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このたび、広島市公文書館所蔵資料目録第24集として『安古市町・矢野町

役場文書資料目録』を刊行することができました。この目録は安古市町及び

矢野町が広島市に編入合併される際に、当館が引き継いだ文書類を整理・分

類したものです。

広島市の北西部に位置する安古市町は、昭和30年、古市町と安村が合併し

て安古市町となり、昭和48年3月、広島市と合併しました。この地区は、広

島市の近郊農業地帯でしたが、昭和40年代から始まった安川流域の丘陵部開

発により市のべッドタウンとして発展していきました。

一方、広島市の東部に位置する矢野町は、大正6年に町制を施行し矢野村

から矢野町となり、昭和50年3月、広島市と合併しました。この地区は、古

く江戸時代からカキの養殖とかもじの製造が盛んでしたが、今では、丘陵部

の開発や臨海部の埋立てなどが進み、こちらも市東部のべッドタウンとして

発展してきました。

今回目録化した役場文書は、ややもすると散逸したり滅失する恐れがある

ものぱかりです。資料の収集・保存という作業を通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Ⅱ年3 河31日

広島市公文書館長

1

原田耕 二
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本目録には、旧安古市町及び旧矢野町の、概ね昭和20年代から広島市に編入合併に至るまでの

役場文書を主体とした788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た件名目録であり、788冊の中から30冊を選び、

各簿冊に綴られている文書1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ついて、いくつかの中分類を施した。

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

ある。

2 簿冊目録記載事項

①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記載した。

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ついては、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地参1和

3 簿冊の配列

①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たが、簿冊を構成する文書の発生年に

依ったものもある。

③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、「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。

④簿冊名が同一で、発生年が1年ごとに連続するものは、ーつの簿冊名で一括し、発生の期

問と合冊数を記した。

⑤発生年の不明確なものは、大分類及び中分類の末尾に〔※※※〕によって行問を作り、そ

の後に一括記載した。

4 件名目録記載事項

住)例規、庶務、総合計画、財務・会計、農業・土木、民生、学務の大分類項目の中から一部

摘出し、各々の簿冊に綴られている文書について一件ご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た。原簿冊に件名目次の付いたものは、これを件

名原文として採用したものもある。

凡 例

111



(3)文害に件名表題のないものは、当館でこれを設け()書した。その場合、かなづかいは平

がなを用いた。

④件名の原文そのものが平がなの場合は、簿冊名の右にその旨表記した。

⑤旧体漢字は新体漢字に改めた。

5 旧安古市町及び旧矢野町の合併経過は下表のとおりである。

明治22年4月明治5年4月

安古市

'1釘趣鄭躯{'1シ"●加
大町村

上安村

中須村^第2大区第2小区^中須村

高取村高取村「西1

相田村第2大区第3小区相田村

長楽寺村楽寺村

1知旭鄭枢f _

矢野町

矢野村 第3大区第6小区

^

村

昭和30年
7打1日

{古市町一広島市に

IV

矢野村

昭和弗年
3月20日

編入合併

大正6争明IB

矢野町

昭栃吽明如

広島市に編入合併



安古市町役場文書

例規

通知公報綴昭和36~37年1冊

広島県通知公報綴昭和給~娼年器冊

広島県通知公報(教育)
昭和45・48年2冊

広島県報昭和蝿年1冊

く公 報>

やすδ、るいち広報昭和37~41年1綴 54

当直日誌昭和釘~47年20冊 55~74

安古市町全図(5枚)昭和37年1綴 75

安古市町行事年表広報「やすふるいち」より(公
文書館で調査作成)昭和38~給年1綴 76

宿直室便所増築工事(一件)昭和40年1冊7フ

広報やすδ、るいち
昭和41~娼年5冊 78~82

委託関係(綴)昭和41~47年1柵 83

安古市町庁舎増築工事(一件)
昭和Ⅱ年1冊 84

ダイワロッジ新築工事(一件)
昭和蛇年1冊

雨量計新設柵工事(一件)昭和蛇年1冊

単町庁舎敷地整備工事(一件)
昭和蛇年1冊 釘

庁舎室内(1階)全塗装工事(一件)
昭和42年1冊 88

(安古市町役場庁舎及車庫増築工事綴)
昭和蛇年1冊

電話配管工事(一件)昭和42年1冊

(収入役室アルミ格子工事一件)
昭和42年1冊 91

(古市青年会館工事一件)昭和43年1冊 92

書庫書棚改良工事(一件)昭和43年1冊 93

旧車庫シャッター取替工事(一件)
昭和心年1冊 94

※都市計画懇談会一件昭和"~46年1冊鮖

自治体現勢広報シリーズNO.安古市1~3
昭和"年1綴 96町会全図

庁舎内敷地舗装工事(図面)
昭和"年1枚 町

庁舎増築に伴うブラインド取付工事(一件)
昭和"年1冊 98

庁舎内敷地舗装及びブロック積工事(一件)
昭和"年1冊 99

安古市・'公報町条伊1・議会庶務一般

※廃止条例昭和30~41年1冊

※安古市町条例綴昭和30年1冊

※条例公布書綴昭和"~蝿年1綴

安古市町公民館条例昭和45年1冊

議会々議録昭和47年起 1綴

<町条伊卜議会>

2~24

25~26

27

安古市町例規集56

安古市町訓令規則

*

務

*

条例出版

1綴

*

1綴

'、、、

32

(アルバムー件)昭和28~娼年13冊

(広報やすδ、るいちの写真資料ーネガ・
昭和35~蝿年6束

<庶務一般>

1

35~47
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48~53
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安古市・庶務一般消防・交通総合計画

庁舎増築追加工事綴昭和U年1冊 100

庁内電話施設工事(一件)
昭和4年2冊 101~102

月別人口調査書綴昭和45~47年1冊 103

祇園(地図) 1/25000 昭和妬年1枚 104

(庁舎屋根補修工事一件)昭和45年1冊 105

(庁舎内の据替工事一件)昭和45年1冊 106

有線放送撤去工事(一件)昭和45年1冊 107

(宿直室及び古市駐在所の工事一件)
昭和45年1冊 108

安古市町安連絡所新築工事確認申請図書綴
昭和46~47年1冊 109

庁内広報やすδ、るいち
昭和46~47年1冊 110

海外移住一件開発課産業係
昭和46年1綴 111

(庁舎内工事一件)昭和46年1冊 112

安連絡所建築工事綴昭和46年1冊 113

安連絡所改築付帯工事綴昭和46年1冊Ⅱ4

児童手当昭和46年1冊 Ⅱ5

住みよいまちづくりをめざして広報かわのうち
(2枚) 昭和訂年2綴 116~117

安連絡所建築工事に伴う追加工事(一件)
昭和47年1冊 118

安古市町役場車庫庇工事(一件)
昭和47年1冊 119

庁舎サイレン台移設工事(一件)
昭和47年1冊 120

庁舎内ガス配管工事(一件)昭和47年 1冊 121

昭和娼年1冊

事務引継書(安古市町)
昭和朝年2綴

事務引継書(安佐地区病院組合)
昭和48年1冊

141

(庁舎関係図面)(4枚) 1綴

当直日誌 5袋

備品台帳 1綴

(安中央消防器具庫〔仮設〕工事一件)
昭和46年1冊

(安消防車庫工事一件)昭和46年1冊

消防会館管理室東野公民館便所改築工事綴
昭和46年1冊

交通安全施設工事一件昭和46年1冊

142

<消防・交通>

143~145

146

147~148

126

127~131

132

※合併建設計画昭和47年2冊

事務引継書祇園町昭和47年2冊

広島市と合併町の事務引継要領
昭和訂年1綴

広島市と安古市町合併経過(5枚)
昭和娼年1綴

広島市・安古市町建設計画書
昭和開年3冊

合併協議害昭和48年1冊

(事務引継一件)昭和娼年2冊

広島市と安古市町の事務引継要領(案)
昭和妃年1冊

庁舎新築工事(図面)

(自動車置場図面)

車庫(図面) 1枚

住居手当基準 1冊

Jノ弌、
ノ、JO、

150

/生、
口

*

2

*

計画

151~152

*

1枚

1枚

149

137~138

139~140

153

事務引継書並に関係書類
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事務引継書(安佐地区消防組合)
昭和蝿年

事務引継書(安佐水道企業団)
昭和蝿年

(広島市と祇園町の合併経過)(5枚)

* *

1冊

*

1冊

安古市・総合計画財政予算会計

人件費(第2回3月)補正予算明細書
昭和46年1綴 揺9

公共事業等の予算執行状況調について
昭和46年1綴

一般会計昭和47年1綴

財務・

<財政>

154

※財政一件綴安古市町
昭和41・43~44年3綴 157~159

人口急増一件、士地開発基金一件他6件綴
昭和妬年1綴

人口急増に伴う財政需要調査等
昭和46~47年2綴

災害に伴う財政措置一件昭和47年

巧5

1綴 156

予算原簿 1冊

* *

安佐郡安古市町才入才出予算書
昭和34~47年9冊

予算書庶務係昭和40年1綴

広島県安佐郡安古市町歳入歳出決算書
昭和42~46年7冊

一般特別会計予算
昭和蛇~45年1綴

予算原簿財政係
昭和"~45年1綴

第33号議案安古市町一般会計補正予算
昭和46年1綴

人件費補正予算第1回(12月)
昭和46年1綴

出納総括簿昭和39~47年21綴

当座勘定入金帳(広島銀行) 9冊
協) 1冊小切手(古市農協)

昭和蛇~妬年

住宅貸付特別会計歳出帖簿
昭和心~"年2綴 215~216

一般会計歳出現計書綴
昭和43~"・妬年4綴 217~220

歳出予算流用調書
昭和43~46年6綴 221~226

住宅貸付特別会計歳出現計害綴
昭和43年1綴 227

一般会計歳計金日計簿昭和"~47年 1綴 228

小切手帳(広島銀行)(93冊)
昭和"年1包 229

雑部金納付書証昭和"~47年4綴 230~233

特別会計現計書昭和"・46年2綴 234~235

会計現計書綴昭和"~45年3綴 器6~2認

概算払整理簿昭和45年1綴 239

一般会計(其のー)歳出帳簿
昭和46年1綴 240

住宅改修貸付事業特別会計歳出帳簿
昭和46年1綴 241

収納兼振替払日計表固定税・市民税など
昭和訂年2綴 242~243

*

く予

く会

188

160

1引~162

1綴 163

算>

計>

192

193~213

小切手帳(安農
1枚
1袋 214

164~172

173

174~180

会計

181~184

185~186

(第5号)
187

3

0
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ー
ー



安古市・会計財矛努農業・士木

雑部金受払簿国民年金印紙購入受払所得税他
昭和47年1綴

借用金受払簿昭和47年1綴

敷金、県民税、水利費等受払簿
昭和47年1冊

現金受払簿昭和47年1器

支出命令送達簿失対係昭和47年1綴

月末歳出現計書昭和47年1綴

銀行通帳類 2袋

4

* *

害類および帳簿の目録 1綴

町有財産台帳(土地・建物)

財産預託台帳昭和34~認年1綴

地方交付税一件綴
昭和39~妬年6綴

政府資金起債及び一時惜入一件
昭和39年1綴

292

*

く財

* *

務>

*

起債及び一時借入金
昭和卯~U年2綴

旧町預金台帳自昭和41年1綴

基金台帳昭和蛇~47年1冊

起債申請書様式起債一件綴
昭和此~心年2綴

地方債一件綴昭和"~46年3綴

物品分類表の一部改正について
昭和47年1袋

簡易生命保険積立金長期資金の借入案内
局保険部運用課)昭和47年1冊

資金運用部資金の借入手続(中国財務局)
昭和47年1冊

害類および帳簿の目録祇園町
昭和47年2冊

可部町財産目録昭和47年1冊

財産目録昭和蝿年2綴

250~251

農業共済特別会計歳出現計書綴安古市町役場
昭和43年1綴

米生産調整実績書開発課産業係
昭和45年1綴

@農業共済事業歳計金日計簿
昭和46~47年1綴

※米生産調整対策一件開発課産業係
昭和46~47年2綴

※産業振興対策一件開発課産業係
昭和妬年1綴

一般農事一件開発課産業係
昭和46年1綴

農業共済事業特別会計歳出帳簿
昭和46年1綴

(東原大町線工事一件)昭和46年1冊

農業団地育成対策資料開発課産業係
昭和訂年1綴

総合資金農業近代化資金その他融資貸付
業係昭和47年1綴

(水田取得にかかる地方債の取扱いについて)
昭和47年1綴

農業・士木

3綴

27フ

278~280

252

253~258

259

260~261

262

263

2別

264~265

266~268

282

283

269

(中国郵政
270

284~285

286

271

287

272~273

274

275~276

290

開発課産
291
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2
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2
2
2
2
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民

失業保険・健康保険印紙受拂報告書
昭和30年1綴 2蛤

印紙受払簿失対係昭和認~46年1綴 294

健康保険印紙購入通帳広島西社会保険事務所
昭和妬年1冊

支出負担行為書綴開発課(失対係)
昭和47年1綴

失対現金出納簿昭和47年1綴

児童手当一件綴昭和47年1冊

納品害及び請求書綴昭和47年1綴

<民生一般>

生

安古市.民生一般国民健康保険学務・→股

失業保険金関係 1袋

失業対策事業苦情処理記録簿

ρ)斗

子'

備品台帳(事務局)昭和28~娼年1冊 308

309告示写綴昭和31~47年1綴

教育調査統計報告書綴昭和32~謁年 1冊 310

陳情等に関する綴昭和32~47年1綴 311

教育委員会雑件昭和36~39年1冊 312

313月例報告綴昭和37年1冊

314事務局雑書綴昭和37年1冊

諸許可承認申請諸届書綴昭和37年1冊 3巧

安佐中教育住宅家賃調定簿昭和37年1冊316

郵便受払簿昭和38~45年1冊 317

公立学校基本数報告(広島県教育委員会事務局)
昭和38~絽・41年2冊 318~319

公立学校基本調査一件〔指定統計〕
昭和謁~蝿年1冊

学校基本調査票昭和諦年1袋

文書実務(人事院監修国家公務員研修)
322昭和38年1冊

組合町村職員給料調(広島県町村職員退職手当組合)
昭和認年1冊 323

教育行政関係参考綴昭和39~41年1冊 324

文書整理簿
325~3噐昭和39~41・43~蝿年8冊

333※教委庶務関係綴昭和39年1冊

334(庶務一件)昭和40~42年1冊

教育調査統計資料
335~336昭和40・42年1冊

研究成果要録(全国町村教育長)
昭和40年1冊 337

教育行政資料(広島県教育委員会事務局)
昭和41年1冊 3訟

<学務一般>

*

295

務

*

296

*

国保特別会計歳出現計書綴昭和43年1綴302

国民健康保険特別会計歳出帳簿
昭和"・46年2綴 303~304

@国保会計歳計金日計簿
昭和45~47年1綴 305

国民年金印紙受払簿昭和47年1綴 306

資金前渡金出納簿・還付資金出納簿(国保関係)
(生活保護費)(褒賞金)昭和49年1綴 307

<国民健康保険>

299

1綴

5

7
 
8

2
 
2

0
 
1

3
 
3

0
 
1

3
 
3



安古市・学務一股教育予算・財政

教育行政施策の重点と「指導と助言の方向」〔一般
編〕〔教科編〕(広島県教育委員会事務局指導課)

昭和U年2冊 339~340

学校管理関係参考資料〔教育委負会・校長・教員の
職務について〕(広島県教育委員会事務局学事課)

昭和U年1冊 3a

第7次賃金闘争方針(附・オルグ、交渉参考資料)
昭和U年1冊 342

公務災害補償一件昭和蛇~"年1冊 343

(年末年始人事内申書記入について)
昭和43年1枚 344

旅費執務参考(可部教育事務所)
昭和43年1冊 345

学校管理運営費基準「小学校編」「中学校編」(広島
県市町村教育委員会連合会)

昭和心年2冊 346~347

教育委員会事務局職員研修会資料
昭和"~46年1冊 348

分類別蔵書統計表昭和U~47年1冊 349

共済組合説明会資料昭和"~47年1冊 350

共済組合事務の手引き昭和"~47年1冊351

給与実態調査表高年令者雇用状況報告書
昭和"年1袋 352

教育調書一件昭和"~45年1冊 3聡

統計一件昭和妬~47年1冊 354

教育職員免許状実務便覧(広島県教育委員会事務局
昭和45年1冊高校教育課) 3郭

生徒数・学級数推計資料綴(3枚)
昭和45年1綴 3弱

学校事務の手引き昭和46年1冊 3釘

(学校教員統計調査関係綴)
昭和46年1冊 358

(回数券)昭和46年2枚 3弱

(教育委員会雑一件)昭和47年1冊 360

(出張伺命令書)昭和47年4綴 361~364

教育行政施策〔付昭和47年度主要行事予定〕
昭和47年1冊 365

調定調害控綴昭和47年1冊

教育長会記録綴昭和47年1冊

町内校外補導連絡会議(一件)
昭和47年1冊

寄付受納一件昭和47年1冊

教育職員給与特別措置関係資料集
策普及特別資料)昭和47年

教科別支出状況管理簿昭和47年

企画課関係一件綴昭和飴~49年

文書受払簿昭和娼年1冊

事務連絡一件昭和48年1袋

警備及び清掃日報昭和48年1冊

要望一件(学校関係)昭和娼年1冊

認8

379

389

366

367

3脚

(教育職員文教施
1砺 370

1冊 371

1需 372

380

381

368

教育委員会報告事項 1綴

(年末年始人事内申害記入について)

出張伺命令書 1綴

(葉害)(5枚) 1綴

陳情書(4部) 1綴

390

382

広島県報告
383~384

1袋 3舗

*

6

*

373

*

374

375

376

386

<教育予算・財政>

支出諸愚書綴昭和舗~40年1冊

地方教育費の調査(〔昭和34会計年度〕
昭和36・"年2綴書他)

教育行財政費調査表在中昭和36年

予算差引簿昭和36年1冊

歳計現金受払日計簿歳入歳出整理簿
昭和36年1冊

補助金関係昭和37~蛇年1冊

行財政費調査票昭和37年' 1袋

収入額調書昭和釘年1袋

1袋

37フ

387

378



391歳出整理簿昭和37年1冊

災害復旧関係昭和38~39年1冊 392

教育費行財政調査
昭和38~47年7冊 393~399

教育行政費・学校教育費調査票在中
昭和器年1袋 400

一般会計試算表昭和諦年1冊 401

歳入現計書綴(安佐中学校関係)
昭和認年1冊 4舵

予算書昭和39~45年5冊 403~407

教育長給与費国庫補助関係
昭和39~如年1冊 408

広島県会計規則(第29号別冊)
昭和諦年1冊 409

(給食費補助明細)昭和39年1枚 410

校舎新築議決書予算書綴昭和42年1冊 4Ⅱ

社会増状態と財政状況調昭和心年1袋 U2

(予算差引)昭和43年1綴 413

補助金関係諸件(学校関係)
昭和"年1冊 414

社会教育旛設整備費[公民館]補助金申請一件
昭和"年1冊 415

予算関係書類昭和妬~47年2冊 416~417

金銭出納帳昭和45~妃年1冊 418

調定調害綴(控)昭和45~46年2冊419~420

(起債計画書)昭和46年1冊 421

公立学校施設費国庫負担等に関する関係法令等の運
用細目昭和47年1冊 422

教育費調査票昭和47年1袋 423

全国市町村教育委員会財務事務担当者研修会資料
〔中国・四国地区〕(主催文部省、香川県教育委

昭和47年1冊 424員会)

単位費用積算基礎(市町村教育費分)(文部省初等
中等教育局財務課)昭和47年1冊 425

教育財産廃棄一件昭和47年1冊 426

428~430

<学校組合>

予算差引簿〔家庭教育学級〕
昭和47年1冊

教員等の支出経費調査関係書
昭和松年3綴

財産目録昭和蝿年1綴 431

安古市・教育予算・財政学校組合

安佐中学校自転車置場、
学校組合)

432

(安佐中
4郭

[別表]起債申請書様式(自治省財政局)
1冊

* *

7

*

427

(歳入歳出予算書綴)
30年までは
(安佐郡安村外三箇村中学校組合)

31年から48年3月19日まで
(安佐郡安古市町佐東町中学校組合)
昭和23~36・45・47年4綴 433~436

組合会議録(安古市町佐東町中学校組合)
437~4認昭和24~47年2冊

(一般会計歳入歳出決算書綴)
30年までは
(安佐郡安村外三箇村中学校組合)

31年から48年3月19日まで
(安佐郡安古市町佐東町中学校組合)

昭和28・30~46年5綴 439~443

(安古市町佐東町中学校組合一件)
昭和33~45年1冊 444

告示書写及通知綴(安・佐組合)
昭和37~蝿年1冊 445

教育委員会会議議事録綴(安佐郡佐東町中学校組合
教育委員会)昭和37年~47年1冊 446

歳入整理簿(安佐中学校組合)
447~454昭和37~46年8冊

議会準備書綴(安古市町・佐東町中学校組合議会)
昭和37年1冊 4郭

建物共済一件(安・佐組合)
昭和37年1冊 456

支出証愚書綴 1号(安・佐組合)
昭和37年1冊 457

体育倉庫建設一件
昭和37年1痛



安古市・学校組合

歳出整理簿(安佐中学校組合)
昭和諦~39・42・"~46年1冊 459~465

収入通知書綴(安佐中組合)昭和認年1冊 466

支払証拠書整理表(安佐郡安古市町佐東町中学校組
合)昭和認年1冊 467

庶務一件(安・佐組合)
昭和39~42年1冊 468

収入額調書綴(安・佐組合)
昭和39・"~46年4冊 469~472

歳入現計害綴(安・佐組合)
昭和39~46年9冊 473~481

歳入額調書(安・佐組合)昭和39年1冊 482

支出額調害(安・佐組合)昭和39年1冊 4部

一般会計予算見積(安・佐中学校組合)
昭和如年1冊 484

一般会計決算資料(安・佐組合)
昭和40年1冊 485

(安佐中学校)特殊教室増築綴(安佐郡安古市町佐
東町中学校組合)昭和卯年1冊 486

校舎新増築一件(安佐郡安古市町佐東町中学校組合)
昭和41~心年1柵 487

(教育課税に関する承認願い)
昭和41年1冊 488

生徒用便所改築工事(安佐中学校組合)
昭和41年1冊 489

安佐中学校新校舎放送施設(安古市町佐東町中学校
組合)昭和42~43年1冊 490

議会一件(安佐中学校組合)
昭和43・45年1冊 491

※学校組合庶務一件(安佐中学校組合)
昭和43年1冊 492

地方行財政資料〔広島県地方課編〕(安佐郡安古市
町佐東町中学校組合)昭和"年1冊 493

水泳プール建設綴〔国庫補助一件〕安佐郡安古市町
佐東町中学校組合)昭和"年1冊 494

(安佐中学校)水泳プール建設事業県費補助一件
(安佐郡安古市町佐東町中学校組合)

昭和"年1冊 495

*

公務災害補償綴(安佐郡安古市町佐東中学校組合)
昭和妬~蝿年1柵 496

(普通会計等財政状況調)(安・佐組合)
昭和45~47年23枚 497

分校建設一件(中学校組合)
昭和45~46年1冊 498

国庫補助関係綴〔一般整備事業・危険改築事業〕
(安古市町佐東町中学校組合)

昭和妬年1冊 499

安佐中学校校舎増改築工事契約書綴(安古市町佐東
町中学校組合)昭和45年1冊 500

校舎〔本館〕新築一件(安古市町佐東町中学キ交組合)
昭和45年1冊 501

安古市町佐東町中学校組合議会定例会議日程
昭和46~47年3冊 502~504

議決書綴(安古市町佐東町中学校組合)
昭和46~47年2冊 5儒~506

一般会計歳入歳出決算付属資料(安佐郡安古市町佐
東町中学校組合)昭和妬年2冊 507~508

広島市並びに安佐郡安古市町、同郡佐東町及び同郡
高陽町の合併に伴う一部事務組合の取扱いに関す
る協議書〔試案〕昭和47年1冊 509

学校組合一件昭和47年1冊 510

寄付者芳名録(安古市町・佐東町中学校組合教育委
昭和47年1冊員会) 511

(城南中学校設計変更承認図)(安・佐中学校組合)
昭和U年5枚 馴2

事務引継書安古市町佐東町中学校組合
昭和妃年1冊 513

予算見積書(安・佐組合)
昭和娼年3冊 馴4~516

1冊 517公印台帳(安佐中組合)

8

* *



学力調査一件(新和・安小学校)
昭和37~40年1冊 518

教科用図書無償措置について
昭和認~43年1綴 別9

教科書採択一件昭和38~"年1冊 520

教科用図書の無償措置実施に伴う事務の手びき
昭和認年1冊 521

教科書目録小学校用(文部省)
昭和38年1冊 522

教科害無償一件(安佐中)(城南中)(安佐中教育委
昭和42~娼年2冊 記3~524員会)

通学路に係る道路交通状況の調査に対する説明会
昭和北年1冊 525

<学校教育>

*

技術・家庭〔産振1件〕
昭和43~48年1冊 526

学校教育一件昭和"年1冊 聡7

(教科害一覧表)(安佐中)昭和"年 1冊 528

教科書編集趣意書(文部省)
(家庭、音楽、理科、書写、図画工作、社創也図、

昭和妬年1綴 529国語) 8冊

日程変更届(新和小、安小、大町小、安幼、痢和幼)
昭和46~47年1綴 530

(安古市町立安幼稚園児推計・第二新和幼稚園児推
昭和47~51年1枚 531計表)

御注文の栞檜書店目録昭和47年1冊 532

夏季休業中の服務及び指導計画
昭和47年1冊 533

534学校教育昭和47年1冊

※指導課関係一件綴昭和48~四年1冊 脇5

※保健体育課関係一件綴昭和娼年1冊 536

538教育施設調書昭和30~31年1冊

備品台帳安古市町教育委員会
昭和30~45年1冊 539

小学校理科教育設備台帳
昭和36~40年1冊 540

教育施設整備一件昭和釘~39年1冊 541

(物品購入伺)昭和37年1冊 542

学校営繕一件昭和認年1綴 543

営繕一件昭和蝿年1綴 544

施設台帳作成用紙昭和認~卯年1綴 545

(安佐中学校)理科特別教室建築工事一件 〔国補関
昭和訟年1冊係書類綴込〕 546

(新和小学校校舎増築工事図面)
昭和41~42年1冊 547

548施設台帳昭和41年1冊

新和小学校校舎増築工事関係書(仕様書・構造計算
書・設計図)昭和41年4綴 549~551

(新和小学校校舎増築工事一件)3枚
昭和41年1綴 552

南校舎耐力調査一件(安佐中)
昭和41年1袋 553

<学校施設>

(地図複写)15枚 1綴

安古「1テ・学校教育学校施設

*

9

*

聡7

契約書綴(入札関係書)
昭和42~43年1綴 554

校舎新築国補関係綴(決定通知書他関係害類)
昭和蛇~嶋年1冊 5弱

(安佐中学校新築工事設計図)
昭和42~43年4綴 鶚6~弱9

(設計図等)新和小学校水泳プール建設工事一件
昭和42年3綴 560~562

(安小学校校舎増築工事一件)
昭和U年1綴 563

備品台帳(安幼稚園)昭和43~46年1冊 564

公立学校建物の実態調査
昭和43~47年1冊 5備



安古市・学校施設

物品分類表昭和43~"・46年5冊 566~570

安古市町立幼稚園新築工事関係図表(設計図・工程
昭和43年3綴表) 571~573

安小学校水泳プール建設工事設計 q士1蒙書・誕十図)
昭和43年3綴 574~576

建築設備工事共通仕様書昭和"年1冊 57フ

建築工事共通仕様害昭和"年1冊 578

建設計画一件昭和妬~46年1冊 579

学校施設整備計画一件昭和妬~47年1冊認0

安佐中学校校舎増改築工事入札関係諸綴
昭和妬年1冊 581

安佐中学校校舎設計図審査資料
昭和45年1冊 582

信忍証通知害)設計図(安佐中学校)
昭和45年2綴 583~584

第二安佐中学校新設計画書昭和鮖年 1冊 585

校舎増改築事業追加工事一件
昭和45年1冊 586

(し尿浄化そう(設計届出)書)
昭和45年1冊 587

新和小学校二階取付工事仕様害
昭和45年1冊 588

学校給食施設設備台帳(安小・新和小)
昭和46年1冊 589

プールー件(安佐中学校)
昭和46~47年1冊 590

文教旛設整備雑件昭和46~47年1袋 591

公立学校建物の実態調査票
昭和46年1冊 592

備品購入状況調査簿(城南中学校)
昭和47年1冊 593

安佐中屋体一件昭和47年1綴 594

施設整備及び補助金昭和47年1冊 5部

調査報告書(城南中学校地質調査)
昭和47年1札 596

着工届昭和47年1綴 597

(全国公立学校施公立学校施設関係法令集〔追補〕
昭和U年 1冊設整備期成会) 598

安佐中学校施設の状況昭和Ⅱ年 1綴 599

(安佐中・城南中五ケ年計画)
昭和47年1冊 600

城南中学校新設一件昭和47年1綴 601

城南中学校地質調査昭和Ⅱ年1冊 6促

安古市町立安小学校増築工事工事工程表 ( 2 枚)
昭和47年1綴 603

〔第二新和小〕大町小学校(新築工事一件)
昭和訂年1袋 604

大町小47年度資料(新和第2小新築工事設計図)
昭和47年1綴10枚 6備

大町小学校関係一件昭和47年1冊 606

小学校・幼稚園[施設]関係資料
昭和47年1袋 607

施設課関係一件綴昭和娼~四年1冊

(安佐中学校関係綴)昭和48年1冊

城南中学校竣工図昭和銘年1綴

安幼稚園竣工図電気設備給排水設備
昭和48年1袋 611

*

608

*

609

(設計図面)3枚 1綴 612

安古市町立大町幼稚園新築工事設計図 1綴 613

新和小学校新築工事(設計図)3綴 614~616

新和第二小学校新築工事設計図(意匠・設備・構
造) 2綴 617~618

(大町小学校図面)8枚 1綴 619

御見積仕様書(城南中学校) 1冊 620

城南中学校校舎新築校地造成工事内訳明細書
1冊 621

(物品分類表) 1冊 622

備品明細その他 1袋 6器

備品台帳(安古市町立安小学校) 2冊 624~625

10
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備品台帳(新和幼稚園)

備品台帳(新和小学校)

※文化財関係書類綴昭和34~如年1綴 629

勤労青年国内研修のまとめ(広島県教育委員会社会
630教育課)昭和35年1冊

視聴覚教育関係綴
昭和36.42~心.45~46年5冊 631~635

社会教育関係文書綴
昭和37・39~47年13冊 636~648

(同和教育一件)昭和38~40年1袋 649

安古市町体協関係一件
昭和40~"・47年5冊 650~654

同和対策審議会答申昭和40年2冊 655~紡6

安芸郡府中町公民館の資料
昭和42~47年1冊 飾7

社教〔婦人〕関係一件昭和42年1冊 紡8

青少年教育一件昭和43~47年5冊 659~663

婦人教育関係一件昭和43年1冊 664

バレーボール部会の開催について[通知] 5枚
昭和43年1綴 6備

視察簿(安古市町中央公民館)
昭和44~45年1冊 666

青年教育の現状と問題点一中国・四国地区一国立江
田島青年の家昭和"年1冊 667

備品台帳(公民館備品台帳)
昭和妬~47年1冊 668

施設利用状況調昭和45~47年1冊 6脚

公民館日誌昭和45~47年3冊 670~672

公民館まつり一件昭和45年1冊 673

NHK16ミリ映画フィルム目録
昭和妬年1冊 674

1冊

2冊

<社会教育>

627~628

626 「青年の家」における勤労青年教育
昭和45年1冊 675

(家庭教育資料NO.12)家庭教育の充実を求めて(広
島県教育委員会事務局社会教育課)

昭和45年1冊 676

若い婦人の学習機会の充実をねがって一昭和45年度
婦人教育調査指導一(広島教育委員会事務局社会

昭和45年1冊教育課) 67フ

15の素顔やすふるいち昭和45年1冊 678

やすδ、るいち15才の素顔昭和45年1冊 679

青少年非行防止・スクールゾーン対策
昭和妬~47年1冊 680

公民館関係一件昭和46~47年2冊 681~682

70青年教育資料NO.28 中国山地に学ぷ中国山地
青年パイオニア研究報告(広島県教育委員会事務
局社会教育課編)昭和46年1冊 683

※公文綴(安古市町中央公民館)
昭和46年3冊 681~686

沿革史(公民館)昭和46年1冊 687

講演会昭和46年1冊 688

同和教育指導課一件綴昭和47~49年1冊6釣

同和教育をすすめるために〔議案〕(広島県教育委
昭和47年1綴 690員会事務局)2冊

研究指導一件昭和47年1綴 691

教材使用届綴昭和47年1冊 692

家庭教育学級の充実のために(乳幼児期の家庭教育
昭和47年1冊学級に関して) 693

社会教育課関係一件綴昭和48年1冊 694

週休2日制等余暇の増大に対処する社会教育施策に
ついて〔提言〕(プロジェクト・チーム)

昭和娼年1綴 695

広島市生活学校連絡協議会共同学習「輸入食品」
(広島市生活学校連絡協議会・広島市新生活運動

推進協議会・広島県新生活運動協議会・広島市中
昭和48年1冊央公民館) 696

安古市地区住民学習会〔教室・学級〕
昭和娼年2冊 697~的8

*

安古市・学校施設社会教育

Ⅱ

* *



安古市・社会教育

(広島県教育婦人教育資料NO.12 婦人の生活と学習
委員会事務局社会教育課) 1冊 699

安地区郷士史散策第一号(安小学校PTA文化
部) 1冊 700

先哲のことばと青年教育 1冊 701

青年教育の現状(広島県教育委員会事務局社会教育
課) 1冊 7呪

家庭教育資料血13 家庭教育の充実を求めて一昭和
45年度家庭教育調査指導事業一(広島県教育委員
会事務局・社会教育課) 1冊 703

視聴覚機器カタログ 1冊 704

視聴覚機器操作説明害 1冊 705

子ども会の手びき結成趣意書 1袋 706

親子で体操を 1綴 707

レコード台帳 1冊 708

同和対策関係資料(広島県・広島県教育委員会)
1冊 709

社会教育における同和教育の道標 1冊 710

安古市町公民館計画案B案 2綴 711~712

スポーツテスト・壮年体カテスト実施要項
教育委員会) 1冊

(広島県
713

12



矢野町役場文書

矢野町議会会議録綴昭和46~訂年

定例会々議録綴昭和47・四~50年

公有水面埋立免許申請書・役場庁舎落成
昭和32・43年2冊

※災害共済関係書類昭和32~37年1冊

建物災害共済契約書昭和32~37年2冊

建物災害共済文書綴昭和34年起 1冊

※呉線強化期成同盟会書類一件
昭和35~45年2冊

(当直日誌)昭和36年1冊

第二分団屯所新築工事昭和45年1冊

地方公務員災害補償基本一件
昭和四年1冊

※広島広域市町村圏振興協議会一件
昭和蝿年1冊

※統計一件昭和49年1冊

'、、、

民生矢野.議会庶務総合計画財務・会計

2冊

2冊

務

1~2

3~4

基本計画中間報告資料 1包

* *

地方交付税算出資料昭和25~心年1冊 器

財産一件綴昭和34・42~48年7冊 24~30

決算害綴昭和35~蝿年3冊 31~33

地方交付税一件
昭和40~41・嶋~49年9冊 34~42

歳入歳出決算書昭和43~47年5冊 43~47

矢野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書
昭和"~47年4冊 48~51

矢野町農業共済事業特別会計歳入歳出決算書
昭和"~47年4冊 52~55

起債借入申込手引中国財務局中国郵政局財政係
昭和47年1冊 56

矢野町一般会計・国保特別会計・農業共済特別会計
昭和娼年1冊 57歳入歳出決算害

交付税報告綴昭和蝿年1冊 58

※各種団体助成金資料昭和的年1冊 59

5

フ~8

9

財務・会計

*

消防団基礎資料 1袋

(写真 17枚) 1袋

災害関係(ネガアルバム)
ム整理分外)〕 1冊

能

*

10~Ⅱ

松

13

*

詑

*

15

16

〔白黒ネガ18本(アルバ
17

3冊

矢野町マスタープランのための基礎調査
昭和42年1冊

国勢調査一件冊子編昭和45年1冊

Jノ戈、
、D、

14

ム、
口 計画

民生法外援護資金資本台帳
昭和31~40年

日赤募金事務費割当出納簿
昭和37~50年

共同募金事業費割当金出納簿
昭和37~心年

民

63~備

生

※共同募金一件
昭和42・46~47・四年

玲

1冊

1冊

60

1冊

61

会

0
 
1

2
 
2

玲
円



矢野・民生土木学務

金銭出納簿矢野町共同募金会
昭和U年起 1冊

世帯厚生資金貸付一件厚生課福祉係
昭和46年起 1冊

社会福祉協議会補助金一件厚生課福祉係
昭和49年1冊

日赤募金一件厚生課福祉係
昭和四年1冊

旧隔離病舎図面 1枚

66

* *

調査統計一件建設課昭和心年1冊

町道(研屋線)整備事業債(事業中止)財政係
昭和48年1冊

清風荘増築一件昭和四年1冊

釘

*

士

68

69

木

70

※学校基本調査一件

゛)与

子・

71

務

昭和娼~四年2冊 74~75

14
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安古市町役場文書

規例 .................●●●●●●●●●吾●号●

条例

務庶 ....゛........................,●●●●●●暑●●●●●

都市計画懇談会

総合計画

合併建設計画

財務・会計 ............畢..●●●●●●●●●●●●●●●●◆暑●●●●●●●

財政

農業・士木

米生産調整・産業振興

務学

教育庶務.学校組合庶務・指導課関係・保健体育課関係・文化財関係.公文綴

矢野町役場文書

務庶

災害共済関係書類・呉線強化期成同盟会

糸急合計画 .,........暑...●●●●暑●●●●●●●●●◆暑●●●●●●●......

広島広域市町村圏振興協議会・統計

財務・会計

各種団体助成

生民

共同募金

務学 .暑..........●●●●●●●●●●●●●●●●.............暑..

学校基本凋査

件

41

名 の

.゛................昏........●.●●●●●●●●●●●●●...督.........

部

.............................●●●●●,●■●●●●●●●●
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20
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21
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27
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37

39
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安古市町役場文書

28 廃止条例(昭和30~41年)

町役場の位置を定める条例

支所設置条例

監査委員条例

職員の給与に関する条例

旅費支給条例

手数料条例

安古市町職員定数条例

副収入役を置くこと及びその定数条例

職員の退職手当に関する条例

職貝の退職手当に関する条例

安古市町基本財産蓄積条例

議会の議決又は住民の一般投票に附すべき財産営
造物並びに議決に附すべき契約に関する条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例

古市小学校講堂建築資金積立条例

坂本文庫維持整備資金積立条例

議会の議員の採酬及び費用弁償等に関する条例を
一部改正する条例

安古市町議会の議員定数及び選挙区設定条例

消防団員公務災害補償条例

火災予防条例

危険物取締条例

印鑑に関する条例

特別職の職員の退職手当に関する条例

安古市町営住宅管理条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町農業共済条例

安古市町使用料条例

安古市町税条例

固定資産税の納期の特例に関する条例

安古市町税条例の臨時特例を定める条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

職員団体の登録に関する条例

例 規

廃止条例安古市町条例綴

職員団体の行う交渉に関する条例

安古市町建設審議会条例

29 安古市町条例綴(昭和30~42年)

安古市町農業委員会委員の選挙による委員の定数
条例

安古市町公告式条例

特別職の職員の給与に閧する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例

安古市町議会常任委員会及ぴ特別委員会条例

安古市町消防団条例

安古市町社会教育委貝条例

町有財産の取得管理及び処分条例

圖定資産評価審査委員会条例

町村合併後一箇年以内退職を申し出た職員に対す
る退職手当の支給額を定める条例

特別職の職員の期末手当に関する条例

安古市町職員の勤務時間及び休暇に関する条例

職員の服務の宣誓に関する条例

職務に専念する義務の特例に関する条例

職員団体の業務に専従する職貝に関する条例

副収入役を置くこと及びその定数条例と廃止する
条例

地方自治法第二0七条による実費辨償額及び支給
方法条例

定例会の回数を定める条例

安古市町議会常任委員会及び特別委員会条例のー
部を改正する条例

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

安古市町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等
に関する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

那酬及ぴ費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町議会議員定数減少条例

町財政事情の作成及び公表に関する条例

立会演説会に関する条例

保育所条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

15



安古市町条例綴

報酬及ぴ費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例

安古市町議会事務局設置条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町議会の議員定数及び選挙区設定条例を廃
止する条例

皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日と
する条例

安古市町議会議員定数減少条例の一部を改定する
条例

安古市町国民健康保険税条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

議会の議員の毅酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

安古市町議会常任委員会及び特別委員会条例のー
部を改正する条例

安古市町営住宅管理条例

安古市町教育委員会教育長の給与及び勤務時問等
に関する条例の一部を改正する条例

安古市町建設審議会条例の一部を改正する条例

職員の退職手当に関する条例を廃止する条例

特別職の職員の退職手当に関する条例を廃止する
条例

安古市町建設審議会条例の一部を改正する条例

板川橋災害復旧工事分担金徴収条例

報酬及び費用弁償額並ぴに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

危険物取締条例を廃止する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

町役場の位置を定める条例

急性灰白髄炎予防接種実費徴収条例

筏ケ鼻頭首工災害復旧工事分担金徴収条例

安古市町営住宅管理条例の一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に閧する条例
の一部を改正する条例

下井手頭首工災害復旧工事分担金徴収条例

議会の議員の隷酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町課設置条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

支所設置条例を廃止する条例

安古市町公告式条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

議会の議貝の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

火災予防条例

消防団員等公務災害補償条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

報酬及ぴ費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

町営住宅管理条例の一部を改正する条例

日雇労働者就職支度金の貸付に関する条例

安古市町営住宅管理条約の一部を改正する条約

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条
例

記号式投票に関する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

開票管理者等の報酬額に関する臨時特例条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町保育所条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

議会の議員の蛾酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

安古市町監査委員条例

安古市町証紙条例

安古市町農業共済条例

安古市町督促手数料及び延滞金条例

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

安古市町基本財産蓄積条例を廃止する条例

古市小学校講堂建築資金積立条例を廃止する条例

坂本文庫基金条例
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手数料条例の全部を改正する条例

安古市町青少年問題協議会設置条例

職員の給与に関する条例の全部を改正する条例

旅費支給条例の全部を改正する条例

議会の議貝の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の全部を改正する条例

印鑑に関する条例の全部を改正する条例

安古市町使用料条例の全部を改正する条例

安古市町火葬場設置及び管理条例

安古市町営住宅管理条例の一部を改正する条例

安古市町立小学校設置及び管理条例

安古市町会館設置及び管理条例

安古市町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給
に関する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

安古市町課設置条例の一部を改正する条例

安古市町税条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

報酬及び費用弁償額並びに支給力法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町農業共済条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

安古市町防災条例

安古市町災害対策本部条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

安古市町課設置条例の全部を改正する条例

安古市町国民年金印紙購入基金の設置及び管理に
関する条例

安古市町立幼稚園設置条例

安古市町条例綴

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

職員団体の登録に関する条例を廃止する条例

職員団体の行う交渉に関する条例を廃止する条例

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関す
る条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

安古市町使用料条例の一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

安古市町火葬場設置及び管理条例の一部を改正す
る条例

安古市町立幼稚園保育料条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町建設審議会を廃止する条例

安吉市町建設審議会設置

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町消防団員等公務災害補償条例の全部を改
正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町会館管理室使用条約

安古市町消防団員等公務災害条例の一部を改正す
る条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

安古市町国民年金印紙購入基金の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例

安古市町稲作改善基金の設置、管理及び処分に関
する条例

安古市町農業共済条例の一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例
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安古市町条例綴条例公布害綴

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

大田基金の設置、管理及び処分に関する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

安古市町住宅改修資金貸付条例

安古市町住宅改修資金貸付事業特別会計条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町督促手数料及び延滞金条例の一部を改正
する条例

安古市町課設置条例の全部を改正する条例

安古市町稲作改善基金の設置、管理及び処分に関
する条例を廃止する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

安古市町消防団員等公務災害補償条例の一部を改
正する条例

安古市町課設置条例の一部を改正する条例

東野地区公共施設整備基金の設置、管理及び処分
に関する条例

安古市町士地開発基金条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

安古市町国民年金印紙購入基金の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例

安古市町課設置条例の全部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

安古市町教育委貝会教育長の給与及ぴ勤務時間等
に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

安古市町公民館管理室使用条例

安古市町公民館条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

安古市町農業共済条例の一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民民健康保険税条例の一部を改正する
条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

安古市町清掃条例

安古市町同和対策審議会条例

安古市町住宅改修資金貸付条例の一部を改正する
条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

30 条例公布書綴(昭和U~48年)

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険税条例の・一部を改正する条
例

安古市町農業共済条例の一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

報酬及び贊用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

安古市町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等
に関する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例の一部を改
正する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並ぴに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例
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報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町国民年金印紙購入基金の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例

安古市町消防団員等公務災害補償条例の一部を改
正する規則

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

昭和四十五年六河に支給する期末手当の額の臨時
特例に関する条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例

安古市町職員の勤務時問及び休暇に関する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

職貝の給与に関する条例の一部を改正する条例

昭和四十五年十二月に支給する期末手当の額の臨
時特例に関する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

安古市町教育委員会教育長の給与及び勤務時問等
に関する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

安古市町住宅改修資金貸付条例の一部を改正する
条例

職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規
則

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

安古市町課設置条例の一部を改正する条例

報酬及ぴ費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

安古市町敬老年金条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町営住宅設置及管理条例の一部を改正する
条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町会館設置及び管理条例の一部を改正する
条例

条例公布書綴

安古市町会館管理室使用条例の一部を改正する条
例

安古市町使用料条例の一部を改正する条例

火災予防条例を廃止する条例

職貝の給与に関する条例の一部を改正する条例

昭和四十六年六月に支給する期末手当の額の臨時
特例に関する条例

助役の定数を増加する条例

安古市町課設置条例の一部を改正する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町国民健康保険条例の一部を改正する条例

安古市町保育所条例の一部を改正する条例

安古市町使用料条例の一部を改正する条例

安古市町職員定数条例の全部を改正する条例

安古市町消防団員等公務災害補償条例を改正する
条例

安古市町消防等賞じゅつ金条例の一部を改正する
条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

昭和四十六年十二月に支給する期末手当の額の臨
時特例に関する条例

安古市町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等
に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例

特別職の職員の期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

安古市町老人医療助成条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町火葬場設置及び管理条例の一部を改正す
る条例

安古市町使用料条例の一部を改正する条例

安古市町立幼稚園設置条例の一部を改正する条例

安古市町立小学校設置及び管理条例の一部を改正
する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

報酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例
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条例公布書綴都市計画懇談会一件合併建設計画

安古市町消防団条例の一部を改正する条例

安古市町会館管理室使用条例の一部を改正する条
例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

安古市町農業共済条例の一部を改正する条例

安古市町士地開発基金条例を廃止する条例

安古市町税条例の一部を改正する条例

安古市町農地課税審議会条例

安古市町国民健康保険税条例の一部を改正する条
例

昭和四十七年六月に支給する期末手当の額の臨時
特例に関する条例

毅酬及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例
の一部を改正する条例

安古市町消防団員等公務災害補償条例の一部を改
正する条例

安古市町職員定数条例の一部を改正する条例

坂本文庫基金条例を廃止する条例

大田基金の設置及ぴ処分に関する条例を廃止する
条例

東野地区公共施設整備基金の設置、管理及び処分
に関する条例を廃止する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

昭和四十七年十二月に支給する期末手当の額の臨
時特例に関する条例

安古市町国民年金印紙購入基金の設置及び管理に
関する条例を廃止する条例

安古市町火葬場設置及び管理条例を廃止する条例

安古市町使用料条例の一部を改正する条例

安古市町敬老年金条例の一部を改正する条例

安古市町営住宅設置及び管理条例の一部を改正す
る条例

安古市町農業共済条例を廃止する条例

野都市計画懇談会一件(昭和U~46年)

都市計画研究会の設置に伴う委員の選任について
(連絡)

研究会(第1回)の開会について

都市計画法の施行に伴う市街化区域および市街化
区域設定に関するタイムスケジュールについて
(広島県案)

都市計画研究会研究作業計画書(案)

大字別将来人口及び人口密度予測表

大字別人口推移表

都市計画法による市街化区域および市街化調整区
域の区域区分と農林漁業との調整措置等に関す
る方針

宅地開発税

大字別市街化区域面積

(教育委員会資料)

安古市町全図

教育施設(小学校、幼稚園)整備計画

公立小学校の児童数および学級数推計票

(学校施設状況調査等)

安古市町整備3年(S.45~S,47)計画書

都市計画研究会の開催について(連絡)

都市計画研究会研究事案

小学校々地計画研究会の設置、委員の選任及び研
究会の開催について(連絡)

小学校及び幼稚園用地取得打合せについて(研究
会開催)

新しい都市計画、住みよい街づくりのために

広島広域都市圏、建設基本計画のあらまし

昭和46年度主要事業計画書

都市計画法令集

庶 務

137 合併建設計画(昭和47~48年)

広島市・安古市町・佐東町・高陽町合併協定書

広島市・安古市町合併建設計画書

安古市支所組織別人員

三茂会懇言炎会
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昭和47年度繰越明許費繰越計算書(総括表)

昭和47年度追加要望

要望書

合併懇談会

安古市支所組織別人員

合併町組織・職員数等件数調

(事務引継にっいて)

安古市支所の組織

第二新和小の位置について

追加予算の件

建設財政計画総括表

(学校建設事業費等計算表)

合併建設計画単価(見込)表

市町村行財税政状況調

財政事情等について(回答)

年末超短期資金の所要見込額調について

財政事情等にっいて(回答)

昭和42年度予算状況調査にっいて(報告)

昭和41年度行政投資実績調査にっいて(回答)

昭和此年度現年発生単独災害復旧事業の見込額に
つV、て

地方公共団体における庁舎、会館等の建設状況調
等について

財政の執行の繰延べにっいて(通知)

市、町村行財政に対する県の施策にっいて(報
告)

縁故資金等による事業実施状況の報告.にっいて
(通知)

昭和42年度財務事務研修の実施にっいて(通女の

昭和此年度の補正地方財政措置等にっいて(通
知)

昭和42年度現年発生単独災害復旧事業債および特
例債等の計両書の提出にっいて(通知)

財務事務研修の推せん書

昭和42年度退職手当債の申請にっいて(通会の

昭和42年度地方債(現年発生単独災害復旧事業起
債)のせん議について

市町村における昭和41年度地方財政状況調査表の
提出について(伺)

昭和43年度の主要事業(適債事業)の実施計画
(案)の提出について

湛水防除事業の充てた地方債の元利償還金にっい
て(照会)

証明願にっいて(依頼)

資金運用部地方資金の融通先実地調査の実施にっ
いて

債務負担行為等の状況にっいて(照会)

昭和42年度普通会計等決算見込額調にっいて(回
答)

町村消防設備資金(長期3月末)償還にっいて
(お願い)

簡易生命保険積立金の長期貸付金に対する定期償
還について

昭和此年版「地方資金借入要領」発刊に伴う購入
依頼について

巧7 財政一件綴(昭和41~43年)

財政事情等について(回答)

昭和41年度資金運用部地方資金(長期資金)の融
通説明会の開催について

昭和41年度地方債のうち資金運用部資金にかかる
事業の進捗、事業費の支出及び資金借入(予定)
等の調査にっいて(回答)

起債償還について

昭和42年度地方債の要望にっいて(照会)

地方債の不用額報告にっいて(通知)

昭和41年度普通会計決算概況にっいて(回答)

昭利U年度普通会計ならびに国民健康保険事業勘
定決算見込額にっいて(照会)

普通会計の予算状況にっいて(照会)

有線放送業務の運用状況報告にっいて(通知)

年金融資のしおり

資金運用部地方資金融通現在高等の突合にっいて
(回答)

昭和U年度縁故債および交付公債の借入条件およ
び発行条件等にっいて(回答)

昭和41年度地方財政状況調査にっいて(依頼)

昭和41年度地方財政状況縄査(決算統計)の検収
場所の変更にっいて(通知)

地方行財政資料の送付にっいて(通知)

災害復旧事業事務説明会開催にっいて(通知)

合併建設計画財政一件綴

財務 .

巧8 財政一件綴(昭和43年)

鉄道利用債の引受額等に関する調査にっいて(照
△)
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財政一件綴

町有地の使用許可について

(町有地使用申請の許可について伺い)

公有地の調査について(回答)

昭和43年度地方財政資料の送付について

復命書

財政主管課長会議日程

昭和43年度地方財政の運営について

地方交付税法の一部を改正する法律の施行につい
て(通知)

交通反則金関係資料

財政主管課長会議の開催について(通知)

公募地方債消化状況調について(回答)

委託事務に関する調査について(回答)

資金運用部資金融通現在高等の突合について

昭和42年度縁故債および交付公債の借入条件およ
び発行条件等について親輩会)

昭和43年度分国有資産等所在市町村交付金につい
て(通知)

バス事業、海運事業に対する助成の実態について
(回答)

町村消防設備資金(9月末)償還払込通知につい
て

簡易生命保険積立金の長期貸付金に対する定期償
還について

地方公共団体の現有庁舎等実態調査について

12月分短期融通資金の要望について

昭和43年度義務教育施設整備事業(校地取得)に
かかる起債計画について(通知)

市町村振興基金について(通知)

広島県振興基金制度

財政事情等について(回答)

昭和42年度行政投資実績調査について(照会)

地方財政関係法令通達実例集購読について

財政事情等について(回答)

都市計画税の課税状況等に関する資料の作成依頼
について(回答)

r宅地開発又は住宅建設に関する便利施設の建設
及び公共施設の整備に関する了解事項」に基づ
く地方債等の取扱いについて(通知)

昭和43年度現年発生単独災害復旧事業の見込額に
ついて(回答)

公債費に関する調について(回答)

昭和此年度決算書作成について

工事請負契約書(三者契約)案について

地方公共団体における士地の保有状況について

市町村工事の入札、契約、保証金の取扱いについ
て御照会の件

財政分析等の説明会について(通知)

昭和43年度特別交付税の内示額について(通知)

寄附金の受領について q司い)

昭和心年度分特別交付税について(通知)

昭和43年度分の普通交付税額の変更決定について
樋知)

昭和43年度分の普通交付税額の変更決定に伴う差
額分交付について(通知)

自動車取得税交付金について(3河交付分)

図書のあっせんについて(通知)

(昭和43年度市町村財政調整交付金の交付)

予算書の送付について(通曳山

巧9 財政一件綴(昭和"年)

地方財政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"年度市町村振興資金借入希望事業調につい
て(照会)

昭和心年度普通会計および国民健康保険事業会計
決算見込額の調査について(回答)

財政主管課長会議の開催について(通会の

昭和44年度地方財政の運営について(案)

昭和U年度地方財政計画

地方交付税法の一部を改正する法律案要綱

地方公営企業関係資料

厚生年金保険積立金還元融資及び国民年金特別融
資施設の調査について(回答)

団体相互間における収入支出の状況調査について
(照会)

財政再建計画の取扱い及び策定要領の一部改定に
ついて(通知)

昭和"年度地方財政の運営について(通知)

資金運用部地方資金融通現在額の突合について

一時借入金現在額報告(44.フ.31現在調)

「昭和45年度の地力財政措置について」の資料送
付について

昭和"年度における辺地に係る公共的施設の総合
整備計画の策定等について(通知)

昭和44年度地方財政特別調査について

昭和43年度交通安全施設等整備事業の実績調につ
いて(依頼)
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昭和43年度縁故債および交付公債の借入条件およ
び発行条件等にっいて(回答)

昭和43年度法適用地方公営企業決算(見込)の概
促について

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)

昭和44年度の地方公営企業繰出し金にっいて(通
知)

昭和U年度の地方財政運営にっいて(通知)

普通建設事業費の状況調にっいて(照会)

図書のあっせんについて

財政事情について(回答)

公共用地先行取得に要する経費調にっいて(回答)

小.中学校プール等の建設にっいて(回答)

公共用地の取得実績に関する調にっいて(回答)

地方公務員の給与改定財源について

昭和43年度決算書の印刷について伺い

財政主管課長会議の開催にっいて(通知)

昭利妬年度主要事業に関する調にっいて(照会)

市町村財政主管課長会議日程表

税制調査会の昭和45年度の税制改正に閥する答申

昭和妬年度の地方税財政対策にっいての答申

土地開発基金にっいて(回答)

(国鉄財産の使用料の改訂にっいて)

公共用地需要緊急調査事務交付金清算書

公共用地需要緊急、調査事務に要する経費の交付に
ついて(通知)

昭和"年度普通交付税の額の変更決定にっいて
(通知)

財政一件綴米生産調整対策一件

広島県稲作対策本部の設置にっいて(通知)

殊剛乍転換作付条件整備事業」(農業改良資金)
の実施について(通知)

米生産調整対策関係資料の送付にっいて

昭和46年産米の政府買入れに関する措置に伴う関
係法令の要改正事項

農業主管課長および担当係長会議の開催にっいて
(通知)

稲作対策会議開催日の変更にっいて(通知)

昭和妬年度米生産調整目標数および事前売渡申込
限度数量の内定について(通知)

稲作転換の推進について

昭和46年度米生産調整実施計画書の安古市町にお
ける様式を定めることにっいて伺い

昭和46年産米の政府買入れに関する政令改正関係
資料について

米生産嗣整に関する事務連絡

米の生産調整協議会開催について

昭和'年度の米生産調整奨励補助金にっいての所
得税及び法人税の臨時特例措置にっいて(通

284 米生産調整対策一件(昭和46年)

農業生産の地域指標の試案の概況

農業生産の地域指標の試案の概況一総括表一

農業に関する基本指標(全国対比)

稲作対策会議の開催にっいて(通知)

米の生産調整対策について

陳情書(米の生産調整にっいて)

米の関係資料の送付について

知)

昭和45年度米穀流通消費改善対策費交付の内報に
ついて(通知)

昭和妬年度米穀流通改善対策費補助金の交付内示
について(通知)

米穀流通消費改善対策費補助金交付要綱

昭和45年度米穀流通消費改善対策費補助金交付申
請書

(46年対策昭和45年度米生産調整対策費補助金
分)の交付内示にっいて(通知)

昭和妬年度米生産調整対策費補助金交付申請書
(46年度対策分)

昭和45年度米生産調整対策費補助金の追加交付決
定に伴なう関係書類の提出にっいて依頼

(昭和45年度米生産調整対策費補助金(46年度対
策分)について)

事業実績報告書

昭和46年度米生産調整目標数量等の農業者別配分
方法にっいて(照会)

昭和46年度の米生産調整奨励補助金の単価の内定
につぃて(通知)

米生産調整奨励補助金の追加交付にっいて(通
知)

飯米農家への生産調整目標数量の配分に伴う米の
流通に関する措置要領の制定にっいて(通知)

事業実績報告書

昭和46年度米対策推進状況調査にっいて(通知)

農業・士木

J゛"
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米生産調整対策一件

(昭和45年度米穀流通消費改善対策補助金交付に
つし、て)

米穀流通消費改善対策費補助金収支決算報告書

昭和46年度米生産調整目標数量の決定について
(通知)

昭和46年度における米生産調整奨励補助金の額の
算出に係る単価の決定について(通知)

昭和46年度米生産調整および稲作転換対策におけ
るビール大麦の取扱いについて(通知)

米生産調整およぴ稲作対策に対する予算措置状況
について(照会)

休耕水田受託規程例および休耕水田寄託契約例に
ついて(通知)

広島県稲作転換推進資金利子補給費補助金交付要
綱について(通知)

昭和46年度米生産調整実施計画書の提出について
(通知)

昭和46年度米生産調整に伴う稲作期間の設定につ
いて(通知)

食料事務所が実施する米生産調整実施状況調査に
ついて(通知)

米の生産調整および買入制度に関する農家向けパ
ンフレットの配布について(通知)

「市町村における米生産調整の実態調査結果の概
要」の配布について(通知)

転用水田取得資金融通促進要綱の制定について
(通知)

広島県稲作転換推進資金利子補給費補助金交付要
綱および稲作転換推進資金利子補給費補助金取
扱要領の定制定について(通知)

広島県稲作転換推進資金利子補給費補助金交付に
ついて(回答)

畔剛乍転換関連特別事業の概要」の送付について
(通知)

米生産調整資料の送付について(通知)

稲作転換に伴う大豆に関する資料の送付について
(通知)

昭和46年度米生産調整に伴う転換面積等の調査に
ついて(回答)

米生産調整に伴う確認、事務打合せ会について

昭和46年産米穀申込限度数量について(通知)

米生産調整に伴う基準収穫量の決定について(通
知)

昭和46年度米生産調整奨励補助金の概算払いにつ
いて(通知)

生産調整による休耕地の管理対策指示について伺い

米生産調整確認、事務推進協議会の開催について
(通知)

復命書

昭和46年度米生産調整確認事務の委託について
(依頼)

安古市町昭和妬年度米生産調整確認事務推進協議
会開催について伺い

昭和46年度米生産調整確認、事務の委託契約につい
て

昭和46年度米生産調整確認事務の推進について
(依頼)

昭和46年度米生産調整協力費について(通会の

米生産調整奨励補助金の交付決定について(通知)

放送依頼について

米生産調整対策指導推進費補助金の交付について
納示)

昭和46年度米生産調整確認業務委託料の支出につ
いて(通知)

昭和46年度米生産調整確認指導推進費補助金交付
印、書

稲作転換促進特別事業実施要領について(通知)

水田裏作麦およびなたねの米生産調整における取
扱について(通知)

米生産調整清算事務協議会の開催について(通知

米生産調整清算事務協議会開催日程の変更につい
て(通知)

米生産調整対策に係る水田跡地の造林に対する補
助上の取扱いについて(通知)

昭和46年度米生産調整奨励補助事業変更承認申請
書(実績報告書、清算払請求書)の提出につい
て(通知)

昭和46年度米生産調整対策指導推進費補助金の交
付決定について(通知)

転用水田取得資金融通制度について(通知)

昭和46年度米生産調整対策指導推進費補助金の交
付決定について(回答)

「昭和46年度米生産調整協力特別交付要網」の制
定および交付対象数量の調査について(通知)

昭和46年度米生産調整協力特別交付要綱に基づく
交付金交付対象数量の調査について(回答)

委託業務実績報告書(報告)

昭和46年度米生産調整の実施状況調査について
(通知)

昭和46年度における稲作農家の状況および米生産
調整への協力実態等の調査について(通知)

昭和47年産稲作対策会識の開催について(通知)

昭和47年産稲作対策会議の開催時刻の変更につい
て(通会の

昭和好年産稲作対策会議次第
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昭和46年度米生産調整に伴う転換面積等の調査に
つぃて(報告)

昭和46年度米生産調整奨励補助金変更(追加) 父

付決定および額の決定にっいて(通知)

昭和46年度米生産調整協力特別交付金の交付決定
および支出について(通知)

昭和47年産米生産調整対策会議の開催にっいて
(通知)

昭和47年度米生産調整目標数量および事前売渡申
込限度数量の内定にっいて(通知)

昭和46年度米生産調整確認事務推進費補助金の交
付内示について

昭和46年度米生産調整対策指導推進費補助金の迫
加交付内示について(通会の

「米生産調整および稲作転換対策実施要綱」なら
びに同実施要領の一部改正について

昭和47年度米生産調整推進状況等にっいて(通知)

昭和47年度米生産調整対策指導推進費補助金(47
年度対策分)の追加交付による事務処理にっい
て(依頼)

昭和46年度米生産調整対策指導推進事業変更承認
申請書の提出にっいて(回答)

昭和46年度米生産調整確認、事務推進費補助金交付
申請について(回答)

米生産調整対策一件

昭和4年度米生産調整実施計画書の提出にっいて

昭和絽年度米生産調整確認事務推進費補助金事業
実績報告書の提出について

昭和46年度米生産調整対策指導推進事業実績報告
書の提出について

昭利訂年産米生産調整推進状況調査にっいて(依
頼)

昭和47年度市町村米生産調整実施計画書の提出に
ついて(通生の

食料事務所が実施する米生産調整実施状況調査に
ついて(通知)

昭和46年度米生産調整協力特別交付金の返還事務
について(通知)

285 米生産調整対策一件印召和47年)

昭和47年産米生産調整対策会議次第

昭和47年度の米の生産調整対策の推進にっいて

「米生産調整および稲作転換対策実施要細」のー
部改正について

会議提出資料

米生産調整および稲作転換対策にっいて

昭和47年度米生産調整奨励補助金の交付手続きに
つし、て

昭和47年度米生産調整対策信1画)協議会

昭和47年度米生産調整および稲作転換対策にっい
て

昭和47年度米生産調整実施計画書の配付にっいて
お願い

昭利47年度米生産調整対策説明会の開催にっいて

重金属等による汚染された米が生産されるおそれ
がある水田の取扱いにっいて(通知)

昭和妬年度米生産調整奨励補助金の返還事務にっ
いて(通矢の

青刈り稲の取扱いにっいて(通知)

裏作転作生産調整水田の使用収益権等の確認、事務
の依頼にっいて(通知)

「米生産調整奨励補助金交付要綱」および「米生
産調整奨励補助金交付事務に関する留意事項」
について(通女の

水田裏作麦の生産調整における取扱いにっいて
樋知)

昭和46年度の米生産調整奨励補助金等にっいての
所得税及び法人税の臨時特例に関する法律等の
制定について(通知)

農産及び農業金融担当係長会議の開催にっいて
(通知)

昭和47年度稲作転換豆類経営改善共励会にっいて
(通知)

昭和47年度における米生産調整奨励補助金の額の
算出に係る単価の決定にっいて(通知)

昭和47年度における米生産調整目標数量の決定に
つぃて(通知)

畔測乍転換関連特別事業の概要書」の送付にっい
て(通知)

昭和47年度米生産調整奨励補助金の概算払にっい
て(通知)

米生産調整の手引の一問一答集の送付にっいて
(通知)

昭和47年産米生産調整および稲作転換関係調査に
ついて(回答)

米生産調整事務打合せ会の開催にっいて(通知)

米生産調整事務打合せ会の日程変更にっいて(通
知)

米生産調整事務打合せ会次第

(昭和47年度米生産調整に伴う確認事務および奨
励補助金申請事務処理にっいて伺い)

(本昭和47年度米生産調整対策指導推進費補助金
年度対策分)の内報にっいて(通知)

昭和47年度米生産調整奨励補助金交付申請書
算払申請書)の提出にっいて(通知)
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米生産調整対策一件産業振興対策一件

昭和47年度米生産調整確認業務の委託について
(依頼)

米生産調整および稲作転換対策実施確認、業務委託
料請求書

昭和46年度米生産調整、稲作転換対策実韻調査結
果表について(通主の

昭和U年度米生産調整奨励補助金の交付決定通知
者の交付について(通知)

昭和47年度米生産調整対策指導推進費補助金(本
年度対策分)について(通知)

昭和47年度米生産調整指導推進費補助金交付申請
書

昭和47年度における米生産調整の実施状況につい
て個答)

米生産調整事務打合せ会の開催について(通知)

復命書

米生産調整事務打合せ会次第

昭和47年度米生産調整奨励補助事業変更承認申請
(実績報告清算払請求書)の提出について

昭和47年度米生産調整および稲作転換の実施実績
について(照会)

昭和47年度米生産調整実施状況について(照会)

「昭和47年度米生産調整協力特別交付金交付要
綱」の制定について

(昭和47年度米生産調整対策指導推進費(本年度
対策分)補助金交付について)

昭和47年度米生産調整協力特別交付金の請求につ
いて(通会の

稲作転換関係資料について(通知)

昭和47年度米生産調整および稲作転換対策実施事
実の確認業務委託料の追加内示(予定)につい
て(通知)

昭和47年度米生産調整対策指導推進費補助金請求
について

昭和48年度米生産調整実施計画の様式を定めるこ
とについて伺い

昭和蝿年度稲作転換推進資金融資目標額について
(照会)

昭和Ⅱ年度米生産調整奨励補助金の交付決定(変
更)および額の確定通知書の交付について(通
知)

昭和47年度米生産調整協力特別交付金の交付決定
について(通知)

昭和娼年度米生産調整説明会について

農政懇談会の開催について(通知)

昭和仰年度米生産調整対策指導推進費補助金(次
年度対策分)について(通知)

286 産業振興対策一件(昭利46年)

農朋地開発事業実施要網等の運用について(通
知)

昭和47年度産業関連施設整備事業の申請について
郷会)

昭和46年度園芸特産振興施策の方針と実施概要に
ついて(通知)

昭和47年度団体営事業新規着工要望地区調査につ
いて(照会)

昭和47年度農地開発事業調査希望地区について
(照会)

「農業生産組織の展開」農政シリーズ27号の送
付について(通主功

全国同和地区調査の一部中問集計について(通
知)

昭和45年度事業実績報告書

スプリンクラーによる自動化防除に関する現地研
究会の開催について(通曳川

昭和46年度農用地建設業務統計調査の実施につい
て(依頼)

単独県費助成事業の採択基準の改定について(通
生の

単独県費助成事業軌道等運搬施設の採択運用基準
について(通知)

町補助金交付申請書

昭和47年度単独県費助成ほ場整備事業及び軌道等
運搬施設工事の希望地区胴書について(照会)

昭和47年度農山漁村同和対策事業の実施要望につ
いて(照会)

大豆に関する資料の送付について(通知)

大豆なたね交付金暫定措置法関係法規および質疑
応答集

大豆生産流通関係資料

大豆の需給、価格等に関する問答集一水田の大豆
作りのためにー

昭和47年度野菜生産地生産出荷近代化施設(育苗
ハウス)事業補助金交付申請書

工業導入関連農業基盤整備事業の取扱について
(通知)

広域営農生産地域における農業生産およぴ農産物
流通に関する研修会の開催について(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)

「農業開発公社の利用」のお礼とお願い
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333 教委庶務関係綴(昭和39年)

昭和39年度広島県公立高等学校入学者選抜学力検
査「結果の考察」の送付について

安佐郡教育長会要項

中国四国九州地区社会教育研究会開催にっいて

少年警察協助員連絡会に参加して

(社会教育における学級の区別と概念)

市町村教育委員研究大会開催について

学校の正常なる運営にっいて(通知)

教育長会開催案内にっいて(通知)

昭和40年度学齢癒作製について

給与事務打合会の開催にっいて(依頼)

昭和39年度教育統計調査の委託事務に対する事務
費について

教育委員会委貝名簿力ードの調整にっいて

安佐郡町教委連絡協議会総会開催御案内

広島県町村教育長総会開催通知

市町村教育委貝会の広報活動状況にっいて

昭和39年度管内小中学校長研修会に列席方御案内

昭利40年度公立文教施設建築計画等の調査事務打
合せについて(通知)

通勤届の提出について

学校基本数報告書について

遠距籬通学者に対する通学費の国庫補助実現にっ
いての請願電報について(伺い)

公立学校基本数報告書の提出について

人事異動について

昭和如年度使用教科書採択関係経過記録

備品購入にっいて(何い)

オリンビック普及資料「オリンピ、,クを見るために」
の配布について(依頼)

安佐郡教育長会要項

昇給期間の短縮にっいて(通知)

昭和諦年7月1目づけ昇給およぴ10月1日づけ昇
給について(通生の

昭和39年度市町村教育委員会指導調査にっいて
(通会U)

オリンピックバッチ募金について

昭和39年度理科教育講座の実施にっいて(礼状)

教育課程研究集会の礼状について

務

教委庶務関係綴

昭和如年度高等学校、高等専門学校一般貸与奨学
生予約の募集について(依頼)

(第八回総会総合体育大会の開催通知)

広島県内聖火りレー等に参加する小・中学校およ
び高等学校生徒の取扱いにっいて(通知)

文教施策徹底研修会に出席して(復命)

昭和39年度文教施策趣旨徹底会の開催にっいて

安佐郡教育長会要項

教育委員研修会御案内

安佐郡教育長会要項

昭和39年度広島県教育資料購読について

公立小・中学校児童生徒の通学援助に関する調の
提出について

教育長会並びに教育委員研修会開催について

教育長会開催について

地方教育費調査票の提出について

安佐郡教育長会要項

昭和39年度広島県小学校中学校教育課程可部地区
研究集会指導者打合せ会について

水泳場の管理指導にっいて(通知)

教育行政執務上の問題点について

昭和39年度理科教育講座の講師派遣にっいて(依
頼)

昭和諦年7河 1日づけ昇給にっいて(通知)

夏休業中の行事予定表

昭和39年度学校基本調査の間卒業後の状況調査票
について

昭和諦年度4月1日づけ昇給の発令にっいて(通
知)

昭和諦年度給与原樺の作成について

昭和39年度校外補導連絡協議会について

昭和39年度初任者講習会実施案

昭和39年度安佐郡教委連絡協会総務次第

辺地交流人事台帳

昿島県安佐郡町村教育委員会連絡協議会会則)

教科書用図書採択地区の設定について

昭和39年度実施調査の調査事務打合会にっいて
(通生Π)

予防医材の受領について

安佐郡町教委連絡協議会総会開催にっいて

市町村教育長懇談協議会

広島県通知公報写の購読料の値上げにっきお願い

教職員調査表の提出について
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教委庶務関係綴

公立中学校格技場坪数調査票の提出について

中学校技術・家庭科の実態調査について

教職員互助組合の設立について(通知)

給与事務打合会の開催について

財団法人広島県相互扶助会の紹介と事業について
の援助方依頼

「同和教育資糾6)」の送付について

昭和40年度高等学校、高等専門学校特別貸与奨学
生の募集について

公立中学校・高等学校の格技場坪数調査について
q衣頼)

安佐郡教育長会要項

役職員名簿

市町村教育委員会教育長名籌

広島県議会決議

国立教育会館建設協力募金の状況

昭和39年度教育行政施策普及徹底会の開催につい
て

昭和39年度公立文教施設整備費予算の概要

昭和39年度学校基本調査及び基本数調査の検収に
ついて(伺い)

昭和39年度公立中学校建物の実態調査について
(伺い)

昭和39年度用各補助金用紙配布について

昭和39年度国庫補助事業関係申請用紙の送付につ
いて

教育長会開催について

昭和39年度公立学校建物の実態調査等検収日程に
つし、て

昭和39年度全国小学校・中学校学力調査について

統計法に基づく統計主事の補助者並びに資格者に
つV、て

昭和39年度の給与原簿の作成について

昇給期問の短縮について(通知)

昭和39年度学校調査について(依頼)

へき地学校等におけるスクールバス・ポート等の
学校施設設備に関する調査について(依頼)

教育長、助役、収入役給与費月額一覧表の提出に
つし、て

行事予定表の配布について

(連絡事項)

学校医等設置状況及び報酬に関する調査について

昭利39年度国庫補助金等申請用紙の申込について

教育長会開催について

勧告書の送付等について

昭利38年度教育調査統計実施状況について

「同和教育資糾5)」の送付について

(連絡事項)

学校の火災防止について(通会の

昭和39年度指導主事の小中学校に対する計画訪問
の実施について

教育長会開催について

初潮調査について

「盲学校・ろう学校・養護学校への入学案内」の
利用について(お願い)

教育長会開催について

昭和39年度中学校産業教育設備費国庫負担金にか
かる希望詞書の提出について(通生の

第H回広島県統計グラフコンクールの開催につい
て(通知)

教育長会開催について

道徳教育講習会の開催について

安佐郡地教連総会開催について

入学期日及び学校指定通知書の交付について御願
V、

消火栓の設置について(伺い)

公立学校基本数報告の提出について

教育長会の開催について(通知)

学齢篝編製について

昭和38年度学力と進路との関連調査実施のたの経
費について

学齢緯編製について q卸願い)

国立教育会館建設協力募金について(依頼)

地方自治法の一部改正に伴う「公の施設」の設置
および管理に関する条例について(通知)

会費の納入について(依頼)

給与事務説明会の開催について

日教組第十三次教研集会に参加した教職員の取扱
いについての報告書の提出について

公立学校基本数報告について

小学校・中学校・高等学校における理科教育事故
防止の手びき申し込みについて(通知)

昭和認年10月1日の給与改定に伴う昭和38年10月
1日づけ昇給及び昭和諦年1打1日づけ昇給に
つし、て

昭利38年10月1日の給与改定に伴う人事異動の発
令形式および履歴力ードの整理について

昭和38年10月1日給与改定大要
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(報告書提出依頼)

総会開催について

ヨ教組第13次教研集会に参加する教職員の取扱い
につぃて(依頼)

昭和諦年度公立学校建物の建築計画等調にっいて
(照、会)

492 学校組合庶務一件(昭和43年)

償還通知書

職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する
規則(準則)等の送付にっいて(通知)

改正所得税法の施行日以降の退職手当の改訂差額
を支払う場合の源泉徴収額の計算にっいて(通
知)

勤労者財産形成促進法の施行に伴い事業を実施す
る場合の取扱いにっいて(通知)

昭和47年防火カレンダーの送付にっいて(通知)

企業職員に支給される児童手当の取り扱いにっい
て(通知)

公金の適正な管理等にっいて(通生の

扶養手当等支給対象職員数にっいて(照会)

昭和45年度決算の報告について

図書のあっせんについて

通勤途上災害実態調査について

非常勤の地方公務員の公務災害補償にっいて

公平委員会事務の受託にともなう経費の負担にっ
いて(通知)

昭利45年度市町村公共施設状況調査の資料の提出
について

昭和46年度予算の報告について

昭和46年度予算書および昭和U年度決算書の提出
について(通知)

図書の申し込みにっいて(通知)

昭和45年度普通建設事業の状況にっいて(照会)

昭利妬年度予算状況調について

昭和44年度決算にっいて(報告)

予算およぴ条例に関する報告にっいて(通知)

地方債にかかる特定財源の取扱いにっいて(通知)

地方公務員の綱紀粛正にっいて(通知)

新聞報道に見る地方公務員の不詳事件信三事抜す
い)

昭利兵年度市町村公共施設状況調査の資料にっい
て(照会)

公共用地の取得の際の水田買上げの推進にっいて
(通知)

教委庶務関係綴学校組合庶務一件

第巧回全国公立学校施設整備期成会定期総会の資
料送付について

昭和45年度地方財政の運営にっいて(通知)

昭和"年度地方財政状況調査(決算統計)の説明
会の開催について(通知)

地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正
する法律の施行にっいて(通知)

「支部長から理事長二協議すべき事項の指定にっ
いて」の一部改正等にっいて(通知)

「「レクリェーシ"ンに参加中の職員が受けた災
害の取扱いにっいて」の実施にっいて」の一部
改正について(通知)

平均給与額の計算の特例にっいて(通知)

「地方公務員災害補償基金業務規定の一部を改正
する規程上「屈方公務員災害補償基金本部事務
組織規程の全部を改正する規程」及び「地方公
務員災害補償基金財務規程の一部を改正する規
程」の制定について

昭利45年度予算書および昭和43年度決算書の提出
につぃて(依頼)

図書の申込みにっいて(通知)

昭和45年度地方公務員給与実態調査等の実施にっ
いて(依頼)

用地取得費調について(報告)

(安古市町佐東町中学校組合の規約の変更許可書)

安古市町佐東町中学校組合(一部事務組合)規約
変更の許可申請書

普通交付税の算定方法の改正に伴う組合規約のー
部改正に関する事前協議にっいて(通知)

昭和心年度市町村公共施設状況調査の資料にっい
て(依頼)

昭和U年度起債計画書の提出にっいて(通知)

予算繰越された事業費に対する地方債の取扱いに
ついて(通知)

公平委員会事務の受託にともなう経費の負担にっ
いて(通知)

組合規約の提出について

団体相互間における収入支出の状況調査にっいて
(照、会)

職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する
規則(準旦山にっいて(正誤)

人事院規則の一部改正にっいて(通知)

旅費に関する条例の改正にっいて(通知)

昭和43年度地方財政状況調査および類似団体別市
町村財政指数表のための調査等の説明会の開催
について(通知)

官公庁等における中高年齢者の雇用促進にっいて
(通知)
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学校組合庶務一件指導課関係一件綴

昭和M年地方公務員給与実態調査および昭和U年
地方公務員制度実態調査

昭和43年度義務教育施設整備事業におけるつぎた
し単独事業および準単独事業について(照会)

昭和"年度主要事業の実施計画書の提出について

企業職貝の給与の種類及び基準に関する条例準則
の改正について(通知)

地方公務員の綱紀の粛正について(通知)

非常勤の地方公務員の公務災害補償に関する調査
について(報告)

法令の規定に基づく職員の安全・衛生および苦情
処理に関する組織の設置方促進について(通
会m

在籍専従に関する規定の適用等について(通知)

財政事情等について(照会)

公平委員会事務の受託にともなう経費の負担につ
いて(通知)

在籍専従および組合休暇に関する改正条例等案に
ついて(通知)

昭和42年度行政投資実績調査について(照会)

明治百年記念式典の実施について(通知)

一部事務組合規約変更の許可申請の手続について
樋知)

議会の議員その他非常勤の職の公務災害補償のう
ち自動車事故による災害に係る補償の事務取り
扱い等について(通知)

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条
例(案)について(通知)

昭和43年度地方公務員制度実態調査について(依
頼)

昭和42年度地方財政状況調査およぴ類似団体別市
町村財政指数表作成のための調査ならびに昭和
此年度地方公営企業(法非適用)決算状況調査
のための説明会の開催について(通知)

付帯調査および力ードの検収について(通知)

給与実態調査の検収について(通知)

付属電話機の設置について(伺い)

会計検査院による会計検査の実施について

図書のあっせんについて(通女の

町村有物件災害共済事業説明会の開催について

学校における毒物及び劇物の適正な管理の徹底方
について(通知)

「わたしたちの広島市」「きょうどひろしま」の
給与予定者数の報告について(通知)

昭和49年度使用補助教材の承認、・届出について
(通知)

昭和48年度学校努力事項実践概要の提出について

交通安全教育研究協議会参加申込書

昭和48年度広島市立学校(園)教職員研究物の募
集について(通臭の

冬季休業中における児童・生徒の指導にっいて
(通知)

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動の実施につい
て(通知)

昭和蝿年度広島市立中学校教科指導研究大会分科
会一覧表の送付について(通知)

昭和蝿年度広島市立中学校教科指導研究大会の開
催について(通知)

交通安全指導研究会の開催について(通知)

広島市立小・中学校生徒指導連絡協議会の開催に
ついて(通知)

一日天文教室の実施について(通知)

昭和四年度特殊学級の設置について(依頼)

広島市小学校指導計画編成委員の委嘱について
(依頼)

昭利48年度において使用する交通安全年問スロー
ガンの募集について(通知)

本年度活動について

昭和48年度短期研修講座の実施について(通知)

3・4年社会科副読本無償給与児童名簿(転入児
用)用紙の送付について

教育研究資料室の運営について(通曳功

昭和蝿年度夏季カウンセリング・ワークシ",プ
の開催について(通知)

昭和蝿年度小学校実験・実技講習会実施要項(第
2次)の送付について(通知)

夏季休業中における児童・生徒の指導にっいて
(通知)

昭和49年度使用教科書採択事務説明会について
(通知)

青少年赤十字活動を中心とした生徒指導研修会の
開催について(通知)

中学校英語科実技講習会の開催について(通知)

昭和49年度使用教科書採択事務説明会について
(通会の

昭和48年度中学技術・家庭科実技講習会の開催に
ついて(通生の

535 指導課関係一件綴佃召和48~49年)

「仮性近眼とその対策」送付のための調査につい
て(依頼)

「広島市立小学校指導計画(試案)」の送付につ
いて(通知)
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昭和49年度使用希望教科書選定手順の報告にっい
て(通会山

昭和娼年度教育講座(特殊教育)の開催にっいて
(通知)

昭和48年度理科教育現代化講座受講申込書

児童の交通事故の防止にっいて(通知)

昭和娼年度小学校教育課程研究集会にっいて(通
知)

昭和娼年度教育講座(生徒指導)の開催にっいて
(通知)

理科実験基礎技術講座受講申込書

義務教育諸学校の教科用図書採択基準等にっいて
(通知)

合宿研究会(図画工作)の開催にっいて(通灸の

昭和四年度使用教科書展示会(法定)の開催にっ
いて(通知)

「昭和船年度使用教科書の採択にっいて」の送付
について(通知)

昭和48年度小学校実験・実技講習会の開催にっい
て(通会の

昭和蝿年度短期研修講座の実施にっいて(通知)

校長研修会の開催にっいて(通会の

「昭和四年度使用教科書採択事務取扱要領」およ
「昭和49年度使用教科書目録」の送付にっいび

(通会のて

校長研修会の開催にっいて(通知)

新規学校卒業者の県内就職促進にっいて(通知)

昭和蝿年度幼稚園教育指導講座にっいて(通知)

昭和48年度長期研修(B)の実施にっいて(通
知)

「平和教育の手びき」(小学校編)第一次試案の
送付について(通知)

昭和蝿年度広島市立学校個)教職員研究物の募
集について(通知)

児童・生徒の指導にっいて(通知)

教科書編集趣意書の送付について

昭和49年使用教科害の採択にっいて(通知)

昭和48年度校外補導主事の分担校の一部変更にっ
いて(通知)

資格付昭和48年度特殊教育学校教諭(養護教育)
与講習会の参加申込みにっいて(通知)

広島市小学校「国語科(読書単元)指導計画の送
付について(通知)

広島市安佐動物公園、動物紙細工の配布にっいて

作文通信注文部数の変動について

指導課関係一件綴保健体育課関係一件綴

教科外研究会開催について

映画・ヒロシマ原爆の記録・上映

教育映画フィルム追録の送付にっいて(通知)

昭和49年度使用小学校用教科書見本の回覧にっい
て

現代科学(物理・地学)実験講座受講申込書

小学校六年生の児童に対する「こずかい帳」の送
付について

昭和48年度新規学校卒業者の職業紹介業務の運営
につぃて(通知)

第6回長期理科研修講座受講申込書

昭和蝿年度広島県公立小・中学校新採用教員研修
会について(通知)

昭和娼年度科学研究費補助金(奨励研究B)公募
について(通知)

昭和娼年度校外補導主事分担にっいて(通知)

指導主事の学校訪問にっいて(通知)

「社会科学習指導のてびき」の送付にっいて(通
知)

r社会科副読本受領証」「社会科副読本給与児童
名籌」「転入児に対する給与児童名簿と受領証」
の提出について

昭和49年度使用教科書の採択方針並びに採択手順
に関する意見の提出にっいて(通知)

平和教育の手びき仲学校編)検討用試案の送付
について

昭和妃年度同利教育実践計画の設定にっいて(通
知)

「わたしたちの広島市」「きょうどひろしま」の
給与について(通知)

広島市立小学校指導計画の送付にっいて

安全施設等整備要望表にっいて

昭和妃年度使用補助教材の承認・届出にっいて
(通知)

昭和48年度春の全国交通安全運動の実施にっいて
(通知)

昭和娼年度教育課程に関する承認願の提出にっい
て(通知)

536 保健体育課関係一件綴(昭和48年)

昭和49年度ラジオ体操優良団体等の推せんにっい
て

昭和娼年度第3回学校給食用牛乳の成分規格並び
に使用食品の食品添加物の検査結果にっいて

昭和賜年度定期健康診断実施に伴う学校保健続計
にっいて(通知)

別



保健体育課関係一件綴文化財関係書類綴

就学時の健康診断の実施および臨時嘱託医師謝礼
金領収害の交換について(通知)

就学時の健康診断実施に伴、う知能検査法の説明会
開催について(通知)

昭和娼年度幼、小、中学校、幼児、児童、生徒の
インフルエンザ予防接種の実施について(通知)

第5回勤労青少年バレーボール大会の開催につい
て(通知)

昭利銘年度広島地区体育指導委員研究大会要項

「第2次給水制限会解除」について(通会の

昭利娼年度定期健康診断および結核健康診断実施
に伴う学校保健統計について(通生の

学校における飲料水について

「昭和絽年度広島市立小、中学校目の愛護運動」
の実施について(通知)

昭和賜年度第1回学校給食用牛乳の成分規格並び
に使用食品添加物の検査結果について

夏期休業中における児童・生徒の登山、キャンプ
等の実施に伴う事故防止について(通知)

水泳等における事故防止について(通知)

第8回広島県小学校ダンス講習会の開催について
(通知)

プール管理講習会について(依頼)

学校保健講習会(保健主事、養護教職員)につい
て(通知)

昭利娼年度広島市小学校体育指導者講習会

農薬危害防止運動の実施について(通知)

第19回中国四国学校保健研究協議大会の開催につ
いて(通会畍

「健康診断における正しい視力のはかり方」の冊
子について

昭和蝿年度学校保捷講習会の開催について(通
知)

昭和娼年度広島県養護教諭資格付与講習会の実施
について(通知)

昭和48年度新任教員水泳講習会、学校水泳指導者
講習会の開催について

日本学校安全会災害報告書ならびにその提出につ
いて(通知)

昭和娼年度第H回安全に関する図画、作文の募集
について(通会m

学校給食用洗浄剤の使用について

夏期における学校給食の衛生管理ならびに食中毒
警報発令事業の実施について(通知)

学校給食実施計画表の配付について

昭和48年度日本脳炎予防接種の実施について(通
知)

学校給食における衛生管理の徹底について(通知)

昭和娼年度学校給食衛生管理講習会の開催につい
て

学校給食における衛生管理の徹底について(通
知)

昭和48年度学校給食用物資の価格について(通
会の

昭和鴛年度歯科衛生、図画ポスター募集について
(依頼)

第15回広島市民体育祭の開催について(ご案内)

食用油に熱媒体が混入した事故にかかわる製品等
の取扱いについて(通知)

食用油に熱媒体が混入した事故にかかわる資料等
について

昭和蝿年度尿蛋白の有無の検査実施について(通
知)

昭利48年度学校給食用牛乳供給価格並びに納入業
者の決定について

学校保健講習会(小、中、高等学校保健主事)に
ついて(通知)

昭和48年度野外活動キャンプ講習会について(通
知)

幼児、児童・生徒の健康診断票及び歯の検査票、
職員の健康診断票の進学先への送付について
(通知)

児童・生徒の健康診断票および歯の検査票の進学
先等への送付について(通知)

昭和48年度学校給食閧係者の検便について

広島市立幼、小、中学校および高等学校における
遠足について(通知)

629 文化財関係書類綴(昭和34~40年)

地方公共団体における文化財関係事務の所管につ
いて(通知)

地方公共団体が行う文化財の指定の現状について
(広島県)

大朝町文化財保護条例

広島県文化財協会理事会・総会議案

広島県文化財協会々員名篝(昭和34年)

広島県文化財ニュース(創刊号~4号)

民俗資料収集項目

名勝天然記念物指定地域内の樹木伐採許容限度に
関する要項

管理団体による管理及び復旧

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

注意札建設仕様書

詑



石造説明板仕様書

文化財保護行政の現状(1959.6.D

埋蔵文化財を発見した場合の措置

昭和鈴年度および昭和34年度市町村が文化財のた
めに支出した経費について

広島県文化財ニュース(第5号)

00都道府県文化財保護条例

広島県文化財ニュース(第6号)

文化財保護行政の概要住960)

文化財関係文書の取扱について

管内自然環境史跡名勝等分布図

文化財行政事務の概要(昭和35年6月)

広島県文化財ニュース(第7号)

文化財に関する出版物の刊行にっいて

日本の文化財

文化財保護法施行十周年記念文化財功労者表彰候
補者の推せんにっいて(依頼)

台風による文化財の被害状況にっいて

記念物の管理状況調査について

広島県文化財ニュース(第8号)

遺跡発見の届出について

埋蔵文化財調査のための発掘予定地の発掘承諾に
つし、て

埋蔵文化財包藏地の基礎調査にっいて

文化財保護法施行十周年記念ポスターの配布にっ
いて

昭和34年度および昭利託年度において市町村が文
化財のために支出した経費にっいて(報告)

埋蔵文化財包藏地一覧表の送付にっいて

刀剣類等の登録審査について

広島県文化財資料シリーズの刊行にっいて

広島県文化財ニュース(第9、10号)

広島県文化財協会昭利35年度総会議題

広島県文化財協会会員名篝

広島県文化財ニュース(第12号)

埋蔵文化財包藏地の基礎調査にっいて

広島県文化財ニュース(第13号)

広島県天然記念物東野のモッコクの樹枝の伐抹に
つし、て

埋蔵文化財の緊急、調査にっいて(照会)

広島県文化財ニュース(第Ⅱ、14~16号)

埋蔵文化財の保護にっいて(依頼)

文化財関係書類綴公文綴

可部教育事務所管内文化財一覧

第U回文化財臨時研究会のご案内

文化財の資料送付について

広島県天然記念物き損届の提出にっいて

昭和41年文化財補助事業(県費補助)計画調べに
ついて

684 公文綴佃召和46年)

生花、茶道教室開設にっいての打合会開催にっい
て(依頼)

明治青年大学入学者の推せんにっいて(依頼)

3月の明治大学講座並に卒業式にっいて

明治青年大学の講師にっいて(依頼)

(千代田町教育委員会より依頼の返事)

(公民館まっりの案内状送付にっいて)

2月の明治青年大学講座にっいて

1"の明治青年大学講座にっいて

r公民館まっり」の打合会開催にっいて

公民館運営審議会開催について

12月の明治青年大学講座について

明治青年大学の講師にっいて(依頼)

Ⅱ月の明治青年大学講座について

明治青年大学の講師にっいて(依頼)

10河の明治青年大学講座について

明治青年大学の講師にっいて(依頼)

10月料理教室の日時変更について

9月の明治青年大学講座について

職員の派造申請について

明治青年大学の講師にっいて(依頼)

第Ⅱ回中国地区公民館大会参考資料報告にっいて

明治青年大学の講師にっいて(依頼)

青年のっどいの講師にっいて(依頼)

料理教室受講について

8月の明治青年大学講座について

職員の派造申請について

公民館調理実習室用電気冷蔵庫の見積書提出にっ
いて

7月の明治青年大学講座について

職員の派遣申請について

公民館運営審議会開催について

職員の派遣申請について
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公文綴公文綴(受信)公文綴(発信)

明治青年大学の講師の派造について(依頼)

料理教室の講師の派遣について(依頼)

生花、茶道教室開設についての打合会開催につい
て(依頼)

講演会講師について(依頼)

老人大学入学者の推せんについて(依頼)

講演会開催について

公民館運営連絡会の開催について

指導者調査の依頼について

青少年教育施設における放送受信料免除申請手続
き取り扱い要項

安古市町中央公民館運営計画

685 公文綴(受信)(昭和妬年)

研修視察のお礼

貴館視察研修について(依頼)

施設の見学について(依頼)

昭和46年度社会教育主事講習実施計画

個人演説会の施設使用申出に関する通知書

明治青年大学の講師の派造について(依頼)

音楽鑑賞講座講師の派遣について(依頼)

明治青年大学の講師について(依頼)

10月の明治青年大学講座について

9月の明治青年大学講座について

8河の明治青年大学講座について

明治青年大学の講師について(依頼)

7月の明治青年大学講座について

「大原博夫伝」申込について

公民館だより第5号

役員会開催について

公民館調理実習室用電子レンジの見積書提出につ
いて

講演会開催について

5打の明治青年大学講座について

職員の派遣申請について(依頼)

職員派造申請書の送付について

4月の明治青年大学講座について

職員の派遣申請について

(公民館だより第3号配付伺い)
能6 公文綴(発信)(昭和46年)

生花、茶道、書道、編物等各教室開設打合会開催
について(依頼)

明治青年大学入学者推せんについて(依頼)

音楽鑑賞講座の講師について q衣頼)

明治青年大学の講師について(依頼)

3月の明治青年大学講座並に卒業式について

3月の盆栽教室の講座並に卒業式について

講師の派造について(依頼)

2月の明治青年大学講座について

公民館まつりに出演を依頼した民踊グループへの
助成金交付について伺い

明治青年大学の講師について(依頼)

1打の明治青年大学講座について

講師の派遣について(依頼)

「公民館まつり」の打合会開催について

明治青年大学の講師について(依頼)

12月の明治青年大学講座について

音楽鑑賞講座講師の派遣について q衣頼)

公民館だより第7号

Ⅱ月の明治青年大学講座について

34



矢野町役場文書

6 災害共済閼係書類(昭和能一37年)

町村有物件災害共済加入承認書送付について

町村有物件災害共済事務概要

全国町村職員及び系統町村会職員弔慰金規程によ
る団体定期保険の御案内

全国町村職員生活共同組合共済事務案内

市町村有物件災害共済期間満了による更改加入に
つし、て

町村有物件災害共済加入承認書送付にっいて

市町村有物件、災害共済事業十周年要項

町村有物件災害共済加入承認書送付にっいて

全国町村職員団体定期保険、全国町村職員生活共
同組合加入推進について

市町村有物件災害共済期間満了による更改加入に
つV、て

全国町村職貝生活共同組合、全国町村職員団体定
期保険加入推進について

市町村有物件災害共済期間満了による更改加入に
つV、て

旧継続加入申請書の書替にっいて(お願い)

町村公営住宅の基本率の適用範囲等改正にっいて

全国町村職員生活共同組合(火災共済)月掛制度
事務取扱要領

共済契約継続申込みについて

共済契約承認について

分担金料率改訂について

町村有物件災害共済加入承認書送付について

継続申込害提出について

共済契約継続申込みについて

全国町村職員団体定期保険(生命共済)、全国町
村職員生活共同組合(火災共済)加入促進にっ
いて

全国町村及び系統町村会職員弔慰金規程附事務取
扱要領

全国公営住宅共済会共済分担金料率表

公営住宅共済契約継続申込について

町村有物件災害共済加入承認証書送付にっいて

庶 務

災害共済関係書類

全国町村職員並びに系統町村職員団体定期保険、
全国町村職員生活共同組合(火災共済j 加入稚
進について

町村有物件災害共済加入承認証書送付にっいて

共済契約承認、について

公営住宅共済契約継続申込について

共済契約承詔、について

町村有物件災害共済期間満了による更改加入にっ
いて

町村有物件災害共済加入承認証書送付にっいて

町村吏員の事務服斡旋について

町村有物件災害共済期間満了による更改加入にっ
いて

共済契約継続申込みについて

町村有物件災害共済加入承認証書送付にっいて

共済契約承認について

継続申込書提出について

共済契約継続申込みについて

共済契約承認について

公営住宅共済契約継続申込について

共済契約承認について

町村有物件災害共済金増額について

町村有物件災害共済基率改訂について

生活共同組合「共済加入申込書(兼承諾書)」改
訂について(通知)

共済物件解約通知書送付にっいて

町村有物件災害共済基金分担金基率改訂にっいて
(通知)

町村有物件災害共済期間満了による更改加入にっ
いて

昭和34年度歳入歳出決算報告書

昭和三十五年度通常総会議事録

町村有物件災害共済分担金日割計算表送付につい
て

昭和三十四年度経営状況について

共済契約継続申込みについて

共済分担金料率表

改正料率表送付について

町村有物件災害共済期問満了による更改加入にっ
いて

公営住宅の災害保険加入(継続)にっいて

災害共済関係事業特別増強運動の成果確保措置推
進に関し(依頼)

共済契約継続申込みについて
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災害共済関係害類・呉線強化期成同盟会書類一件・呉線強化期成同盟会一件綴

昭和三十六年度通常総会開催について

昭和36年度通常総会出席について

町村有物件災害共済加入承認、証書送付について

町村有物件災害共済期間満了による更改加入につ
いて

昭和三十五年度経営状況について

昭和三十六年度通常総会議事録

昭和35年度歳入歳出決算報告書

災害共済事業実損共済規程の実施について

共済契約継続申込みにっいて

町村有物件災害共済事務取扱いの一部改正につい
て

町村有物件等災害共済四事業取扱一部改正事務打
合会開催について

共済四事業説明会議題

昭和三十七年度通常総会開催について

市町村有物件共済加入分担金の過納金返戻にっい
て

昭和36年度歳入歳出決算報告書

昭和三十七年度通常総会議事録

共済関係事業提要及び規約配分について

呉線強化期成同盟会議案

昭和三十三年度予算書

昭和三十三年度決算書

昭和三十三年度決算書内訳

昭和三十三年度事業報告

昭和三十四年度予算書

昭利三十四年度決算書

昭和三十四年度決算書内訳

昭和三十四年度事業報告

昭和三十五年度予算害

呉線強化期成同盟会昭和三十五年度負担金調書

昭和三十五年度事業報告仲間報告)

呉線の電化並びに複線化に関する陳情について

10 呉線強化期成同盟会書類一件(昭和35~帰年)

呉線強化期成同盟総会の開催について(ご案内)

呉線電化起工式の招待者名簿の作成にっいて(依
頼)

昭利38年度呉線強化期成同盟会に対する分担金予
算申請について

呉線強化期成同盟会昭和36年度総会について

呉線強化期成同盟会規約

昭和35年度決算書

昭和36年度収支予算書

呉線強化期成同盟会昭和36年度負担金調書

呉線強化期成伺盟会会員名簿

呉線強化期成同盟会総会の開催について

総会会場案内について

昭和35年度呉線強化期成同盟会分担金の納入につ
いて(依頼)

呉線強化期成同盟会規約

呉線強化期成同盟会昭和35年負担金調書

呉線強化期成同盟会役員名簿

呉線強化期成同盟会規約

11 呉線強化期成同盟会一件綴(昭和43~妬年)

呉線強化期成同盟会昭和45年度分会費のご請求に
ついて(お願い)

呉線電化に伴う鉄道債券について(おネD

呉線強化期成同盟昭和"年度分会費のご請求につ
いて(お願い)

呉線電化工事の施行に伴う鉄道債券の引受けにつ
いて(依頼)

呉線電化利用債の消化について(お礼)

呉線電化工事の施行に伴う鉄道債券(手1朔債)の
引受けについて(依頼)

領収書の送付について

呉線電化利用債の消化について(お礼)

領収書の交付について

呉線電化に伴う鉄道債券の売買および払込要領

鉄道債券引受承諾書

鉄道債券の売買に関する契約書

利用債年度別計画の変更について

呉線電化鉄道債券の引受けについて(依頼)

呉線電化工事の施行に伴う鉄道債券(30億円)引
受言十画

呉線電化工事の施行に伴う鉄道債券引受けに関す
る契約書

呉線電化工事に伴う利用債確約書にっいて(お願
い)

引受確約書
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20 広島広域市町村圏振興協議会一件(昭和蝿年)

昭和四年第1回広島広域市町村圏振興協議会総会
の開催について

書面審議の結果にっいて(報告)

書面審議の結果にっいて(回答)

幹事会の開催について

担当課長・事務担当者会議の開催にっいて

担当課長会議次第

広島地区のごみ処理対策の調査事項

広島広域市町村圏振興協議会事務局職員会議次第

東部プロック担当課長会議の開催にっいて

広島広域市町村圏振興協議会を組織する地方公共
団体の数の減少及ぴ広島広域市町村圏振興協議
会規約の変更について

矢野町ごみ処理年次計画表

矢野町ごみ処理状況

昿島広域市町村圏振興協議会事務局職員会議開
催について)

事務連絡

昭和嶋年度予算措置状況について

昭和娼年度予算措置状況にっいて(回答)

広島広域市町村圏振興整備計画書配布表

昭和47年度決算について

会務報告

昭和娼年度市町村長会議への提出議題にっいて

市町村圏事務担当課長会議次第

(書面審議について)

広島広域市町村圏振興整備計画書の送付にっいて

事務担当課長会議開催にっいて

広島広域市町村圏振興協議会の48年度負担金の払
い込みについて

広島広域市町村圏振興協議会事務局職員の解委嘱
について

事務担当者会議の開催について

昭和48年度広島広域市町村圏振興協議会分担金に
つV、て

広島広域市町村圏振興協議会一件・統計一件

第25回広島県統計大会の開催にっいて(通知)

第25回広島県統計大会参加並びに宿泊の予定者調
につぃて(依頼)

統計調査研究会への参加者数にっいて(照会)

続計功労者の調査にっいて(依頼)

広島県の人口移動(速報)送付にっいて(通知)

市町村の全域図の送付依頼について

昭和48年度学校基本調査結果報告の送付にっいて
(通知)

第24回専科研修生の推薦にっいて(依頼)

昭和49年3見分住民基本台帳、人口移動報告等の
送付について

昭利四年商業統計調査員の任命にっいて(通知)

昭和妬年国勢調査世帯名簿及び罰査区要図の閲覧
につぃて(依頼)

第27回統計職員養成講習会の開催にっいて(通
知)

昭和四年度地方統計職員業務研修(専門研修)に
関するアンケートにっいて(依頼)

「広島県の人口移動」(速報)送付にっいて(通知)

雑誌「統計」の編集企画にっいて(通知)

昭和四年度専科係長コース研修生の推薦にっいて
(依頼)

統計台帳(第③版)の一括購入、配付にっいて
(通知)

統計関係刊行物にっいて(依頼)

昭和四年度統計調査事業にっいて(通知)

統計資料の送付にっいて(依頼)

昭和49年4月分住民基本台帳、人口移動報告等の
送付について

統計関係法令通達例規集の送付にっいて(通知)

第47回統計実務(統計グラフ)講習会の開催にっ
いて(通知)

昭和娼年住宅続計調査概数結果(速報)の送付に
つぃて(通生の

昭和49年厚生行政基礎調査に従事する調査員の選
出について(通知)

統計実務講習会の開催にっいて(通知)

続計便りの送付にっいて(通生の

昭和朝年度広島県事業所経済統計調査結果報告に
ついて(通知)

統計主事の補職者数及び統計職員等の調査にっい
て(依頼)

統計資料の送付にっいて(通知)

「地域メッシュ統計の解説」の送付にっいて(通知)

21 統計一件(昭和四年)

統計研修所第25回専科研修生の推薦にっいて(依
頼)

37
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統計一件

「広島県の人口移動」(速報)送付について(通
知)

永年統計調査に従事している統計職員の調査につ
いて(依頼)

統計主事の補職者及び統計職員の調査について
(回答)

昭和四年5月分住民基本台帳、人口移動報告等の
送付について

昭和47年事業所統計調査報告書に掲載されない国
勢統計区及び人口集中地区別結果表の送付につ
いて(通知)

統計台帳(第③版)、計画書予約申込み

第25回全国統計大会の開催について(通知)

第25回全国統計大会の参加について

昭和四年度地方統計職員業務研修(基礎研修)の
開催について(通知)

第24回広島県統計グラフ・コンクールの作品募集
について(通知)

昭和49年度地方交付税中の統計費について(通
臭の

漁業センサス(指定統計第67号)の調査票の統計
目的外使用について(通知)

昭和49年6月分住民基本台帳、人口移動報告等の
送付について

昭和48年度広島県人口移動統計調査結果速報につ
いて(送付)

住民基本台帳人口移動報告に要する郵便切手の送
付について(通知)

昭和四年度事務概要の送付について(通生の

事務概要

統計研修所昭和49年度後期(第郭期)研修生の推
薦について(依頼)

統計調査事業一覧の送付について(通知)

昭和四年度総会の開催について(通知)

昭和49年度学校基本調査結果速報について(通知)

「昭和49年版県勢要覧」の普及消化について(依
頼)

昭和49年度地方統計職員業務研修(専門研修)の
開催について(通知)

昭和49年度7月分住民基本台帳、人口移動報告等
の送付について

「広島県の人口移動」(速報)送付について(通知)

昭和48年工業統計調査結果報告(全事業所)の送
付について(通知)

1970年世界農林業センサス結果の使用について
(通知)

総理府管内全日本統計恊会が行う事業統計調査に
ついて(通知)

住民基本台帳人口移動雜告関係用紙の送付につい
て(通知)

昭和49年度学校基本調査結果速報について(通
知)

「広島県の人口移動」(速報)送付について(通
生の

昭和●年8打分住民基本台帳人口移動報告等の送
付について

昭和49年工業統計調査の実施について(通知)

第5次漁業センサス結果速報の送付について(通
知)

統計実務(統計整備)研究会開催について(通
知)

第25回広島県統計大会参加並ぴに宿泊の予定者調
について(依頼)

統計実務(統計整備)研究会開催について

第25回広島県統計大会における統計調査研究会の
出席者について(通兵の

昭和娼年度統計台帳の資料の送付について(通
会の

「統計の日」記念統計グラフ展の送付について
(通知)

昭和四年9月分住民基本台帳人口移動報告等の送
付について

市町村統計台帳整備について(依頼)

西部プロック統計研究協議会の開催について(通
知)

「広島県の人口移動」(速報)送付について(通
矢の

「統計だより」の送付について(通知)

広島県民手帳(昭和50年版)の発行について(依
頼)

「統計の日」のポスターの送付について(通知)

第25回広島県統計大会の開催に伴う出席及び宿泊
申込みのとりまとめについて(依頼)

全国統計大会参加について

第25回広島県統計大会の開催に伴う出席及び宿泊
申込みのとりまとめについて(依頼)

統計から見た県勢昭和49年版の送付について(通
知)

昭和50年版「広島県民手帳」の購入申込について
(依頼)

第25回広島県統計大会の案内について

「広島県の人口移動」(速報)送付について(通
知)

訟



昭和蝿年度統計台帳資料

第5次漁業センサス海面漁業基本調査の結果表に
つぃて(通知)

昭和四年10月分住民基本台帳人口移動報告等の送
付について

統計大会への出席にっいて(依頼)

統計行政資料の送付にっいて(通知)

昭和50年版 r広島県民手帳」の配布にっいて(依
頼)

広島県人口移動調査結果報告書の送付にっいて
(通知)

統計の友VH

広島県統計だより第9号

「広島県の人口移動」(速報)送付にっいて(通
知)

昭和50年度予算編成参考資料の送付にっいて(通
知)

統計研修所昭和50年度前期(第56期)研修生の推
薦について(依頼)

昭和49年Ⅱ月分住民基本台帳人口移動毅告等の送
付について

統計調査員バッジにっいて(照会)

統計実務講習会の開催にっいて(通知)

昭和四年商業統計調査結果速報にっいて(通会の

「広島県の人口移動」(速報)送付にっいて(通
知)

広島県人口移動統計調査結果速報(昭和四年10月
1日現在推計人口)の送付にっいて(通生の

昭和四年12月分住民基本台帳人口移動報告等の送
付について

第21回統計グラフ指導者講習会の開催にっいて
(通知)

統計資料の送付にっいて(通生の

昭和48年工業統計調査結果報告の送付にっいて
(通知)

「新版わが郷士ひろしまけん」の送付について

昭和50年度統計調査閧係国庫予算の状況にっいて
領知)

昭和四年度学校保健計調査結果速報の送付につい
て(通知)

「広島県の人口移動」(速報)送付にっいて(通
知)

統計資料の送付について(通知)

昭和50年1月分住民基本台帳人口移動報告等の送
付について

統計局報第 155号

統計一件・各種団体助成金資料

統計局報の送付について

広島県人口移動統計調査市町村事務打合せ会の開
催について(通知)

昭和50年国勢調査宣伝用懸垂幕にっいて(通知)

統計研修所第26回専科研修生の推薦にっいて(依
頼)

書類および帳簿の目録

引継書類一覧表

昭和49年度統計台帳資料

第26回全国統計大会への参加者の概数にっいて
熊会)

昭和四年度広島県事業所経済統計調査結果報告の
送付について(通知)

「統計だより」第Ⅱ号の送付について(通知)

結果の概要

西部ブロック統計研究協議会資料

昭和50年国勢調査のあらまし

「広島県の人口移動」(速報)送付にっいて(通
知)

昭和50年事業所統計調査の調査員数にっいて(通
知)

昭利蝿年住宅統計調査結果報告の送付にっいて
(通知)

「統計だより」第10号の送付にっいて(通会の

市町村統計台帳整備にっいて(依頼)

「統計台帳」と市町村統計整備

統計台帳記入の手引き

「やさしい電子計算機の知識」

昭和50年3月分(1日一19助住民基本台帳人口
移動報告等の送付について

卵各種団体助成金資料(昭和49年)

昭和49年度各種団体助成金査定資料

助成金増額理由説明書

安芸郡小学校長会昭和蝿年度定期総会・研修会要
項

補助事業調

助成金交付申請について

昭和娼年度安芸郡町村教委連絡協議会定期総会

安芸郡社会教育振興会助成金増額にっいて

財務 .
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各種団体助成金資料共同募金一件

昭和蝿年度安芸郡社会教育振興会総会資料

安芸郡体育指導委員協議会助成金増額について

助成金増額理由説明書

昭和48年度安芸郡体育連盟理事会・評議員会

助成金増額理由申請書

昭和47年度実施事業

昭和U年度安芸郡国保事務研究会決算書

昭和47年度安芸郡民生委員協議会事業報告書

補助事業調

昭和蝿年度一般会計・特別会計歳入歳出予算書

助成金増額理由書

広島県傷疾軍人会安芸支部昭和47年度決算書

昭和47年度保健衛生推進会決算書

補助金交付申請書

助成金交付申請について

助成金交付申請について

農業委員会安芸郡連絡協議会昭和弼年総会資料

安芸郡社会福祉協議会昭和48年総会資料

広島県統計協会安芸郡支部昭和蝿年度総会資料

広島県消防協会安芸郡支部昭和娼年度総会資料

助成金交付申請について

昭和47年度安芸郡町村歳入歳出決算書

昭和此年度共同募金公告

昭和U年度共同募金報告書

共同募金運動の適正実施について

声明書

共同募金の実施について(通知)

既住勧告事項の推進に関する行政監察結果に基づ
く勧告(共同募金事業関係)

昭和42年度共同募金目標額の設定について

共伺募金運動の適正実施について

共伺募金目標額の設定について

昭和40年度共祠募金決算

広島県共同募金運動実施要綱

共同募金運動の実施に関する全面的協力について

赤い羽根共同募金運動のありかた

昭和U年度共同募金毅告書

昭和42年度共同募金公告

昭和42年度共同募金実績報告について

「昭和42年度歳末たすけあい運動」実施要領につ
いて

送品書

領収書

63 共同募金一件印召和42年)

中元に際し生活困窮家庭に対する共同募金配分金
の伝達について(通知)

中元に際し生活困窮家庭に対する共同募金配分金
の交付について(通知)

昭和42年度共同募金用物品について

当座勘定受入副報告書

災害見舞金臨時配分について(通知)

声明書発送について

共同募金事務打合せ会議の開催について

声明書

昭和此年度共同募金安芸郡支会目標額設定につい
て

共同募金事務打合せ会協議事項

昭和41年度安芸郡共同募金報告書

民 生

64 共同募金一件(昭利46~47年)

共同募金

在宅(ねたきり)老人、心身障害児者数のことに
つし、て

昭和46年度共同募金目標額のことについて

昭和46年度共同募金目標額について

昭和46年度共同募金運動にど協力方についてお願
し、

共同募金事務閥係者連絡会議に担当者の出席方に
ついてお毎貞い

共同募金支会事務局長(担当者)連絡会議開催に
つし、て

地域における共同募金配分対象等のことについて

市町村支会事務局長(事務担当者)連絡会議資料

昭和妬年度広島県共同募金収支概要

昭和46年度日赤社資各町村分区目標額の設定につ
いて(案)

共同募金会支会事務局担当者連絡会議開催につい
て

共同募金についてお願い

昭和46年度共同募金協力について(依頼)

如



共同募金についてお願い

昭和46年度共同募金決算のことについて

広島県共同募金会矢野町支会々則

昭和46年度共同募金(県本会扱分)配分部会順序

昭和47年度共同募金に対する意見の提出にっいて
(お願い)

「みんなの心を沖縄に」きょ金運動の実施にっいて

在宅「ねたきり」障害数のことについて

共同募金支会事務局長連絡会議開催のことにっい
て

広島共同募金会市町村支会事務局長連絡協議会資
料

昭和46年度広島県共同募金結果の概要

昭和47年度共同募金目標額のことについて

あかいはね第7号

「集中豪雨災害N荘Kたすけあい」の実施にっいて

「集中豪雨災害NHKたすけあい」について

昭和47年度共同募金運動実施に伴う目標額等のこ
とについて

広島県共同募金運動実施要綱

昭和47年度共同募金配分要領

昭和46年度事業報告書

昭和46年度収支決算書

昭和U年度広島県共同募金目標額決定書

25周年記念特別顕彰並びに中央共募顕彰規定によ
る表彰者の推せんについて

集中豪雨災害NHKたすけあい義援金に対する税
制上の優遇措置について

昭和47年度共同募金にっいて(依頼)

共同募金25周年記念広島県社会福祉大会において
感謝又は表彰を要するものの推せんについて

共同募金事務担当者連絡会議開催にっいて

地域的社会福祉各種施設の現況調書

第22回「NHK歳末たすけあい」の実施のことに
ついて

集中豪雨災害NHKたすけあい義援金の配分状況
等のことについて

共同募金一件

昭和四年度共同募金運動にっいてお願い

昭和49年度広島県共伺募金目標額にっいて

広島県共同募金会支会事務担当者連絡会議(資
料)

昭和蝿年度収支決算書

昭和四年度共同募金運動に係る支会事務担当者連
絡会議の結果について

昭和49年度共同募金目標額について

共同募金運動"たすけあい"の詩募集にっいて

災害見舞金配分金改定について

地域的施設(老人、心身障害児等)に対する配分
金交付について

昭和49年度広島県社会福祉大会において本会事業
功労者に対する表彰又は感謝者の推せんにっい
て

共同募金支会事務担当者連絡会議にっいて

共同募金支会事務担当者連絡会識(資料)

昭和四年度共同募金配分要領

地域内民間社会福祉施設、団体に対する共同募金
配分対象等基本概定

昭和娼年度事業報告書

昭和四十八年度共同募金蝦告書

赤い羽根のはたらき

あかいはね第10号

広島県共同募金運動実施要綱

振込票

共同募金実績報告書

共同募金送金票

昭和49年度共同募金収支決算表

赤い羽根の記事がこんな風に

昭和49年度広島県共同募金目標額決定書

町内会長会議の開催にっいて(通知)

昭和49年度共同募金運動の実施期問について

昭和49年度共同募金運動実施に伴う目標額等にっ
いて

町内会長会議議題

青少年育成県民運動推進員等設置要綱

町内会長会議に関する件(葉書)

昭和四年度共同募金に対する寄附金の免税対象に
係る大蔵省告示について

第24回(昭和四年度)「NHK歳末たすけあい」
の実施について

共同募金に関する参考資料送付にっいて

65 共同募金一件(昭和49年)

在宅ねたきり障害者(老人、心身障害者児)にっ
いて

昭和49年度共同募金増強計両について

中元に際し生活困窮家庭に対する共同募金配分金
交付について

41



共同募金一件学校基本調査一件

昭和49年度共同募金収支決算について

共同募金配分金等について

共同募金受配施設・団体の監査並びに配分調査に
つ、、て

共同募金配分金等について

昭和四年度共同募金実績報告について

74 学校基本調査一件(昭和娼年)

昭和娼年度学校基本調査関係書類の送付について

昭和賜年度学校基本調査事務打合せ会の開催につ
いて(通知)

昭和48年度学校基本調査質疑応答

昭和賜年度学校基本調査の指示およぴ注意事項

昭和蝿年度学校基本調査調査票検収日程

昭和48年度学校基本調査事務打合せ会会場変更に
ついて(通知)

昭和48年度学校基本調査調査票類の送付について
(通知)

学校の異動内訳

配布資料

昭和48年度学校基本調査の手びき(都道府県・市
町村用)

昭和娼年度学校基本調査の手ぴき(学校用)

、、

子'

学校の異動内訳

昭和49年度学校基本調査質疑応答

昭和四年度学校基本調査調査票及び手引の正誤表

務

乃学校基本調査一件(昭和四年)

昭和四年度学校基本調査の調査票の送付について

昭和49年度学校基本調査の調査票の訂正について
(通知)

昭和49年度学校基本調査の調査票類の送付につい
て(通知)

昭和49年度学校基本調査の指示及び注意事項

昭和49年度学校基本調査の調査票の送付について
(通知)

昭和四年度学校基本調査事務打合せ会の開催につ
いて(通知)

昭和49年度学校基本調査事務打合せ会次第

昭和49年度学校基本調査の手引緒"道府県・市町
村用)

昭和49年度学校基本調査の手引(学校用)

昭和49年度学校基本調査の指示及び注意事項

収
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