
広島市公文書館所蔵資料目録第26集

安芸町役場文書目録

平成 年12

広島市公文書館



広島市公文書館所蔵資料目録第26集

安芸町役場文書目録

平成 年12

広島市公文書館



このたび、広島市公文書館所蔵資料目録第26集として『安芸町役場文書目ε剥を刊行す

ることができました。この目録は、安芸町が広島市と合併する際、当館が引き継いだ文書

類を整理・分類したものです。

安芸町は、広鳥市の東音Ⅲこ位置し町の周辺を呉婆々宇山、ニケ城山など400~600メート

ル級の山々に囲まれ、町内を流れる温品川{府中大}川、小河原川(福田大川)沿いに町

が開けてきました。安芸町の名は、昭和31年、安芸郡温品村と安佐郡福木村との合併の際

に、町民公募により決定され、「安芸郡下で最初の合併町」であることと「安らかにして

芸の町、つまり、平和な文化の町」になるよう祈念して命名されました。

安芸町は、大きく温品・馬木・福田の3地区にわかれます。温品地区は江戸期に作られ

た「芸藩通史」みよると古くは海辺の地でその名残として金碇神社付近で鉄錨が掘り出さ

れたことが記載されています。昭和30年代、塔の丘団地造成以来団地造成があいつぎ昭和

39年製パンエ場、40年プレスエ場の進出、広島市との合併などにより市の郊外住宅地とし

て人口が急、増しています。馬木地区は、山あいの田園地帯で、古くは、広島城築城の際、

普請奉行として指揮をとった二宮就辰が吉田と広島を結ぶ道路を建設するため居を構えた

地で、明治41年、広島に師団司令部を置いた第5師団の兵員訓練のため、大原に陸軍演習

場が作られました。戦後、温品地区と同じく山ろくの緩斜面を利用し宅地造成が進んでい

ます。福田地区は、安佐北区に隣接した山間の地で、大正期農家の副業はマッタケ採り、

昭和期になると養蚕が盛んでした。戦後、兼業農家が増え、昭和61年、安芸府中道路(温

品バイパス)の開通、昭和62年、山陽自動車道のインターチェンジ供用開始により大きな

変容をとげています。

安芸町は、昭和49年Ⅱ月1日に広島市と合併。現在東区の一部を占めています。今回月

録化した役場文書はややもすると散逸・滅失する恐れがあるものは'かりですが、当時の町

勢を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 12年3月31日

広島市公文書館長 原田耕 二
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本目録には、旧安芸郡安芸町の、概ね大正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1939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、1939冊の中から21冊を選

び、各等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、内容的に見れぱ他の分類に属する場合

もある。

2 篝冊目録記載事項

①簿冊名・発生年・冊数・請求番号の順に記載した。ただし、一部施設の建設工事関係書

は、検索の便のため施設毎に「00建設工事(付帯工事含む)関係書」として一括した。

②簿冊名は、原篝冊の表記に従い、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等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、束、枚、通を用いた。なお、いくっか

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名の前に〔※〕を付け、冊数の次に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

①簿冊の配列は発生年順とし、大分類及ぴ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か月前後の異同を含む場合がある。

④簿冊名が同一で、発生年が1年ごとに連続するもの及び類似のものは、ーつの簿冊名でー

括し、発生の期間と合冊数を記した。

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

その後に一括記載した。

凡 例

1Ⅱ



4 件名目録記載事項

①例規、議会、選挙、庶務、総合計画、財務、農・産業、土木、民生・衛生、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。

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

平がなを用いた。

④件名の原文そのものが平がなの場合は、簿冊名の右にその旨表記した。

⑤旧体漢字は新体漢字に改めた。

5 安芸町の合併経過は下表のとおりである。

安

明治5年4月

町

温品村^第3大区第1小区^温品村

福田村

馬木村

明治21年4月

第7大区第1小区

福田村

f゜ 1・樹
明治22年

昭和31年

3月31日

安芸町

昭和四年

11月1日

広島市に

編入合併

IV

芸



安芸町役場文書

例 規

安芸郡温品村財産蓄積条例
大正4年

帝国在郷軍人会礼式規程
昭和15年1冊 2

条例等(安芸郡府中町・安芸町、府中中学校組合
規約外)昭和28~42年1袋 3

※安芸町条例一件
昭和31~37年1綴セ5頁左) 4

安芸郡市町村税滞納整理組合規約、条例等(職員
の給与に関する条例の一部を改正する条例等)

昭和31~37年2綴 5~6

安芸町職員定数条例(現行)
昭和31~43年1綴 7

法例規綴昭和31~47年1冊 8

規約・内規綴昭和31~47年2冊 9~ 10

規則規定綴昭和31~49年6冊 11~ 16

廃止条例綴
昭和31~43・48~49年2綴 17~ 18

規程訓令原簿(1~2)
昭和31~49年2綴 19~20

規則原簿 a ~3)
昭和31~四年3綴 21~23

公印台帳昭和31~49年1冊 24

国民健康保険条例及び国民健康保険条例等施行規
則昭和32~43年2冊 25~26

職員給与関係条例規則綴(付時問外早見表)
昭和32~49年3冊 27~29

各種団イ本機関会則規約等綴(士地開発公社定款含む)
昭和33~48年4綴 30~33

条例原簿(2~6)
昭和34~49年5綴 34~38

役場処務規定外、事務改善研究会一件
昭和35・37~38年3綴 39~41

退職手当組合(法例規綴)
昭和35~45年1綴

特別給付金支給法関係書類綴(戦没者の妻)
昭和38~42年1綴 43

安芸町立学校給食共同調理場設置条例運営委員会
規則・運営蜆定昭和40年 1冊 44

安芸郡安芸町立小・中学校の管理及び学校教育法
の実施に関する規則昭和41年]冊 45

地方公務員災害補償関係法例規綴
昭和42~47年 1綴 46

消防例規綴昭和42・47~49年 3 綴 47~49

法制執務(総務課)昭和42年 1綴 50

普通河川等保全条例一件綴
昭和"~45年3綴 51~53

原爆被爆者特別措置法令及び例規綴
昭和44~47年1綴 54

安芸町税条例の一部を改正する条例について(資料)
昭和"年1袋 55

都計法(施行法)による士地区画整法等一部改正
昭和44年1綴 56

急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律関係
昭和"年1綴 57

普通河川法一件綴昭和47年]綴 58

学校管理規則学校職員服務規程
昭和47年1綴 59

生活安定関連法律綴昭和鴛年1綴 60

安芸町規則第17号優良住宅新築認定事務に関す
る規則昭和49年1部 61

広島市道路占用料徴収条例《改正版)
昭和49年]綴

※※ ※

(案)関係・生産緑地法都市緑地保全法
1綴 63

1綴

例規議会

消防法規例規綴(消防団)

65~74

64

101霞
42

安芸町議会提出議案
昭和31・ 34 ・ 44~45 ・

47~49年

二色生

而我

62

1綴

会



議会選挙庶務一般

※議決書綴昭和34~42・U~49年
17綴(25頁右)

安芸町議会々議録
昭和35~49年11綴

議会一件昭和40~47・49年

会議の結果報告綴(総務課)
昭和44~46年1綴

信義会質問通知書綴) 昭和46年1綴

議会準備諸件綴昭和46年1綴

75~91

92~102

13綴 103~ 115

所得調査委員選挙事務要覧
昭和B年

公明選挙啓発関係綴
昭和35~38年2綴 120~121

選挙関係書類綴
昭和37~38・44年3綴 122~124

農業委員会委員選挙関係文書綴
昭和37年1綴 125

※公明選挙推進協議会・公民館運営協議会・社会教
育委員会綴

昭和38~39 ・ 43~45 ・
47~49年3綴(26頁右) 126~128

統一地方選挙特報(安芸町選挙管理委員会)
昭和38年1綴 129

町長選挙、町議会議員一般選挙選挙運動費用収支
報告書綴昭和39年1綴 BO

個人演説会の施設使用申出に関する通知書
昭和叫年1枚 131

116

庶

]部

、、

時局と婦人の覚悟

職員服務に関する綴

く庶務

昭和31~心年

告示綴昭和31~49年8綴

町内補助交付申請書各種申請書
昭和33~34年

務

般>

1冊

昭手m年

※庶務に関する綴
昭和34~49年

1 19

2

公文書綴
昭和37 ・ 39~40 ・ 42~43

45~46・49年10綴

昭和38・46年2綴日誌

海外移住事業関係
昭和39 ・ 43 ・

45~49年6綴

時刻表昭和如年1枚

町政+周年記念行事関係文書
昭和41年

1冊

180

]綴 B7

B8~145

選挙人名笈登録者数調
昭和47~49年1綴 B2

会議録(選挙関係)昭和48年1綴 133

事務引継書(選挙管理委員会)
昭和49年1冊 B4

※※※

明るく正しい選挙推進合同研究会の開催について
1枚 B5

B6

7綴
(27頁右)

1綴 146

147~ 153

地方公務員災害補償関係
昭和42~49年2綴

諸届、願書類綴昭和心~叫年

特別職報酬等審議会関係文書綴
昭和"~49年1綴

聞取票綴昭和44~49年1綴

地区委員に関する綴昭和叫年1綴

安芸町広報(第74号)

154~ 163

164~ 165

3月

166~171

1綴昭和叫年

中国支社だより(国鉄中国支社)
昭和"年

陳情書綴昭和'~紹年]綴

自由新報俳f聞) 3月

1綴

172

昭和45年1部

昭和45年1部

174~ 175

1綴

173

176

広島新聞

17フ

選

7
 
8

ー
ー

8
 
9

ー
ー

1
 
2

ー
ー

3
 
4

ー
ー



ほるぷ新聞(第60号)
昭和45年1部

銃砲刀剣類発見届運動の実施について
昭和'年2綴

事務引継書綴
昭和46・48~49年4綴 188~191

町内通知書・依・頼書綴
昭和47~48年1綴 192

初任職員研修会一件昭和47年1綴 193

地方公共団体の公務員に係わる児童手当支給状況
報告綴(総務課)昭和47年1綴 194

広島県町村非常勤職員等公務災害補償組合設立
一件綴昭和48~49年1綴 195

文書整理簿(総務課)
昭和48~的年2綴 196~197

放送稾議笈昭和48年1綴 198

各種団体助成金資料(総務課)
昭和49年1綴 199

185

186~ 187

火災報告綴
昭和40~49年2綴

広島市との消防応援協定関係文書綴
昭和40年1綴

消防力基準調査昭和40年1綴

危険物貯蔵所取扱所届出書綴
昭和41~42年]綴

消防団日誌・訓練・出勤等
昭和42~43年2綴

火薬類関係文書綴
昭和42~43・48年3綴

消防役員会議一件綴昭和42年

消防用設備書一件綴昭和42年

防火用池その他昭和42年1袋

消防団員教養・訓練庶務綴
昭和43~45年1綴

消防施設整備事業に関する綴
昭和43・45~46年3綴

消防執務資料綴
昭和43~46年3綴

消防関係調査綴
昭和43~49年2綴

消防団表彰綴'(総務課消防係)
昭和43年1綴

安芸郡消防大会一件
昭和45・47年2綴

消防ポンプ購入参考綴

238

239

安芸町役場閉所式写真集

※

町長が定める様式集

(役場日誌)(3枚)

公平委員会関係書類綴

庶務一般消防

昭和49年

※

2袋風景写真(76枚)

引継調書 1枚

ラジオ(に関する)ポスター

※

212~2B

1綴

1袋

(安芸町役場)

1冊

240~241

242

214

215

200

1枚

1枚

243

244

245

216

217~218

※消防関係統計資料
昭和28~46年1綴

防火水槽補助関係書綴

201

202

く消

219~221

1綴 222

]・転 223

224

1綴 203

204~205

206

2071枚

婦人消防隊関係書類綴
昭和40 ・47年

防>

セ9頁右)

225

昭和37年

226~228

消防事務委託一件
昭和46~47年

消防出初式記念写真昭和46年

市消防関係綴

229~231

1綴

208

2綴

232~?33

昭和47~49年2綴

消防計画昭和48年1綴

※※※

消防訓練の写真(46枚) 1袋

森林火災防止月間(ちらしの一部)

(火災)予防(ポスターの一音田

昭和45年

209

210~:211

234

235~236

1綴

1綴

H琵

237

3



交通安全 基本計画

<交通安全>

安芸町交通安全対策協議会綴
昭和42~49年3綴 246~248

交通安全に関する綴
昭和45・47~49年3綴 249~251

市町村交通安全計画ならびに実施計画に関する綴
昭和46年1綴 252

交通安全対策資料綴
昭和47~四年2綴 253~254

交通安全功労者表彰一件
昭和47~49年1綴 255

交通事故発生状況
昭和47~49年1綴 256

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動指導風景写真
集昭和47年 1冊 257

交通安全運動一件
昭和48~49年2綴

※交通安全庶務
昭和四年1綴(31頁右)

4

人口移動統計調査報告綴
昭和40~49年

国士基本図昭和41・"年

企業立地と工場適地
昭和42~心年2綴

安芸町人口動態調査表
昭和42~49年

引文の戸別詳細地図(広島市)
昭和42年

広島地区広域行政懇談会関係
昭和43・45~49年4綴

地区別総合休系調書綴

305~312

1綴 273

2綴 274~2乃

昭和嶋年

市街化調整に関する調書一件
昭和43年

整備計画策定会議一件綴
昭和嶋年

士地利用計画樹立資料258~259

(村勢概要)昭和22年1綴 261

46総合計画資料昭和29~46年1袋 26?

新市町村建設計画調整並びに整備事業補助関係書
類昭和30~33年1綴 263

安芸町建設計画、実施計画
昭手脇2,38~42年2綴

新町建設計画書
昭和33・37~42年3綴

安芸町航空写真地図
昭ネ脇8・45年2綴

事業計画一件昭和39・42年

<基本計画>

276~27フ

1冊

260

1冊

278

都市計画一件綴
昭和44~47年

279

280~283

交通情勢調査
昭和44~49年3綴 294~296

町会全図 N02 (馬木、森垣内、大上・横見、平
林団地、大原、上中、畳谷、塔ノ丘団地、地区)
(2枚)昭和44年1束 297

安芸町都市計画図其4 1:2500
昭和45年2綴 298~299

公共用地需要緊急調査一件
昭和45年1綴

昭和46~47年1綴中期諸計画

※新市町村建設計画関係綴
昭和46年2綴(32頁左) 302~303

安芸町の現勢(①大学誘致の図面②高瀬堰の水利)
昭和46年1綴 304

安芸町総合基本計画書
昭和47~四年8綴

土地利用に関する庶務綴
昭和47~49年1綴

広域ネットワーク資料
昭和47年2綴

1綴

3B

1綴

284

昭和心年

1綴

285

1綴

286

6綴

264~265

2幻

288~293

266~268

269~270

2 綴 271~272

合言十画

314~315

公
心糸

0
 
1

3
 
3



統計一件昭和47年1綴

文書整理筒(企画室)
昭和48~四年2綴

広島圏公共空地体系調査一件
昭和48年

※※※

(安芸町について) 1部

安芸町全図 4枚

安芸町地図等高線(ν300の 1袋

安芸町地形図縮尺 1:25000 (6枚)

316

安芸町都市計画地図 2枚

基本図一件害類 1袋

図面とその他(3枚)

緒K市計画市街化区域)

町名または字名一覧他

交通量調査グラフ]枚

(写真・ネガ) 2袋

(航空写真) 2冊

317~318

1綴

49年度水害調査要綱・用紙
昭和49年

※※※

(洪水時と平常時の此較写真)
319

320

321~324

325

基本計画防災合併関係

1イ是 326

327~328

329

330

331

332

333

334~335

336~337

1衣

1袋

1袋

町村合併効果の測定及び広域行政の現況調査につ
昭和39・47年2冊いて 366~367

合併推進に係る町民PR一件綴
昭和47~四年 1冊 368

合併問題資料昭和絽~49年 2 冊 369~370

広島市、安芸町合併協議会関係資料
昭和絽年8冊 371~378

広島市・安芸町合併事務検討資料
昭和48年3冊 379~3別

広島市・安芸町比較対照資料・現況調査資料
昭和紹年2冊 382~383

合併協議会関係昭和四年2冊認4~385

第3回広島市、安芸町合併研究協議会において確
認された協定(案)について

昭和49年1冊 386

<合併関係>

1袋

災害写真記録集

く防

1冊

364

水防一件綴
昭チ胎6・46~49年3綴

災害関係文書綴
昭和36~38 ・ 40 ・

43~45・49年8綴

安芸町地域防災計画
昭和39~49年5綴

防災関係綴昭和40~49年3綴

防災会議関係文書綴
昭和40~四年3綴

ひは'りが丘団地防災計画書
昭和45年1綴

365

昭和35 ・40年

災>

391~392

31妾 338~340

広島市との合併交渉経過
昭和四年

(合併)五ケ年建設計画

5

341~343

昭和四年1綴 389

広島市広域合併の推移と現況(職員労組)
昭和49年1綴 390

広島市・安芸町合併申請一件
昭和49年 2冊

※(広島市・安芸町合併関係書類綴)
昭和四年1綴(33頁左) 393

メモ(合併問題に関し町民(共産党)との対話事項
1枚 394

344~351

352~356

357~359

2冊

360~362

387~388

363



予算・決算財産

ノ、

※一般会計・特別会計予算書
昭和31~四年66綴(33頁右)

予算資料

<予算・決算>

昭和31・47・四年3綴 461~463

予算原稿綴昭ネ脇3・35年2綴 464~465

安芸町歳入歳出決算書
昭和33~四年16綴 466~4剖

安芸郡安芸町歳入歳出決算に関する報告害a2枚)
昭和37年2袋 482~4諮

37年度安芸郡安芸町歳入歳出決算認定について
昭和38年2袋(10枚) 484~485

国民健康保険特別会計予算に関する説明書
昭和39年1綴 486

昭和45年度の公園関係事業予算要望
昭和"年1綴 487

務 市町村台帳昭和35~"年1綴 500

財産区引継関係書綴昭和36年1綴 501

物件処分一件綴(含・貸付、寄附)
昭和37~38年1綴 502

不用品決定売払決裁書綴
昭和37~49年1綴 503

広島県旧町村職員恩給組合資産管理組合に関する綴
昭和37~49年2綴 504~505

町有財産管理移譲に関する綴
昭和38~44年1綴

395~460

1綴

予算の追加更正について
昭和46年1冊

(予算説明会) 昭和47年1部

昭和47年度一般会計及び特別会計決算説明害
昭和開年1綴

※※ ※

櫂災資金予算の書記より温品村長宛(上申書、
件)

]綴 491

士地交換に関する綴
昭和40~42年

町有財産等補償一件織

522

承諾書
1袋 525

6綴 526~531

町村有物件災害共済関係
昭和42~四年2綴

公共用財産の用途廃止について
昭和C年2綴

町有地に係る諸証明綴

523

524

4認

489

建物台帳・土地台帳・有価証券台帳等
昭和10~44年

財産台帳昭和10~49年3綴

福木村基本財産昭和22~25年

町有物件災害共済一件
昭和32~37・39年2冊

財産管理簿昭和32~42年1綴

昭和43年]綴

町有土地使用貸借契約書一件
昭和44年1綴

水路敷寄付昭和叫年]綴

財産譲受願昭和44年1袋

広島県安芸町納入車議装三面図(3枚)
昭和45~46年

施設台帳昭和46~帽年3綴

建物共済一件綴昭和46年1綴

公用廃止一件綴昭和47年]綴

安芸町損害評価会一件綴く財

昭和卯年

1綴

506

490

1綴

産>

507

508

509~510

511~512

1綴 492

493~495

1'是 496

5B

昭和47年

備品台帳昭和紹年1綴

分合交換地番図他(温品字菰口)
昭和鮨年

安芸町財産目録昭和49年

※※※

建物台帳 1綴

建物工作物管理簿 1綴

514

532

515

497~498

1'見 517

518~520

521

516

499 533

6



手数料収入證紙受拂簿
大正15~昭和31年

<税・財務>

起債償還年次表
昭和27~46年

貯金通帳
昭手Ⅱ28,30~31・

35~43年3袋

償還済地方債等借用証書綴
昭和28~36年

昭和30年定期貯金證書

昭和31~36年設備費台帳

※補助金一件
昭和35~39・46・49年8綴

(34頁左)

公債費の状況等昭和36~松年

(起債関係書類)昭和37~49年

一時借入返済領収書綴

1綴

3綴

現金出納状況調、現金等現在高調書等
昭和41
47~49年3綴

国民年金補助交付申請書綴
昭利41~49年2綴

助成金交付申請一件綴
昭和42~44年1綴

選挙常時啓発補助金交付要綱
昭和42~47年

災害復旧事業補助金(昭和40年災害)
請書昭和42年1綴

契約書昭和42年]綴

補償に係る綴昭和42年1綴

耕地関係単県補助一件(建設課)
昭和42年1綴

534

535~537

538~540

昭利37年1冊 554

林道・小規模復旧治山補助金、指名願及び工事写
真関係綴(経済係)

昭和38~42年1綴 555

消防施設整備費補助金関係書類
昭和38~40
42~44・47年7綴

衛生補助金一件
昭和39 ・
41~46年5綴

608

541

542

543

税・財務

544~551

1袋 552

1袋 553

579~581

582~583

監査に関する織
昭和39~43 ・

45~47年

補助指令綴(総務課)
昭和43~47・49年3綴 590~592

国民健康保険事務費・療養給付費負担金交付申請書
昭和44・48年2綴 593~594

交通安全対策事業補助金申請綴(企画室)
昭和44~四年]綴 595

交通安全対策特別交付金一件
昭和44~49年1綴 596

人口急増に係る財政状況調等
昭和44年2綴 597~598

国庫負担金等の事業実績報告書綴
昭和45年]綴 599

国庫県費補助金一件(保育所)
昭和46・48~49年1綴 600

市街地区域内の農地に対する固定資産税について等
昭和46年]綴 601

米穀流通消費改善対策補助金一件綴
昭和47~絽年2綴 602~603

(国庫負担事業認定申請書綴)
昭和47年1冊

団体補助金一件綴
昭和39~48年2綴

昭和39~49年

(出資)
昭和39~49年

1綴 585

変更交付申
586

587

588

584

有価証券台帳

出資金等台帳
1綴

※財務臼~3〕
昭和40~49年3綴(34頁左)

6・7月災害水防資材整備国庫補助申請
昭和40年1綴

556~562

563~567

3綴

589

568~570

571~572

1綴 573

607

604

574

575~57フ

605~606

1綴

文書整理箔(税務課)
昭和48~49年2綴

水稲農業補助金交付申請書
昭和48年

黒蝕米防止対策事業の補助金
昭和心年578 1綴

7

綴
枚
冊

ー
ー
ー



税,財務農業一般

繰上償還通知書 a3枚)

土地譲渡益重課制度一件
昭和開年

土地改良事業補助要項(耕地)
昭和開年

安芸町財政推計算出資料
1綴昭和49年

事務引継書(監査委員)
昭和四年 1冊

書類および帳簿の目録
昭和49年2冊

※※※

米穀流通消費改善対策費補助金交付申請書
1綴

昭和48年 1綴

1綴

609

67フ~680

1綴

耕地一件書類
昭和36・38~47年10綴

(農業法人実務研修会資料)
昭和36年1綴

農産物商品化程度別農家統計調査に関する綴
昭和36年]綴

610

降雨記録表

(納税)確定申告(ポスター

昭和41~44・48年4綴

病害虫関係文書綴
昭手Ⅱ41~42

6綴45~48年

畜産調査表昭和41年]綴

農業用水路の公用廃止申請一件
昭和42~43年2綴

611

681~686

687

612

農家台帳農家分類集計票

6B

昭和36年1綴 641

農業就業構造改善協議会一件(労働力調整協議会
一件)昭和36年]綴 642

契約書(ぬくしなホーレン草種子委託栽1剖
昭和38~42年4綴 643~646

※農業関係文書綴
昭和38~39 ・ 41~43 ・ 45~49年

12綴(35頁右) 647~658

主要食糧集荷関係文書綴
昭和38~39・42・四年4綴 659~662

農林業振興対策に関する文書綴
昭和38年 1綴 663

配給関係文書綴
昭和39~40年4綴 664~667

(経済係事務取纏表等)
昭和39~45年]綴 668

1綴市町村農政昭和39~46年 669

田畑所得標準作成要領・麦市町村別作付面積お
よび収稜量(農林省広島統計調査)

昭和39年1綴 670

614~615

・産業

<農業一般>

2枚)

626~628

(小作料基準設定関係書類)
昭和露年]綴

品種更新計画書(付奨励品種の特性表)
昭和31年]袋

1袋

616

629~638

617

農山村振興基本計画書
昭和33~37年

639

農樂委員会一件
昭和33~37・49年2綴 621~622

新農村特別助成事業一件
昭和33年1綴 623

農業センサス果樹関係特別集計結果表
昭和35年1綴 624

家調査結果表(内訳農家類型区分別・1畊平
畜農産物・農業機械など・農業雇用労働・兎に
わとり飼養世帯員)昭和35年1綴 625

耕地主任者会議一件
昭和36~38年3綴

640

618

688~689

1綴

619

耕地事業担当課長会議録
昭和40~42年1綴 671

稲作近代化事業に関する書類
昭和41~42年1綴 672

農業近代化資金関係文書綴、農業改良資金関係文
書綴(経済建設課)

昭和41~心年4綴 673~676

620

8

農



有害鳥獣関係文書
昭和42 ・ 46

開~49・年4綴 690~693

干害融資関係文書綴
昭和42~49年1綴 694

慣行等による水利権に関する届出控
昭和絵年1綴 695

畜産関係文書綴昭和42年1綴 696

昭和42年度水田及び畑地の干害に対する水源調査
昭和43年1綴について 697

昭和"~46年1綴週刊農林 698

水稲損害評価一件
昭和44・48年2綴

主要食糧関係文書綴
昭和"~49年7綴 701~707

近郊農村土地利用実態調査表
昭和叫年2綴

観測施設設置届一件綴

725~728

]冊 729

730

(経済係)
1綴 731

農業一般共済組合・協同組合

広島地域農林漁業振興協議会一件
昭和47~48年2綴 732~733

稲作転換による主要作物栽培基準(6冊)
昭和47年2綴 734~735

米改良協議会関係一件綴

1冊

昭和"年1綴 710

農業用水利現況調査細目表
昭和叫年1綴 7Ⅱ

稲作対策特別事業費一件綴
昭和"年1綴 71?

米価格の変遷(天保元年~昭和44年)
昭和"年1綴 713

(農地法第5条の規定による許可申請書・事業計
画変更承認申請書一件綴

昭和叫年1綴 714

昭和47年1綴

農林漁業金融公庫昭和47年1綴

会議一件(その他)(農政懇談会等)
昭和47年1綴

安芸町農区委員会同昭和47年1綴

雑件綴(農林事務所)
昭和48~49年1綴

地域農業生産対策基本調査
昭和48年1綴

海田農業改良協議会通常総会一件綴
昭和48年 ]芹夙

699~700

744

745

708~709

米生産調整に関する書類
昭和'~46・49年7綴

農林樂資料調 昭和45年1綴

水稲異議の申立書 昭和45年]綴

昭和46~開年1綴週刊農業

稲作関係一件

746

麦の耕作面積調ベ一件

736

737

昭和朝年

水稲品種更新採種圃設置委託契約
昭和49年

農林省が講じた個別物資対策の概要
昭和四年

※※ ※

9

昭和46~的年4綴

(田園風景写真集)昭和46年

農林一般文書綴昭和46年1冊

農業の就業構造改善に関する調査一件
昭和46年

738

739

740

耕地図

715~721

フ?2

723

724

762

741

763

]綴

742

<共済組合・協同組合>

764~765

農作物共済引受(新制度)(農業共済組合)
昭和23・39~45年2綴 747~748

安芸町農業共済組合関係一般文書綴
昭和23・32~45年7綴 749~755

※申請書一件(農業共済組合)
昭和33~38・40・4?年研髪

(36頁右) 756~761

農業共済事業市町村委譲の手引
昭和33年 1冊

需要実績綴(農協関係)(経済係)
昭和33年1綴

広島県農業共済組合連合会一件
昭和35~36・48年2綴

1キ肱

743

袋1



共済組合・協同組合園芸

農協合併研究会一件
昭和37~39年ー、、、

安芸町農業共済組合総代会議案関係
昭和38~40・心年5綴

経理一件(共済組合)

]綴

林業

昭和39年]綴 フ72

農作物共済(水稲)損害評価関係
昭和43・46~47年3綴 フ73~フ75

安芸町農業協同組合園芸部会規約 花木生産実態
調査表昭和心年]綴 フ76

家畜共済一件
昭和44~45・47~48年4綴 フフフ~780

農作物共済一件
昭和44~45・47~48年4綴 781~784

損害防止事業一件
昭和44~45・47~48年4綴 785~788

移譲関係(安芸町農業共済組合を解散し安佐町へ
移譲組合解散登記申請等)

昭和叫年5綴 789~793

月刊農業共済 3冊

1綴 766

767~フ71

花き生産流通事情調査につぃて
昭和松年

果樹農業振興対計画書昭和紹年

広島県緑化事業協同組合一件書類綴
昭和杓年

1綴

865

昭和46~47年

会議資料一件(共済)
昭和46~48年3綴

農協合併一件昭和46年1綴

1手夙

866

広島県森林協会一件
昭和31~36年2綴

桧造林関係綴昭和33~34年

杉造林関係綴(馬木財産区)
昭和33年

福田財産区造林一件昭和33年

温品財産区造林一件綴

く林

1綴

1綴

採種組合関係綴
昭和32~43年4綴

安芸郡東部いちご協会安芸支部一件
昭和35~38年

1綴

1綴

く園

業>

1綴

1チ霞

815

昭和33年

町有林造林事業及び保育事業一件
昭和36~38年3綴

一般及びセキ悪補助造林一件
昭和36・38・ 42~4年4綴

造林一件

794

いちご協議会一件

795~797

798

">云>

観賞樹木一件
昭和36・39~40年2綴

呉安芸種苗協会一件昭和36年

安芸町樹苗組合一件綴昭和37年

安芸町園芸組合書類綴
昭和39~42年4綴

別6~817

2 綴別8~819

昭和36~37 ・ 43
45~47年6綴

一般補助造林事業関係書類綴
昭和36~38 ・ 40~42 ・

44~47年12綴

森林国営保険関係文書綴
昭和36 ・ 42~43 ・

45~47年6綴

森林病害虫関係文書綴
昭和36 ・ 41~43 ・

45~49年 H綴

公有林振興対策協議会一件
昭和36年

昭和35~39年

1綴

1綴

799~802

867

1綴

]綴

1綴

803

822

823~825

805~806

1綴 807

1綴 808

804

826~829

830~835

融資造林に関する文書綴

809~812

近代化資金関係文書綴
昭和38~40年

苗木代金清算及び総会関係書類綴
昭和39年

山行苗木出荷内訳昭和40年

836~847

848~853

10

昭和37年

854~864
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4

8
 
8
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8

8
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※林業関係文書綴
昭和41年2綴(37頁右)

森林箔劇年度調査昭和41年

伐採届関係文書綴
昭和42~43年2綴

林務関係文書綴
昭和42~43年2綴

地域森林計画及び森林法関係一件綴
昭和42~46・杓年2綴

山林苗木関係文書昭和42年1綴

保安林関係文書綴
昭和心~44・49年3綴

山林樹苗関係文書綴昭和嶋年

有害鳥獣関係文害綴昭和心年

町有林保育事樂計画書
昭和44~45・47・49年4綴

林務関係事業計画書
昭和46・51年4綴

特殊林産物関係綴昭和四年]綴

※ ※ ※

山林所有者調書 1綴

分収造林契約書 1綴

森林火災保険一件書類(町控分)

安芸町(福木地区)森林基本図(4枚)

870~871

1綴 872

873~874

勧業関係文書綴
昭利37・39~45年2綴

職協代議員会綴昭和39~45年

一般文書綴(経済係)

875~876

87フ~878

昭和41年1綴

消費改善対策関係綴昭利46年]綴

商工担当者会課長会議一件
昭和47年1綴

商品の自主的テスト実施報告書(その2)
昭利47年]冊

林業産業等土木一般

880~882

]綴 883

1キ登 884

879

文書整理筒(経済課)
昭和48~49年

石油緊急対策関係資料

903~904

1綴 905

902

885~888

憩の森造成工事(写真集)

植木写真(ネガ1本写真2枚)

昭和紹年 ]冊

職業安定〔商工〕会議一件
昭和48年 ]冊

消費者保護関係綴昭和四年 1 〒髪

昭和49年度計量器検定一件綴
昭和四年1綴

貯畜推進関係綴昭和四年1綴

※ ※※

ホープ蛍光灯器具形式一覧表(カタログ)
1 立"

889~892

906

893

907

2 f髪

894

三菱電機の家庭用電気品(カタログ)
昭和28年1部

マツダ蛍光ランプ新型照明器具(カタログ)
昭和28年1部

ナショナル蛍光灯照明器具(カタログ)
昭和28年1部

908

1袋

<産業等>

895

909

920

896

910~911

般>

Ⅱ

912

899

913

914

士

沿革資料(建設)昭和31~49年1袋 918

かんがい排水土地改良事業施行事業認定申請書
昭和32年1綴 919

建設計画効果測定に関する書類
昭和34~40年1綴

指令書綴(土木)昭利36年1綴 921

※士木一件綴
昭和37~38・40~四年20綴

(39真右) 922~941

900

く土木

901

木

917

綴
冊
袋

ー
]
ー
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土木一般

土地区画整理事業一件
昭和37年1綴

換地明細書(藤見ケ丘士地区画整理組合)
昭和37年1綴

災害復旧一件綴
昭和40・47~48年3綴

太田川東部工業水道建設一件
昭和40年1綴

事業認定申請書昭和40年1綴

(土木建築関係)
昭和41・44年2綴

住宅地造成事業一件
昭和4卜 43・45・47年5綴

交通安全施設整備事業一件綴
昭和41~49年4綴

治山事業関係文書綴
昭和42~43・48~49年3綴

士地区画整理法に基づく区域の広告一件
昭和心~44年1綴

安芸水道企業団事業認定申請一件
昭和心年1冊

全国土地改良情報小冊子
昭和心年 ]冊

山地災害危険地区台帳
昭和44・47年1綴

942

土地改良総合長期計画補足調査
昭和叫年

943

9叫~946

温品士地区画整理組合

治山台帳昭和'年

公共施設管理承諾一件

999

949~950

昭和45年

大原造成地水道計画について
昭和45年

(中山川改修(新幹線)平面図)
昭和45年

外灯設置箇数調査について
昭和45年951~955

昭和'年

]綴

956~959

起工式、落成式一件
昭和44~49年1綴 967

安芸町温品宅地造成工事
昭和"年2綴 968~969

砂防指定地内工作物設置許可申請一件
昭和44年2綴 970~971

土地区画整理組合施行区域の地磧証明について
昭和"年1綴 972

急傾斜地危険区域調査書綴
昭和"年1綴 973

1綴

960~962

1綴

97フ

士地改良事業一件
昭和46~47年2綴 984~985

5ケ年計画町道、河川、橋梁、都市計画、農道、
林道、下水道

昭和46~54年2綴 986~9釘

土地区画整理組合設立一件
昭和46年1綴

流域下水道一件綴昭和46年1綴

安芸町下水道計画策定調査
昭和47年1綴 990

都市計画法に基づく許可を要する開発行為に伴う
国有財産である公共施設の取扱

昭和47年1綴 991

士地対策関係綴昭和48~49年1綴 992

建設省所管建設事業費等実績調査関係
昭和48年3綴 993~995

砂防指定地内制限行為ならびに砂防設備占用許可
申請害昭和48年]綴 996

開発事業に伴う公共施設の整備等に関する指導要
綱案一件昭和48年1綴 997

(写真・ネガフィルム=復旧・補修工事)
昭和48年1袋 998

事業認定申請書の縦覧について
昭和48年1綴

土地収用法による事業の認定について
昭和48年1綴

文書整理簿(建設課)昭和48年]綴

上水道拡張申請昭和心年1綴

974

978

979

963

1綴

975

976

964

1綴

980

965

1枚

管理一件綴(建設係)

981

昭和4年

不良住宅地区概況調査一件
昭和44年

工事一件綴昭和叫年]綴

966

1枚

982

12

983

1000

1001

1002

1綴

1綴
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温品中田地内水道本管移設(依頼)
昭和49年

土地立入認可申請書
昭和49年

消防用地造成工事(馬木大原)
昭和49年

※※※

建設工事施工要領 1綴

1枚安芸上水道本管布設図

仕也域給水区域図) 1枚

間所地区浸水図 1袋

(東山橋図面) ]枚

鶴ケ台団地(長磯取合)図面)

(三菱旭ケ丘団地平面図)

(写真=復旧・補修工事)

広島圏都市計画下水道の決定
(間所都市下水路)(2部)

中島団地宅地造成事業設計書

1綴

1綴

1003

士木一般建築道路・公園

建築物の建築等に関する申請及び確認事務等
昭和朝年]綴

建築工程表昭和紹年]綴

国鉄官舎建設関係昭和48年]綴

安芸町立温品保育所新築工事
昭和49年2綴 1053~ 1054

安芸町温品保育所用地地質調査結果報告書
昭和四年1冊 1055

温品浄水場脱水機棟新築工事
昭和四年]綴 1056

※※ ※

違反建築警告ポスター(5枚) 1東 1057

安芸町立福木保育所新築工事竣功写真
1冊 川58

安芸町社会福祉センター新築工事関係害
3綴 1059~ 1061

建築物・壮行会等(53枚) 1袋 1062

建築物とその内部の写真 (円0枚)

1冊

1004

1071 ~ 1074

1075

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

10B

市町村建設技術研究テキスト

1枚

1袋

〔安芸町決定〕
1束

1枚

※福木保育所建設工事(付帯工事含む)
昭和38・46~48年6綴

(41頁右)

く建

1050

1051

1052

1綴

1綴

建築一件綴
昭手Ⅱ39 ・ 40 ・

46~48年6綴 1023~ 1028

役場車庫新築工事昭和39年 1綴 1029

役場庁舎増築並びに模様替工事等
昭和41・47年2綴 1030~ 1031

土地区画整理関係書(建築許可申請書、地図等)
昭和45年1袋 1032

安芸町福祉センター建設工事(付帯工事含む)関
係書昭和47~48年16綴 1033~1048

広島市東消防署安芸出張所新築工事
昭和47年1冊

1014

築>

1綴

1015

1016

2 ぎ夙

地鎮祭の写真(33枚)

3綴

関係書

1017~ 1022

1076

急傾斜地帯団体営農道土地改良事業計画書
昭和33年3袋 1066~ 1068

林道馬木大谷線路線一部変更に関する綴(士地寄
付証害他) 昭和36年1綴 1069

町道中田平林線新設一件
昭和36年]綴

107フ~ 1078

1079~ 1081

<道路・公園>

2袋

1袋 1063

1064~ 1065

※道路一件綴
昭和37 ・ 44 ・ 46~47年

町道補修一件昭和37年

県道改良事業一件綴

1049

道路台帳
昭和38・心~49年

道路現況調書一件綴
昭和40~41・鴫年

4綴
(41頁右)

1綴

拾

昭和37年

1070



道路・公園河川・橋梁

県道準用河川占用等に関する件
昭和40~42年3綴 1082~1084

道路指定一件昭和40年 1綴 1085

安芸町内道路舗装に伴う土質調査結果報告書
昭和41年3綴 1086~ 1088

町農道事業計画一件昭和41年]綴 10即

市町村道実態調査一件
昭和41年

平林団地道路寄付願他(3部)

林道事業関係文書綴
昭和42~43

'~48年6綴

糸ケ迫林道新設工事昭和42年

産業道路舗装工事現場写真(10枚)
昭和42年

都市計画街路現況調査

安芸町立植物園広場造成工事(付帯工事含む)関
係書昭和47~48年4綴 1127~ 1130

陳情書(町道巾員拡張改良工事実施)
昭和47年1綴 1131

昭和嶋年1綴

広島、志和、県道整備促進期成同盟会綴
昭和心午 1綴

1綴

]オ児

町道上条線確約害一件

1090

1091

昭和47年]綴 1132

山陽自動車道関連公共事業等関係害
昭和48~四年3綴 1133~ 1135

(横断歩道設置の陳情書等)
昭和48年1綴 1136

県道上深川一広島線交通規制一件
昭和48年1綴 1137

町道認定一件昭和48年1綴 1138

承諾書(間所農道埋め立て)
詔和49年1綴 1139

根幹事業として実施した市町村道路整備事業の執
行状況昭和49年1綴 1140

※※※

道路占用許可書(未使用紙 72枚)

道路改築許可について
昭和"~47年8綴 H02~1109

広島圏都市計画安芸町街路調査報告害(観音~大
藪線外) 昭和44年6綴Ⅱ10~1115

北広島連絡線(中国電力)町有林通過一件書類綴
昭和44年1綴 1116

道路現況調査書及び町道道路網計画書(建設省関
係分)昭和叫年1綴 1117

(町道路掘さく許可一件綴)
昭和45~46年1綴 1118

林道菰口線開設工事(建設課)
昭和45~46・48年3綴

最新版農道台帳昭和45年1綴

道路位置指定申請書等(5部)
昭和45年1綴

1092~1097

1綴 1098

1袋 1099

1100

14

1101

1綴

児童遊園地新設工事
昭和46~四年1綴 1124

中四幹線増架工事及びこれに伴う付帯工事事業認
定申請書昭和46年1綴 1125

一級及び二級市町村道道路網計画
昭和47~48年1綴 U26

大平線寄付承諾書 1袋

1枚(農林道改良計画(案))

道路写真(45枚) 1イモ

安芸町植物園委託事業一件(経済課)

1148

昭和42年

1119~1121

1122

自然休養施設整備事業計画(経済課)

1イ北

(安芸町公園計画図(案))

1156

Π23

1141

1142

1143

1144

府中大河川敷供用綴

河川敷占用願一件

<河川・橋梁>

1綴

昭和38~39年]綴 1149

普通河川の廃止及び新設の許可について
昭和41~42 ・

"~45年6綴 1150~ 1155

木橋の撤去回避陳情書

1綴

1枚

1炉

Ⅱ45

1146

1147

昭和37年



普通河川実態調査予備調査一件
昭和43年

金碇橋架換工事
昭和43~45年

河川砂防一件綴
昭和44~'年

1級河川の起点
昭和"~46年1綴

普通河川敷地内工作物設置許可申請書
昭和"年4綴

河川工作物の引継承諾一件
昭和叫年]綴

許可申請害一件 6可川法第24条)
昭和45~46年]綴

栄橋、橋梁架換工事

1綴

4綴

2綴

1157

1158~1161

国保一件(県関係)
昭和37~38年2綴

国保一件(連合会関係)
昭和37~38年2綴

児童福祉関係一般文書綴
昭和37~38年]綴 1185

国保事務研究会一件
昭和37・40・48年3綴 Ⅱ86~ 1188

中・四国地区国民健康保険婦研修会研究発表抄録
昭和37年1冊 1189

団体関係補助金一件
昭和38~"年1綴 1190

遣族会関係書類一件
昭和露~杓年4綴 1191~ H94

福祉事務所関係綴昭和38年 1綴 1195

※保育所関係一般
昭和39年野髪(42頁左) 1196

拠出制年金綴昭和39年1綴 1197

(同和対策に関する一件)
昭和如~46年 ]冊 1198

心身障害者補助金交付要綱他雑綴
昭和40~48年1綴 1199

同和対策協議会関係綴
昭和心~48年1冊 1200

保育所措置費支給台帳(総括表・施設表)
昭和心~49年6綴 1201~ 1206

身体障害者更生援護施設関係綴
昭和心~49年 1 斧夙 捻07

「みず」(清水谷保育園だより第108・109・ 111号)
昭和"~45年1綴 1208

国民健康保険税閼係綴
昭和"~四年6綴 1209~ 1214

理事会議題(ネガ刻
昭和44・52年1綴 1215

保育所措置費基準一件
昭和45~四年]綴 1216

身体障害者福祉事務関係
昭和46~49年3綴 1217~ 1219

国民年金委員関係綴
昭利46~49年]綴 1220

昭和48年1綴 1171

第二神前橋橋梁架換工事関係書
昭和48年2綴 1172~1173

※※ ※

平面図(3音田(温品サイフォン)配水工事=
(太田川東部工業用水道布設事業X中縄) 河岸

災害工事=(準用河川中河川) 1束 1174

H62~ 1163

1164

1165~ 1168

河川,橋梁民生

1169

1170

1181~1182

民生 .

1183~1184

日本赤十字社広島支部昭和六年度社債一班 (2
冊) 昭和6年1綴 H75

支那事変に関する日本赤十字社救援事業概要
〔ニ〕昭和7年1冊 H76

愛国婦人会幹事部委員区の事業施設に就いて
昭和7年1冊 117フ

内閣総理大臣ヲ召サレ賜ハリタル(軍人援護二関
スル束垢副 2枚昭和B年1袋 1178

国民健康保険の保健施設
昭和24~35年1冊 1179

創立10周年記念安芸郡社会福祉大会開催要綱
昭和36年1綴 1180

く民

律i生

生>

15



民生衛生

安芸町福祉センターー件
昭和47~49年4綴 1221~ 1224

文書整理簿(厚生課)
昭和紹年2綴 1225~1226

中国地区国民健康保険事務担当者研究協議会
昭和48年1冊 1227

国民年金事業状況届

保育所一件

保育料(調停客動月報

1281

※

昭和四年

※※

2'綴

]綴

し尿処理関係綴
昭和"~47年

※環境衛生一件
昭和44~47年

結核予防一件綴

(保健所閼係配布物一件)
昭和35~41年1綴 1232

保健活動のための地区診断医療費の動き(第割回
中国地区公衆衛生学会)

昭和36~40年1冊 1233

母親学級開催について(雑件・有機溶剤乱用少年
実態白書・看護婦部会総会案内)

昭和36~46年1綴 1234

年報月報報告綴(保健婦)
昭和37~49年3綴 1235~ 1237

母子衛生地区組織活動事業内容一覧表(保健婦)
昭和37年1冊 1238

母子衛生一件
昭和38~39 ・ 41・

47・四年4冊 1239~1242

未熟児保育看護基準昭和38年1綴 12噛

お母さんと保健婦との話し合いグループ
昭和39~U年1綴 1244

公衆衛生組合昭和39年1綴 1245

広島県医療社会事業担当者研修会資料
昭和39年1綴 1246

保健昭和41~44年3綴 1247~ 1249

保健婦便覧(含船越町資料)
昭和41~48午 1綴

市町村公害行政連絡協議会一件綴
昭利43年1綴 1251

1綴

く衛

1228

昭和"~47年1綴 1255

原爆特別措置法通達一件
昭和4~47年2綴 1256~1257

公害関係一件
昭和44~49年4綴 1258~ 1261

原爆被爆者援護措置要綱関係綴
昭和叫年1綴 1262

予防接種一件昭和45~46年1綴 1263

衛生庶務一件
昭和45~47年3綴 1264~1266

冷蔵庫は食生活の女神(第一産業チラシ)
昭和45年1枚 1267

日医ニュース綴昭和46~47年1綴 1268

公衆衛生推進協議会一件
昭和46~47年2綴

予防衛生一件
昭和46~48年3綴

胃、子宮ガン検診一件
昭和46~48年1綴

成人病一件昭和47~48年 ]キ系

老人医療一件綴
昭和47~49年5綴

保健衛生推進会関係綴
昭和46年1綴

健康相談実施内容報告書(保健婦)
昭和紹年1綴

1229~1230

1231

生>

2綴

1綴

1252~1253

(42頁右) 1?54

16

1綴

1282

1283

1袋

1269~1270

1271~ 1273

保健婦事業関係書類綴

原爆被爆者受診奨励金
昭和49年1綴 1284

広島県における環境保健の現状及び施設の進め方

環境保健の手引昭和49年1綴 1285

※※※

飲料水の承諾書(未使用紙乃枚)

1274

1275

1250

1276~ 1280

1286

昭和48年



教育委員会会議議案一件
昭和31~32年1冊 1287

学校基本統計調査綴
昭和31~37年1冊 1288

地方教育行政・地方教育費の調査綴
昭和31~48年7綴 1289~ 1295

勤務評定服務規則等に関する通達書類綴
昭和32~38年1綴

く学務

務

般>^

教育委員会会議録
昭和32~四年14綴

府中中学校組合会議一件
昭和33~36年

郡教委連協議会一件
昭和34~36年

福木中学校に関する庶務綴
昭和34~36年

就学児童綴昭和34~37年

協議会等綴昭和34~39年

学級編成認可申請書綴
昭和34~43年

温品小学校庶務綴
昭和34~37 ・

40~44年4綴

福木小学校庶務綴
昭和34~"年4綴

教育委員会に関する綴
昭手Ⅱ34~35 ・

38~49年12綴

学校給食に関する綴
昭和34~40 ・

46~49年5綴

教科書採択に関する綴
昭和34~四年4綴

学校視察綴
昭和34~39 ・ 41~42 ・

45~46・48~49年9綴

学校保健に関する綴
昭和35~41年2綴

全国学力調査に関する綴
昭和36・38~41年3綴

学校に関する庶務綴
昭和36~40 ・

42~46年Ⅱ綴

日誌昭和36~37・39・
41~43'46年6綴

教育委員会に関する庶務綴
昭和36~47年9綴

教育長会連絡協議会一件綴
昭和36 ・ 38 ・

41~48年4市及

1405~ 1406

1407~1409

1296

稔97~BI0

学務一般

1綴

1357~ 1359

会議準備諸件綴
昭和36~49年2綴

教育に関する統計調査綴
昭和36年

1綴

BⅡ

1360~ 1370

1411

B12

安芸中学校庶務綴
昭和37~42・"年4綴 B93~1396

(昭和38年度府中中学校就学委託に関する件の回
答書)昭和37年]枚 1397

中学校校章応募作品(安芸中)
昭和37年1袋 B98

昭和37年度定期総会(温品小学校PTA)
昭和37年1綴 B99

小中学校研究所関係書類
昭和38~46年 1冊

事務局会議一件綴昭和露年 If系

定期総会(福木小学校PTA)
昭和39年1綴

1371~ 1376

B13

B14

B15

B7フ~B85

1冊

B86~ 1389

B16

B17~B20

B90~ 1391

1き髪

1321~ B24

B92

B25~B36

安全教育に関する綴

B37~B41

(教育長記入予定表)
昭和39年

学校給食運営委員会一件
昭和40~46年2綴

B42~1345

1綴

1綴

1410

B46~B54

諸資料綴
昭和40 ・ 46~53年

諸届願書類綴

昭和39年

1400

1401

B55~B56

昭和41~心年

地教連、教育長会一件綴
昭和41~43年

1綴

1402

1綴

1403

17

3綴

1404

学

綴
綴
綴

ー
ー
ー



学務一般

(安芸郡小学校教育研究集会発表資料等)
昭和41年1綴

安芸PTA綴昭和41年1綴

安芸町学童園児交通事故防止対策協会要綱
関係書類綴)昭和絵~四年1綴

写真昭和42~43年1綴

航空写真(大字福田・安芸小)(3枚)
昭和42年1袋

児童生徒の心身障害に関する調査綴
昭和42年1冊

安芸小学校開校届に関する一件
昭和柁年]冊

小規模学校不就学学齡児等の状況
昭和42年1冊

教員の地位に関する勧告について(資料
昭和42年1束

1412

1413

(付
1414

※公文書綴(学校関係)
昭利45~紹年10綴

(44頁左) 1439~1448

第6回安芸郡陸地班PTA連絡協議会研修会記録
昭和45年 1冊 1449

社会科部会報告昭和45年 1冊

(海田管内教育長懇談会等及び写真)
昭和'年1枚 1451

教育にっぽん昭和45年1部

教育研究集会部会記録

安芸小学校庶務綴
昭和43~"年1冊 1421

学校要覧(安芸小学校他)
昭和43~45・

48~49年7綴 1422~ 1428

幼稚園関係綴昭和心年1綴 1429

卒業証書授与式(第6回)
昭和嶋年1綴 1430

教育委員会・教育長会・地教連に関する綴
昭和心年1冊 1431

安芸郡中学校長会資料陸地小学校研究部会集録
昭和心年]冊 1432

都教組事件に係る最高裁判所の判決安保六・四仙
台高裁事件に係る最高裁判所の判決

昭和"年1冊 1433

1415

1416

1417

1418

1419

3冊)
1420

昭和45年

第5回安芸町小学校教員研修会
昭和'年

PTA新聞校内報綴
昭和46~47年

(校長研修会一件)昭和46年

案内状各種通信昭和46年

安芸郡学校保健会会則改正
昭和46年1枚

特殊学級一件綴昭和47~48年 H張

県立安芸高校一件
昭和47~49年2綴

幼稚園設置認可申請書一件
昭利47年2冊

学校給食共伺調理場関係書類
昭和47年1綴

陳情書(福木小)昭和47年1綴

請願書・要望書(通学路整備)
昭和47年 2冊

安芸郡医師会校医部会会報第8号
昭和47年1冊

小・中学校研究大会紀要
昭和47年1綴

昭和47年度教育長校長研修会
昭和47年1部

役場又は教育委員会より教育長宛の公文書
昭和47年1冊

1469

3綴

協議会開催について

1450

昭和U年1枚

(福木小学校の沿革及び温品小学校の沿革)
昭和"年1綴

学習指導案綴昭和叫年1綴

中卒新就職者研修の開催通知
昭和44年1綴

安芸町立福木小学校プール管理規定
昭和"年1冊

1470

1綴

1452

1471

]冊

1453

1472~1474

1454

1455

1456

1457

1434

2 口E
1435

1436

1458

1459

1460~ 1461

1462~ 1463

1437

1438

1464

1465

教育長会記録
昭和48~49年

1466~1467

18

1468

冊
冊
冊

]
ー
ー



中学校卒業者の高等学校入学試験受験状況調査に
昭和48~49年ついて 1冊 1475

町内校長教頭会記録
昭和48~49年1綴 1476

町内PTA関係昭和48~四年1綴 147フ

児童生徒園児交通安全に関する書類
昭和48~49年2綴 1478~ 1479

人口調査表(児童数調査)
昭和48~49年2綴 1480~ 14別

社会増市町村の公立小中学校不足面積推計調査票
(4枚)昭和48年]袋 1482

社会増によるる公立小中学校の普通数室不足に対
する応急措置状況調査票

昭和48年]枚 1483

社会増市町村の児童・生徒数推計調査票(2枚)
昭和48年1綴 1484

安芸郡小学校長研修会要項集
昭和48年1綴 1485

昭和48年度(安芸郡中学教育研究所北部支所) 総
会要綱昭和開年1綴 1486

安芸小PTA新聞第10号
昭和48年]部 1487

研究集録特別活動の歩み(安芸小)
昭和紹年1冊 1488

教案綴昭和48年]綴 1489

安芸町就学相談委員会
昭和紹年1綴 1490

公立小中学校生徒数および学級数の推定基礎票
(5枚)昭和開年1綴 1491

運動場夜問照明管理運用規定
昭和絽年1冊 1492

事務引継書(教育委員会)
昭和四年]冊

]冊

案内状各種通信

1495

※

アルノ{ム 1冊 1500

小学校の写真(22枚) 1袋 1501

温品小学校沿革の概況 1枚 1502

給食機具写真集 1冊 1503

(安芸町立温品小、第二温品小学児童数の地域別
地図) ]冊 1504

昭和49年

※※

学務一般

1冊

]綴

]冊

財務

1499

設備台帳(安芸町公民館)
昭和30~51年2綴

設備台帳(福木中学校)
昭和31~38年

19

く財

公立学校施設台帳

1496

昭和31~41年 謡虚 508

施設台帳実態調査説明書
昭和31~46年2綴 1509~1510

教育施設設備に関する綴
昭和33年1綴 151 1

設備台帳(安芸町教育委員会)
昭和34~48年 1冊 1512

中学校理科教育設備台帳(安芸中学オ對
昭和36~40年 1冊 15B

小学校理科教育設備台帳(温品小・福木小)
昭和36~45年4綴 1514~ 1517

事業計画予算書綴
昭和36 ・ 38 ・

46・49年7冊 1518~ 1524

府中々学校組合予算書綴
昭和36年1綴 1525

安芸郡安芸町中学校新築費特別会計歳入歳出決算
に関する書類

昭和37~38年3束 1526~ 1528

新中学校備品計画書・見積書等綴
昭和37年1綴

文教施設整備費国庫補助関係書綴
昭和37~38 ・ 42 ・

47 ・ 48年 5冊

務>

教科書無償給与事務昭和四年1冊

安芸郡町村教委事務

園要覧(温品幼稚園)

事務取扱打合せ会一件

1505~ 1506

警備委託一件綴

1 〒夙

昭和四年

1497

1498

1529昭和49年

1507

1493

1494

昭和49年

昭和49年

1冊

1530~ 1534



財務施設建設

家庭教育学級並びに社会教育予算補助金に関する綴
昭和39~48年1冊 1535

設備台帳(安芸中学校)
昭和39~四年]冊

予算資料綴
昭和39~44 ・

47・49年11冊 1537~ 1547

学校環境衛生設備費補助に関する綴
昭和41~"年]綴 1548

小学校理科教育設備台帳(安芸小学校)
昭和41~45年1綴 1549

中学校教材整備台帳(安芸中学校)
昭和41~46年1綴 1550

小学校教材整備台帳(安芸小・温品小・福木小)
昭和41・46年3冊 1551~ 1553

国有財産使用料に関する綴
昭和42年]冊

温品小学校建築補助申請に関する一件綴
昭和42年1袋

設備台帳(安芸小学校)
昭和43~49年1冊

父兄が支出した教育費一本県の状況
昭和43年1冊

調理実習室調理用具類購入計画(資料)
昭和叫~45年1枚

社会教育施設整備費補助金関係書
昭手U44・46年2冊

社会教育活動費県費補助金関係害
昭和44・47年2冊

見積書(公民館備品)

1536

幼稚園就園奨励費補助一件綴
昭和47・48年2冊 1570~ 1571

設備台帳(温品幼稚園・安芸幼稚園)
昭和47~49年2冊 1572~1573

学校予算に関する要望事項
昭和47年1部 1574

昭和49年度公立文教施設整備費予算措置に関する
要望書昭和綿年1冊 1575

書類および帳簿の目録(教育委員会)
昭和49年1冊

※ ※※

(第2期増築工事予算書)安芸町温品小学校
1冊

1冊

20

1綴

1綴

1639

学校給食施設設備台帳集計表

1554

昭和"年1袋

昭和叫年1綴公民館備品関係

支出命令書他枚)支出負担行為書、
昭和叫年1東

納品書(丸善・広島支店)
昭和叫年1通

昭和47年度決算報告書に関する資料
昭利45年 ]冊

昭和45年1通(領収書)

教育委員会関係予算配当書綴
昭和46年1冊

1555

1六

1556

(福木中学校新築及改築工事設計図)(1号~5号)
a0枚)昭和25年1束 1579

福木小学校建設工事(付帯工事含む)関係害
昭和28 ・ 38 ・ 45~48年

玲綴 1580~1597

馬木公民館建設工事(付帯工事含む)関係書
昭和33・46年6綴 1598~ 1603

安芸町中学校建設工事(付帯工事含む)関係書
昭手胎6~37,39 ・ 43~44

12綴47~48年

福田分館改修工事昭和37年

(町立中学校建築に関する一件)
昭和37年

温品小学校建設工事(付帯工事含む)
昭矛脇8・41~48年21綴

公民館建築に関する綴

<施設建設>

1557

1576

1558

1559~ 1560

1561~1562

157フ

1578

1563

1564

1565

1640

1566

昭和38年

中学校落成式書類綴昭和38年

(給食センター建設一件)
昭和39年

1567

1568

1604~ 1615

1綴

1569

学校建設関係文書
41~43年2綴 1642~ 1643

馬木大谷キャンプ集会所(雨天時の退避所)建築
に伴う士地賃貸借契約についての伺

昭和42年1綴 1644

1イ児 1617

関係書
1618~ 1638

1616

1641



学校建築計画書等綴
1綴昭和43~45年 1645

関係害安芸小学校建設工事(付帯工事含む)
昭和43~45・45~49年13綴 1646~ 1658

中学校舎増築に関する資料
昭和心年1綴 1659

福木小学校事故(川崎・谷川事件)関係書綴
昭和4~48年1綴 1660

関係書安芸町公民館建設工事(付帯工事含む)
昭和44年8綴 1661~ 1668

公民館建築関係書類(温品公民館)
昭和"年1冊 1669

水泳プール建設綴(福木小、町民プール)
昭和叫年1冊 1670

安芸町公民館馬木分館建設工事(付帯工事含む)
関係書昭和46年5綴 1671~ 1675

(教育施設関係図面綴)
昭和46~47年 1冊 1676

教育施設整備5ケ年計画案
昭和46~47年4冊 167フ~ 1680

安芸町文教施設整備計画書綴
昭和46~49年4冊 1681~ 1684

校舎新増築一件 1袋昭和46年 1685

(幼稚園新築・増築工事の見積轡)
昭和46年1袋 1686

(広島県公立学校施設整備期成同盟会評議員会議
結果報告)昭和46年]冊 1687

文教施設用地買収関係書類
昭和46~47年1冊 16認

公立学校施設実態調査票
昭和47~49年2綴

福田公民館建設工事(付帯工事含む)
昭和47年7綴

(公立学校等建物の棟別面積票 7枚)
昭和47年1綴

青少年教育施設の建築計画調査について
昭和47年1部

昭和47年1袋福木幼稚園新築

平面図立面図(温品幼、福木幼)
昭和47年1綴

(各学区別施設配置図)

くるみ第2幼稚園建築図面

(安芸町幼稚園新築工事見積書)
]冊 1720

安芸町立福木小学校建設工事関係書(付帯工事含む)
4 ;綬 172】~ 1724

安芸小学校建設工事関係書(付帯工事含む)
31翌 1725~ 1727

温品小学校建設工事関係書(付帯工事含む)
7綴 1728~ 1734

温品小・福木小合同落成式信己念写真集)
}綴 1735

福木中学校校舎新築及改修工事(3部)
1束

建築計画案(9枚)
昭和48~53年1東 1702

特殊な建物の面積調査票
昭和開年1枚 1703

消防用設備等計画書(福木小)
昭和48年]綴 1704

設計内容審査一件昭和開年 ]冊 1705

安芸高校新築工事確認申請書・工事届
昭和絽年1綴 1706

文教施設5ケ年計画資料
昭和四年2綴 1707~Π08

安芸町第二中学校水源調査報告書
昭和49年2綴 1709~ 17川

中学校用地測量(仮称第二安芸中学校・第二温
昭和四年2綴小学校 17 Π~ 1712

広島県立安芸地区高等学校校舎増築計画通知書
(役場控分) 昭和49年]綴 1713

学校用地買収計画一件
1714

1698

1715

施設建設

1699

1700

1枚

]衾

1716

1701

1717

1718

昭和49年1冊

集会所・用地拡幅造成工事
昭和四年1冊

※※※

(公立文教施設整備費国庫負担事業着工届)
]枚

(学校施設の配置図・見取図)(8枚)
]〒髪

1719

21

1736

1689~ 1690

関係害
16引~1697



施設建設社会教育

福田公民館(設計図・敷地野取図)
2枚

図書原筒昭和33~如年

教職員の研修について

<社会教育>

昭和33年]綴

図書台帳昭和34~39年 1冊

社会教育振興会一件
昭和35~40年1冊

公民館関係公文書綴
昭和35~45・47年12綴

文化財保護に関する件
昭和35~47年1綴

子ども会閲係綴昭和36~39年]綴

成人式一件綴
昭手脇6~37・

46・48年5綴

社会教育に関する公文書綴
昭手昭6~38 ・ 41~43 ・

開~49年10綴

西部地区公民館役職員研修会一件
昭和36年

安芸町文化祭一件昭和36年

(成人記念アルバム円63・1966)
昭ネ胎8・41年2綴

婦人学級に関する綴
昭和38~41年1綴

公民館運営協議会に関する綴
昭和38~44年5綴

母親を守る集いの会

1737~ 1738

1冊

らくがき帳(家庭用貸出図害感想帳 14戸分)
昭和40年1綴 1795

共稼ぎ、出稼ぎ等のよる親不在家庭調査集計表
昭和40年1枚 1796

安芸町温品高尾山岩谷寺概略史
昭和40年1綴 1797

ジュニアリーダー教育キャンプ講習
昭和41~心年2綴 1798~ 1799

青少年育成県民運動関係綴
昭和41~43年1綴

社会教育映画利用の手引他雑件
昭和41・44年1袋 W田

婦人国内研修報告一山形県をたずねて
昭和41年1冊

1824~1825

1綴 1826

1739

1740

1741

1742

1743~ 1754

755

1756

移動図書館に関する綴
昭和41年

子ども会ハンドブックの紹介
昭和42年

1757~ 1761

1綴

1部

1762~1771

同和教育に関する綴
昭和43・45~49年4綴 1805~1808

子どもの心を育てる良書図書
昭和43年1冊

文化財保護一件 昭和43年1綴

ジュニアリーダー研修会関係害
昭和44~45年5綴 1811~1815

アンケート用紙(公民館活動利用に関して)
昭和"~45年1枚

20才青年中堅リーダー研修会
昭和"~45年5綴 1817~ 1821

同和教育研修会関係書
昭和44~45年2綴

広島子ども会健全育成大会開催関係書
昭和叫年2部

瀬野川町同和教育昭和"年

県子ども会育成大会一件
昭和"年1綴

1綴

1綴

(未使用)
1774~ 1775

青少年関係書類綴
昭手Ⅱ39,43 ・

45~49年5綴

安芸家庭教育学級
昭和39・48~51年6綴

留守家庭児対策概要昭和39年

1800

1772

1773

1827

昭和38年

1綴

1802

1枚

1776

17フフ~17幻

1803

1綴

1804

1828

1829

1782

1783~ 1787

1809

1810

1788~1793

1綴 1794

子供会指導者のために
昭利"年

子ども会(第12号) 昭和44年

=公民館ぶんかさい=海田公民館
昭和"年

1816

1部 1830

1822~1823

22



(心身障害者父母の会関係)
昭和"年1部

所報第5号昭和"年1部

反省と今後の課題(熊野団地婦人学級)
昭和"年1綴

安芸郡社会教育振興会総合資料
昭和"年1綴

広域社会教育研究会の資料につぃて
昭和4年1綴 1835

昭和"年度安芸町社会教育事業計画案
昭和44年1冊 1836

青年学級等運営技術研修開催要項(昭和"年度第
12回主催事業) 3枚

昭和"年1袋 1837

安芸町8肌記録映画制作計画書(5枚)
昭和叫年1綴 1838

少年団体の育成(県教育委員会事務局)
昭和"年1冊 1839

青年グループ指導者推せん依頼文(NHK)
昭和"年 1冊 1840

星の王子さまのうた(楽譜)
昭和44年1枚 1841

納入通知書、領収書(安芸町囲碁同好会)
昭和"年1枚 1842

声明(芸備地方研究会)(2枚)
昭和"年1袋 1843

婦人学級等現状調査について(依頼)
昭和叫年1綴 1844

1831

1832

安芸郡公連研修会について(葉書)
昭和45年1通 1861

「公民館経営に関する調査」「公民館実態調査」
(調査用紙と依頼文)郡公民館連合会

昭和'年1袋 1862

地区別公民館職員研修会の開催につぃて
昭和'年]通 玲63

国立江田島青年の家昭和45年1枚 1864

広島県ユネスコ活動指導者研修会の開催通知
昭和45年1綴 1865

青年団体運営技術研修開催要項
昭和45年1枚 1866

ひろしま県子連(第8号)
昭和45年1部 1867

福木婦人会総会のお知らせ
昭和45年 1通 1868

婦人教育指導者海外派遣の推せんにつぃて
(通矢の 昭和45年1部 1869

われらの世界N047(外務省情報文化局編集)
昭和'年 1冊 1870

「ユニセフニュース」第59・60合併号
昭和45年1部 1871

(「声明」配布方お願い文)(芸備地方研究会)
昭和'年1通 玲72

中国四国地区合唱指導講習会の開催につぃて
昭和45年]通 1873

安芸町囲碁伺好会々則、第4回大会開催につぃて
(2枚)昭和45年]袋 1874

観世流謡曲猩々信岳曲同好会)(6部)
昭和45年]袋 1875

盆栽針金かけ講習会案内(盆栽同好会)
昭和'年1枚 謡76

(児童図書館貸し出しお知らせ放送原稿)
昭和45年]枚 187フ

RCC教育放送研究会(案内状 2枚)
昭和45年]袋 1878

(安芸町成人式記念写真)
昭和46・48~49年4枚 1879~ 188?

青年のつどい昭和47年1綴 1883

安芸郡同和教育研究協議会につぃて
昭和47年 1冊 玲84

福田公民館一件綴昭和47年 1冊 1885

揺33

1834

?3

社会教育

同和教育資料
昭和45・47~49年5綴

公民館落成記念卓球大会の開催関係書
昭和45年3枚 1850~ 1852

安芸町公民館落成記念芸能発表の開催関係書
昭和'年3綴 1853~ 1855

広島公民館連合会負担金につぃて
昭和45年2綴 1856~ 1857

郡公民館運営審議会委員研修会と人問関係セミナ
ーの開催について昭和45年1通玲58

会費領収証及び連盟の事業協力お願い(公民館振
興市町村長連盟) 昭和45年1部 1859

公民館振興市町村長連盟の創立につぃて
昭和45年1通 1860

1845~1849



社会教育社会体育

家庭教育調査研究委員会一件綴
昭和47年1冊 1886

安芸町誌一件(契約書外)
昭和47年1冊 1887

社教振研究紀要昭和47年1綴 1888

文化財綴昭和49年1冊 1889

畳谷弥生遺跡群資料昭和49年1綴 1890

※※※

加茂郡広村青年会規則 1通 1891

(社会科指導計画案(同和視点に立つ)
1 立" 1892

それにもとづく同和
1893

部落解放運動の現状と理論
教育の課題]冊

重要文化財銅鐸銅剣の概要

1代成人式の写真(21枚)

安芸高校敷地内貝塚写真(写真4枚

191 1

1927

町民体育大会一件綴
昭和"~47・49年3綴 1915~ 1917

広島県スキー指導者講習会開催開催関係書
昭和"年2綴 1918~1919

広島県スポーツ少年団指導者講習会
昭和叫年1冊 1920

スポーツ少年12月号(スポーツ少年団本部発行)
昭和44年 1冊 1921

スポーツ少年団育成第三次三力年計画の基本構想
1綴 4年(案) 1922

府中市スポーツ少年団円69年の歩み(N02特集)
昭和44年1部 1923

町民ハイキング参加についてのお願い(学校長あ
て安芸町公民館)(2枚)

昭和叫年]袋 1924

剣岳合宿(案)安芸山の会
昭和叫年1綴 1925

(海事務局職員親善ソフトボール大会の参加依頼
田地区体育指導委員及び町村教育委員会)

昭和44年1部

広島水泳指導者講習会要項(3枚)
昭和"年1袋

1912

1913

1914

第2回スキーを楽しむ会(安芸山の会・歌集)
(2部) 30年代 1綴 1897

スキー講習会資料(2綴)
30年代 1袋 1898

※体育指導委員・体育関係に関する綴
昭和38~42 ・ 44 ・ 48~49年

4綴(45頁左) 1899~19m

1冊

<社会体育>

1895

ネガ2枚)
1イ、 1896

1894

町民運動会関係書
昭和41

駅伝関係書
昭和41~杓年4綴

第3回広島県登山体育大会スナップ集
昭和42年1冊

社会スポーツに関する綴
昭和嶋年1冊

スポーツ教室テキスト(3音田
昭和43年1袋

大谷キャンプ地使用願(用紙)
昭和"~45年1枚

43年

24

社会体育実態調査綴
昭和"年1綴 1928

安芸郡体育指導委員協議会代表者及び町村事務局
担当者合同会議の開催通知

昭和45年2枚 1929~ 1930

第1回全国家庭婦人バレーボール大会広島県予選
会要項(2枚垰且)

昭和45年1組 1931

壮年休カテストの実施について(10枚)
昭和45年1袋 1932

広島県職場体育指導者講習会通知
1綴昭和45年 1933

バレーボール大会昭和46年 1イ双 1934

体育関係書類綴昭和47~48年 1冊 1935

安芸町体育協会規約
昭和47~48年2冊 1936~1937

安芸山の会昭和四年1綴 1938

※※※

(体育協会に閧する写真とフィルム)(49年のも
のもあり) 1袋 1939

4綴 1903~1906

1907~ 1910

1926



安芸町役場文書

例 規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,25

安芸町条例一件

件名

言義

議決書綴

選

の

季・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

明るく正しい選挙推進協議会関係書類綴

務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

庶務綴、消防関係統計資料、交通安全庶務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

Jt.

庶

新市町村建設計画関係綴、広島市・安芸町合併関係書類綴

務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

国民健康保険特別会計予算(案)、補助金一件、財務①

財

農業関係文書綴Nα2、申請書一件(農業共済組合)

林業関係文書綴

木・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

土木一件綴、福木保育所各種工事一件綴、道路一件綴

民生广生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

保育所関係一般、環境衛生一件

学 務・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

公文書綴、体育指導委員・体育関係に関する綴

土

総合言十画

産業

3
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安芸町役場文書

4 安芸町条例一件(H召和31~37年)

安芸町役場支所設置条例

安芸町公告式条例

安芸町職員定数条例

安芸町議会議員選挙区及び選挙区定数条例

安芸町農業委員会の選挙による委員の定数条例

安芸町部落委員設置条例

監査委員設置条例

安芸町消防団条例

安芸町議会定例会条例

職員の給与に関する条例

特別職の職員の給与及ぴ旅費に関する条例

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

教育委員会教育長の給与及び勤務時問等に関する条例

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

職務に専念する義務の特例に関する条例

職員団体の登録に関する条例

職員団体の行う交渉に関する条例

安芸町財産の取得管理及ぴ処分に関する条例

議会の議決又は選挙人の投票に付すべき財産営造物並

びに議会の議決に付すべき契約

土地改良事業分担金徴収条例

特別職の職員の退職手当に関する条例

安芸町役場の位置を変更する条例

安芸町国民健康保険条例

安芸町国民健康保険手数料条例

安芸町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁
償に閧する条例

町有住宅使用条例

安芸町財産の取得管理及び処分に関する条例

協定書

安芸町生活指導員設置条例

安芸町税条例

安芸町公民館条例

安芸町体育指導委員に関する規則

火災予防条例

例 規
91 議決書綴(昭和49年)

安芸小学校校舎新築増築工事変更請負契約について

温品小学校校舎増改築工事変更請負契約について

安芸町税条例の一部を改正する条例

昭和48年度安芸町一般会計補正予算(第4号)

安芸町士地開発基金条例の一部を改正する条例

安芸町国民健康保険条例の一部を改正する条例

町有住宅使用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

安芸町職員定数条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与及び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に関する条例の一部を
改正する条例

教育長の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する条
例の一部を改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例

安芸町農業共済条例の一部を改正する条例

昭和49年度安芸町農業共済事業事務賦課金について

広島県町村非常勤職員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び広島県町村非常勤職員
公務災害補償組合規約の変更について

町長の専決事項の指定について

昭和四年度一般会計、特別会計予算

損害賠償の額を定めることについて

昭和48年度安芸町一般会計補正予算(第5号)

安芸町道路線の認定について

請願書(河川改修について)

請願書(前田線の拡幅について)

専決処分の承認、を求めることについて

専決処分の承認、を求めることについて

安芸町税条例の一部を改正する条例

災害弔慰金の支給及ぴ災害援護資金の貸付けに関する
例

安芸町消防団員、任免、服務党に関する条例の一部を
改正する条例

基本構想を定めることについて

安芸町総合基本認定について

特別委員会の解散について

農業委員会委員に選任する者の推薦について

三釜;

E我

安芸町条例一件議決書綴

25

会



議決書綴明るく正しい選挙推進協議会関係書類綴

工事請負契約の締結について

工事請負契約の締結について

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及び旅費に関する条例の一部を改
正する条例

昭和49年度安芸町一般会計補正予算(第2号)

安芸町消防等賞じゅつ金条例の一部を改正する条例

安芸町地区委員設置条例の一部を改正する条例

専決処分の承認を求めることについて

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

安芸町道路線の変更について

安芸町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例

安芸町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正す
る条例

安芸町国民健康保険条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する特例を定める条例

昭和49年度安芸町一般会計補正予算(第3号)

安芸町国民健康保険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

広島県町村職員退職手当組合規約の一部を改正するこ
とについて

昭和49年度安芸町一般会計補正予算(第4号)

合併問題に関する請願書

合併問題に関する請願書

合併協議会の設置について

広島市・安芸町の廃置分合に伴う協定及び建設計画に
ついて

広島市・安芸町の廃置分合に伴う経過措置に関する協
議について

広島市・安芸町の廃置分合に伴う財産処分の関する協
議について

広島市・安芸町の廃置分合について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改
正する条例

安芸町重度心身障害老医療費助成条例の一部を改正す
る条例

安芸町乳児医療費助成条例の一部を改正する条例

工事請負契約の締結について

安芸町農業共済条例を廃止する条例

安芸町土地開発基金条例を廃止する条例

安芸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

安芸水道企業団からの脱退について

安芸地区衛生施設管理組合からの脱選について

広島県町村非常勤職員等公務災害保証組合からの脱退
について

広島県町村職員退職手当組合からの脱退について

安芸郡町村税等沸納整理組合からの脱退について

広島県旧町村職員恩給組合資産管理組合の解散期日の
変更について

広島広域市町村圈振興協議会からの脱退について

安芸町道路線の変更について

安芸町公民館条例の一部を改正する条例

安芸町道路線の廃止について

昭和四年度安芸町農業共済事業特別会計補正予算
(第 1 号)

昭和49年度安芸町国民健康保険特別会計補正予算

(第 1号)

昭和49年度安芸町一般会計補正予算(第5号)

損害賠償の額を定めることについて

工事請負契約の締結について

安芸町道路線の認定について

安芸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

128 明るく正しい選挙推進協議会関係書類綴
化召和47~49年)

(昭和49年度明るい選挙啓発事業について別紙のよう
に実施してよいか伺います)

昭和杓年度明るい選挙啓発亊業について

昭和四年度明るい選挙啓発事業について

安芸郡明るい選挙推進連絡協議会規約(案)

安芸町明るく正Lい選挙推進協議会規約の改正につい
て(お伺い)

安芸町明るい選挙推進協議会規約

参議院議員選挙

復命書

明るい選挙推進研究会次第

挙

26

選



明るく正しい選挙推進協議会役員ならびに研究会出席
者名簿

明るく正しい選挙推進研究会の開催について

会長会議の開催について

「明るく正しい選挙推進協議会」の名称について
(通知)

選挙啓発運動の名称を"明るい選挙"に変更されるよ
う要望

(選挙啓発運動の名称変更について)

復命書

広島県選挙管理委員会連合会総会資料

広帳あき第119号

広島県知事・広島県議会議員補欠選挙

広島県知事知事選挙

12月10日は衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民

審査の投票日

明るく正しい選挙推進の啓発資料発行について

広報あき第H8号

広報あき第Π7号

児童生徒応募作品の参加賞の送付について

児童生徒応募作品の参加賞の送付について

標語

標語鉛筆注文書

標語

明るい選挙推進協議会作品選考日程

明選作品応募内容

児童・生徒作品募集について

広報掲載日程

作品ポスター等の選老について

児童・生徒作品募集について

昭和綿年度明るく正しい選挙啓発事業学校の部計画表

昭和48年度明るく正しい選挙宣伝ポスター作品募集に
ついて(依頼)

昭和48年度選挙常時啓発自主経費について(照会)

「明るく正しい選挙推進のつどい」の開催について
(通知)

昭和47年度明るく正しい選挙啓発ポスターコンクール

の賞状等の送付について(依頼)

(48.1.31明選恊議会)

名簿

明るく正しい選挙推進協議会開催について

(恊議会終了後懇談会)

名緯

(1月31日度明るく正しい選挙推進協議会開催日程)

昭和47年度明るく正しい選挙啓発事業実施扱告

明るく正しい選挙推進協議会開催について

伺い

明るく正しい選挙推進啓発事業計画について

衆議院議員総選挙臨時啓発事業

昭和47年度明るく正しい選挙宣伝ポスター作品募集に
て)、、て

選挙ポスター応募者名簿

昭和47年度明るく正しい選挙宣伝ポスター作品募集に
ついて(依頼)

昭和47年度明るく正しい選挙宣伝ポスター作品募集要
項(第24回)

協力員研修会について(通知)

役員の改選について

役員の改選について

明るく正しい選挙推進協議会関係書類綴庶務綴

庶

149 庶務綴(昭和46~四年)

公告掲示嘱託書

市町村計画策定状況について(照会)

市町村計画策定状況について(回答)

電柱敷地料のお支払いについて

土地立入について(御通知)

福木局自動改式工事・に伴う要望について

公告掲示嘱託書

(債務の利息、支払方法の変更について)

町有林内の測量ならびに測量伐採許可申請について

町有林内の測量ならびに測量伐採について(飼い)

道路用地の町移管について(依頼)

広島県安芸郡安芸町ひばりケ丘団地内の道路用地の譲
与について(依頼)

道路用地の町移管について(依頼)

県行政運営に関するアンケート調査について(依頼)

県行政運営に関するアンケート調査について(回答)

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の額
の改正について

(広島県知事選挙における執行経費の交付について)

く庶務

務

^ 般>
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庶務綴

通勤、通学バスの確保について(回答)

事務の共同処理の状況について(照会)

事務の共同処理の状況について(回答)

公印刷込み押印承諾願

沖縄復帰記念式典当日の職員の休暇の特例に関する規

則

規則の制定について(伺い)

沖縄復帰記念式典の実施等について(通知)

安芸町文教施設整備に関する要望について

公立小中学校の学級数の推定基礎表

47年5月1日児童生徒数(学級数)調

町村有建物共済加入実績表

災害共済関係事業

復命書

行政事務条例及び直接請求に関する調査について
(通知)

行政事務条例及び直接請求に関する調査について
(回答)

公開質問状

公開質問状に対する回答について(伺い)

前払金保証薬約款の一部改正について(ご通知)

交通事故に係る損害賠償について(伺い)

教育関係団体の負担金に関する調査について(依頼)

教育関係団体の負担金に関する調査について(回答)

分収造林契約の広島市への引継について

委任状

代理許可申請書

官公庁等における中高年齢者雇用率制度の推進につい
て(通達)

官公庁等における中高年齢者雇用状況調査表の送付に
つし、て

地方公共団体間の事務の共同処理に関する調べについ
て(照会)

地方公共団体間の事務の共同処理に関する調べについ
て(回答)

電柱敷地料の免除について(伺い)

普通会計関係職員の増減内訳に関する調査について
(回答)

補助金の交付申請について

電柱敷地料のお支払いについて

道外優良町村行政視察について

(十方山遭難者救援活動について)

調停期日呼出状

電柱移転について(依頼)

広島県労働金庫に対する昭和48牟度預託金の陳情につ
いて

専用承諾書(長期)

昭和48年度預託金の交付申請について

(行政相談委員の委嘱決定について)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(案)
について(通知)

レンジャー訓練に伴う国有林、林道の使用について

(依頼)

昭和47年度公民館施設整備費県費補助金および地方文
化施設整備県費補助金の額の確定について(通知)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律の施行
について(通知)

5月定例町議会議題

電子計算組織の利用状況調査について(照会)

電子計算組織の利用状況調査について(回答)

復命書

同和対策事業の促進について要望

公立文教施設の整備充実について要望

セメント確保に関する緊急対策について要望

広島県町村会役員名捧

レンジャー訓練及び山地機動訓練に伴う国有林、林道
の使用について(依頼)

訓練に伴う国有林、林道の使用について(回答)

土地開発基金に関する調について(照会)

土地開発基金に関する調について(回答)

礼状の発送について(伺い)

第2回地方自治講習会開催要綱(案)

復命書

礼状発送について(伺い)

9月理事会議の結果報告について(通知)

売上げ、仕入れ、費用およびりべート等の支払いに関
する資料の提出について

売上げ、仕入れ、費用およびりべート等の支払いに関
する資料の提出について(回答)

地方公務員の労働安全衛生に関する実態調査について
(回答)

(礼状)

財政状況調査ならびに職員及び各種委員等の給与等の
実態調査について(依頼)

財政状況調査ならびに職員及び各種委員等の給与等の
実態調査について(回答)
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国民健康保険事業会計(事業勘定)に関する調査表所
有地の復原について

身体障害者の雇用状況のは握について(回答)

例規集追録単価改訂についてお願い

先進地行政視察について(依頼)

都市計画街路について(答申)

週休二日制導入に伴う増員見込数に関する調査につい

て(照会)

週休二日制導入に伴う増員見込数に関する調査につい
て(回答)

官庁における石油・電力等の節約対策の実施について
(通知)

民問における石油及び電力の使用節減のための行政指
導要領について(通知)

小額通貨の還流促進について(通知)

昭和47年度安芸町一般会計及び特別会計決算書の審査
意見について

公務員を保護司に委嘱することについて親a会)

公務員を保護司に委嘱することについて(回答)

昭和47年度決算報告について

地方公共団体における石油等の所要量等に関する緊急
調査について(回答)

石油消費量の調査について(回答)

石油消費量の調査について(照会)

総理府総務長官談話の送付について(通知)

総理府総務長官談話の送付について(通知)

理事会の開催について

御願書信青負代金額の改訂等について)

隙情書

昭和賜年度畷村会負担金内訳表

石油及び電力の使用節減の実施について(通知)

昭和49年度会賓について(通知)

資料提出について(回答)

総務課長会議の開催について

安芸郡学校保健会分担金について(依頼)

見積りのご案内について

(単価の値上について)

昭和仰年度事故繰越繰越予算見積書

繰越計算書の送付について

財産形成貯蓄実施状況調査について

財産形成貯蓄実施状況調査について(回答)

安芸小学校進入路用地の測量委託について(伺い)

208 消防関係統計資料印召和28~46年)

消防団の等級決定調査方法

消防団基礎資料

消防団基礎資料提出について

消防年報作成資料調査方について

市町村状勢並びに消防吏貝階級別定員実員等調

消防団員階級別定員実員調

昭和31年度消防当初予算調

昭和31年度消防当初予算調

消防当初予算額及び決算見込額調

一般会計予算(才陶額(決算見込額)に対する消防
予算(才出)額(決算見込)額の比較調

消防吏員階級別最高最低給料額調

消防吏員通し号給調

消防本部消防団保有機械数調

消防本部消防団別白動車ポンプ車令調

昭和30年中火災状況並ぴに消防活動状況調

消火栓貯水槽及び井戸個数調

火災通報施設調

白衛消防力調

少年消防クラプ結成状況調

消防関係公務災害に関する調査表

消防年報作成資料調査方について(通知)

昭和三十二年度消防年報作製資料の調査方について

市町村状勢並びに消防吏員階級別定員実員等調

消防団員階級別定員実員羽

昭和32年度消防費当籾予算額(才出)調

昭和訟年度消防費当初予算(才出)調

昭和32年度消防費当初予算(才出)調

昭和詑年度消防費当初予算(才出)調

昭和32年度一般会計当初予算額と消防費当初予算額と

の比較

昭和31年度一般会計決算見込額と消防費決算見込額と
の比較

消防吏員階級別最高最低俸(基本き剖類調

消防本部(署)消防団保有ポンプ台数等調

消防本部(署ン消防団別自動車ポンプ車両調

昭和31年中火災状況並びに消防活動状況調

消防用水利状況調

く消
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消防関係統計資料

火災通報施設調

自衛消防力調

少年消防クラプ現況調

消防関係公務災害に関する調査表

昭和三十二年消防年報作製資料の調査方について

(照会)

消防概況調査表送付について

消防概況調査表の作成について(通知)

昭和三十三年度消防年報作製資料の提出について

市町村状勢並びに消防吏員階級別定員実員等調

消防団貝階級別定員調

昭和33年度消防費当初予算(才出)額調

昭和33年度(消防本部署の)消防費当初予算(才出)
額調

昭和33年度消防団(常備消防部を除く)の消防費当初
予算(才出)額調

昭和33年度一般会計当初予算額と消防費当初予算額調

昭和診年度一般会計決算見込額と消防費決算見込額並
びに寄付金調

消防吏員階級別最高最低俸給(基本"舗額調

消防本部(署)消防団保有ポンプ台数等調

消防本部(署)消防団別自動車ポンプ車令調

消防用水利状況調

火災通報施設調

自衛消防力調

昭和32年中火災状況並びに消防活動状況調

少年消防クラブ現況表

少年消防クラブの組織別調

消防関係公務災害に関する調査表

昭和三十三年度消防年殺作製資料の提出について
(通知)

消防行政関係の調査について

消防行政関係の調査について(照会)

消防行政関係調査表

消防概況調査表の作成について(通知)

消防概況調査表記載要領

昭和三十四年消防年報作製資料の提出について

市町村状勢並びに消防吏員階級別定員実員等調

消防団員階級別定員実員調

昭和34年度消防費当初予算(才脚額調

昭和34年度当初予算における一般会計と消防費との比
較詞

昭和33年度消防費決算見込(才出)額調

昭和33年度(消防本部署)消防費決算見込(才出)額調

昭和飴年度(消防団常備消防部)消防費決算見込(才
出)額羽

昭和33年度消防団(常備消防部を除く)消防費決算見
込(才出)額調

昭和33年度決算見込額における一般会計と消防費との

比較並びに寄附額調

消防吏員階級別最高最低給料(基本給)額調

消防吏員団員別消防在職年数調

消防本部(署)消防団保有ポンプ台数等調

消防本部(署)消防団別自動車ポンプ車令調

消防団水利状況調

火災通報施設欄

自衛消防力調

昭和33年中火災状況並びに消防活動状況調

少年消防クラプ現況調

少年消防クラプの組織別調

昭和三十四年度消防年報作成資料の提出について
(通知)

市町村消防概況の実態調査について

市町村消防概況の実態調査について(照会)

消防概況実態調査調書

(安芸郡安芸町内全図第一地図)

(安芸郡安芸町内全図第二地図)

(安芸郡安芸町内全図第二地図)

消防設備の現有調査について

市町村消防実態罰査について

消防設備の現有調査について(通知)

消防概況実態調査表

(安芸町全図)

1夏命書

市町村消防実態調査記載要領

市町村消防実態調査表記載要領の正誤表

「市町村消防実態調査」の記載要領について(通知)

市町村消防実態調査の説明会の開催について(通まの

昭和37年市町村消防実態調査表

市町村消防実態調査表記入要領

市町村消防実態罰査の実施について(通知)

市町村消防実態調査について(照会)

昭和37年消防年報作製調査について
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消防年報作成調査表記載要領(市町村)

昭和開年消防年報作成調査について

昭和38年消防年報作成調査について(通知)

昭和38年消防年報作製調査について

(消防関係等地図)

(塔の丘団地写真)

(平林団地写真)

現有消防水利状況調

現有通信施設状況調

所属別の消防ポンプの性能調

聚落の概況調

消防ポンプ及び消防水利の基準及び現有調

消防整備計画の聚落増設変更申請について

昭和39年消防年報作成調査について

昭和39年消防年報作成調査について

消防年報(第15号)作成羽査表記載要領

昭和40年消防年報作成調査について(通知)

昭和如年消防年報作成調査について

昭和41年消防年報作成調査について(通知)

昭和41年消防年報提出について

消防年報(第17号)作成調査表の記載要領の追加訂正
について

消防年報(第17号)作成調査表記載要領(市町村用)

昭和屯年消防年報調査表作成について(通知)

昭和42年消防年報調査表提出について

消防年報(第18号)作成調査表記載要領(市町村用)

消防年報作成調査表および記載要領の正誤表

昭和心年消防年報調査表作成について(通知)

昭和43年消防年報調査表の検収について(通知)

消防年報について(照会)

消防年報(第5表訂正分)の提出について

昭和叫年消防年報調査表の提出について

消防年報(第19号)調査要領(市町村用)

昭和"年消防年報(第19号)調査表の作成について

(依頼)

昭和叫年消防年報について(照会)

漕防年想作成要領

昭和45年消防年報調査表作成について(通知)

消防年報(第20号)調査要領(市町村用)

昭和45年消防年報調査表作成について

消防概況調査表送付について

消防概況調査表

消防概況調査表

消防概況調査表提出について

消防概況調査表

昭和46年消防年殺調査表作成について

消防年報(第21号)調査要領(市町村用)

昭和"年消防年報調査表作成について(通知)

消防年報(第21号)調査表および記載要領の訂正につ
いて

消防関係統計資料交通安全庶務

260 交通安全庶務(昭利卯年)

交通事故相談ポスターの掲示について(依頼)

昭和49年度広島県巡回交通事故相談所について無a会)

交通事故相談及び交通災害共済事業について(照会)

春の全国交通安全運動実施結果の提出について(連絡)

交通安全対策推進資料の送付について(通知)

ゴールデン・ウイークにおける交通事故防止対策につ
いて(通知)

昭和49年度交通安全対策関係予算および交通安全事務
担当者調査等について(照会)

昭和49年度市町村幼児交通安全クラブ結成活動費補助
金の対象となるクラプの推薦について(通知)

交通安全対策推進資料の送付について(通知)

昭和48年度交通安全施設等整備事業実施計画(連絡)

および交通安全施設の現況調査について(依頼)

通学路一部変更と整備について

交通安全施設整備について

バス事業者等に対tる市長村の補助金交付状況につい

て(照会)

職員派遣申請について

交通と運蛤

警察署別交通事故発生状況表

交通安全対策推進資料の送付について(通知)

市晒村交通安全対策事務担当者会議の開催について
(通知)

「T S I」の送付について(通知)

雨期における交通事故防止対策について(通知)

交通指導員研修会の開催について(通知)

交通安全対策特別交付金に関する政令及び道路法施行
令の一部を改正する政令の施行等について(通知)

警察署別交通事故発生状況表

<交通安全>
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交通安全庶務新市町村建設計画関係綴

交通安全対策推進資料(本年度第4号)の送付につい
て(通知)

整備を要する横断歩道調書の送付について

昭和49年度春の全国交通安全運動実施結果について
(連絡)

交通量調査実施について

昭和49年度広島県交通安全実施計画について(通知)

交通情報(VOL.41)

交通事故統計表の送付について(連絡)

路則帯設置について

プレジャーボートに対する安全運航指導について
(通知)

「弱者のための町づくり」に関する要望

追録停止について

交通統計(昭和48年)の送付について

安芸町交通安全対策協議会開催変更について

幼児交通安全クラプ指導者研修会の開催について
(通知)

(交通事故発生状況及び交通安全運動について)

復命書

市町村における自家用旅客輸送について

一時停止線にかかる広報について(依頼)

広島県交通事故相談業務活動の広報について(依頼)

昭和49年度全国道路交通情勢調査の実施について
(通知)

「住民の交通安全意識の高揚に効果的な実践活動」に
関する調査研究報告書の送付について

老人むけ交通安全パンフレットの送付について
(連絡)

復命書

昭和49年度全国道路交通情勢調査の実施について
(報告)

地方バス路線対策打合会の開催について(通知)

国の各種機関に対する要望事項について

国の各種機関に対する要望事項について(照会)

新市町村建設計画の知事協議について(通知)

新市町村建設計画の調整について

昭和三十二年度施設整備事業の進捗調査について

新町建設計画調整について

安芸町建設計画書印刷請負契約締結について伺

安芸町建設計画書請負契約書

復命書

地方事務所総務課長会議議題

総務課長(係長)会議開催について

新市町村計画調整及び施設整備事業に関する調査表送
付について

新市町村建設に伴う事務の近代化について

新市町村建設計画の調整について(通知)

(安芸町建設計画調整について県の意見に対す町の対
策及び措置)

新市町村建設計画第ブ次審査について(依頼)

新市町村建設参考シリーズの送付について

新町建設計画の調整について

新市叫村建設補助金(単県)について(内輪)

新市町村建設事業台帳の整備について

新市町村建設促進国庫補助事業に係る諸様式の作製に
「コし、て

新市町村建設促進補助金の検査について

新市町村建設促進国庫補助事業に係る諸様式集

新市町村建設計画調整事業委託費精算書送付について

昭和三十二年度新市町村建設状況について

昭和三三年度新市町村建設状況について

新市町村の行政組織の状況について

新市町村の行政組織の状況について(照会)

新市町建設促進運動費補助の交付について

広島県新市町村建設促進運動費補助金交付要項

(単独県費補助事業(新市町村建設施設整備事業)の
歉行について)

新市町村建設促進法施行令の一部を改正する政令の施
行について(通知)

新市町村建設促進補助金に係る補助事業により取得し
又は効用の増加Lた財産について

新市町村建設促進補助金に係る補助事業により取得し
又は効用の増加した財産の処分について

新市町村建設計画書の取扱いについて

新市町村建設計画書の取扱いについて

302 新市町村建設計画関係綴(昭和46年)

昭和三十三年度新市町村建設促進施設整備事業の取扱
いについて

新市町村建設に伴う事務合理化について

<基本計画>
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昭和三十四年度新市町村建設要望事業調について

昭和三十四年度新市町村建設要望事業調について

新市町村建設計画の取扱いについて

新市町村建設促進に関する陳情について

陳情書

支所、出張所の統合について(通知)

昭和三十三年度単独県費分の新市町村建設促進施設整
備事業の協力、指導方の依頼について

昭和三十三年度単独県費分の新市町村建設整備事業の
協力、指導方について(依頼)

393 (広島市・安芸町合併関係書類綴)
(昭和四年)

広島市・安芸町合併建設計画書

広島市・安芸町合併附属協定書

広島市・安芸町合併協定書(案)

広島市・安芸町合併建設計画書(案)

広島市・安芸町合併協定書

広島市・安芸町合併建設計画書

第3回広島市・安芸町合併研究恊議会次第

第3回広島市・安芸町合併研究協議会の開催について

広島市・安芸町の合併に伴う建設計画について

合併建設計画実施に係る要望書上申について

広島市・安芸町合併協議会会議次第

広島市・安芸町合併協議会規約

広島市・安芸町合併建設計画書(案)

広島市・安芸町合併協定書(案)

広島市・安芸町合併附属協定書

広島市・安芸町合併建設計画書(案)

広島市・安芸町一般協定事項措置案に係る町側照会及
び市側回答

(安芸町合併に伴う建設計画案について)

広島市・安芸町合併建設計画(案)比較表

安芸町合併建設計画にかかる財政計画(広域行政対策
室案)

広島市・安芸町合併協定書(案)

広島市・安芸町合併事務検討資料(措置案)

安芸町合併事務検討資料(財政局管財関係)

広島市・安芸町合併事務検討資料(消防局関係)

広島市・安芸町合併事務検討資料(福祉関係措置案)

新市町村建設計画関係綴(広島市・安芸町合併閧係書類綴)
国民健康保険特別会計予算(案)

広島市・安芸町事務検討資料(衛生局関係)

広島市・安芸町合併事務検討資料(清掃局関係)

安芸町合併事務検討資料(産業局閧係)

広島市・安芸町合併協議会検討事項(都市計画局関係
・建設局関係)

広烏市・安芸町事務検討資料(教育委員会関係)

第3回広島市・安芸町合併研究協議会次第

第3回広島市・安芸町合併研究協議会会議進行要領

第2回広島市・安芸町合併研究協議会次第

第2回広島市・安芸町合併研究協議会会議進行要領

第1回広島市'安芸町合併研究協議会会議進行要領

広島市・安芸町合併協議関係資料・は甫助金一部事務
組合調書その2)

広島市・安芸町合併協議関係資料(その】現況調)

安芸町小・中学校の新設用地の概況

広域行政対策室事務処理体制

安芸町固定資産税昭和50年度当初賦課事務経費試算

安芸町現地視察コース

安芸町視察参考資料

安芸町現地視察参考資料

安芸町事務検討事項の主な問題点

安芸町合併建設計画の主な問題点

安芸町合併建設計画の主な課題

安芸町小・中学校の新設用地の概況

安芸町建設計画(案)

広島市・安芸町事務検討資料(総務局関係)

広島市・安芸町合併協議関係資料井甫助金、一部事務
組合洞書その2)

広島市・安芸町合併事務スケジュール

<合併関係>

財

456 国民健康保険特別会計予算(案)
(昭和49年)

国民健康保険条例の一部改正について(協議)

昭和49年度安芸町国民健康保険特別会計予算案につい
て

安芸町国民鍵康保険運営協議会

<予算・決算>

務
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国民健康保険特別会計予算(案)

昭和49年度国民健康保険助成費予算額一覧表の送付に
ついて(通知)

印召和49年度国民健康保険特別会計予算案の保険税の
蹴課方式・助産費引き上げについて)

安芸町国民健康保険運営協議会開催について(通知)

補助金一件財務ω

551 補助金一件印召和49年)

昭和四年度国民健康保険の特別調整交付金に関する資
料について

昭和四年度国民健康保険の特別調整交付金に関する資

料について(照会)

昭和49年度国民健康保険国庫助成費の係る請求書の提
出について

昭和49年度国民健康保険国庫助成費に係る請求書の提
出について

昭和四年度国民健康保険調整交付金の交付申請につい
て

昭和49年度国民健康保険調整交付金の交付申請につい

て(通知)

昭和49年度国民健康保険調整交付金の交付申請につい
て

昭和49年度高額医療費にかかる補助金の補助対象市町
村の認定について(通知)

昭和49年度国民健康保険国庫助成費に係る請求書の提
出について

昭和49年度国民健康保険国庫助成費に係る請求書の提
出について

昭和約年度国民健康保険事務費負担金等の交付決定通
知書

昭和49年度国民健康保険国庫負担金等の第1・4半期
分の交付について(通知)

昭和49年度国民健康保険国庫負担金に係る請求書の提
出について

昭和49午度国民健康保険国庫負担金に係る請求書の提
出について(通知)

国民健康保険助産費の国庫補助について(通知)

昭和49年度国民健康保険事務費負担金及び療養給付費
負担金(補助金)の交付申請について

昭和四年度国民健康保険事務費負担金及び療養給付費
負担金(補助金)の交付申について(通知)

<税・財務>

物品等購入についての流れ

契約決裁書の作成

物品発注決裁書の作成について

支出負担行為書の作成について

地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する
政令の施行について(通知)

国民健康保険会計に対する一般会計からの繰り出しに
ついて

入札保証金及び契約保証金に関する調査について
(調査)

入札保証金及び契約保証金に関する調査について

屋内体操場、給食センター入札保証金

予算事務処理について各係長打合会

地域開発関連事業資金状況等に関する調べについて
親a会)

地域開発関連事業資金状況等に関する調べについて

(回答)

公告(県有資産の一般競争入キD

事例に基づく財政分析の手法

出納閉鎖から決算審査までの問題と解答

復命書

道路に要する経費等に関する調について(照会)

道路に要する経費等に関する調について

団体相互間における収入支出の状況調査について
(照会)

団体相互問における収入支出の状況調査について
(回答)

土地使用料減免について

電柱敷使用料の減免方について

地方交付税再算定結果表(昭和叫年度)

地方自治制度の運用に関する調について(通知)

地方自治制度の運用に関する調について(回答)

昭和45年度予算状況調について(照会)

昭和45年度予算状況調について(回答)

昭和45年度普通建設事業の状況について(回答)

市町村行財政実地指導の実施について(通知)

市町村行財政実地指導調査資料の送付について

昭和'年度以降3年間の計画事業費について

昭和45年度以降3年間の計画事業費について

昭和45年発生災害に要した経費について(照会)

昭和45年発生災害に要した経費について(回答)

積立金の状況調査について(依頼)

積立金の状況調査について(回答)

575 財務①(昭和40~47年)

団地上水道整備費負担について

乎林団地上水道整備負担金納入方について
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昭和46年度公共事業等の予算執行状況調について
(照会)

昭和46年度公共事業等の予算執行状況調について
(回答)

士地開発基金に関する調について(照会)

昭和46年度市区町村総合マスターファイル作成のため
の調査表について(送付)

昭和46年度予算執行見込額調べについて(照会)

昭和46年度予算執行見込額罰べについて(報告)

建設事業の施行実施可能事業費に関する調査について
(回答)

建設事業の施行実施可能事業費に関する調査について
(回答)

昭和46年度公共事業等の予算執行状況調について
(照会)

伺い(昭和46年度特別交付税算定のための特殊事情に
つし、て)

町村の財政事情等の聴取について(照会)

昭和46年度予算状況調について(照会)

昭和46年度予算状況調について(回答)

地方公共団体および地方公社による土地の取得に関す
る調査について(回答)

予算編成資料の提出方について(依頼)

予算編成資料の提出について

昭和妬年度公共事業等の予算執行状況調について
(照会)

昭和46年度公共事業等の予算執行状況調について
(回答)

復命書

昭和46年度公共事業等の予算執行状況調について
(照会)

昭和46年度公共事業等の予算執行状況調について
(回答)

財政事情の聴取について(報告)

都市開発基金に関する剥について(照会)

都市開発基金に関する調について(回答)

「昭和47年度市区町村総合マスターフフイル」作成の
ための調査表について(送付)

値上げにかかる公共施設の調査について(照会)

値上げにかかる公共施設の調査について(回答)

昭和47年度公共事業等の予算の執行状況調について
(照会)

同和対策に関する小、中学校教員に地域進出費の支出
状況について(回答)

昭和46年度同和対策事業に係る財政状況調査につぃて
(照ム)

昭和46年度同和対策事業に係る財政状況調査にっいて
(回答)

都市施設等実態調査

昭和47年6・ 7月の集中豪雨災害にかかる応急、復旧事
業等調査について(照会)

昭和47年6・ 7月の集中豪雨災害にかかる応急、復旧事
業等調査について(回答)

地方交付税の合併算定替による差額推計について

町村の財政事情等の聴取について(照会)

町村の財政事情等の送付について(照会)

財政事情(第2次分)の聴取について(報告)

昭和47年度公共事業の予算の執行状況調につぃて
(照会)

昭和47年度公共事業の予算の執行状況調について
(回答)

昭和47年度予算の執行状況調について(照会)

昭和47年度予算の執行状況調について(回答)

財務川農業関係文書綴

価0 農業関係文書綴 N02 (昭和41年)

農政シリーズの配布について(通知)

41年産水稲採種ほ産種子の需要申込について(通知)

広島県農業の動き

酪農の近代化一酪農閧係法の整備についてー

山村振興対策の考え方と進め方一山村振興法のあらま
しー

昭和42年度産業開発青年隊の隊員募集について
(通知)

昭和41年産採種ほ種子麦の需要申込書

昭和41年産水稲種子の需要申込書

出納不耕起多株穴播栽培並に麦不耕起栽培のしおりの

印刷物送付について

昭和41年産水稲被害罰査について(伺い)

中国地方3箇月季節予報

水稲不耕起栽培現地研究会開催のお知らせ

農村広報第B6号

農作業安全対策講習会の開催について(調査)

く農業

. 産業

^ 般>

.
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農業関係文書綴申請書一件

水稲の収穫、乾燥と種とり

果樹栽培状況等について(報告)

果樹栽培状況等の調査について(依頼)

麦類、なたねの除草剤使用基準について(通知)

農業経済講演会開催について(通知)

昭和40年度ジャガイモガ天敵放飼調査成績の配布につ
いて(通知)

左右確認、鏡の利用について(通知)

第10回広島県農業祭の閉催について(通知)

農業改善コンサルタントについて

農業改善コンサルタントの手引

コンサルタント活動実施要領

農業構造改善コンサルタント申込書

園芸t芸飼杷料作物の文献抄録集のあっせんについて

中国地方3箇月季節予報

二化蟆虫第一世代の防除について

農地の移動状況

昭和41年発生干害応急、対策ならびに于害状況について
(報告)

昭和41年発生干害応急対策ならびに干害状況について
(通知)

1965年中間農業センサス結果から見た管内概況につい
て

1965年中間農業センサス結果から見た管内概況

出穂期前後における稲作病害虫の防除について

農林広報第133号

花升生産の実態調査について(報告)

花き生産の実態調査について(依頼)

昭和41年度圃芸特産振興事業(果樹関係)実施要領に
ついて(通知)

農業構造改善事業の計画地域指定希望と事業実施の予
定について(照会)

水稲の肥培管理について(通知)

復命書

産業経済課長会議長会議提出議題

昭和41年度農業生活改良普及指導計画書

昭和41年度農業生活改良普及指導計画整理表

農葉航空散布実績検討会資料

技術部会活動促進事業

産業経済課長会議開催について

昭和41年度水稲の稲作改善計画書について(報告)

昭和41年度水稲の稲作改善計画書について(通知)

青果物標準出荷規格について(通知)

青果物標準出荷規格

水稲の肌培管理について(通知)

市町村産業経済関係課長会議について(通知)

広島地域農林漁業振興対策連絡協議会正副部会長会議
の開催について(通知)

昭和41年度水稲耕作面積取纏めについて(伺い)

花き関係資料について(通知)

花き関係資料

青果物の動き(果樹編)の資料について(通知)

青果物の動き(果樹編)

中国地方3箇月季節予報

名古屋市場だより 1966-6月号

「農業協業体の経営概要」の送付について

農業協業体の経営概要

昭和40年度地力保全基本調査成績書(西部沿岸地域)

送付について

昭和40年度地力保全基本調査成績書(西部沿岸地域)

「農業協業体の経営概要」の送付について

農業協業体の経営概要

主婦農業学校開催について(依頼)

復命書

昭和41年度予備予約集荷推進協議会

昭和41年度予備予約、予約集荷推進協会の開催につい
て

稲作技術改善についての農談会開催について

昭和40年度中国四国農業情勢報告(普及版)の送付に
ついて

中国四国の農業

<共済組合・協同組合>

757 申請書一件(農業共済組合)
印召和36~38年)

昭和36年度農業共済事業事務費補助金交付金申請書

昭和36年度農業共済組合等の事務費補助金交付申請書
の作成について(通知)

復命書

昭和35年度農業共済事業事務費補助事業実績報告書

農業共済事業の業務収支予算および補助金関係の事務
について(通知)

昭和36年度農業共済団体(組合等)事務費補助金の交
付指令書の交付について(通知)
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昭和36年度農業共済組合等事務費補助金の支出につい
て(通知)

昭和36年度農業共済組合等の業務予算および事務費の

賦課承認、(報告)等について(通知)

昭和36年度事務費賦課承認申請書

昭和36年度事務費賦課承認申請について

昭和36年度事務費賦課承認、申請書中指摘事項回答につ
いて

昭和36年度農業共済組合事業事務費の配分額変更につ
いて

昭和36年度農業共済組合事業事務費補助金の細分科目
ごとの配分額の変更について(通知)

昭和36年度農業共済組合等事務費補助金の支出につい
て(通知)

農業共済組合の事務費賦課の承認について(通知)

昭和36年度農業共済組合等事務費補助金の追加割当内
示について(通知)

昭和36年度農業共済事業事務費補助金交付申請書

昭和36年度補助金交付申請書

(昭和36年度安芸町農業共済組合事業経費補助金の交
付について)

昭和36年度農業共済組合等事務費補助金の支払につい
て(通知)

昭和36年度農業共済事業事務費補助金絲且合等)の追
加交付決定および当初交付決定の変更ならびに追加

交付分の支出について(通知)

(昭和36年度安芸町農業共済組合事業経費補助金の交
付決定について)

昭和36年度農業共済事業事務費補助金(組合等)の追

加交付分の支出について(通知)

昭和36年度農業共済事業事務補助事業実績報告書

昭和37年度農業共済事業事務費補助金交付申請書

昭和37年度共済事業事務費補助金の交付並びに昭和36

年度農業共済事業事務費補助金の決算について
(通主山

昭和37年度事務費賦課証人申請書

安芸町農業共済組合定款変更認可申請書

農業共済組合の定款変更の認、可について(通知)

安芸町農業共済組合第5回通常総代会議事録

農業共済事業事務費補助金要綱

昭和37年度農業共済事業事務費補助金の交付内示らつ
いて(通知)

昭和37年度補助金交付申請書

(昭和37年度安芸町農業共済組合事業補助金の交付に
"コし、て)

農業共済事業事務費補助金の交付手続きについて
(通知)

農業共済組合の事務費賦課の承認について(通知)

昭和37年度農業共済事業費補助金の交付決定およびこ
の補助金の交付について(通知)

蚕董共済事業中止認、可申請書

農機具共済事業実施承認、申請書

農機具共済事業の実施承認、について

蚕苗共済事業の中止について(通知)

昭和36年度農業共済事業事務費補助金の額の確定につ
いて(通知)

昭和37年度農業共済事業事務費補助金の交付決定およ
ぴこの補助金の交付について(通知)

昭和37年度農業共済事業事務費補助金(組合等)の追
加割当内示について(通知)

昭和37年皮農業共済事業事務費補助金交付申請書

昭和37年度家畜共済事業補助金申請書

昭和37年度農業共済事業事務費補助金(追加分)の交
付決定およびその支出について(通知)

申請書一件林業関係文書綴

870 林業関係文書綴(昭和41年)

種苗の需要量調査について

昭和41年度春季の養苗事業計画について(進達)

役員会開催について(通会山

昭和41年度種苗払下申込計画

昭和40年度苗木出荷指図害について(提出)

広島県樹苗組合脱退届書について 6隹達)

復命書

昭和如年度山行苗の需給実績調について

昭和如年度山行苗の需給実績調について(報告)

苗木代金の精算についてお願い

昭和41年度林業要苗木生産届出について

全苗連時報送付について

40年度扱いのひのき原苗被害対策についての協議会開
催通知

昭和41年度林業苗木生産届出書について G倒制

復命書

第10回全苗連大会参加申込について

昭和41午度山行苗木ひのき幼苗損苗木見舞金配分

昭和41年度林業洋苗木生産費調査について(提出)

く林 業>
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林業関係文書綴

山行苗の生産費の調査について

育苗資金の融資額割当について

林業用苗木養成講習会開催について

「種苗関係事業実施要領」送付について

どんな除草剤がよいか

良い苗木とは

林業用種苗需給調整要領

除草剤の使い方

4 -4式ボルドー液のつくり方

良い苗木のつくり方

昭和42年春季の養苗事業計画について

昭和42年春季の養苗事業計画について(報告)

種苗関係事業実施要領の改正について

昭和41年度山行苗木の価格について

山林苗畑品評会の開催について

山林苗畑品評会参加申込書について(提出)

第2回通常総会開催通知

県苗組総会出席者の確保について

支部総会出席の代議員数の割当について

地区林業用種苗需給協議会開催について

昭和41年度林業用山行苗確認書について

事務連絡先及び預金口座届出について

苗木販売用用紙送付について

昭和42年度春季養苗事業計画について(依頼)

昭和如年度配当金送付について(通知)

第3回県樹苗組通常総会出席に対する旅費支払いにつ
いて(通知)

昭和41年度後期及U年度前期造林用苗木需給について

昭和41年度後期及42年度前期造林用苗木需給について

狩猟免許者名簿の送付について

安芸町鳥獣保護区(休猟区)駆除班名簿の訂正につい
て

鳥獣使飼養許可申請書について(進達)

鳥獣保護区等の有害鳥獣共同駆除班の編成について
(通知)

安芸町有害鳥獣駆除班規約

野猪捕獲届について(進達)

昭和41年度鳥獣保護員の推せん依頼について

昭和41年度鳥獣保護員の推せんについて(回報)

(送金通知書について)

野猪捕獲届について(進達)

昭和40年度狩猟免状の返納及び野猪捕獲届の提出につ
いて(依頼)

昭和40年度狩猟免状の返納及び野猪捕獲届の提出につ

いて(進達)

野猪捕獲届について(進達)

昭和40年度野猪捕獲に対する報償金の交付について
(伺い)

野猪駆除申請

有害鳥獣(野猪)駆除許可に0いて

鳥獣保護区休猟区内の有害鳥獣共同駆除班の編成につ
いて(通知)

愛鳥思想の普及について(依頼)

野猪駆除大巻実施について

鳥獣飼養許可申請書について(進達)

昭和41年度野猪捕獲柵の設置希望調について(照会)

昭和41年度野猪捕獲柵の設置申込について(回答)

岬種狩猟免許取得者について)

(狩猟者講習会受講申込書について)

昭和41年度狩猟老講習会の開催について(通知)

昭和41年度狩猟者講習会開催日時の一部変更について
(通知)

鳥獣捕獲許可申請書について(進達)

昭和41年度猪捕獲柵の設置数内示について

昭和41年度鳥獣保護区及び休猟区内の有害鳥獣共同駆
除班の追加編成について(通知)

昭和41年度猪捕獲柵設置事業補助金申請書について
(進達)

鳥獣捕獲許可申請書について G色達)

有害鳥獣(野猪)の駆除許可について

(請求書等)

昭和41年度狩猟免許事務について(依頼)

昭和41年度猪捕獲柵設置事業費補助金交付の決定通知
について

猪捕獲柵設置竣工届について(提出)

鳥獣の捕獲並びに飼養について

狩猟者講習会(経験者課程)の追加実施について
(通知)

野性鳥獣による農林作物の被害状況調査について

(依頼)

広島県鳥獣保護区等位置図の送付について

野性鳥獣による農林作物の被害状況調査について
(叛告)

(昭和41年度猪捕獲柵設置事業に対する補助金額決定
について)
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昭和41年度野猪捕獲柵設置事業補助金請求書について
(進達)

昭和42年度野猪捕獲柵の設置希望調べについて

昭和岨年度野猪捕獲柵の設置希望調べについて
(回答)

野猪捕獲届

狩猟者講習会住ル心者課程)の追加実施について
(通知)

昭和41牟度狩猟免許者名簿の送付について

森林国営保険説明会開催について

森林保険関係事務取扱要領

森林国営保険事務取扱費用交付要綱

復命書

森林国営保険標準保険金額の訂正について

森林国営保険契約関係用紙送付について

森林国営保険契約申込書について(提出)

機関紙「森林保険だより」送付について

森林災害り災通知書について(進達)

森林国営保険契約申込書について(提出)

森林国営保険契約申込書について(提出)

森林国営保険保険料率表およびスライド契約1時払保
険料早見表の送付について

森林国営保険普及宣伝用ソノシート送付について

森林火災予防標板設置について(通知)

森林国営保険事務取扱手数料等交付申請について

森林国営保険事務取扱手数料交付申請書について

(提出)

森林国営保険関係法規の送付について

森林国営保険普及宣伝用物品の送付について

山火予知ポスターならびに森林国営保険普及宣伝用物
品の送付について

保安林内立木伐採許可について(通知)

伐採届出書について(進達)

伐採届出書について(進達)

保安林内の立木の皆伐による伐採につき森林法第34条
第1項の許可すべき皆伐面積の限度について
(通会畍

伐採届出書について(進達)

保安林内採石許可申請について(副制

保安林内採石許可申請について(副制

素材需給動向観測調査に伴う市町村有林の生産状況に
ついて(依頼)

素材需給動向観測調査に伴う市町村有林の生産状況に

ついて(報告)

伐採届出書について(提出)

保安林内の立木の皆伐による伐採につき森林法第34条

第1項の許可すべき皆伐面積の限度について
(通知)

伐採届出書について(進達)

保安林内の立木の皆伐による伐採につき森林法第34条
第]項の許可すべき皆伐面積の限度について
(通知)

伐採届出書について(進達)

伐採届について(進達)

伐採届出書について(進達)

林業関係文書綴土木一件綴

士

928 土木一件綴("召和44年)

昭和心年度広島県内市町村別保証実績調

災害関係法令例規集の申込について

昭和叫年度宅地開発事業計画及び関連公共施設整備計
画について親E会)

昭和叫年度宅地開発事業計画及び関連公共施設整備計
画について(回答)

昭和"年度第1回建築・宅造行政事務打合せ会議につ
いて(通知)

広島県土地区画整理組合連合会第7回定期総会の開催
について(通知)

1夏命書

昭和心年度建築基準法施行事務取扱交付金の交付につ
いて(通知)

昭和昭年度建築基準法施行事務取扱交付金請求書につ
いて(提出)

昭和叫年度「建設業者の経営事項の審査の結果一覧」
の送付について(通知)

昭和叫年度単県事業の施行希望地区についての調査様
式の一部訂正について

全国治水大会の開催について(通知)

県道の側溝土砂取除きについて(伺い)

ローボー資料

後谷町道拡張につき土地関係者の承諾書

安芸町水道企業団水道工事地区連絡起用議会の開催に
つし、て

復命書

く土木

木
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土木一件綴

昭和心年度県費補助市町村整備事業の補助金交付につ
いて(通知)

昭和43年度県費補助金請求書について(提出)

土木ひろしま

(団地施工業者に対する、災害防止についての注意に
つし、て)

宅地造成工事に起因する災害防止について(依頼)

昭和45年度産業関連施設整備事業の申請について
(照会)

都道府県住宅建設五箇年計画の実施状況について
(照会)

都道府県住宅建設五筒年計画の実施状況について
(回答)

代理人指名変更について

昭和叫年度「建設業者の経営事項の審査結果一覧」の
正誤表について(依頼)

測量作業の協力方について(依頼)

全国土地改良情報

昭和45年度住宅地区改良事業および住宅改修資金貸付

事業の計面の聴取について(通知)

昭和44年度県費補助市町村道整備事業の補助率につい
て(通知)

昭和45年度公営住宅建設計画および特例計画の聴取に
ついて(通知)

たのしいすまい

測量委託等の設計資料について

土木技術研修について(通まの

市町村道整備に関する説明会について(通知)

昭和"年度公営住宅建設用地に対する地方債の標準単
価について(通知)

昭和"年度建築基準法施行事務取扱交付金の交付につ
いて(通知)

宅地防災工事資金貸付制度の周知について(依頼)

(建物のカタログについて)

(騒音、振動の測定器のカタログについて)

三菱セメント試験成績表(叫年6月分)

(6月末日現在の発注者別保証実績調の送付について)

国有財産引継予定調について

昭和44年度市町村建設技術研修の研修生決定について
(通知)

昭和44年度団体営土地改良調査設計事業の単価につい
て(通知)

災害復旧事業の農地復旧面積の取扱いについて(通知)

(「アイーファルト」について)

昭和"年度7月集中豪雨による被害家屋に対する災害

復興住宅資金の貸し付けについて(通知)

入札参加資格申請書の記載事項変更の届出書類につい
て

普通河川等の保全について

資格審査申請書記載事項変更届

昭和斜年度市町村建設技術研修について(通知)

確認表示板等の頒布方法の変更について

災害共済事業とは何か、その説明

全国治水期成同盟連合会への加入について(依頼)

「宅地法令例規」の紹介について

昭和45年度予算要求に係る先買い士地区画整理事業に
ついて促E会)

建設工事現場における事故発生の防止について

小松グラフ

「建設法令総覧」の推薦について

昭和叫年度士木広島県負担金について

昭和"年7月分三菱セメント試験成績表

電気と保安

急、傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律及び関

係法令等についての説明会の開催について(通知)

急傾斜地の崩かいによる災害の防止に関する法律及び

関係法令等についての説明会の開催について
(通知)

「全国下水道デー」実施についてて(通知)

復命書

道路整備の促進について

基本測量作業の実施について(依頼)

「宅地法令例規」の講読あっせんについて(通知)

パンフレット「山陽自動車道」の配付について

(パンフレット等の資料の提供について)

「士木構造物標準設計13,14,15 (PC橋)」および
「pC橋の手引き」の発刊について

災害査定(3次)日程について(通知)

広島県土木関係法規集("年度版)予約申込について

宅地造成計画について(通知)

士地収用法第揺条第2項第4号の規定による意見(道
路)について

土地収用法第18条第2項第4号の規定による意見(道
路)の交付方お願いについて

宅地造成地、急傾斜地等における災害の防止のための

措置について(通知)

(8月末日現在の発注者別保証実績調の送付について)
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建設六法印E和45年版)の発刊案内について

工事についてご照会

中国地方建設局保有の建設機械の売払いについて

(通知)

「土地区画整理の換地設計(改訂版)」図書の購入斡
旋について(通知)

土木ひろしま

昭和U年度中国四国地方治水大会の開催について

(通知)

復命書

(建設関係の職員住所録の原稿について)

建設課長連絡会議の開催について

復命書

昭和昇年度「一般士木施行管理技術検定」の実施につ
いて(通知)

(9月末日現在の発注者別保証実績調の送付について)

土地開発基金管理運用規程にかかる参考資料について
(送付)

急傾斜地実態再調査について(依頼)

昭和叫年7月発生災害の査定結果について(通知)

昭和43年度市町村道整備声字工事の竣工検査証につい
て(依頼)

(防災剤べストンについて)

県道側溝積立士砂について(お願い)

復命書

管内地図作製のお勧めとお願い

建設工事施行実績証明書

「災害査定業務の必携」の申込について(通知)

基本測量の終了について(通知)

公共測量実態調査について(依頼)

小型棒鋼斡旋相談所設置について

(10月末日現在の発注者別保証実績調の送付について)

慣行水利権の実態調査に伴う協力について(依頼)

農地法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(通会m

(Ⅱ月末日現在の発注者別保証実績調の送付について)

公共測量の実態調査について(依頼)

公共測量の実態調査について(回答)

市町村農業士木初級技術者実地研修について(通知)

防災打路慰謝の表彰について(照会)

第B回しろあり対策全国大会の開催について(通知)

公共団体区整理補助事業の施行について(通知)

中国地方3か月季節予報

土木一件綴福木保育所各種工事一件綴道路一件綴

1022 福木保育所各種工事一件綴(昭和47年)

工事施行について(伺い)

工事請負契約締結(伺い)について

工事着手届

現場代理人及び主任技術者屈

公示竣工届

検査調書

工事施行について(伺い)

工事請負契約締結(伺い)について

工事着手届

工事竣工届

検査調書

工事施行について(伺い)

工事着手届

工事竣工届

検査調書

工事施行について(伺い)

工事請負契約締結(伺い)について

工事着手届

工事竣工届

検査調書

く建 築>

1074 道路一件綴(昭和46~47年)

路面凍結によるスリップ事故の防止について(通知)

山陽自動車道建設並びに道路整備促進広島県大会概要
について

申願書

道路工事地域連絡協議会の開催について

1夏命書

第3回都市高速道路会議の開催について(通知)

中国地方建設局保有の建設機械の売払いについて
(通知)

基本測量終了について(通知)

<道路・公園>
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保育所関係一般環境衛生一件

民生・衛生

1196 保育所関係一般(昭和39年)

第10回中国地区保育事業研修会について(御案内)

保育所月報用紙送付について

昭和39年度保育研修集会及び保育見学開催について

昭和39年9月の保母試験の実施について(通知)

昭和39年7月保母養成講習会開催について(通知)

保育所主任保母研修会について

昭和39年度保育所保母現任訓練講習会の開催について
(通知)

安芸郡連合母子会役員会開催にについて

保育所給食管理講習会について

保育りズム遊戯講習会開催について

児童福祉施設等に勤務している無資格保母の長期講習
会の開催について

昭和39年度保育所保母現任訓練講習会について

保育所における給食上の衛生管理について

改訂幼稚園教育要領説明会、研究協議会について
(通知)

私立保育所にテレビまたは保育用具を贈る事業の実施

について(通知)

昭和39年度児童福祉法施行事務監査の日程等について

児童福祉施設給食用脱脂粉の配分について(通知)

昭和39年度児童福祉法施行事務監査の日程等について

児童福祉施設の火災防止について

被保護者全国一斉調査結果集計票

昭和48年度保育所事業実施状況(安芸郡)

3才児の心の発育調査

児童福祉施設調理担当者実務研修会の開催について
(通知)

児童保護措置費取扱要領の送付について

児童福祉施設給食用脱脂粉乳について(通知)

保母(育)料通信教習募集案内

昭和40年3河(第13期生)卒業見込者名箔

昭和40年1打保母養成講習会開催について(通主の

保育所長主任保母合同会議について

児童福祉施設給食用脱脂粉乳の第4回分の配分につい
て(通知)

昭和40年3月の保母試験の実施について(通知)

く民 生>

安芸郡保育研究発表会について

第13回広島県保育事業研修大会開催について

第13回広島県保育事業研修大会資料

復命書

昭和如年度季節保育所設置計画書の提出について

第B回広島県保育事業研修大会被表彰者名簿について

全社協保育協議会報号外送付について

昭和40年度児童福祉施設給食用脱脂粉乳の購入希望
量調査について

保育所におけるインフルエンザの流行について

1254 環境衛生一件(昭和44~47年)

第B回全国環境衛生大会の案内について(通知)

けしの不正栽培防止運動について(通知)

第B回「全国水道週間」の実施について(通知)

清掃施設の整備計画について(照会)

代用消毒薬品の指定事項の一部変更について(通知)

ドクガの防除対策について(通知)

食中毒警報発令事業の実施について(依頼)

昭和45年度簡易水道等施設整備費補助事業にかかる事

業計画の調査について(照会)

県内いっせいゴキブリ駆除運動の実施について

(通知)

広報資料の配布について

(ゴキプリ駆除運動実施状況について)

簡易水道等施設整備費国庫補助事業にかかる事業計画
の調査について(照会)

第Ⅱ回県内いっせいねずみ駆除運動について

駆除機の巡回整備についてお願い

昭和叫年度そ族衛生害虫駆除研究協議会の開催につい
て(通知)

厚生省環境衛生局「環境衛生関係法集」の紹介につい
て

殺そ剤(ラチケート)、パナンコの斡旋について

映画「あなたの町のネズミ作戰」あらすじ

昭和45年度保健衛生予算について(依頼)

「あなたの町のねずみ作戦」フィルム巡回計画図

第11回県内いっせいネズミ駆除運動実施について

(依頼)

公衆衛生

く衛 生>

42



新・ネズミ駆除虎の巻

環境文化

専門技師派遣申請について(依頼)

(ネズミ退治について)

「蚊とはえのいない生活」実践運動の推進状況の調査
について(照会)

第5回ねずみ衛生害虫駆除技術研修会の開催について

(通知)

厚生省公衆衛生局編集「公衆衛生関係事務提要」の推
せんについて

第Π回県内いっせいねずみ駆除運動の実施結果報告に
ついて

けし不正栽培防止運動用ポスター送付について
(通知)

けし不正栽培防止運動の実施について(通知)

衛婦

イン・タック

ゴキブリ駆除を徹底しよう

環境衛生週間の実施について(通知)

日本環境衛生センターへの正会員加入方について

第6期清掃施設技術管理老資格認定講習実行予定に係

る受講希望者および清掃施設の調べについて
〆

第7回環境衛生技術者通信教育の実施ならぴに受講生
の募集について

第Ⅱ回県内いっせいねずみ駆除運動の実施結果報告に
つし、て

(強化ポリエステル製エスロンローリータンクについ

て)

昭和45年度全国環境衛生大会の開催について(通知)

麻薬禍撲滅運動の実施について(通会n)

宅地造成地の環境衛生について

「蚊とはえのいない生活」実践運動の推進状況の調査
について(依頼)

「蚊とはえのいない生活」実践運動の推進状況の調査
について(報告)

県内いっせいネズミ駆除運動実施について

地区組織用特納品ネズミ駆除薬剤の共同購入について

ねずみ駆除映画フィルム巡回貸出計画図

第12回県内いっせいねずみ駆除運動実施について
(依頼)

第12回県内いっせいねずみ駆除運動ブロック別研究協
議会資料

健やかな暮らしをつくる人々のつどい

第12回県内一斉ねずみ駆除運動プロック別研究協議会
出席結果報告

海洋投棄の禁止の動きに伴うクリーンチームのおすす
め

昭和45年度献血組織運営補助金の申請にっいて
(通会U)

昭和45年度献血組織運営補助金の申請につぃて
(通知)

一般健康相談中止について

環境文化

窮地にたつ空びん、屑ガラス処理

第12回県内いっせいねずみ邪除運動の実施状況にっい
て(報告)

昭和45年度地方改善施設整備費の国庫補助金にっいて
(通知)

(寄生虫卵検査成績等について)

住宅地の公害雑草「アワダチソウ、プタクサ等」の防
除につき御紹介の件

広島県における寄生虫の分布状況

昭和46年度循環器疾患、予防対策モデル地区につぃて
(通知)

第8期環境衛生技術者通信教育の実施ならびに受講生
の募集について

「環境衛生週間」の実施について(通会m

公衆衛生推進委員乎帳についてお願い

不正大麻、けし撲滅運動用のポスター送付につぃて
(通知)

不正大麻・けし撲滅運動の実施について(通知)

日本脳炎を媒介する蚊の駆除について(通知)

日本脳炎を媒介する蚊の駆除計画について(依頼)

日本脳炎を媒介する蚊の駆除計画について(回答)

県内いっせいゴキプリ駆除運動の実施について
(通会Π)

ドクガの幼虫の発生について(通知)

ブロツク別ねずみ駆除研究協議会の会場の変更につぃ
て(通知)

昭和46年度全国環境衛生大会の開催について(通知)

公衆衛生

第B回県内いっせいねずみ駆除運動ブロック別研究協
議会資料

復命書

第13回県内いっせいねずみ駆除運動の実施について
(通主の

第n回県内いっせいねずみ駆除運動の実施について
(回答)

第12回広島県公衆衛生大会の開催について(通知)

第12回広島県公衆衛生大会開催について(回答)

環境衛生一件
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環境衛生一件公文書綴

町内いっせいネズミ駆除について

県内いっせいネズミ駆除運動のテレビ放送時間のお知
らせ

県内いっせいネズミ駆除運動のテレゼ放送時間のお知
らせ

県内いっせいネズミ駆除運動のテレビ放送時問のお知
らせ

県内いっせいネズミ駆除運動のテレビ放送時間のお知
らせ

ネズミに関する学術集談会の開催について(通知)

1439 公文書綴(昭和45~48年)

昭和心年度広島県体育指導委員研究大会要項

海田地区体育指導委員親善ソフトボール大会要項

広島県登山体育大会予報

第6回町民体育大会運営委員会の開催について

昭和47年広島県バレーポール公認審判員養成講習の開
催について(通知)

(第19回広島県下市町村対抗バレーボール大会の催に
七)し、て)

春季広島県家庭婦人バレー求ール広島大会案内

安芸郡体育連盟加盟団体一らん

オリエンテーリング(山野践渉運動)普及大会の開催

について(通知)

第4回少年剣道大会の開催について

昭和47年度春季広島県家庭婦人バレーボール呉地区大
会開催について

昭和47年度主催事業レクリエーションリーダー研修

広島県登山体育大会予報

オリエンテーリング(山野蹴渉運動)普及大会の開催
について(通知)

昭和47年度広島県家庭婦人バレーボール総会開催につ

いて(案内)

昭和47年度フォークダンス指導者養成講座開催につい
て(依頼)

役員総会開催について

第27回国民体育大会広島県予選会の開催について
(通知)

昭和47年度広島県オリエンテーリング普及大会および
選手権大会の開催について(通知)

第3回全国家庭婦人バレーポール大会広島県予選会要
項送付について

第8回安芸郡町村対抗硬式卓球大会兼昭和46年度安芸
郡硬式卓球選手権大会

昭和47年度広島県スポーツ教室講習会および広島県ス
ポーツテスト判定員(指導者)養成講習会の開催に
つし、て

昭和訂年度海田地区野外活動指導者講習会要項

主催事業青年野外活動研修会

昭和47年度広島県バレーボール指導者講習会の開催に
ついて(通知)

運動場ライン標示用テープ敷設につい(照会)

札幌オリンピック記録映画鑑賞券~あっせん~

第20回オリンビック・ミュンヘン大会公式参加メダル
ーあっせんー

昭和47年度安芸郡硬式卓球選手権大会の開鯉について

(通まの

第3回金国体力つくり野営大会の開催について
(通知)

昭和47年度広島県体育指導委貝協議会の表彰について

昭和47年度第1次広島県才りエンテーリング(山野践
渉運動)指導者講習会および普及大会の開催につい
て(通知)

第2 回広島県ユースキャンプの開催について(依頼)

安芸郡体育指導委員町村代表者会の開催について
(通知)

市町村子ども会育成会の結成について(お願い)

青年団体指導者研修開催要項

フォークダンス巡回講習会開催について(依頼)

体育指導委員町村代表者会の開催について(依頼)

サイクリング教室開催について(依頼)

第8回中国地区民踊指導者講習会について(依頼)

第7回広島県婦人会対抗9人制バレーボール大会開催
について(ご案内)

主催事業青年レクリエーシヨンリーダー研修関係要
項

昭和47年度オリエンテーリング指導者講習会一職場ボ
ランティアーの開盤について(通知)

昭和47年度広島県体育指導委員研究大会の開催につい
て(通知)

安芸郡青年親睦ソフトポール大会について(通知)

第19回安芸郡安芸郡軟式野球選手権大会ご案内

春季広島県家庭婦人バレーポール広島大会案内

く学務

務

^ 般>
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昭和47年度海田地区体育指導委員研修会の開催につい
て(通知)

第8回フォークダンス研究大会開催について(依頼)

体力つくり運動強調月間について(依頼)

ガールスカウト日本連盟公認プラウニー指導者養成講
習会開催

昭和47年度広島県サッカー指導者講習会の開催につい
て(通知)

(安芸郡蹴球協会設立準備会について)

スポーツクラプ・教室(常設)の調査について
(ご依頼)

昭和47年度スポーツ少年団交歓級技会開催について
(通知)

評議員の選出等について(依頼)

第27回校区民体育大会秋季大会広島県代表選手団の派
造について

オリエンテーリング(山野駮渉運動)広島県普及大会
の開催について(通知)

昭和47年度広島県勤労者オリエンテーリング大会の開
催について(依頼)

第15回音戸倉橋往復駅伝開催について

第9回安芸郡市町村対抗卓球大会兼第1回安芸郡職域

対抗卓球大会の開催について(通知)

第2回スポーツ指導者養成講習会(前期)受講者推せ
んについて(依頼)

海田地区体育指導委員親善バレーボール大会の参加に
ついて(依頼)

広島バレーポール協会の組織の充実と活動の促進につ

いて(依頼)

昭和48年度広島県市町村社会体育担当者会議の開催に
ついて(通知)

昭和48年度広島地区春季家庭婦人バレーボール大会

スポーツ教室およびスポーツテストの実施状況調査に
ついて(依頼)

昭和48年度広島県水泳指導者講習会の開催について
(通知)

社会体育巡回指導について

第20回国民体育大会(陸上競技)広島県予選大会実施
要項

青少年スポーツ活動指導者講習会の開催について
(通知)

「スポーツ少年」第4号の送付について

体育功労者ならびに社会体育優良団体の表彰について

安芸郡青年連合会総会並びにソフトボール大会開催に
つし、て

第2回呉、安芸、賀茂体育指導委員連絡協議会親善ソ
フトボール大会(案内)

町村対抗競技会打合せについて

「体育スポーツ総覧」の推せんについて

郡内町村対抗競技大会延期に関する役員会開催につい
て

安芸郡武道大会の開催期日の変更について(通知)

安芸郡武道協会分担金納付方について(通知)

第16回安芸郡武道大会開催について

町村対抗卓球大会開催について

中国駅伝予選会実施について

第8回音戸倉橋往復駅伝大会期日の変更について

第33回中国駅伝予選会開催について

第15回広島~大竹間駅伝競走大会について(案内)

スポーツテスト員認定講習会の開催について

第4回安芸郡武道東西対抗試合並びに柔・剣道の級の
認定試験の開催について

県、安芸、賀茂各市町村教育委員会事務局職員、各市
町村体育指導委員バレーボール大会について
(案内)

安芸郡体育指導委員連絡協議会理事会の開催について

広島県体育指導委員研究大会の開催について(通知)

保健体育奨励事業実施報告

広島県体育指導委員研究大会特別講演「国民健康つく
り運動協会理事医学博士近藤宏二」案内について

体力つくり巡回センター運営事業の実施について

(依頼)

安芸郡体育指導委員連絡協議会理事会の協議事項の連
絡

呉市、安芸郡、賀茂郡体育指導委員連絡協議会

第二回近郷一般男子排球大会開催について

昭和41年度競技大会予定

日本体育協会発行授与公認、スポーツテスト員認定者名
簿

昭和41年度第1回体育指導委貝研修会の開催について

公文書綴体育指導委員、体育関係に関する綴

1900 体育指導委員、体育関係に関する綴
(昭和40~42年)

安芸郡体育指導委員連絡協議会理事会開催について
(依頼)

昭和卯年度安芸郡体育指導委員連絡協議会総会及研修
について(通知)

「郡内陸上競技選手権大会開催について」

<社会体育>

45



体育指導委員、体育関係に閧する綴

スポーツ人口調査について(報告)

西日本スポーツ教室講習会報告

第7回広島県中学校・高等学校海田地区総合体育大会
の開催について(通知)

体育指導委員および体育指導委員に・かかる予算の調査
について

海田教育事務所管内中学校保健体育実技講習会参加者
について

第21回国体踵上競技県予選要項

安芸郡体育指導委員連絡協議会代表者会開催について
(依頼)

体力つくり運動実践活動についての調査(依頼)

体力つくりセミナー開設事業ならびに歩行運動事業の
開催について(通知)

安芸郡献式野球選手権大会開催について

「体力つくりへの道」及び「概説社会体育」の推せん
について

第21回国民体育大会秋季大会広島県代表選手団の派遣
について(通知)

呉市、安芸郡、賀茂郡体育指導委員連絡協議会会長会
議決定事項について

第3回呉、安芸、加茂郡各市町村教育委貝会事務局職
員、体育指導委員親善ソフトポール大会について
(依頼)

竹原中国駅伝予選会開催について

代表委員選出について

第16回広島~大竹間駅伝競走大会について(案内)

市区町村スポーツ少年団本部設置について(ご依頼)

「地域におけるスポーツ活動指導の事例U の配布につ
いて

スキー指導者講習会の開催について(通知)

第2回全国職場スポーツ研究協議大会の開催について

第3回呉、安芸、加茂郡各市町村教育委員会事務局職
員、体育指導委員親善バレーボル大会について
(依頼)

広島県体育指導委員研究大会の開催にともなう参加に
つし、て

第17回安芸郡武道大会開催について案会

新旧会長歓迎会開催について案内

町村対抗卓球大会開催について

体育指導委員研修費の納入について(依頼)

昭和41年度安芸郡体育指導委員運絡協議会総会の処理
について(依頼)

体育指導委員各町村代表者会議の開催について
(依頼)

剣道講習会開催について

昭和42年度競技大会予定

昭和42年度総会開催について(通知)

安芸郡軟式野球選手権大会開催について

第22回国民体育大会秋季大会広島県代表選手団の派遣
について(依頼)

昭和42年度スポーツテスト調査殺告書

第18回安芸郡武道大会開催について(案内)

広島、海田地区体育指導員研修会の開催について
(通知依頼)

第17回大竹駅伝競走大会について(案内)

第8回中学校、高等学校地区別総合体育大会の成績一
覧表の配布について(依頼)

ラジオ体操優良団体等の表彰について(照会)
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