和47年2冊

昭和49年度住宅関係一件
昭和四年

1 /5000

契約書昭和40年度民生委員実務研修事業指定通
昭和如年1冊知書 354

生活保護法による保護基準額表

昭和U年1冊

(世帯更生資金関係)昭和41年1冊

告示・公告・告知綴昭和42年1冊

広島県共同募金会熊野跡村支会会則
昭和43年1冊 358

食糧配給制度改善資料(一件)

昭和U年1剖

*

<公営住宅>

340~341

1枚 342

配給昭和"年2冊

(同和補助金関係綴)昭和"~45年

同和対策協議会昭和興~認年1冊

昭和衡年度郡社棚関係一般
昭和妬年1冊

(社会福祉協議会関係)昭和妬~娼年1冊

社会福祉協議会一般
昭和45~46年2冊

民生委員協議会昭和45~46午 2冊

熊野跡村同和対策協議会昭和妬年

同和関係昭和45~46年2冊

世帯更生資金貸付制度要綱一部改正
昭和蘭年1冊

(婦人会育成助成金交付申請書)
昭和妬年1冊

福祉一般(資料一件)昭和46年1冊

昭和46年度村づくり(保健福祉)関係書類綴
昭和46年1冊

(同和関係綴)昭和46~47年1冊

同和補助金関係文害綴昭和妬年1冊

(新生活運動関係綴一件)
昭和46~47年1冊

配絵昭和46~蛤年3冊

食糧(関係資料一件)

昭和妬~四年4冊

1冊

343

1冊

344

373

1冊

345

379

380~382

1冊

1霜

3羽

360~361

1冊 3能

3船

民生

<民生一般>

348

349~350

昭和36年起民生資金貸付一件
昭和36年

公告・告知綴昭和39年1冊

1冊 351

-18-

366~367

368~369

1冊 370

371~372
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厚生(関係資料一件)昭和47年1冊 387

昭和47年度保健福祉研修会資料綴
昭和U年1冊 認8

社会福祉施設整備関係文書綴
昭和47~娼年1冊 389

昭和47年度社協関係一般文書綴
昭和Ⅱ年1冊 390

昭和U年度民生委員活動状況綴

昭和47年1冊 3田

昭和U年度民生委員協議会関係
昭和47年1冊 392

熊野跡村同和教育研究協議会
昭和仰年1冊

昭和闘年1冊(同和関係綴)

婦人会関係(資料綴)昭和48年1冊

福祉一般(資料綴)昭和48年1冊

石油製品あつせん県民生活安定緊急対策
昭和娼年1冊 397

社協昭和蝿~四年2朋 諦8~399

昭和48年度民生委員(児童委員)活動状況
昭和48午 1冊 400

老人医療補助金
昭和46~妃年3冊

老人医療一般昭和46~49年4冊

老人家庭奉仕員活動状況綴昭和4年

老人福祉補助金並要綱綴昭和47年

420

410

熊野跡・民生一般遺族会

<遺族会>

遺族援護法関係綴昭和U年1冊

戦傷病者の妻に対する特別給付金支給法
昭和U年1冊

(戦傷病老戦没者援護法関係綴)
昭和Ⅱ年1冊

遺族関係書類綴昭和岬年1冊

(遺族関係綴)昭和娼年1冊

昭和四年度遺族会昭和四年1冊

421

428~430

431~434

1 冊 435

1冊 436

-19-

民生委員協議会文書綴
昭和娼~49年2冊

乳児医療関係通知並びに一般文書綴
昭和蝿年1冊

(同和一件) 昭和娼年1冊

同和関係昭和蝿年1冊

県民生活安定緊急対策資料昭和四年

昭和約年度社協一般昭和四年1冊

昭和約年度阿戸民協会議等資料綴
昭和四年1冊

昭和49年度世帯構成資金一般
昭和49年1冊

老人福祉

425~426

411

老人福祉一般昭和U年1冊

(老人福祉補助金関係資料綴)
昭和U年1冊

老人福祉家庭奉仕員関係(一件)
昭和M年1冊

老人家庭奉仕員活動状況綴
昭和妬年1冊

(老人福祉補助金関係資料一件)
昭和45年1冊

老人福祉補助金申請関係(資料一件)
昭和45~46年1冊

老人クラブ関係昭和45~46年1冊

老人福祉(関係資料綴)昭和妬年1冊

老人福祉(関係資料一件)

昭和46~47年2冊

老人医療委託契約関係文書綴
昭和46年1冊

412

<老人福祉>

427

401~402

403

404

405

1冊 406

如7

広島市同和奨学金支給要綱

*

417

* *

418

如8

1冊

419

409

3
4
5
6

3
3
3
3

3
4
5
6

4
4
4
4
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4
 
4



熊野跡・老人福祉障害福祉母子・児童福祉国保・年金

老人クラブ昭和47~49年3冊

老人福祉一般昭和娼年1器

老人福祉関係会議資料綴昭和娼年1冊

老人福祉補助金(関係資料一件)

昭和娼年1冊

老人集会所建築一件昭和娼年1冊

老人福祉(老人集会所)昭和49年1冊

老人福祉要綱綴昭和49年1冊

老人福祉補助金関係昭和四年1冊

老人医療要綱等綴昭和49年1冊

老人医療月報綴昭和朝年1冊

老人居室整備賃金貸付業務関係資料綴
昭和四年1冊

老人集会所使用簿昭和四年1冊

437~439

4如

児童手当認定に関する疑義並びに法関係疑義に関す

る解答文書綴昭和妬~卯年1冊 465

児童手当補助金関係昭和妬年1冊 4硲

児童手当関係 NO.1 昭和46年1冊 467

児童手当交付金関係昭和46年1冊 468

児童手当支給状況報告書

昭和妬~47年2冊 469~470

児童扶養手当事務早見表

昭和46~52年1冊 471

児童手当関係一般昭和47年1柵 472

児童手当補助金昭和町年1冊 473

広島県事故遺児激励金支給要綱

昭和47年1冊 474

広島県事故遺児激励金支給要綱(一部改正)
昭和47年1冊 475

児童福祉昭和娼年1冊 476

児童扶養手当・特別児童扶養手当関係綴
昭和妃年1冊 47フ

児童手当補助金関係昭和娼年1冊 478

児童手当一般昭和娼年1冊 479

母子福祉昭和娼~49年2冊 480~481

広島県母子家庭児童等奨励金関係文書綴

昭和49年1冊 482

児童扶養手当昭和四年1冊 4朋

児童手当昭和四年1冊 484

441

442

443

444

4妬

重度心身障害者医療文章綴昭和48年

心身障補助事業関係昭和48年1冊

重度心身障害者医療補助金関係

昭和始年1冊

(重度心身障害者医療費公費負担事業月報)
昭和娼年1柵

4妬

<障害福祉>

447

448

449

450

-20-

国保諸契約一件昭和訟~47年1朋

国保文書昭和妬~妃年1冊

国保関係綴昭和4年1冊

国保連合会昭和娼年1冊

(国民健康保健特別会計予算書)

昭和娼年1冊

<国保・年金>

児童扶養手当関係昭和如年1冊

児童扶養手当昭和42年1冊

児童扶養昭和賜~47年5冊

母子福祉昭和"年1冊

母子福祉昭和妬~46年1冊

勤労青少年福祉昭和妬~46午 1冊

<母子・児童福祉>

1冊 451

452

455

457~461

462

4給

464

453

456

4朋

454

5
6
7
8

4
4
4
4



教育委員会昭和娼年(国保関係)

昭和娼年2冊国保

(国保)通知公報綴

昭和蝿~鉛年2冊

国保(補助金関係)

昭和48~四年2冊

(国保運営協議会一件)

昭和開~四年2冊

昭和49年1柵

昭和四年1冊

昭和四年1冊

1冊

1冊

-21 -・・

国保

国民年金補助金関係

福祉年金関係(文害綴)

国民年金一般昭和船年

国保連合会一件昭和四年

1冊 490

491~492

493~494

保育所措置費国庫負担金交付基準
昭和四年

495~496

497~498

熊野跡・国保・年金保育衛牛

保育所措置費支弁台帳
昭和43~44年2冊 504~505

保育所補助金(関係資料一件)
昭和契年1冊 506

保育所補助金(関係綴)昭和45年1冊 507

保育所月報昭和U年1冊 508

保育所月報綴昭和妬~46年2冊 509~510

保育所月報綴昭和娼~的年2冊 511~512

保育(関係資料一件)昭和45年1冊 513

保育(関係資料一般綴)昭和妬年1冊 514

措置費支弁台帳

昭和妬~46年2佃 515~516

保育所補助金関係文嘗綴昭和妬年 1冊 517

保育一般文書綴昭和47年1冊 518

保育所補助金(関係資料一件)
昭和岬~娼年 2冊 519~520

保育所補助金昭和四年 1冊 521

く保

499

委託契約書綴(衛生)昭和43~四年1冊

(原爆関係)昭和U年1器

昭和44~49年日赤文害綴
昭和"年1冊 525

原爆(原子爆弾被爆者健康診断受診奨励費交付金関
昭和妬年1冊係) 526

(日赤関係綴)昭和46~娼年3冊 527~529

ごみ・し尿関係一件

昭和46~四年4冊 聡0~533

公衆衛生推進協議会
昭和46~●年4冊 認4~537

原爆補助金関係綴昭和47年1冊 538

(公害対策一件)昭和47~妃年2冊 539~540

衛生昭和48年4冊 541~544

衛生昭和四年3冊 545~547

500

501

衛

育>

502

1冊

503

生

522

3
 
4

5
 
5



熊野跡・教育委員会等教育予算学校教肖

゛)ι'

子・

教育委員会会議綴昭和U~"年1冊

教育委員会関係(資料綴)昭和嶋年1冊

教育委員会(関係資料綴)昭和U年1冊

教育委員会事務昭和U年1枚

數育委員会(関係資料綴)

昭和U~閥年2冊

文書綴(教育委員会)NQ3
昭和妬年1冊

ひろしまの教育昭和妬~46年1冊

教育委員会(関係資料綴)

<教育委員会等>

務 教育委員会会議録
昭和48~49年2冊 573~574

教育委員会(関係資料綴) NO.1

昭和四年1冊 575

教育委員会告示(資料綴)昭和四年1冊 576

昭和49年度就学奨励費(修学旅行費・校外活動費)
昭和四年1冊 57フ

548

文害綴(教育委員会)
昭和46年2柵 557~558

熊野跡中学校人事昭和妬年1冊 而9

同和教育をすすめるために(資料綴)
昭和46~47年1冊 560

教育行政施策(広島県)教育委員及び教育長名簿
昭和47午 1冊 5引

諸規則(教育委員会)昭和47年1冊 562

教育委員会(関係資料綴) NO.2
昭和47年1冊 5飴

人事(小学校)昭和47年1冊

文書綴(教育委員会) HO.1

5四

650

551

552~553

昭和46年

554

教育補助金昭和43年1冊 578

昭和44年度地方教育費の調査昭和45年5月1日

現在地方教育行政の調査
昭和妬年1冊 579

予算書(教育委員会)昭和妬年1冊 腿0

教育補助金昭和46年1冊 581

昭和47年1冊(給食補助金綴) 5朋

昭和46年度地方教育費の調査昭和47年5月1日
現在地方教育行政の調査

昭和47年1冊 認3

教育費の調査票・調査の説明書
昭和47~48年1冊 584

諸証票書決定通知書指令害綴
昭和妃年1冊 5部

歳出予算案及び明細(熊野跡小学校)
昭和娼年1冊 586

歳出予算案及び明細(熊野跡中学校)
昭和蝿年1冊 587

教育費等調査票(綴)昭和蝿~49年1冊 5朋

5釣

1冊

弱5

<教育予算>

556

1冊

昭和47年1冊

就学援助費(綴)昭和47年1冊

告示(教育委員会)昭和娼年1冊

地教連絡協議会教育長会(関係資料)
昭和娼年1冊

栄養職員関係(資料綴)昭和娼年1冊

教育委員会(関係資料綴)

昭和蝿年3冊 詔0~572

教材整備台帳昭和開年1冊

小学校教材整備台帳(綴)
昭和42~46年

<学校教育>

564

589

565

諦0

566

5釘

-22-
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学校教育(関係資料綴)
昭和嶋年2冊

学校教育第2号冊昭和43年1冊

学校教育(関係資料一件)
昭和U年3冊

学校保健体育(関係資料綴)
昭和'年1冊

学校教育(関係資料綴)
昭和45年4冊

教科用図書採用(綴)昭和45年1冊

(熊野跡中学校要覧)昭和妬年1冊

学校教育昭和妬~46年1冊

学校教育昭和46年2冊

教科用図害採用(関係資料綴)
昭和46年1冊

学校教育(中学校)昭和46年1冊

小・中学校関係書類綴
昭和46~四年1冊

(熊野跡小学校要覧)昭和46年1冊

(熊野跡村公報・PTA新聞要望書関係)
昭和46年1冊

(学校保健関係資料)昭和娼~腿年1冊

学校教育(中学校) Nα1
昭和47年2冊

学校教育(小学校) Nα1
昭和47年3冊

図表で見る熊野跡中学校史
昭和47年1冊

熊野跡小学校要覧昭和47年1冊

教科書採択(関係資料綴)昭和娼年1冊

学校教育(中学校) NO.1

591~592

593

PTA総会要綱(熊野跡小PTA)
昭和娼年1冊

熊野跡小学校P.T.A,新聞昭和妃年1部

あしあと(安芸郡学校保健会)
昭和娼午 1冊

学校保健体育昭和娼年1冊

教科書無償説明関係(資料綴)
昭和四年1冊

594~596

597

5需~601

602

熊野跡・学校教育学校施設

6伽

605~606

603

学校教育(中学校) NO.1
昭和四年2冊

学校教育(小学校) Nα1
昭和四年2冊

(熊野跡小学校要覧)昭和49年1冊

健康診断結果報告(熊野跡小・中)
昭和49年1冊

保健体育関係(資料綴)昭和49年1冊

627

607

628

608

629

609

630

引0

631

6Ⅱ

632~6器

学校教育(小学校)血1
昭和娼年4冊

委員会活動について(熊野中PTA)
昭和蝿年1冊

6松

中学校特別教室建築一件昭和36年1冊

中学校技術教室設計図等綴
昭和36年1冊

公立学校施設台帳昭和岬年1冊

小学校理科教育設備台帳
昭和41~妬年1冊

公立学校施設台帳(中学校)
昭和41~46年1冊

公立学校施設台帳(小学校)
昭和41~46年1冊

小学校々舎建築関係書類(綴)
昭和賜~"年1冊

小学校舎建築確認通知書(綴)
昭和U年1冊

熊野跡村小学校校舎新築関係
昭和叫年1冊

(施設拡充のお願いーあいさつ文)
昭和U年1枚

613~614

634~635

<学校施設>

615~617

636

昭和娼年1冊

637

飢8

638

619

620

621

622~能5

639

640

626

641

642

-23-

643

644

645

646

647

648



熊野跡・学佼施設社会教育

教育財産引継書昭和"~50年1冊

公立学校建物実態調査昭和妬年1冊

熊野跡村小学校校舎新築記念寄付者名簿

昭和45年1冊

瀬野川中学校建設関係昭和45年1冊

熊野跡中学校設置昭和46年1冊

文教施設昭和47年1冊

中学校舎新増築計画(一件)

昭和47年1冊

熊野跡中学校体育館新築工事地質調査報告喜

昭和47年1冊

中学校屋内運動場建設関係綴

649

650

昭和47年1冊 657

教育財産取得申出引継関係書綴

昭和娼年1冊 658

中学校建設関係昭和妃年1冊 659

(中学校及び公民館新築に関する陳情書綴)
昭和49年1袋 660

中学校建築一件昭和四年1袋 661

熊野跡中学校新築工事建設費設計価格予算書
昭和49年1冊 662

(熊野跡中学校新築に関する予算書綴)
昭和四年1冊 6飴

(熊野跡中学校校舎改築関係資料綴)

昭和49年1冊 664

熊野跡中学校改築工事内訳明細書

昭和四年1冊 6師

(熊野跡中学校)校舎新築にともなう購入備品予定
(綴) 昭和四年 1冊 666

(中学校設計図等)昭和四年1冊 6釘

夜間照明補助申請昭和四年1袋 668

熊野跡中学校改築工事内訳明細書
昭和50年1冊 669

(小学校校舎関係工事図面綴) 1冊

小学校運動場夜間照明施設見積書等 1袋

(小学校裏ブロックエ事図面) 1枚

公民館・中学校舎参考図 1枚
651

6詑

6腿

654

655 ※公民館関係(資料)綴

昭和開年

656

<社会教育>

社会教育 Nα2 昭和43年1冊

※社会教育(関係資料綴)第3号冊
昭和43年1冊(55頁右)

社会教育(関係資料綴)NQI

昭和叫年1冊

青少年育成せとのあさ綴昭和"年1冊

熊野跡村体育協会(関係資料綴)

昭和"年1冊

※社会教育(関係資料綴) NO.3
昭和45年1冊(57頁右)

社会教育 Nα4 昭和45年1冊

※社会教育(関係資料綴)

昭和妬年1冊(朋頁左)

671

682

672

670

673

674

6綿

-24-

1 冊(54頁右)

684

飴5

675

(熊野跡村小学校校舎新築その他工事設計図)

縮図 1/100 7枚

686

676

67フ

*

青少年対策本部だより(綴)
昭和45年1冊

青少年育成家庭の日の関係(資料一件)
昭和45年1冊

(社会教育活動費県費補助金関係)

昭和46年1冊

社会教育(成人式関係)Nα1

昭和妬年4冊

青少年育成関係(資料一件)

昭和46年1冊

駅伝関係昭和46年1冊

*

678

6釘~690

*

679

691

680

692

6釘



社会教育 NO.1 昭和47年3冊 的3~695

こども会昭和47年1冊 696

青少年育成関係文書綴昭和Ⅱ年1冊 697

青年連合会関係(資料綴)昭和47年1冊 698

社会教育昭和47~娼年2冊 699~700

公民館関係(資料一件)昭和娼年1冊 701

社会教育 NQ1 昭和娼年3冊 702~704

青少年育成(資料一件)昭和娼年1冊 7備

公民館建設(関係資料綴)

昭和娼~四年1冊 706

(公民館に関する資料) 昭和48年1袋 707

社会教育(関係資料綴)昭和四年1冊 708

村誌発行編纂委員会綴昭和四年1冊 709

体育施設協会昭和49年1冊 710

712

-25-

(駅伝走者名簿)

(駅伝関係者)

711

熊野跡・社会教育

*

1冊

1冊

* *



瀬野川町役場文書

規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,・"""""""例

件

選 挙 .......●●●●暑●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●,●●●●●●........

りん議綴(選挙)

庶 務・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"""""""""

陳情書・陳情書一件(受)・公文書・陳情書(発)

総合計画

広島広域都市関係綴・合併計画資料

名 の

国鉄関係

部

鉄道に関するもの・鉄道一件建設課

・・・・・・・・36.......●●●●●暑暑■●●暑●●●●●●●●●●●●●●●●●●●゛●..........

婦人会資料・新生活運動

学 務 .............,.曙●●●●●●暑●●●●●●●暑暑●●●●●●●●●●●●●●●●●暑●●●....

公文書・家庭教育学級

熊野跡村役場文書

庶 務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・,,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'

庶務関係綴

・・・・・・・・・・ 30

勧業

業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53産

山村振興

...................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54学

公民館関係綴・社会教育

民生・衛生

勧業・統計

告尓

.

.



瀬野川町役場文書

例規

2

(昭和36年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第5回)の要領にっいて)

(昭和36年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳
出追加更正予算(第1回)の要領について)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

臨時議会の招集について

追加更正予算(第4回)の告示にっいて(伺)

(昭和36年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第4回)の要領にっいて)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

定例議会の招集について(伺)

町有林の立木競売公告

町有林の立木売却入札のお知らせについて

字五八霜町有林の残り松の売却入札及び必要な処置に
ついて(伺)

(収入役の事務の一部の委任について)

(町有林内の松たけ、雑たけの売却について)

(臨時議会の議事事件の追加について)

臨時議会の議事追加について(伺)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)臨時議会の招

集について(伺)

(昭和36年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第3回)の要領について)

追加更正予算(第3回)の告示について(伺)

(臨時議会の議事事件の追加について)

議事追加について(伺)

臨時議会の招集について(伺)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(道路法の規定に基き町道の路線の認定及び関係図面

の縦覧について)

(町営住宅の入居者募集について)

示(昭和31~36年) 豪件名は()霄き以外すべ

て原文。以下同。

(昭和36年度一般会計瀬野川町歳入歳出予算の専決
について)

(昭和36年度一般会計瀬野川町歳人歳出追加更正予

算(第1回)の要領について)

(昭和35年度一般会計瀬野川町歳人歳出予算の専決

について)

(昭和舗年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第10回)の要領にっいて)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

臨時議会の招集について(伺)

(送達不能な徴税令書について)

(被保険者証の更新について)

(昭和36年度一般会計瀬野川町歳入歳出予算の要領
について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

臨時議会招集告示案

(昭和36年度瀬野川町国民健康保険歳入歳出予算の
要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

臨時議会招集告示案

固定資産課税台帳の縦覧について(伺)

臨時議会の招集について

昭和34年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳出
決算

昭和34年度瀬野川町歳入歳出決算(一般会計)

(昭和35年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予
算(第9回)の要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

出納員任命の告示について(伺)

(出納員の任命及び退職について)

(昭和舗年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳

出追加更正予算(第2回)の要領について)

(昭和35年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第8回)の要領にっいて)

(昭和35年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第7回)の要領について)

(昭和託年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予
算(第6回)の要領について)

(瀬野川町議会定例会の招集にって)

(士地収用法の規定により事業認定申請書及びその添
付書類の縦覧について)

園刀ヌ

-27ー
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地刀て

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

昭和35年度一般会計瀬野川町歳入歳出予算追加専決
害処分をした追加予算の告示にっいて(伺)

告示(伐木の売却について)

(町長選挙終了に伴う町長職務代理権の消滅について)

町長職務代理権の消滅に関する告示にっいて

町長の職務代理者の指定に関する告示について

(昭和35午度一般会計瀬野川町歳人歳出追加更正予

算(第4回)の要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(臨時議会招集告示案)

(国勢調査の調査員ならびに調査区及び指導員ならび
にその担当する地域について)

公告(町有林内の松たけ、雑たけ売却について)

(昭和35年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第3回)の要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(昭和35年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳

出追加更正予算(第1回)の要領について)

(昭和35年度一般会計瀬野川町歳入歳出追加更正予

算(第2回)の要領について)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(定例議会招集告示案)

(中国四国連絡送電線に関し、竃源開発促進法に基く

許可の告示について)

土地立入及び竹木伐採許可証

電源開発促進法第二十八条に基く土地立入の告示につ
いて(伺)

士地立入及び竹木伐採許可証

公告(旧中野編離病舎建物売却についての再度入札に
ついて)

公告(旧中野隔離病舎の公売について)

(定例議会招集公示案)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(士地立入及び障害物伐除についての公示)

(出納員任命告示案)

(昭和35年度瀬野川町国民健康保険歳入歳出予算の
要領について)

(昭和舗年度瀬野川町歳入歳出予算の要領について)

(昭和35年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳
出追加更正予算の要領について)

(第1回河田市瀬野川町海田中学校組合定例議会の
招集について)

(山林及び原野での九き火の禁止について)

(定例議会招集の取消告示案)

定例会の招集の取消並に再度招集について(通知)

(定例議会招集告示案)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(臨時議会招集告示案)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(土地収用法の規定による立入リおよび障害物伐除に
ついての公示について)

固定資産税課税台帳の縦覧について(伺い)

(昭和35年度の固定資産税課税台帳の縦覧の期間及び

場所について)

臨時議会招集告示案

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(昭和噐年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第8
回)の要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(昭和34年度の固定資産税課税台帳の縦覧の期闇及び

場所について)

国民健康保険被保険者証無効告示

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(臨時町議会の付議事件の追加について)

公告工事名及び場所

(入札期日について)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

国民健康保険被保険者証無効告示

焚き火禁止にっいて

(昭和33年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第6
回)の要領について)

(昭和33年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第7
回)の要領にっいて)

(昭和舗年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳
出予算の要領について)

(昭和飴年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第8
回)の要領について)
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(昭和34年度瀬野川町歳入歳出予算の要領にっいて)

国民健康保険被保険者証無効告示

町有林内竹売拂について

国民健康保険被保険者証無効告示

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(昭和34年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第1
回)の要領について)

(昭和34年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第2

回)の要領について)

(昭和34年度瀬野川町国民健康保険特別会計歳入歳

出追加更正予算(第1回)の要領にっいて)

(収入役の事務の一部委任について)

公告(町有林内の松茸、雑茸売却にっいて)

公告(伐採木の売却について)

(収入役の事務の一部委任について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

町有林立木競売公告

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(消防法の規定による山林及び原野でのたき火の禁止
について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(昭和32年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第5
回)の要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

土地立入について

(瀬野川町議会定例会の招集にっいて)

(昭和噐年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第6
回)の要領について)

(昭和諦年度瀬野川町歳入歳出予算の要領にっいて)

昭和33年度瀬野川町歳入歳出予算

たき火禁止について

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

(出納員の任命について)

(町有林内の松雑茸の売却の入札にっいて)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(中国四国連絡送竃線新設の調査測量のための許可
申請について)

(瀬野川町議会定例会の招集にっいて)

(瀬野川町議会緊急監時会の招集について)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(昭和33年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第4

回)の要領について)

(昭和器年度 a月~3月)瀬野川町国民健康保険

特別会計歳入歳出予算にっいて)

(瀬野川町役場瀬野支所出納員の任命にっいて)

(収入役事務の一部委任について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(町議会臨時会の議事事件の追加について)

(昭和31年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第1
回)の大要について)

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(昭和31年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算について)

(昭和31年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算案(第

2 回)

(昭和31年度合併関係村(畑賀村、中野村、瀬野村)

の決算の要領について)

昭和31年度合併関係村決算額

町有林生産薪炭材公売公示

(瀬野川町議会定例会の招集について)

(昭和31年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算〔第3

号〕と〔第4号〕と昭和32年度瀬野川町歳入歳出予
算の告示について)

昭和31年度瀬野川町歳入歳出予算追加更正陳3号〕

昭和噐年度瀬野川町歳入歳出追加予算〔第4号〕

昭和能年度瀬野川町歳入歳出予算大要

たき火制限にっいて

(瀬野川町役場畑賀支所出納員の任免について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(昭和32年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第1
回)の要領について)

(事業所統計調査について)

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

(昭和32年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第2
回)の要領について)

(瀬野川町議会定例会の招集にっいて)

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

(瀬野川町議会臨時会の招集にっいて)

口刀弐
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告示りん議綴(選挙)

(昭和32年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第3
回)の要領について)

(瀬野川町議会定例会の招集にっいて)

(昭和32年度瀬野川町歳入歳出追加更正予算(第4
回)の要領について)

(瀬野川町第一回臨時議会の招集について)

瀬野川町議会定例会招集について

(昭和31年度瀬野川町歳入歳出予算の要領について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

(瀬野川町議会臨時会の招集について)

公職選挙法第144条の2第1項の規定によるポスタ

掲示場を定めることについて

候補者の求スター掲示場の区画に記載する番号を定め

るくじを行う場所および日時を定めることについて

選挙運動のためにする立会演説会開催の九めに必要な

設備の程度等に関する規程(案)

個人演説会施設の使用日時予定表提出について(依柳

衆議院議員総選挙の投票所としての借用について(依柳

職員の事務従事について(協議)

公明選挙啓発計画の詮議について(伺い)

昭和訟年度公明選挙啓発事業計画(案)

瀬野川町公明選挙推進協議会規約(案)

臨時傭人の雇入れについて(伺)

選挙管理委員会開催について(伺)

投票管理者およびその鼈踏をf睡すべき者の選任について

開票管理者およびその聯劣を十糎すべき者の選任について

投票立会人の選任について

投票所を定めることについて

開票の場所および日時を定めることについて

選挙人名簿の閲覧場所を定めることについて

候補者の氏名等の掲示順序のくじを行う場所および日

時を定めることについて

投票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所およ
び日時を定めることについて

補充選挙人名簿の縦覧の場所を定めることについて

最高裁判所裁判官国民審査法第52条の規定による氏

名等の掲示場を定めることについて

(瀬野川町基本選挙人名癖の調整について)

補充選挙人名簿の調整について

公明選挙推進協議会の設立について(伺)

公明選挙推進協議会の開催について

公明選挙標語の募集について(伺)

賞品の寄贈について(依頼)

公明選挙標語の募集について(依頼)

賞品等の寄贈にっいて(依頼)

公明選挙標語入選について(通知)

公明選挙標語審査顛末書

第2回公明選挙標語コンクール人選者名簿

選挙管理委員会の開催について(通知)

36 りん議綴(選挙)(昭和認年)

選挙管理委員会の開催について

(瀬野川町基本選挙人名簿で地方自治法の規定による

数について)

(昭和釘年度検察審査員候補者の決定について)

(瀬野川町農業委員会委員選挙人名簿の縦覧にっいて)

選挙管理委員会の開催について

選挙管理委員会の開催について(通知)

基本選挙人名箔の様式の改正について

基本選挙人名簿登録資格調査表の配付にっいて(伺)

選挙人名簿登録申請について

選挙人名薄登録資格調査表の配付にっいて(依頼)

記号式投票採用の条例設定にっいて(伺)

広島県公明選挙推進員候補者の推薦にっいて(伺)

広島県公明選挙推進協議会推進員推薦書

選挙管理委員会開催について(伺)

、、
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瀬野川町長の選挙事由発生届出にっいて(伺)

選挙管理委員会の開催について

(瀬野川町選挙管理委員会規程の一部を改正する規程
について)

(選挙管理委員の補欠の補充について)

(瀬野川町選挙管理委員会規程の一部改正にっいて)

選挙期日を定めることについて

臨時傭人の雇人れについて(伺)

公明選挙世論調査について(依頼)

公明選挙世論調査書

投票の秘密は守られている

公明選挙標語募集について(伺い)

賞品の寄贈について(依頼)

公明選挙標語の募集にっいて(依頼)

公明選挙標語審査顛末書

賞品の寄贈について(依頼)

昭手口39年度第6回瀬野川町農業祭の実延十画書(案)

第8回瀬野川町内一周駅伝競争大会要項

公明選挙標語の審査について

賞状《案)

話しあい助言者研修会の開催について(伺)

話しあい助言者研修会の講師派遣にっいて(申請)

話しあい助言者研修会の開催にっいて(通知)

公明選挙啓発事業の実施の促進にっいて(通知)

公明選挙参加運動協力員名簿

話しあい助言者研修会の講師について(通知)

公明選挙話しあい助言者研修日程

公明選挙世論調査の印刷配付について(伺)

昭和如年度瀬野川町選挙常時啓発委託事業計画につ
いて(伺)

昭和如年度選挙常時啓発事業委託費交付申詰書

家庭教育学級の開設

昭和如年度瀬野川町社会教育事業計画書(案)

選挙人名簿登録資格調査表の配付にっいて(依頼)

選挙人名簿登録申請にっいて(放送原稿)

委員会提出議題

投票区の名称の変更について

政治資金規正法第20条の規定による報告書の公表の方
法を定める規程案

公職選挙法執行規程の一部を改正する規程案

公職選挙法執行規程の一部を改正する規程

公職選挙法第144条の2第1項の規定によるポスター

掲示場を定めることについて

候補者のポスター掲示場の区画に掲載する番号を定め
るくじを行う場所および日時を定めることについて

明るく正しい選挙標語の募集にっいて(伺)

明るく正しい選挙標語の募集にっいて(依頼)

明るく正しい選挙標語の審査にっいて(依頼)

明るく正しい選挙標語入選について(通知)

賞状《案>

公明選挙標語審査顛末書

明るく正しい選挙標語の審査にっいて(依頼)

環境衛生俳句

明かるい正しい選挙俳句

明るい正しい選挙標語

臨時事務傭人の採用にっいて(伺い)

臨時傭人の雇入れについて(伺)

臨時傭人の採用について(伺)

明るく正しい選挙推進協議会の構成等に関する調にっ
いて(伺い)

市町村明るく正しい選挙推進詔議会の構成等に関する
調にっいて(報告)

市町村明るく正しい選挙推進協議会の構成等に関する
調について(照会)

臨時事務傭人の採用にっいて(伺い)

公明選挙標語の募集について(伺い)

公明選挙標語の募集について(依頼)

明るく正しい選挙標語入選にっいて(通知)

公明選挙標語審査顛末書

第5回明るく正しい選挙標語コンクール入選者

選挙関係条例・規則等の整備状況にっいて(伺)

選挙関係条例・規則等の整備状況にっいて(照会)

選挙管理委員会開催にっいて(伺)

(瀬野川町選挙人名簿で地方自治法の規定による数の
告示について)

成人者(42年)の選挙人名簿の登録申出にっいて(伺)

りん議綴(選挙)
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りん議綴(選挙)

成人者の選挙人名簿への登録について(伺い)

選挙管理委員会開催について(通知)

選挙人名簿登録証明書発行手続の変更について(伺い)

明るく正しい選挙標語の募集について(伺い)

明るく正しい選挙標語の募集について(依頼)

第5回選挙標語の審査について(依頼)

第6回標語入選者

公明選挙標語審査顛末書

陳情書

国有鉄道煤煙による特殊被害に関連して特別措置方陳
情書

国有鉄道煤煙による特殊被害に関連して特別措置方の

陳情について

亀田第1踏切道を292K6認Mに移設改良について(町

村対国鉄中国支社との詔定書)

請願書電話統合計画の一般加入区域に荒野及び出口

部落をお加え願いたいこと

電話統合計画の一部修正の請願について(伺い)

請願書(除伐闇伐等)

電話の即時通話について(陳情)

郵便局電話局等の区域の合併につい(調査)

公有林造林融資枠の増額に関する陳情書

公有林造林融資枠増額陳情者名簿

公有林造林融資枠の増額に関する陳情書提出先

昭和舗年度公有林整備事業起債計画書

陳情書(電話施設について)

請願書提出伺

請願書(放送電話網について)

請願書の提出にっいて

請願書写の送付について

広島中野間即時通話実施のご要望について

あき中野駅の貨物取扱い存置について陳情

進出企業によるあき中野駅使用見込貨物数量(月別)

安芸中野駅貨物取扱設備存置請願書

貨物取扱いの廃止は何を狙っているのか?

(引込線廃止の延期について)

国有鉄道煤煙による特殊被害に関連して特別措置方陳
1主圭

国有鉄道煤煙による被害の実情

道路改良に関する請願書

請願書(改良工事について)(メモ)

起債請願書

寺橋災害復旧起債陳情書

陳情書(伐採について)

請願書(河川改修等について)

朝日新聞《切り抜き)

陳情書一踏切警報機の設置についてー

陳情書(昭和31・42年)54

'、、、

陳情書(交通機関について)

西条海田間国鉄バス運行請願書

西条一海田市間請願路線を中心とした交通機関状況調
査杢

沿道及周辺町村概況

陳情書(公害関係)

(建設大臣の現地視察の連絡について)

馬場建設大臣現地視察計画

陳情書(水害の被害について)

海田市地図応急修正版

(陳情書の提出について)

西条海田問国鉄バス運行請願書

副申書(炭殻処理について)

請願書(炭殻処理について)

炭殻処理陳情の現地調査について

地区別櫂病別受診率 aoo0人対)

務
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安芸郡瀬野川町全図

中田・亀田第1両踏み切りの警報機設置を要求する陳

情書にっいて(伺い)

安芸中野~瀬野駅間に中間駅の設置を願う陳情にっい

て(伺い)

役場前停留所へ快速バスを停車させる陳情について
(伺い)

農村公衆電話増設箇所について(伺い)

佐々木敏明宅への農村公衆電話増設を促進する陳情に
ついて(伺い)

陳情書(瀬野公民館と給食室の再建)

当町内官行造林の立木皆伐の請願

当町内官行造林の立木皆伐のご斡旋を仰ぐ請願

陳情書(焼失による再建)

国有鉄道煤煙による特殊被害に関連して特別措置方陳
情書

瀬野川町内官行造林地の皆伐について(副申)

財政事情の追加説明書

当町内官行造林の立木皆伐について(申請)

呼吸器系疾患受診率比較表(1000人対)

瀬野機関区ボイラー煙突改装について陳情

電話の特別仂Π人区域の撤廃についての請願

バス路線変更請願について

陳情書(瀬野機関区の煤煙について)

社会保険等の所轄事務所変更についての陳情書

社会保険等の所轄事務所変更について(陳情)

社会保険等の所轄事務所変更の陳情にっいて(伺)

広島電機大学設置に関し、知事に意見書を提出するこ

とについて(伺い)

要望書(大学設置認可について)

生活保護法による保護基準の地域指定の変更申請

陳情書国鉄宇品線の廃止について

高圧電線架設反対署名簿について

高圧電線架設反対署名簿

変電所設置に伴う送電線及鉄塔設置反対決議書

嘆願書(道路事情について)

電話局名変更の要望について

電話の自動化に伴なう局名の変更の要望にっいて(伺い)

国鉄バス導入の陳情について

陳情書海田市駅急行列車停車について

陳情書中間駅の設置について

陳情書(公衆電話の設置について)

公衆電話設置に関する陳情書に付す町長の副申につい

て(伺い)

特別加入区域の廃止並びに二局統合について(請願)

電報電話の特別加人区域の廃止並びに2局統合につい

て(伺い)

農道並びに踏切拡充強化等の陳情について(伺)

陳情害(交通事故の多発について)

(廃棄物処理について)

望ケ丘団地会から請願にあった件についての回答につ

いて(伺い)

テレビ中継局の新設請願書

バス乗入れについて(要望)

バス乗入れについての文書の提出について(伺)

陳情書地方交付税率の確保にっいて

署名簿

陳情書(交通について)

陳情書(交通について)

陳情書(案)(交通事情について)(伺)

陳情書陳情書一件(受)
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陳情書一件(受)(昭和噐~4年)58

瀬野中学校便所設置要望書

プール設置に関する陳情書

陳情書(学校給食について)

買受山林登記の件申請

領収證写

山林関係要望書

要望書(財源確保について)

瀬野大畑の水田用水路の築設工事その他に関する請願
について

ポンプ揚水場の設備がえに要する経費概算

平井手要工事箇所見取図

賃借料改訂に関する件

嘆願書(保育園)



陳情書一件(受)

給食施設設備要望書並署名簿

学校給食問題について

補助金割増陳情書

町村文化財保護委員會設置要望に就いて(陳情書)

公民館兼講師堂並びに給食室の再建にっいて(陳情書)

教員住宅用地譲与方陳情について

請願書(保育園)

要望書(保育園)

嘆願書(保育園)

嘆願書(保育園)

請願害(衛生)

陳情書(学校教育)

陳情書(県工業用水道工事に伴う被害補償にっいて)

陳情書(畑賀小学校々地拡張について)

国立畑賀療養所を守り発展させるため御指導と御援助
のお願いについて

落合踏切の存廃について

請願書(踏切について)

申入書(町内小・中学校給食費に対する補助金申請に
ついて他)

PTA連絡協議会議からの申し入れに対する回答につ

いて(伺)

請願書(畑賀小学校の校地拡張)

瀬野川町中学校建設促進に関する陳情書

瀬野中PTAだより a2・13・23・25・28号)

医療労働者の大幅増員と夜勤制限の改善を要求する陳
情書

請願書(道路拡張)

陳情書(下前田地区について)

昭和43年8月4日上大山常会決議事項

(同回答)

昭和蘭年度預託金に関する陳情書

投票所新設に関する件陳情

陳情書(精神薄弱児収容施設瀬野川学園)

要求書(下前田地区)

公文書

62 公文書(昭和36年)

十二月行事について

12月分瀬野公民館事業報告

音楽講習会開催について(通知)

昭和36年度予算編成について

優良公民館の視察について

昭和三十五年度分環境衛生薬剤購入量等調査につい

てお願い

青少午問題対策機関設置要望書

二月行事について

二月分瀬野公民館事業報告

(農業問題協議会の日程)

西部地区公民館役職員研修会の開催について(通知)

地区別公民館役職員研修会要項

協議会のお知らせ

同和教育現地懇談会開催にっいて

農業講座誰師のお願いについて

電話番号変更についてのお知らせ

四月行事について

三月分瀬野公民館事業報告

成人学級開設促進研究協議会開催について

昭和36年度移動図書館研究協議会開催要項

移動図書館研究協議会(講師、構成員、司会者、助言
者、発表者)依頼について

「青年団体運営技術誰座」開催要項

(「生活の計画化をすすめる」特別貯蓄運動にっいて)

第五回安芸郡青少年の声を聞く会資料

第五回安芸郡青少年の声を聞く会の参加について

(依頼)

4月分瀬野公民館事業報告

4月の行事について(報告)

貯蓄推進員連絡協議会開催にっいて(通知)

貯蓄推進員連絡協議会要項

5月分瀬野公民館事業報告

5月行事について

7月分公民館事業報告

6月分公民館事業報告
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6月、 7月の行事について

防火対象物の調査について

ツベルクリン反応検査及びBCG接種のお願い(回如

8月分瀬野公民館事業報告

8月行事について

青少年スポーツリーダー養成研修会開催要項

第2回社会教育事務担当者研修会開催について

青少年スポーツリーダー養成研修会の開催について

所報の送付について

(「あかるい生活の家計飾」の送付について)

安芸郡社会福祉大会開催通知

安芸郡公民館連絡協議会総会の報告

「子ども会」リーダー講習会開催について

視聴覚教育関係費用の調査について

昭和37年度版「あかるい生活の家計捧」購入にっい
て(通知)

九月行事について

9月分瀬野公民館事業報告

W月分瀬野公民館事業報告

10月行事について

(ジフテリャ予防接種の実施の九めの会場の使用につ
いて)

安芸郡社会教育大会実施について

事務連絡(昭和35年度決算報告書(学事報告)の提出
について他)

行事に対する要望事項の調査について

(急性灰泊髄炎予防接種の実施のための会場の使用に
ついて)

小児マヒ(ポリオ)予防注射について

農業祭役員としての協力依頼

役員会の開催について

職員研修会の開催について

公衆衛生推進委員(地区組織)の研修会について

①文化祭ご案内

89 陳情書綴(発)(昭和43年)

地方交付税の確保に関する陳情方にっいて(依頼)

旧軍人の恩給に関する請願(陳情)

恩給処遇の不合理・不均衡是正に関する陳情書

海田市駅急行列車停車について(陳情書)

国鉄バスの乗入れ及び国道ハ'イパス路線にっいて(陳情)

バス停留所表示名称変更に関する要望書

バス停留所表示名称変更方陳佶の結果について

(横断歩道橋の設置の陳情書提出伺い)

交通安全施設設置要望図

交通安全にっいての陳情書

陳情書控(横断歩道橋及び歩道の設置について)

海田市地図

陳情書(横断歩道橋の設置について)

陳情書(舗装改良の実施にっいて)

陳情書(無人警報機の改良について)

バス乗入れの要望について

地方交付税の確保に関する陳情について

陳情書(地方交付税率の確保等にっいて)

地方交付税の確保に関する要望書を政府・与党新幹部
に再度御提出方、御依頼について

「地方交付税率の確保等に関する要望」について

陳情害(広島法務局海田出張所の存置にっいて)

諸願書山陽本線瀬野~安芸中野駅闇跨線人道橋改良
について

公文書陳情書綴(発)

請願書(役場庁舎の改築)

請願書(沿線火災対策について)

請願書 q分線火災対策と損害補償にっいて)

請願書(学童の交通安全)

広島法務局海田出張所存置の陳情にっいて(伺い)

広島法務局海田出張所の存置にっいて(陳情)

広島法務局海田出張所の存置について(依頼)

陳情書(広島法務局海田出張所の存置について)

海田出張所の新庁舎移転予定について

法務局移転反対の請願について

広島法務局海田出張所庁舎移転反対請願書
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陳情書綴(発)広島広域都市関係綴

陳情書の送付について

陳情書(広島法務局海田出張所の存置について)

校舎増築に関する陳情

補助金交付申請書

陳情書(広島法務局海田出張所の存置について)

陳情書(町道の県道編入方について)

陳情書(バスの運行について)

陳情書(外洋投棄に伴う諸施設について)

火葬場の建設、霊枢車の設置に関する陳情書

広島広域都市圈建設基本計画第2部整備計画の策定作
業資料等について

昭和43年度広島広域都市圈重点事業計画について

広島広域都市圈重点事業計画

昭和U年度広島広域都市圏推進協議会の分担金の納
入について

広島広域都市圏建設基本計画の送付にっいて

広島広域都市圏推進協議会運営委員会資料

市街化地域定基礎調査実施要領

広島広域都市圈推進協議会昭和U年度第1回運営委
員会関係資料

こんごのスケジュール試案一整備計画策定を中心とし
てー

広島広域都市関係綴(昭和U~42年)121

総合計画

広島広域都市圈建設基本計画第2部整備計画の作成に

ついて(回答)

広島広域都市圈建設基本計画第2部整備計画の作成に

ついて(通知)

広島広域都市圈市町村別将来人口概数

整備計画策定作業様式

広島広域都市圈建設基本計画第二部整備計画書作成綴
(地図)

広島広域都市圈建設基本計画第1部基本構想案に対す

る市町村の意見について(照会)

市町村行政の共同処理について(伺い)

市町村行政の共同処理について(照会)

町勢の概況について(祠答)

町勢の概況について(照会)

広島広域都市圈建設基本計画第2部整備計画の策定作

業主務担当職員にっいて(報告)

広島広域都市圏の人口(国調)

広島広域都市圏住民登録人口(3月末)

昭和蛇年度広島広域都市圈推進協議会分担金の予算
措置について

市街化地域設定基礎調査の委託について(依頼)

広島広域都市圏建設基本計画地区別打合会開催につい

て(通知)

広島広域都市圈建設基本計画関係作業打合会の開催に
ついて(依頼)

広島広域都市圏建設基本計画関係共同作業の実施につ
いて(依頼)

運営委員会の資料送付について

広島広域都市圏建設基本計画計量作業様式

(建設基本計画関係共同作業のとりまとめ段階の通知

にっいて)

「地域開発から見た中国地方の照明」送付について負
担金の納入について(依頼)

「地域開発」のご贈呈について

委託契約書

(市街化地域設定基礎調査の委託の契約について)

広島広域都市圏建設基本計画第1部基本構想等の説明

会の開催について(通知)

広島広域都市圏建設基本計画第1部基本構想等の説明
会の開催について(通知)
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合併計画資料(昭和47年)143

一伸びゅく一千代田

高陽町の建設に関する基本構想

広島市、安古市町、佐東町、高陽町合併協定書(試案)

瀬野川町の産業、所得、財政2

産業経済文化厚生指標でみた広島県の位置

瀬野川町の将来図

広島市民生委員協議会概要(47・10・9現在)

広島地方交通会議所所報交通と運輸第2巻第78号

普通会計の内訳とその推移

官報(第13701号付録)都市公園整備五力年計画建

設省

環境衛生施行計画等(様式)

広島市と瀬野川町の各種制度比較表

1市19町村の現況

国・県および団体要望事項(記入例)

瀬野川町総合計画(案)一生き生きとし九明るい

和やかな町一

「生き生きとした和やかな町づくりのための」のアン

ケートについてお願い

瀬野川町基本構想について

瀬野川町総合計画策定資料(行政課、住民課、産業課、
建設課、教育委員会、水道課)

あわてて合併する必要がありますか<チラシ>

広島広域都市圏振興協議会設立準備総会議案

巾国新聞夕刊(昭和47年10月20日)

広域合併に伴う財産調査による臨時職員要求書

瀬野川町総合計画策定各課協議会の開催について

可部支所等の組織

(瀬野川町の将来図等)

瀬野川町人口推計にっいて

(社会教育等)

鉄道に関するもの(昭和36~開年)154

国鉄関係

合併計画資料鉄道に関するもの

国鉄中国支社海田市保線区より提出の護岸復旧方依

頼書の副申について(伺)

瀬野川護岸復旧について(副申)

瀬野川護岸復旧について(副申)

山陽本線瀬野安芸中野間290K 80OM 付近(安芸郡瀬

野川町大字中野字長者原地内)瀬野川護岸復

旧方依頼について

山陽本線防災強化工事(瀬野安芸中野間290K 960M付

近のり改良工事)附増用地買収平面図設計図

瀬野変電所新築その他工事に伴う設計協議について

安芸中野変電所新築工事に伴う設計棚議について

(安芸中野変電所新築工事その他(第1回設計変更)
配置図)

鉄道用地内用水路補修願

安芸中野駅構内神田第2踏切巾員拡張工事の経費負担

について

(工事施工伺書)

(踏切整備幅員拡張その他(安芸中野駅構内神田第2

踏切幅員拡張)工事設計書)

踏切整備幅員拡張その他(安芸中野駅構内神田第2踏

切道幅員拡張)工事予算書

予算内訳書

撤去品予定調書

財産除却予定調書

踏切整備幅員拡張その他(安芸中野駅構内神田第二踏
切道幅員拡張)工事詳細図

予算価格書予算書

踏切道改良工事費負担について

(踏切施設の整備及び釘年度の施行計画について)

踏切改良工事に伴う道路管理者への要望事項

亀田第1踏切(井原)の移転改良費の負担について(伺)

瀬野安芸中野間2舵K 船OM踏切道移転改良工事予

定価格書概算書

瀬野、安芸中野間亀田第1踏切道を292K 給3Mに移

転改良について
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鉄道に関するもの鉄道一件建設課

日本国有鉄道協定書

瀬野安芸中野間29駆 630M 踏切道移転改良工亊設

計図

鉄道用地継続使用願

鉄道用地返還届

鉄道用地使用願

鉄道用地使用期間の満了について

踏切道工事施行について

瀬野.安芸中野問亀田第1踏切道を2兜K 633Mに移

転改良について

負担金工事予納金収支計算書(瀬野安芸中野問亀田第

1踏切道移転拡張)

安芸中野駅構内神田第2踏切巾員拡張工事の経費負担
について

負担金t事予納金収支計算書(安芸中野駅構内神田第
二踏切巾員拡張)

鉄道用地(継続)使用承認書

(中田、亀田第1踏切道の警報機設置について)

中田部落地区内踏切廃止統合について

登静川鉄橋架替工事について(依頼)

八本松・瀬野間山口谷架道橋橋けた改良工事の地議に
ついて

古レール(鉄道軌條)拂下申請について(伺)

鉄道軌條拂下申請書

鉄道用地継続使用願

鉄道一件建設課(昭和47年)156

踏切道工事作業施行について

八本松~瀬野間286K 514M 清水第2踏切道平面図

踏切道工事作業施行について

八本松~瀬野問284K 170M 石仏第2踏切道平面図

踏釖道工事作業施行について

八本松瀬野間287K 609M 清水第7踏切道平面図踏
切道工事作業施行について

八本松~瀬野間289K 289M 松の木第1踏切道平面図

踏切道工事作業施行について

八本松瀬野間289K 359M 中田踏切道平面図踏切道

工事作業施行について

八本松~瀬野問289K 070M 辰の口第1踏切道平面図

踏切道工事作業施行について

八本松~瀬野間286K 725M 清水第5踏切道平面図

瀬野駅前に案内標(掲示棚設置の申請にっいて(伺)

案内標の設置にっいて(申請)

瀬野駅前案内標図位置図正面図側面図

レール拂い下げ申請

鉄道用地払下願

瀬野川町駅構内290K .50OM 付近右側鉄道用地

(道路舗装)について

町道瀬野越山線の改装について

町道の一時改良並びに使用について平面図

町道の一時改良並びに使用について從断面図

町道の一時改良並びに使用について横断面図

町道の一時改良並びに使用について一般構造図

町道の一時改良並びに使用について工事工程表

(踏切事故防止の指導と協力について)

八本松~瀬野間284K.170M 石俳第2踏切道《図面》

士地立入について

立入区域

士地立入について

(土地立入につき、訂正文書について)

(陳情書提出の伺)

陳情書(国鉄山陽本線安芸中野駅南側水路の改修方
について)

(水路付替についての回答提出の伺)

道路占用協議書

(瀬野駅配線変更その4 (土木)工事設計変更の図面)

山陽本線瀬野駅構内の配線変更に伴うこ道新設に対す
る協定について(伺)

山陽本線瀬野駅構内の配線変更に伴うこ道新設に対す
る協定について

日本国有鉄道協定書

瀬野駅配線変更その7 (土木)工事一般図

瀬野駅配線変更その7 (士木)工事平面図

瀬野駅配線変更その7(土木)工事縦断図

瀬野駅配線変更その7 (土木)工事横断図その1

瀬野駅配線変更モの7(士木)工事地下道付道

縦横断ほ装(2の D
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瀬野駅配線変更その9 (士木)工事平面図

瀬野駅配線変更その7 (土木)工事排水縦断図

瀬野駅構内線路変更工事に伴う町道、排水路等の連絡
※について(伺)

道路管理者に帰属する財産の現地引き継書

石仏踏切の除却について

石仏踏切除却について(依頼)

瀬野川町大字上瀬野石仏踏切付近見取平面図

石仏踏切除却について(依頼)

石仏踏切除却等について(伺)

石仏踏切廃除について(回答)

石仏踏切除却について(依頼)

石仏踏切除却について(依頼)

(舗道新設工事図面)

道路管理者に帰属する財産の引継について(伺)

日本国有鉄道道路管理者に帰属する財産の現地引継
書伺(無償譲渡契約の伺い)

山陽本線瀬野、安芸中野間花立(291キロ533メートル)
こ線橋及び大野(291キロ498メートル)こ線橋の改

良について(依頼)

山陽本線瀬野、安芸中野間花立(291キロ533メートル)
こ線橋及び大野(291キロ498メートル)こ線橋の改

良について(回答)

山陽本線瀬野安芸中野間花立こ線橋修繕工事概要書

山陽道路橋の無償譲渡契約書

(山陽本線瀬野安芸中野間神戸起点291k533m花立
こ線人道橋修繕工事の図面)

山陽本線八本松・瀬野間の踏切統合廃止(石仏踏切)
について

踏切道工事施行協議について(回答)

(踏切道工事施行についての協議)

踏切道工事施行旅議にっいて(伺い)

(踏切道工事施行について道路交通法にもとづいて

の協議)

工事施行に伴う踏切道交通止について(伺い)

工事施行に伴う踏切道交通止について

踏切道工事施行について道路交通法にもとづいての
協議について)

(踏切道工事施行にっいての協議について)

工事施行に伴う踏切道交通止について(伺い)

踏切道工事施行にっいて道路交通法にもとづいての

協議について)

工事施行に伴う踏切道交通止について(回答)

町道の一時改良並びに使用について

位置図 1/50,000

工事用道路、縦断面図、平面図

工事用道路、横断面図 1/100

求積図 1/500

瀬野駅.安芸中野駅間権現付近の排水について(依柳

瀬野.安芸中野間(243K 4剖M-293K 550M ).権
現付近平面図 1/500

鉄道用地内崩壊土砂の取除き実施について

八本松・瀬野間 284K 330M 付近位置平面1/500

鉄道一件建設課

山陽本線八本松・瀬野問の踏切統廃合(284k石仏踏

切の廃止)について

日本国有鉄道協定書

(踏切道工事施行についての協議について)

(踏切道工事施行についての協議について)

町道の一時改良並に使用について(伺)

町道の一時改良並びに使用について

瀬野川町道(瀬野越線)一部付替平面図 S=1/500

町道の一時改良並に使用について(回答)

踏切道工事施行協議について(伺い)

(踏切道工事施行についての協議)
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婦人会資料新生活運動公文害

婦人会資料393

民生・衛生

昭和諦年度決算並びに昭和如年度予算(案)

井倉洞と鷲羽山の旅行について

瀬野川町婦人会連絡協議会南紀団体旅行

昭和39年度事業報告昭和40年度事業計画(案)

昭和39年度決算並びに昭和40年度予算(案)

昭和39年度成人者名飾(瀬野地区)

瀬野婦人会社会見学

瀬野婦人会役員会のお知らせ

(苦情受付について(カード付))

縣婦協(第186号)

納品書、領収書並びに請求書

安芸郡連合婦人会体育大会経費

婦人会運動会費請求書

(瀬野川町地図)

女子副業あっ旋所ニュース

婦人と貯金

全国農協婦人だより(第125号)

'65年新柄 10ケ月月賦展示御案内

日東紡ダンフォーム特別記念セール(チラシ)

電気マッサージ器頒布の御案内

(全国空爆犠牲者の慰霊塔建設にっいて)

太平洋戦全国戦災都市空爆犠牲者慰霊協會設立趣意書

ネオアマミン(商標登録第四0五八七一号)謝恩サー

ビス券付特売

瀬野婦人会会員名簿

(昭和如年)

新生活運動のしおり

住みよいまちづくり a965)

新生活運動実践地区交流研修会(要項)

新生活運動担当者会議協議事項

新生活運動実践地区交流研修会生々とし九明るい

和やかな町をつくろう

瀬野川町社会教育

生活実態調査にっいて

新生活運動の実施について

生活を新しくする会合のお知らせ

黄緑野菜を食べましょう

手軽に出来る卵料理

料理講習テキスト

生活実態調査について

読売新聞(昭和U年3月1日)切り抜きわが村

わが町十年後のビジ,ンその実現への道

新生活運動推進協議会

新生活運動指定地区代表者会議

環境衛生用薬剤の共同購入にっいて

くらしの中の公衆衛生

新生活運動395

町を美しくする運動 3つのモデル地区

オリンピックを成功させようオリンピック県民運動

新生活シリーズ10

(昭和40~41午度)

4四公文書

火災予防運動について

公三忍スポーツテスト員講習会要項

広島ブロック公民館主事研修会の開催について

広島ブロック公民館主事研修会

務

(昭和39年)
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昭和如年度広島県家庭教育研究大会開催要項

昭和U年度社会教育主事・公民館主事研修会開催要項

盗難に関する報告

安芸郡公民館職員研修会について

個人演説会施設の使用日時予定表提出について(依柳

個人演説会の施設使用日時予定報告(様式)

防火診断にっいて

青少年健全育成事業事務担当者の連絡協議会開催にっ

いて

青少年健全育成事業事務担当者連絡協議会開催要領

昭和39年度地区別視聴覚教育研究会の実施にっいて

(通知)

昭和39年度地区別視聴覚教育研究会要項

広島県公民館主事部会広島グロック総会の開催について

広島テレビ放送局二周年記念事業テレビ受像機の贈
呈式について

社会教育研修会の開催にっいて

昭和39年度前期社会教育主事・公民館主事研修会開

催要項

精神衛生映画と座談会開催について

社会福祉協議会並びに民生委員協議会開催にっいて

(通知)

昭和39年度食品取扱業者赤痢一斉検便の実施につい

て(依頼)

昭和39年度食品取扱業者赤痢一斉検便実施日程表

中国ブロック公民館大会開催要項

第N回広島県公民館大会ご案内

昭和39年度移動図書館研究協議会の開催について

(通知)

瀬野公民館の落成祝賀会の参加希望者について

テレビ番組視聴状況調査について(依頼)

公民館職員研修会開催にっいて

「社会教育必携」(昭和如年度)および「概説社会教育
行政」の推せんについて

「としょりのヨ」の行事についての打合せ会について

(通知)

4騏家庭教育学級

瀬野家庭教育学級運営委員会の開催について

瀬野家庭教育学級協議会

昭和42年度瀬野家庭教育学級

瀬野家庭教育学級運営委員会の開催について

瀬野家庭教育学級予定表

瀬野家庭教育学級の実施について(伺)

話しあいテキスト4 夫と妻

家庭教育学級の開設と運営一その考え方と進め方一

お知らせ 7月、 8月の行事(瀬野公民館)

瀬野家庭教育学級の実施について(伺)

第2回乳幼児愛護大会資料昭和始年夏乳幼児の

状況調査

瀬野家庭教育学級の実施について(伺)

瀬野家庭教育学級実施について(伺)

話しあいテキスト3 児童期のしつけ

話しあいテキスト5 反抗期の子ども

昭和43年度家庭教育学級巡回共同研究会にっいて

瀬野家庭教育学級実施について

昭和飴年度家庭教育学級巡回共同研究会

昭和賜年度中期家庭教育学級実施状況

瀬野家庭教育学級予定表

昭和船年度畑賀家庭教育学級

部落家庭教育学級の実施について(伺)

瀬野家庭教育学級の実施について(伺)

講師派遣申請にっいて

瀬野家庭教育学級の実施について(伺)

瀬野家庭教育学級の実施について(伺)

幼児教育について(瀬野家庭教育学級)

講師派遣申請について

瀬野家庭教育学級の実施にっいて(伺)

講師派遣申請について

婦人の生活周期の変化

婦人教育における学習内容領域

瀬野家庭教育学級の実施にっいて(伺)

昭和明年度家庭教育研究大会集録

(昭和43年)

公文書家庭教育学級
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庶務関係綴

熊野跡村役場文書

庶務

37 庶務関係綴第1号冊(昭和44年)

1月の行事予定について(通知)

明治百年記念行事等実施状況調について

士木産業委員会協議題

地方自治功労者に対する昭和"年春の叙勲および賜杯

候補者の内申について(照会)

中国地方1か月季節予報

白治功労者表彰該当者の調査にっいて

中国地方3か月季節予報

2月の行事予定について(通知)

「昭和4年度版」類似団体別市町村財政指数表の贈呈
について

市町村における訴訟の係属状況について(照会)

地方議会議員共済会に係る地方公共団体の事務費負担金

の財源措置について

記念品の贈呈について

行政相談委員候納者の推せんについて

図書のあっせんについて(通知)

(瀬野川畩ミ野鋤討中学機且合議会の招集について(告示)

第8回広島県市町村経営合理化研究会の開催について

(通知)

(建築防災週闇について)

中国地方昭和M年暖侯期季節予報

(国有鉄道運賃法の^を改正する法律について)

4月の行事予定について(通知)

少年警察協助員候補者の推せんについて(回答)

消費者行政関係資料の送付について(通知)

ミス万国博広島県代表の募集について(依柳

町内会長(通称)等の報酬額について(照会)

農業協厨且合共済お磊吸び信言毛^申請進達について

行政相談委員候補者の推薦について

官公庁等における中高年齢者の雇用促進について

「公害関係法規判例剣のこ紹介

県職員の,礎希望調査について(照会)

中圖1坊'1か月季節予報

(畷噂3年度国民健康保険調整交寸寸金の復活運動について)

町名・大字名・字名の調査、照会のお願い

人口調について

(異常乾燥注意穀について)

人事異動について

(世帯数調査に対するお礼文)

給食婦(小中学校、保育所)の給与等について(照会)

地方公務員の綱紀の粛正について(通知)

市町村職員研修会講師派造要領にっいて(通知)

規程・書式実務便覧のご案内について

広島県職員原爆犠牲者名簿の整備について(依柳

村有林立入承諾願

4月理事会議決事項等送付について

(行政相談委員の委嘱決定等について)

宅地建物取引業の免許要件について(照会)

公営企業金融公庫情報について(通知)

中国地方1か月季節予報

定年制反対についての要請

「行政相談所」開設について

日本青年陶外協力隊員募集要領等の遡寸について(依柳

総務委員会議題

3月の行事予定について(通知)

中国ナ也方3か月季節予報

(GYS地域開発基本計画概要書等の送付文)

追加費用1厶込一覧表

(「家庭の日」作文・標語コンクールへの協力に対する礼

状)

大量切替期閻中における失業対策事業就労中の外国人の

晦忍申請について

警察官採用試験の実施について(依柳

「労働事務要覧」のおすすめについて

食管制度に関する決議案について

危険校舎改築に関する陳情書

陳情書
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住民基本台帳制度の運用にっいて(通知)

(「中国地方官公庁(建設関係)職員価斤録」にっいて)

要望書等の資料の送付について

5月の行事予定にっいて(通知)

在外広島県人会名簿の送付にっいて

広域市町村圈に関する資料にっいて(照会市町村主要
特別職の職員名簿について

IL050周年記念行事の実施に関する広報ならびに募
集にっいて(依頼)

(熊野跡村の建造物等の問い合せ)

地方公共団体コード番号について

氏療労働者の大φ即曽員と夜刻乕邨艮の改善を要求する陳情書

中邸妨'1か月季r庁報

第4回全国地方行事務近代化研究大会開催について
(ご案内)

中国地方3か月季節予報

卓越した技能者の表彰にっいて(通知)

昭和叫年度市町村公害担当者会議の開催にっいて(通知)

体力っくり優秀組織の推薦にっいて(依頼)

6月の行事予定について通知)

旅費額の調べにっいて(回答)

(感謝状の贈呈にっいて)

昭和U年度県民運動推進(新生活運動・貯蓄奨励関係)
担当者会議の開催について(通知)

専決処分書の送付について

農業所得額

昭和U年度の貯蓄奨励および貯蓄増強「6月特別運動」
の実施にっいて(依頼)

「広島県の歴史」贈呈について

丸坊自治法の^にともなう則誓功奨励にっいて(離茸詞

広域市町村圏振興整備措置要綱(案)並びに広域市町
村圏設定の指針送付について

業務案内、信用保証案内送付にっいて

昭和U年度盆資金特別保証融資について

第16回国際協力のためのポスター募集にっいて(依柳

(新年度自治会長名篝について)

昭和43年度事業報告書送付について

丸肪公共団体における消賓者行政の推進にっいて(通知

監査委員の選任について

昭和U午度優良「こども銀行」表彰にっいて(依頼)

広島県警察官採用試験の実施にっいて(依頼)

家族表札の掲出勧奨運動推進にっき区長(部落長)

名簿ご送付方ご依頼の件

組合執行機関等の異動にっいて(通知)

(気象警報の伝逹について)

行政事務管理3級コース(3級事務管理士認定)研修会

「市町村概要」について(通知)

消費者教育用資料の送付にっいて(通知)

中国地方1か月季節予報

市町村貯蓄推進協議会等の設置状況にっいて(照会)

負担金条例の改正にっいて(通知)

広島^杓穀・q叡声轍の実施にっいて(避口.伽鋤

(カードの料金について)

中元.暑中の虚礼廃止の申会せの周知にっいて(通知)

行政相談業務の実態調査について

日本青年海外協力隊員の募集にっいて(通知)

地方自治功労者に対する昭和"年秋の叙勲および賜杯
候補者の内申について(照会)

昭和44年度自動火災報知幟設備費の助成にっいて(通知

自治名鑑の購入について

広島県自治名鑑刊行について

「行政相談所」開設について

図書のあっせんについて

日本万国博覧会ポスターの掲出方お願い

本会臨時総会議決事項等にっいて(報告)

テレビ広報にっいて(通知)

7月の行事予定について(通知)

.

庶務関係綴

開庶務関係綴第2号冊(昭和U年)

大蔵省員印刷局が発行する昭和45年度版職員録の原稿
作成にっいて(依頼)

(行政相談委員の業務等について)

昭和嶋年度安芸郡陸地部町村自治防犯連合会才入才出
決算書

昭和U年度安芸郡陸地部町村自治防犯連合会行事計画
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庶務関係綴

昭和開年度事業実施概要

昭和綿年少年非行関係統計

昭和U年度安芸郡陸地部町村自治防犯連合会才入才出予算書

窃盗犯手口別調(昭和紹年)

町村別刑法犯発生検挙状況調(昭和嶋年)

少年警察協助員名簿

消費者行政参考資料の送付について(通知)

中国地方1か月季節予報

昭和U年度移住者父兄の現地派遣について(照会)

町長等の給料月額並びに議員の報酬月額等の調査につ
いて(依頼)

海外移住資料

海外移住関係資料

海外移住事業団法の一部を改正する法律等の一部を改

正する法律および海外移住事業団法施行令の一部を

改正する政令の施行について(通知)

昭和"年度助成金の交付について

公平委員会事務の受託にともなう経費の負担について6歎Φ

「海外移住資料」の送付について

「融資のしおり」について

昭和U年度収支予算書

昭和心年度事業実施概況

昭和棉年度収支決算書

昭和U年度事業計画書

昭和"年度行政書士試験の実施にっいて(通知)

(地図製作のための資料送付依頼)

町村職員ソフトボール大会の結果について

昭和U年度第1回泊費生活モニターアンケートの結果
について(通知)

第一回安芸地区中学生防犯弁論大会の開催にともなう

協力依頼について

昭和U年度地方財政特別調査にっいて

企業誘致条例等に関する調について

日本青年海外協力隊昭和"年度第2次隊員の追加募集
について(通知)

中国地方3か月季節予報

日本万国博覧会の参加国または参加国の代表等の軽自

動車に対する軽自動車税の免除について(通知)

昭和"年度海外派遣農業実習生の募集について(依柳

8月の行事予定について(通知)

貯蓄資料について(送心D

広島県町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体
の数の増加ならびに規約の変更について

レバノン共和国の居住者が営む国際運輸業に対する住

民税及び事業税の非課税にっいて(通知)

昭和45年用「あかるい生活の家計簿」にっいて(通知

離島辺地等乗合バス補助金について(通知)

研究発表会ご案内文書の配付方お願い

中国地方1か月季節予報

原爆死没者の慰霊と平和祈念黙とうについて(通知)

市町村貯蓄推進協議会等の設置状況にっいて

公営等結婚式場での挙式件数の調査について(依頼)

停電のお知らせについて(お願い)

国および地方公共団体における綱紀粛正のための具体
的措置等について(通知)

青少年旅行村希望調査について(照会)

昭和U年度学校要覧

昭和婦年度学校要覧

昭和45年において建設する教職員住宅の建設申込みに
ついて(通知)

国政に関する公聴会の実施について(通知)

昭和43年度法適用地方公営企業決算(見込)概況にっ
いて

統計職員養成所第14回専科研修生の推薦にっいて(通知)

呉支所の住居表示変更にっいて

月報(広島県信用保証埼会)

ひろしま貯蓄だより(NO.8)

(テレビ設置状況調査について)

(中隊の機関紙(くさり)の送付等について)

(国民年金事業の推進等について)

7月理事会議決事項等送付について(広島県町村会)

(rNHK16ミリ映画フィルム目録」の送付)

中国地方3力月季節予報

(京都府警察官採用試験にっいて)

昭和U午度貯蓄推進功績者の表彰に伴う該当者の推薦
について(依頼)

(「防犯ひろしま(3)」について)

(送別会について)

号

・-44 -



9月の行事予定について(通知)

(資料送付の依頼)(学習研究社)

(自転車道の整備等に関する法律案について)

昭和U年度の地方公営企業繰出し金について(通知)

県政の纈10.76「吻■の交雄勘りな活用について(お願い)

消費者行政関係資料の送付について(通知)

へき地医療の状況調査について(照会)

(町内会等の住民組織の調査について)

自治組織について

中国地方1力月季節予報

(少年野球大会の案内)

生協自動車共済事業に賠償共済制度等を実施すること

の延期について(通知)

(第12事業年度業務報告の送付について)

行政相談週間の実施について

(資料郵送の依頼)(昭文社)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特

別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令

の施行について(通知)

少年のシンナー・接着剤乱用による事故防止対策の推

進について(お願い)

行政相談週問式典のご案内について

第7回定例議会に提案される議案の送付について山陽
新幹線の新設について

(過疎地域の振興対策について等)

創立20周年記念資料(広島県町村議会議長会)

ひろしま貯蓄だより(NO.9)

第16回中国地方文化研究大会にっいて(通知)

(資料の収集の送付依頼)(広島中央放送局)

地方公共団体における貯蓄奨励事務の推進について

(通知)

地形図の送付について

「行政相談週間」の実施について(通知)

9月理事会の議決事項について(県町村会)

第3回「かしこい消費者展」について(通知)

地名調書の訂正について

地方自治功労者の知事表彰について(通知)

テレビ番組の放送時問の変更について(通知)

10月の行事予定について(通知)

広島県交通安全県民大会の延期について(通知)

中国地方3か月季節予報

昭和U午度年末資金特別保証融資について

「貴町村史」発行について

消費者向けテレビ番組の周知方について(依頼)

(ポスターの掲示について)(広島検察審査会)

(警察官の採用試験のついて)

「貯蓄の日」強調特別運動について(依頼)

(職員名簿の原稿依頼)

広島県同和地区中小企業融資制度要綱の制定および説

明会の開催について(依頼)

公害担当職員の研修会の開催について(通知)

(秋の防犯運動の広報にっいて)

保存文書の廃棄について(伺い)

公聴会の開催について(依頼)

ひろしま貯蓄だより(NO.1の

日本青年海外協力隊昭和U年度第3次隊員の募集につ

いて(依頬)

広島県同和地区中ノ1匝b業融資告11度の実施について(通知)

庶務関係綴

39 庶務関係綴第3号冊(昭和U年)

貯蓄資料昭和"年度「貯蓄に関する世論調査」につい

て(送付)

建築物撤去延期願

11月の行事予定について(通知)

市町村台帳の整備について

中国地方3か月季節予報

中国地方寒侯期季節予報

図書のあうせんについて

安芸郡陸地部町村自治防犯連合会事務担当者会議

(各町村防犯事務担当者会議の開催について)

地方制度調査会答申案等関係資料の送付について

地方公営企業法施行令の一部を改正する政令の施行に

ついて(通知)

地方公営企業法施行令第舗条第2項第3号に基づく指
定について(通知)

-45-



庶務関係綴

(行政相談週間行事への協力に対するおネD

中国地方1か月季節予報

昭和U年度後期技能検定受験案内にっいて(通知)

加入電話の申し込みについて

(警察官採用試験について)

昭和"年度の地方公営企業繰出し金について(通知)

全国町村会表彰の自治功労者の推せんについて

桧山議長叙勲祝賀会の延期について

中小企業退職金共済制度の普及にっいて(依頼)

(一日中小企業庁の開催について)

組合公報(広島県市町村職員共済組合)

広島県防犯連合会結成10周年記念大会

広島県警察官のしおり

大会宣言(広島県防犯連合会結成10周年記念大会)

第4回広島県警察展

広島の防犯

県防犯連合会結成10周年記念式案内状送付にっいて

警察展開催に伴う案内状の送付について

ひろしま貯蓄だより(NO.1D

広島県同和地区中小企業融資制度の運用について G猷Φ

衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の

執行について(通知)

中国地方1か月季節予報

火災年穀の送付について

(統ーストに対する現行法制度の運用について)

「あかるい生活の家計鐘」の配布について(通知)

勧しょう退職に関する調について

条例・規則集について

消費者行政関係資料の送付について(通知)

第16回「わが家の家計簿」体験談募集について(通知)

熊野跡小学校校舎新築にともなう施設拡充準備協議会

開催について

貯蓄増強歳末特別運動の実施にっいて(依頼)

予報段階基準

訓練指導員講習会実施について

12月の行事予定について(通知)

少女等に対する誘かい事犯防止について

小中学校のプール等の建設について

(全国砂防促進大会について)

農業共済損害評価会委員の選任について

地方公務員の年末年始における綱紀の保持について

(通知)

(交通事故無料相談等について)

行政事例の送付につい

(安芸郡陸地部町村自治防犯連合会長表彰について)

奈良・広報セミナーについて(通知)

寡婦福祉資金貸付制度について(通知)

あいさっ状配布方依頼について

広島県公害防止条例に基づく騒音規制に関する地域指

定の打ち合わせ会開催について(通知)

(国民年金法の抜本改正の成立について)

石炭用ストーブの払い下げについて(伺い)

選挙事務に長部局等の職員を補助させる場合の注意事

項について(通知)

自治大学における昭和妬年度研修生派遣に要する基準

経費にっいて(通知)Ⅱ月理事会議決事項等送付に
ついて(広島県町村会)

40 庶務関係綴第1号冊(昭和U~妬年)

1月の行事予定について(通知)

中国地方3か月季節予邦

会員名箔送付について

地方自治功労者に対する昭和45年度春の叙勲および賜

杯候柿者の内申について(照会)

各種委員等の報酬、手当に関する調について(回答)

記念定期貯蓄推進抽せん会について

地方自治関係者にかかる在職年数の調査にっいて(回答)

山火事通報ノオ願イ

一日総合相談室の開設日の変更について(通知)

中国地方3か月季節予報

自治功労者表彰該当者の調杏について

(「都道府県市町村便覧」の刊行にっいて)

日本青年海外協力隊員の募集にっいて(通知)

企業職員の給与改定について(通知)

「苦情の迅速処理、手持ち相談事案の一掃運動」にっいて
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2月の行事予定について(通知)

中国地方1か月季節予報

異常乾燥注意報

(政府予算編成に際しての運動の成果等について)

安芸地区労働会館設立趣意書

中国地方3か月季節予報

広報用ソノシートの有線放送について(依頼)

融資の手引き

総合資金制度のしおり

(広島県建築設計事務所協会について)

消費者行政関係資料の送付について(通知)

『人口移動と地域課題』の送付について

同和対策の推進について(通知)

(財)地方自治情報センターの構想の送付ならびに入
会方のお願いについて

財団法人地方自治情報センター加入のおすすめについて

3月の行事予定について(通知)

関係書類の送付ならびに入会申込についてお願い(地
方自治情報センター)

針坊自治法の^を改正する法律の施行にっいて(通知)

士地立入通知書

実務図書の推せんについて

日本万国博ポスターの掲出方お願いについて

海外移住資料

昭和U年度貯蓄に関する作文・標語入選作品集

ひろしま貯蓄だより(NO.3)

中国地方1か月季節予報

すいせんのご挨拶(都道府県市町村便覧)

広島県警察官採用試験の実施について(依頼)

広島県警察少年補導員採用試験の実施にっいて(依柳

(総合計画または開発計画等の送付依頼)

貯蓄に関する作文・標語・ポスターの作品集送付につ
いて(通知)

組合公報(広島県市町村職員共済組合)

中国地方3か月季節予報

議決書の送付について

4月の行事予定について(通知)

市と町との合併について(通知)

(世帯数の増減の推定にっいて)

消費者行政関係資料の送付にっいて(通知)

中国地方昭和妬年暖侯期季節予報

村報(広島県信用保証協会)

組合規約の変更について(依頼)

昭和妬年度において地方公共団体等が負担すべき追加

費用について(通知)

中国地方1か月季節予報

町村会負担金の納入方について(依頼)

助役、収入役および吏員等の永年勤続者の調査にっいて

官公庁等における中高年令者の雇用促進について

村民体育祭打合会

広島県知事選挙における地方公務員の服務規律の確保
にっいて(通知)

4月理事会議決事項の送付にっいて(広島県町村会)

町村助成金下付申請の展開について

知事の職務代理にっいて(通知)

(警察官採用試験について)

(ポスターの掲示について)

庶務関係綴勧業

勧業・統計

174 勧

コイ稚魚配布期日について(通知)

不用農薬(DDY, BHC,ドリン郵D の回収にっい
て(通知)

1970年世界農林業センサス農業集落地図の配布にっいて

農林漁業現地情隷(昭和47年4月)

農村物価の動き(農林水産統計速報47-5)

業(昭和47年)
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勧業

食肉流通統計速報(農林水産統計速報訂一3)

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-2)

前年を下回ったえ付け羽数(農林水産統計速報47-D

青果物週間出荷計画情報

「昭和訂年農業および水産業振興のための施策と予算」
について(通知)

飲用牛乳消費の実態の関するアンケート結果

(市町村経済担当課長会議議題等)

47年版広島県観光便覧の送付について(通知)

昭和47年度農業観測の送付について

昭和47年度稲作転換豆類経営改善共励会にっいて健知

職業訓練受講奨励金の支給について(通知)

農村地域工業導入促進法の施行にともなう農業振興地

域制度の運用について(通知)

農村地域工業導入実施計画と農地転用計画との調整に

ついて(通知)

昭和岬年度園芸作物等作付推進事業(野菜生産安定対

策)実施希望調書について

昭和47年度病害虫防除適期決定ほの設置にっいて

(広島県家畜畜産物衛生指導協会の設立にっいて)

昭和46年産販売野菜および花き類の生産出荷状況調査
表送付について

昭和町年度春季農作業安全運動指導資料

昭和47産水稲田植状況等報告書送付にっいて

昭和47年度園芸作物等作付推進事業(野菜生産安定対

策)実施希望調書について(通知)

市町村経済担当課長会議の開催について(通知)

中国四国の農政('71 VOL.4)

昭和46年産販売野菜および花き類の生産出荷状況調査

表送付について(通知)

昭和仰年度春季農作業安全運動指導資料の送付につい
て(通知)

組織の改正について(通知)(広島県)

青果物週間出荷計画情報

庁舎移転について(中国四国農政局)

昭和訂年度水稲の田植状況等の報告について(照会)

産地づくり一農畜水産物一(県政の窓 NO.106)

農家の九めの早わかり「農村地域T業導入促進法」

春季農作業安全運動の推進について(通知)

飼料製造業者の実態調杏について

昭和47年度内原研修室農業機械化研修受講希望者にっ
いて(照会)

飼料製造業者の実態調査について(依頼)

昭和46年度新機械地域適応性実験調査概要にっいて
(通知)

高性能農業機械の標準装備等について(通知)

<昭和47年9月実施>第7回ヨーロッパ酪農・畜産・
農業事情視察団の編成派造に当り、貴所より適任者
の御推薦派遣方の御依頼

農林漁業現地情報(昭和47年3月)

計量記念日のPRについて(依頼)

買物上手と商品量目(計量教室シリーズ)

市場月都(青果編)(昭和46年12月)

昭和仰年度広島農林事務所経済課事務分担にっいて
(通知)

中小企業者に対する官公儒の受注の確保にっいて(通知

農政部の機構改正および人事異動にっいて(通知)

「果樹関係事業の補助金と融資」の資料にっいて(通知

昭和46年度農業機械施設の普及状況にっいて(通知)

農家のための「農村地域工業導入促進法」の配布にっ
いて(通知)

青果物週問出荷計画情報

鶏卵流通統計速報(農林水産統計速報46-68)

食肉流通統計速報(農林水産統計速報訂一67)

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-66)

老年になっても働く人々、中高年齢農業経営主調査結
果(農林水産統計速報46-66)

農林漁業現地情報(昭和岬年2月)

昭和47年産麦類の栽培状況について(照会)

高性能農業機械利用技能者技能認定要綱の制定にっい
て(通知)

水稲、麦、大豆奨励品種の特性表にっいて(通知)

農村地域への工業導入に関する市町村調査にっいて
(提出のご督促)

塩素消費保安講習会の開催について(通知)

S訂年作付種籾購入者

昭和47年度の折嘗祭献穀について(通知)

農地保有合理化促進事業の法令通達集の送付にっいて

「農業開発公社の利用」のお礼とお願い
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コイ稚魚(毛仔)の配布にっいて(通知)

昭和47年度集団的生産組織整備事業の実施希望につい

て(照会)

広島県水稲、麦類奨励品種の改廃にっいて(通知)

田本農林規格の一部改正および品質表示基準について

(通知)

錦コイ養殖経営技術研究発表会開催について

養鶏研究会の開催について(通知)

農業経営参考資料の送付について(通知)

官公儒受注に関する適格事業協同組合について(依詞

「研究だより」の送付について(通知)

昭和47年度研修生募集について(依頼)

農村地域工業導入計画策定事業費補助金交付要綱の制

定について(通知)

昭和46年度における農作業事故の発生状況について

(通知)

産業関係課長会議開催について(通知)

(農家経済調査改善検討会日程等)

農林水産統計

農林漁業現地情報(昭和47年1月)

米の生産調整により大きく低下し九農業所得(農林水

産統計速報妬一39)

米の生産調整により大きく低下した農業所得(農林水

産統計速報46-34)

広島県農村物価の動き(農林水産統計速報46-3の

農村物価の動き(農林水産統計速報妬一5)

青果物週闇出荷計画情報

価格高で収益性の高かった、だいこん、きゃべつ(農
林水産統計速報46-28)

労働費の増加したみかん生産費、収穫減で収益性低下

のはっさく(農林水産統計速報46-36)

去年に当ったが、安値のため、収益の低下したなっみ

かん(農林水産統計速穀46-52)

飼育規模の大きいほど有利な鶏卵生産費、前年並みの

プロイラー(農林水産統計速報妬一42)

「6パーセント上昇した牛乳生産費と、もと畜費の高

騰で上昇した飼育豚の生産費」(農林水産統計速報4
6- D

兼業にささえられて大幅に伸びた農家所得、水稲収入

減が農業所得にブレーキ(農林水産統計速報46-29)

10アール当たり6、 8%上がった米生産費、減収で収
益性は低下(農林水産統計速報46-2)

昭和妬年度農家経済調査結果概要

175 勧

農区長会議開催について

米生産費は10アール当たり6万3,162円(前年対比7.

4%増)農具の償却費増が目立つ46年産米生産費

調査結果)(農林水産統計速報47-2の

種苗費が61パーセントを占める「こんにゃくいもの生

産費」(昭和妬年産こんにゃくいも生産費調査結果)

(農林水産統計速報47-28)

広島の畜産(7月号)

昭和岬年度集団的生産組織整備事業実施打合せ会の開

催について(通知)

全国士地改良情報(NO.339)

市町村農業振興地域整備計画の変更の取扱いについて

(通知)

昭和47年産水稲の栽培状況について

牛乳乳製品に関する統計(農林水産統計速報47-14)

青果物週闇出荷計画情報

青果物季節生産出荷予想情報9

農林漁業現地情報(昭和47年5月・6月)

45年より収益性の上昇した「ピーマン」低下した Rネ

くさい」(農林水産統計速報47-15)

作柄の良かった野菜(農林水産統計速報47-16)

みかんの収穫量は11万トン(農林水産繊十速報47-1の

前年に続き5パーセソト減少した生乳生産量(農林水

産統計速報47-12)

大幅に利潤が低下した夏みかん・温州みかん(昭和妬

年夏みかん・温州みかん生産費調査結果)農林水産

統計速報47-25)

食肉流通統計速報(農林水産統計速報4-2の

昭和46年内水面漁業、養殖業生産費は前年より6パー

セント増加(農林水産統計速報47・-19)

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-18)

主要家畜の飼養戸'数・頭羽数(農林水産繊十速報47-2の

損をしたぶどうの生産昭和46年産ぶどう(ベリーA)

生産費調査結果(農林水産統計速報47-21)

業(昭和47年)

勧業
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勧業

農業団地育成対策説明会資料

広島の畜産(7月号)

農業危害防止運動に伴う誰習会の開催について(通知)

農業団地育成対策説明会

第三回広島県勤労者美術展の開催について(通知)

広島県勤労青少年福祉対策基本方向について(通知)

農作業安全基準および農業機械安全装備基準の一部改
正にっいて(通知)

農業団地育成対策基本要綱および同要綱の運用につい
て(通知)

暫定税率を適用しない馬、牛および豚の輸入指導につ
いて(通知)

農薬安全管理地区指定希望調査にっいて(通知)

空中写真研修会の開催について(通知)

市場月報(青果編)(昭和47年3月)

大雨による農作物ならびに家畜の被害対策について
(通知)

大雨による農作物の技術対策について(通知)

農業団地育成対策説明会の開催について(通知)

耕地拡張、かい廃面積調査について

市場月報(青果編)(昭和47年2月)

改良米生産団地設置事業実施要領の制定について(通知

野菜栽培技術指導のしおり送付について(通知)

農業団地育成対策パンフレット(「農業団地で豊かな

農村をD の配布について(通知)

昭和47年度農村地域工業導入実施計画策定希望調査に
ついて(通知)

7月分主食用米穀の配給および購入割当について(通知

昭和訂年米生産調整確認事務打合会

経営研修農場における農業機械研修受講者名簿

昭和Ⅱ年度農業機械研修実施計画および高性能農

業機械利用技能者技能認定試験の実施について(通知)

昭和47年度における農地被買収者国庫債券を担保とす

る事業資金の貸付けについて(通知)

「果樹農業基本方針」の資料について(通知)

へりコプター新利用技術展示普及現地検討会の開催に

ついて(通知)

昭和47年度海外派遣農業実習生の募集について(依頼)

昭和娼年度産業関連施設(道路、港湾)の整備印請に

ついて(通知)

水稲院,種「東海諦号」の新品禅命名登録について(通知)

昭和U産水稲田植状況等報告書

コイの種苗配布について

老令農業経営主経営移譲促進事業説明会の開催につい

て(通知)

鳥獣による農林産物の被害状況について

市場月報(青果編)(昭和47年1月)

計量モニター制度の実施について(依頼)

昭和47年度派米農業研修生の募集について(依頼)

広島県農村地域工業導入基本計画の策定について(通知

農用地開発事業実施要綱の一部改正について(通知)

官公儒受注に関する適格事業協同組合について(依柳

農業構造改善コンサルタント活動の実施状況にっいて
(通知)

「中国四国の農政」'71 VOL.13の送付について

勤労青少年クラブのほう賞ついて(依頼)

昭和訂年産水稲田植状況等報告書

176 勧

(第16回広島県農業祭の開催にっいて)

農林漁業現地情報(昭和47年9月)

ライス、グレーダーの推進について

訂年産広島米生産計画

開年産広島米生産計画(案)

自主流通米等取扱変更内容

(米の品種改善の重点事項等)

広島米改良協会広島地域協議会定例総会および広島米
生産対策会議次第

広島米改良協会広島地域協議会定例総会

広島米の生産対策

第2回通常総代会資料

第18回広島県観光写真コンテストの実施にっいて(通知)

第16回県農業祭の開催計画について(依頼)

47年産(48年産米用)水稲種子の契約数量取りまとめ表

上位等級米づくりは選別から

昭和娼年度農村地域工業導入実施計画策定希望につい

業(昭和47年)
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て(照会)

麦作振興郡発活動のための資料について(通知)

嚇畷6年広島県を胱客調査結果表の送付について(通知

水稲品種「中生新千本」の産地品種銘柄指定について
(通知)

第22回日本花き生産者大会の開催について(通知)

産米改良協議会開催について(通知)

「日本列島改造論と農業」セミナーの開催ご案内

第16回広島県農業祭写真コンテストへの作品応募につ
いて(通知)

(広島県建築設計事務所椿会について)

市場月報(青果編)(昭和47年4月)

特産物生産団地育成事業実施要領、特産農業センター
設置事業実施要領の送付について(通知)

勤労婦人福祉法の周知について(通知)

消費者教育向けの講師派遣にっいて

資料(中国四国の農政)送付について(通知)

秋期農作業安全運動ポスターの送付にっいて(通知)

山村振興速報(第142号)

海田地区生活近代連絡協議会の総会および研修会につ
いて

昭和47年度農業機械研修(トラクター初級)の受講者

募集について(依頼)

第2回定例総会および広島米生産対策会議の開催通知

農村地域工業導入促進法第7条の運用について(通知)

(農業生産組織の調査について)

公共職業訓練生の募集について(依頼)

海田地区生活改善近代化グループ連絡協議会の総会お

よび研修会について(通知)

産業、経済担当課長会議次第

昭和47年度農業生活改良普及指導計画書

農林省統計表にない果樹の生産状況調査について(昭会)

農村地域工業導入調査診断事業について(通知)

「大豆なたね交付金暫定措置法」に基づく昭和47年産

大豆なたね集荷業者の登録について(通知)

花井園芸事業視察について

集団養鶏事業視察について

農業団地経営資金の融資目標額について

広島の畜産(第200号)

農産園芸振興事業補助金交付要綱

統計だより(昭和47年第1号)

ニューカッスル病の発生にっいて(通知)

昭和47年産米、生産者価格の決定にっいて

鶏卵の生産調整について(通知)

統計だより(昭和47年度第1号)

中国四国の農政('71 VOL、3)

農区長研修旅行(案)

農区長会議議題

昭和47年産米品種別作付面積

(最近における広島県農村物価指数の動向等)

勧業

177 勧

農家高令者大講座の開設について(依頼)

昭和娼年度の水稲栽培基準の送付について(通知)

コイ稚魚(毛仔)の配布について(通知)

集団的生産組織整備事業

花木、野菜、しいたけ産地化奨励金

蝿年産米用籾種入荷量

安佐町花木団地視察者

昭和娼年度コンサルテーシ,ンの受付について

花き情報の申込みについて(通知)

昭和娼年度広島県鶏卵生産およびひな導入計画案等に
ついて(通知)

為替変動相場制移行に伴う緊急中小企業金融対策にっ

いて(通知)

耕地拡張かい廃面積調査について

広島西部地帯の農業所得と野菜流通のすがた

広島果樹農業振興計画書

農村物価の動き(農林水産統計速報47-69)

「い」は前年の 1割減「こんにゃくいも」は 1割増

(農林水産統計速報47-68)

「広島県西部地帯の農業所得と、野菜流通のすがた」

の送付について(通知)

広島県果樹農業振興計画および果樹農業振興計画参考

資料について(通知)

業(昭和47年)
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勧業

農政懇談会の開催について(通知)

昭和47年産水稲種子価格について(通知)

広島の園芸

農業視察について

市場月報(青果編)(昭和47年10月・Ⅱ月)

昭和妃年度広島支部会員費について(依頼)

「研究だよりNO.10」の送付について(通知)

昭和朝年度版「再開発必携」のあっ旋にっいて(通知)

資料(中国四国の農政)の送付にっいて(通知)

農林漁業現地情報(昭和47年12月)

広島繊十情報事務所広島出張所農林繊十地区協議会次第

流通面からみた広島の鶏卵(昭和47年10月)

広島県西部地帯の農業所得と野菜流通のすがた(昭和

妃年Ⅱ月)

稲作転換関係資料および水稲新品種「アキッホ」に関

する資料の送付について(通知)

市場月帳(青果編)(昭和47年9月)

飼料作物の生産確保について(通知)

昭和47年度農業機械による災害発生状況調査について

(通知)

特産物生産団地育成事業に係る特認作物にっいて(通知

先進地調査研究について(通知)

産業、経済担当課長会議提出事項

農林漁業現地情報(昭和47年10月)

減少を続ける水田、普通畑(農林水産統計速報47-52)

広島県内の製材概況(5~8月)と木材市況(農林水
産統計速報47-5の

農家経済現金収支の概要(農林水産統計速報訂一51)

昭和47年産、水稲予想収穫量(広島県)(農林水産統
計速報47-53)

減少を続けるなつみかん、れんげ、増加し九牧草(農
林水産統計速報47-54)

統計だより(昭和47年Ⅱ月)

農林漁業現地情報(昭和47年Ⅱ月)

農村物価の動き(農林水産統計速報47-57)

低下する村詞重生産、伸びる畜産(農林^十遵副フィの

食肉流通統計速報(農林水産統計速報47・・58)

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-59)

「やや不良」に終わった米(昭和47年産水陸稲収穫量

調査)(農林水産統計速報47-6D

食肉流通統計速机(農林水産統計速報訂一6の

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-63)

水陸稲郡市町村別作付面積および収穫量(農林水産統
計速報47-64)

農林漁業現地情報(昭和47年Ⅱ月)

農林統計地区協議会の開催にっいて(通知)

昭和娼年産米技術研修会の開催について

『広島県卸売市場整備計画』の送付について(通知)

水道メーターの有効期間の調査について(依頼)

昭和47年度狩猟免許者名簿について(通知)

産業経済担当課長会議の開催について(通知)

雑草対策検討会開催について(通知)

昭和闘年度農薬使用状況および防除機具保有状況調査
について(通知)

農薬使用状況調査表等送付について

報告文書の提出について(依頼)

農業と科学 a972.12)

第二回東南アジア農業視察への参加ご案内

長期研修生入場案内

昭和47年度挙家離村実態調査の実施について(依頼)

市場月報(青果編)(昭和47年7月・ 8月)

昭和47年度農農作物の野猪等による被害発生状況調査
について(通知)

昭和朝年度農薬空中散布実施計画の調杏について(通知)

昭和好年度農業機械施設の普及状況調査について(通知)

第5回農業経理講習会の開催について(通知)

昭和開年度研修生募集について(依頼)

乾燥機をかける時の注意

籾の乾燥時の送風温度早見表

第3回大洋州畜産事情視察団派遣のご案内にっいて

「ます類採捕の禁止期問延長」にかかるポスターの掲
示について(依頼)

第9期広島県内水面漁場管理委員会委員の選任にっい
て(通知)

農地対価等の収納促進について(通知)

(あっせん部数について)

民間企業の士地保有状況調査について(通知)
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青年の派遣について

ます類の採捕禁止期問の延長にかかる委員会指示にっ
いて(通知)

水道メーターの有効期間の調査にっいて(依頼)

(調査農家に対する側面的な援助について)

山村振興速報(第145号)

昭和47年度農業観測の修正見通しの送付にっいて

(苗木の注文について)

昭和48年度農業振興地域の指定について(回答)

中国四国農政局農政相談室設置について(依頼)

第5回カナダ農業移住訓練生の募集について(依頼)

特産野菜生産団地育成事業実施要領の送付にっいて

(通知)

水稲病害虫防止費補助金交付要綱の一部改正にっいて

(通知)

市場月報(青果編)(昭和47年5月・ 6村)

食肉流通統計速報(農林水産統計速報訂一蛇)

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-4D

進学率が上昇しナこ農家の子弟(農林7kE獣濫十速¥朧7-4の

昭和47年産水稲作付面積および9月15日現在の
作柄概況(広島県)(農林水産統計速報47-44)

食鳥流通統計速報(農林水産統計速報47-49)

食肉流通統計速報(農林水産統計速報47一賜)

農家人口の1/3になった農業就業者(農林水産統計
速報47-47)

800億円台をかろうじて維持した広島県の農業粗

235 山村振興(関係一件)(昭和46年)

産

印刷物(集落再編成のプランニングの問題点)配布に
ついて

、゛

勧業山村振興

山村振興速報(第140号)

農区長会議議題

米価審議会に諮問された政府案

昭和46年度指定振興山村に係る振興山村農林魚業

特別開発事業全体実施計画の認定について(通知)

昭和46年度指定振興山村に係る山村振興計画の承認に
ついて(通知)

研究会の開催延長について(通知)

研究会の一部変更開催について(通知)

山村振興速報(第139号)

感謝状贈呈者名飾

昭和47年度通常総会資料の送付について

昭和47年度研究部会の開催にっいて(通知)

昭和47年度振興山村農林漁業特別開発事業年度別実施

計画協議の実施について(通知)

「農村地域への工業導入に関する市町村調査」提出に
ついて(依頼)

全国山村振興連盟、広島県山村振興協議会への加入な

らびに会費の請求について(通知)

山村振興法に基づく山村振興計画にって(協議)

山村振興法第8条に基づく山村振興計画の協議にっい
て(回答)

昭和46年度振興山村の指定にっいて(通知)

昭和47年度会費について

山村振興調査会の活動強化のための協力依頼にっいて

山村振興のための調査・広穀活動の強化拡充にっいて
のお願い

山村振興調査会業韻一・覧

農林漁業特別開発事業全体実施計画にっいて

熊野跡村農道管理条例

昭和46年度指定振興山村に係る振興山村農林漁業

特別開発事業全体実施計画打合せの実施にっいて(通即
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山村振興公民館関係綴

全国山村振興連盟臨時総会の開解について

農業振興地域の指定について(要望)

昭チⅢ6年度指定山村振興計画調書の提出にっいて(依頼)

山村振興計画

山村振興現地検討会出席者氏名(及びメモ)

社名変更御挨拶

山村と情報(1971.3)

山村振興計画作成のための現地調査にっいて(通知)

山村と情報NO.4の送付について

(山村と情報第3号の送付について)

振興山村指定申請の棚議について(通知)

振興山村指定申請について(回答)

山村振興主要要望事業位置図の提出にっいて

山村振興に対する計画要望書並びに市町村図の提出に
ついて

山村振興計画作成に関する研修会について

総会資料(広島県山村振興協議会)

(広島県山村振興協議会規約)

昭和妬午度山村振興都道府県調査地域について(通知)

山村振興要望事業計画調書等の提出について

山村振興都道府県調査結果の事情聴取および資料の打

合せについて(依頼)

山村振興計画

第2年次事業実施計画書

村づくり推進事業を終えて実施効果の要約

団体営事業

要望事業

昭和46年度山村振興計画にかかる市町村長の要望意見

等について(通知)

(山村振興の炊期対策にっいてに陳情等について)

農業振興地域の指定希望調査について(回答)

連盟加入につきお願いの件

基本測量終了について

連盟加入について

(氏名一覧表)

(住民意向調査について)

視察結果報告について

山村振興計画作成に関する研修会開催について

山村振興協議会加入について

全国山村振興連盟

山村問題研究会の案内

山村振興協議会加入について

公民館関係(資料)綴(昭和42年)675

公民館の施設および職員に関する現状の調査について

公民館建設計画の調査について(依頼)

安芸郡公民館役職員研修会について

安芸郡公民館職員連絡会議について

昭和能年度郡公連の事業計画立案について

昭和蛇年度安芸郡公迎負担金内訳

安芸郡公連総会開催について

昭和蛇年度総会資料

昭和蛇年安芸郡公民館連合会負担金にっいて

(郡公連7月研修会予定等について)

(生徒の校外諸行事について)

中国地区公民館大会参加及び優良地区社会教育施設の
研修視察について

機関紙「月刊公民館」の普及について

(安芸郡公連負担金等について)

祝第16回全国公民館大会(徳島)視察観光のしおり

公民館職員研修会について

第16回全国公民館大会要項

第17回広島県公民館大会要項

公民館優良役職員の表彰について(依頼)

務
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第8回中国地区公民館大会開催要項(案)

公民館職員研修会について

(郡公連負担金の納入について)

公民館職員の調査について

昭和飴午度郡公連の事業推進にともなうアンケートの

記人依頼について

公民館台帳の送付について

安芸郡公連飴年度総会のお知らせ

第9回中国地方公民館大会開催要項

公民館職員研修会について

中央公民館だより

郡公連研修会にっいて

郡公連青年部研修会について

昭和U年度安芸郡公連負担金の増額について

社会教育施設・設備(公民館)補助金の増額要望につ

いて(依頼)

昭和"年度公民館補助予算について

安芸郡公民館職員研修会にっいて

「安芸郡公連のあゆみ」作成について(依頼)

「安芸郡公連のあゆみ」編集会議について

「公民館における政治学習」の送付について(通知)

安芸郡公民館連合会総会開催について

昭和"年度総会承認事項

郡公連青年部研修会について

郡公連のあゆみ集「安芸郡の公民館」配布について

公民館運動

英会話をどうぞ

昭和U年度文化教室ごあんない

公民館職員研修会について

昭和賜年度報告書昭和U年度計画書く広島県公民館

連合会>

郡公連研修会開催について

公民館(条例上設置のもの)配置図の提出について

(依頼)

公民館配置図について

電話番号にっいて

第扮回広島県公民館大会要項

公民館優良役職員の表彰について(依頼)

第10回中国地区公民館大会開催要項

第玲回全国公民館大会基本要綱

第3回公民館関係者海外社会教育施設視察計画

広島県公民鮪の現状と課題公民館白書

(第19回広島県公民館大会について)

社会教育県外視察研修会について

公民館女子職員研修会開催について

(要望書の送付について)

LPガス(プロパンガス)事故防止月間の広報につい

て(依頼)

昭和U年度社会教育主事、公民館主事等研修の実施に
ついて(通知)

(「軍縮と安全保障問題」をテーマにしたセミナーの開

催にっいて)

公民館施設台帳について

社会教育施設(公民館、図書館、博物館)の台帳およ
び配置図の再調整、ならびに公民館類似施設の台帳
および配置の作成について(通知)

安芸郡公連研修会内容

青少年教育施設の現状

公民館関係綴社会教育

社会教育(関係資料綴)第3号冊6刀

「体育の日」を中心とし九体力づくり運動の推進につ

いて(依頼)

青年体育レクリェーシ,ン・リーダー研修開催要項

暗叫4年度尉旨定文イ剛保存事業ヨt画調について(通知)

昭和42年において、市町村が文化財のために支出した

経費について(通知)

(「日本万国博こどもニュース」の第5号にっいて)

「体育の日」のポスター配布について(通知)

「体育の日」記念行事について(依頼)

昭和43年度文化財指導者研修会の開催について(通知)

青年団体リーダー研修の開催について(通知)

時口13ξ刊麺1互日本夕X^、俣密絵の開催について(通知

鋤6回広島県冉^九届鬚^項遡寸について(依柳

昭和賜年度呉、安芸、賀茂、家庭教育研究集会の実

施にっいて(通知)

(昭和43年)
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社会教育

昭和43午度広島県体育指導委員研究大会の開催にっい
て(依頼)

教材整,青台帖におけるスライドの取り扱い等にっいて(癒獣Φ

昭和心年度スポーツ教室普及講習会ならびにスポーツ

テスト判定員養成講習会の開催にっいて(通知)

(新規大学卒業者の就職問題にっいて)

第5回RCC教育放送研究大会開催のご案内

昭和U年度社会教育事業費広島県補助金に係る事業計
画書の提出について(通知)

(社会教育の担当者について)

昭和飴年度16ミリ発声映写機の検査にっいて(通知)

町営国民宿舎眺潤荘開館にっいてお願い

郡内町村対抗庭球大会開催について

安芸郡社会教育振興会連絡会議(消費者教育研究会)
の開催について(通知)

広島県ユネスコ活動指導者研修会の開催にっいて(通知

昭和U年度体育施設の整備計画にっいて(依頼)

明治百年記念短篇集予約について

お願い(県子連について)

お願い(県子連の通信員証にっいて)

「あるべき姿と今日的指標」解説書にっいて

明治百年記念第扮回安芸郡武道大会御案内

消費者保護基本法の制定その他

(子ども会の係にっいて)

第詑回安芸郡町村中学対抗駅伝競争

講習会終了者一覧表についてくジュニアーリーダー)

広報第2号の配布について(広島県子ども会育成団体
連絡協議会)

昭和"年度公共職業訓練生の募集について(依頼)

広島県登山指導者講習会の開催にっいて(通知)

広島県ユネスコ活動指導者研修会の開催にっいて依柳

バンワレット「労音敗れたり」の配布について

広島県史編さん室報(NO. D

昭和43年度呉、安芸、賀茂、家庭教育研究集会の実
施について(通知)

昭和43年度婦人学級研究集会の開催にっいて(通知)

公民館職員研修会について(通知)

文部省指定同和教育研究発表会御案内

酒造習俗の調査について(依頼)

安芸郡社会教育委員研究協議会の開催にっいて(通知)

主催事業「青年レクリェーシ,ン研修」の開催にっい
て(通知)

安芸郡社会教育振興会連絡会議の開催にっいて(通知)

福山志科の再版について(通知)

青少年健全育成県民会議の推進にっいて

会報NO.5 (広島県子育連)

(領収書)

文化祭の御案内

家庭生活文「わが家の家庭の日」募集要綱にっいて

体育指導委員の調査にっいて(依頼)

交通安全指導資料

(「ユニセフニュース」にっいて)

(明治、大正、昭和名作美術展にっいて)

安芸郡消費者教育研究大会の開催について(通知)

(公民館文化祭の開催にっいて)

科与牧術、教育突画k16ミリフィルムの禾朔にっいて(通知

安芸郡消費者教育研究大会開催にっいて(案内)

第10回安芸郡学校保健大会開催にっいて(通知)

駅伝打合せ会開催にっいて

昭和兵年度移動図書館配本所および貸出文庫開設申請
について(通知)

安芸郡公民館職員研修会のお知らせ

安芸郡消費者教育研究大会の役割分担にっいて(依柳

昭和43年度広島県視聴覚教育研究大会について(通知

お願い(県子連について)

広島県中学校話し方講習会開催打合会にっいて

第一回安芸郡一万米口ードレース要項交通事故非常事

態宣言下の事故防止運動の実施にっいて(依頼)

県下中学生話し方湯来町大会

昭和43年度広島県中学校弁論連盟役員名簿(案)

第10回夏季話し方講習内容および日程(案)

広島県中学校話し方講習会打合会

安芸郡社会教育振興会連絡会議の開催にっいて(依柳

有料資料配布について

(広島県子育連資料)

学校給食調理従事員の調査結果にっいて

安芸郡社会教育振興会連絡会議
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国立江田島沓年の家19韶

昭和U年度「同和教育振興予算」に関する陳情書

昭和43年度青年国内研修(20才青年リーダー研修)の

実施について(通知)

「教育訓練機関案内」送付について(通知)

「国立江田島青年の家の覗の歌詩募集にっいて(通知)

昭和43年度スポーツテスト及び壮年体カテストの実施

の調査について(依頼)

第十回夏季「話し方」講習大会ご案内

体育指導委員のユニホームにっいて

第15回青年問題研究集会の開催について(通知)

こどもの国ニュース(NO.34)

家庭の日読本続編のスライドの加除にっいて(通知)

昭和43年度「家庭の日」作文、標語の募集について

(依頼)

第Ⅱ回音戸倉橋往復駅伝開催について

読書グループリーダー研修会の開催にっいて(通知)

(電報)

昭和43年度社会教育主事(主任者)研修について(通知)

「精神衛生と交通事故」のバネル展開催について(通知)

体育指導委員のユニホームについて

広島県職場体育指導者講習会の開催について(通知)

図書の寄贈方依頼について

安芸郡社会教育振興会連絡会議の開催について(通知)

広島県職場体育指導者講習会にっいて

「よりよい明日を築く」県民運動総合推進研究集会の

開催について(依頼)

全子連会報(NO.8)配布について

広穀NO.3配布について

会報(NO.の安芸郡内各町村教育長と社会教育関

係者の合同研修会開催について(通知)

広報誌「県政の窓」について(依頼)(依頼)

昭和U年「成人の日」の行事等の調査票について

公民館職員勤務状態比較表

社会教育関係法規

昭和U年度市町村スポーツ活動振興事業(スポーツ教

室、指定市町村青少年スポーツ活動)にかかる

実施希望市町村にっいて(通知)

広島県卓球指導者講習会出席者申込にっいて

国立阿蘇青年の家主催事業「企業職域青年教育担当者

研修会」の開催について(通知)

音戸町社会教育委員条例

安芸郡町村対抗卓球大会の開催にっいて(依頼)

社会教育(関係資料綴) NO.3 (昭和45年)681

同和対策関係資料

昭和U年度研究成果要録

文部広報(45.5.3)

昭和46年度文化財関係国庫補助事業計画にっいて(照会)

昭和U年度文部省青少年教育関係調査について(依欄

第麗回安芸郡連合婦人会大会

昭和U年度文部省青少年教育関係調査について

「橋のない川」第2部をめぐる研修会の会場変更につ

いて(通知)

昭和45年度社会教育主事講習の開催にっいて(通知)

体力つくり(4 /'7の

中国山地パイオニア研究生の募集にっいて(変更)

昭和妬年度理事会・評議員会の実施について(報告)

「社会教育の方向《変動社会の教育ビジ,ン)」のご

紹介について

「1万平方キロの生活の地理を老える」(中国山地開発

ハ゜イオニア研究)の実施について(通知)

所報(国立社会教育研修所)(NO.フ)

(「広島県社会運動史」について)

第16回広島県同和教育研究大会参加について(請求書

及び受領書)

われらの世界(NO.52)

映画「橋のない川」第二部の上映にあたってのわれわ

れの見解

主催事業「青年海洋研修」の開催について(通知)

少年教育研修会の開催について(通知)

「体育施設全書」の推せんについて

昭和45年度西部地区婦人教育研究集会の開催について

(通知)

統計グラフコンクール作品募集

少年教育研修会の開催について(連絡)

社会教育
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社会教育

第12回全国フォーク・ダンス巡回講習会の開催につい

て(依頼)

(青年代表西独派遣に関する募金について)

全国文化財保護研究協議会の開催にっいて(通知)

婦人少年室協助員、特別協助員ならびに婦人問題相談
員について

国民皆泳の日行事としての安芸郡水詠大会開催について

社会教育(関係資料綴)(昭和45年)683

(純潔教育研究協議会の実施にっいて)

昭和45年度青年教育研究協議会の開催について(通知)

昭和妬年秋の交通安全運動の実施について(依頼)

「敬老の日に関する社会教育事業」の事例収集にっい
て(依頼)

青4)年健全育成のための作文、論文募集について(通知

昭和妬年度西日本少年教育研究協議会の開催について

(通知)

昭和妬年度広島県芸術祭の広報にっいて(依頼)

ヨーロッパ研修旅行会員募集

「住みよい社会をつくる郵便貯金奨励運動」への協力
について

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動実施要領

青年と奉仕(NO.36 197の

体力つくり(11/'7の

第17回文化財防火デーに関する行事計画の提出にっい

て(照会)

主催事業同窓のつどい開催要項

昭和妬年度特別研修、職場の教育担当者研修開催要項

海田地区(呉、安芸、賀茂)社会教育委員研究協議会
の開催について(依頼)

消費者リーダー養成講座ご案内

交通安全(県政の窓 NO,89)

(第1回素人演芸会の開催について)

消費者苦情、商品テスト情報 q肖費者行政資禅5-1)

昭和45年度全国社会教育研究集会の開催について(通知)

せとのあさ(第5号)

有志青少年指導者研修参加者名緯

昭和妬年度広島県青少年対策推進計画

昭和妬年度青少年指導者研修

第13回広島県社会教育学会研究大会の開催について

(通知)

昭和妬年度広島県家庭婦人バレーポール指導者誰習会
について

昭和闇年度社会教育関係職員研修について(通知)
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