
                                                        凡　　　　　例

１　目録上の表記について
　旧字体は新字体に，異体字・俗字は正字に改めた。
  明らかな誤字は(　)で正しい字を，脱字は(　脱)を，不要な文字や意味の通らない文字には(ママ)を右に記した。
　欠損した文字は■，判読できなかった文字は□，判読に疑念が残る文字は(　カ)とした。
　明確な記載はないが，おおよそ推測できるものには「カ」を付した。

２　表題
  原則，表題に記載された表記にしたがった。
　表紙がないものや表題の判読不能なものについては，〔　〕で適宜表題を付した。
　表紙のある複数の竪冊・簿冊などが1冊にまとめて綴られているものや，袋にまとめて収納されているものについては，枝番号を付した。
　表紙に記載された副題や注記などには(　)を付した。

３　年代
　表紙に記載された年代ではなく，中に含まれている文書の年代とした。その際，基本的には文書の作成年月日を採用したが，他から受領した文書は取
得年月日に拠った。

４　作成
　表紙に記載されている場合はこれを採用し，記載がない，又は，判読できない場合は，推測した作成元を(　)で示し，推測できない場合には，「不
詳」とした。

５　内容
　文書の内容を網羅したものではなく，全体的な概要や構成及び，特徴的な項目について記述した。

６　その他
　表題及び内容に，身分や疾病などに関する差別的用語が含まれる場合があるが，歴史的用語としてそのまま掲載した。

1



                             　　　　　　 「金江村役場文書」解題

【構成】
 金江村役場に引き継がれた庄屋文書(３２号・３３号)を若干含み，市制・町村制以前の金見村・藁江村戸長役場の時期のものはほとんどない。総件数
７７点(７７冊)と少なく，村会議事録は比較的にまとまっているものの時期的に偏り，議決書が皆無のためその資料的価値を活かせない。村内に点在す
る無格社(人類福祉教団管掌)の土地譲渡に関する文書が多いのも特徴である。

【来歴】
　１９５４年(昭和２９年)に金江村は松永町などと合併したが，その時点における文書整理・引き継ぎは不詳である。１９５７年(昭和３２年)発行の
「松永市文化資料目録」(「村田家所蔵文書」)によれば，金江村役場文書として掲載されているものは，元禄検地帳をはじめとする土地台帳がほとんど
で，総件数１８点(４３冊ほか)のうち本文書群にない戦没者関係文書などが見受けられる。元禄検地帳など近世期の土地台帳は福山城博物館に移管され
て「御検地水帳関係文書」のなかに確認できる。
　なお，１９６８年(昭和４３年)に福山市史編纂会の近世・近代部会が調査を実施した時点では，金江公民館に１７０点の文書が確認されている。

【関連文書群】
 金江小学校の教育資料館所蔵文書には，「金江村歳入出予算綴」(昭和６年～１６年)・「金江村民広報」(昭和２７年～２９年)や，行政文書を一部綴
り込む「公文綴」などがある。なお，福山城博物館所蔵「村田家文書」にも「金江村民広報」が若干含まれている。

                                                                                                         ２０１９年(令和元年)１０月作成
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
1 〔町村制について〕 明治21年7月 1888 不詳 折本 1 町村制の規則・組織・業務の系統樹。

2 議事録 明治29年12月8日
～明治30年8月22日

1896～1897 金江村役場 罫紙竪冊 1 区有山林管理施行規則，明治28年度決算決議の遅延及び
明治30年度歳入出予算決議の遅延につき審議。

3 議事録 明治32年1月25日
～12月28日

1899 金江村会 罫紙竪冊 1 基本財産蓄積条例・職員増員修正決議，隔離病舎建設諮
問に対する建議2案起草に至る議論，歳入出予算の款項別
審議のことあり。

4 議事録 明治33年3月12日
～11月21日

1900 金江村会 罫紙竪冊 1 尋常小学校敷地選定審議遷延のことあり。

5 議事録 明治37年2月2日
～8月19日

1904 金江村会 罫紙竪冊 1 役場移転及び鞆町・松永町間道路改修分担金諮問，熊野
村・柳津村間道路変更異議請願書却下につき対応協議の
ことがみえる。

6 議事録 明治39年1月31日
～12月3日

1906 金江村会 罫紙竪冊 1 役場新築位置をめぐり工事担当委員辞職のことなどあ
り。

7 村会議事録 明治41年2月28日
～10月13日

1908 金江村役場 罫紙竪冊 1 議事録及び村長満期改選選挙録・助役選挙録を綴る。

8 村会議事録 明治43年3月25日
～9月17日

1910 金江村役場 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

9 会議録 大正5年1月27日
～8月2日

1916 金江村会 罫紙竪冊 1 議事録を綴り，通し番号形式の発言摘要。異議なく議
決。

10 会議録 昭和2年1月22日
～12月24日

1927 金江村会 罫紙竪冊 1 歳入出予算修正審議，村会報告・協議事項(三部制廃止問
題・忠魂碑建設ほか）などあり。

11 会議録 昭和8年1月18日
～12月18日

1933 金江村会 罫紙竪冊 1 歳入出予算修正審議などあり。

12 会議録 昭和9年1月14日
～12月14日

1934 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

13 会議録 昭和10年1月15日
～8月15日

1935 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

14 会議録 昭和11年1月18日
～12月2日

1936 金江村会 罫紙竪冊 1 歳入出予算修正審議などあり。

15 会議録 昭和12年1月16日
～12月13日

1937 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

16 会議録 昭和13年1月18日
～10月7日

1938 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

17 会議録 昭和14年1月21日
～12月15日

1939 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。警防団設置諮問・答申あり。

18 会議録 昭和15年1月30日
～12月25日

1940 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

金江村役場文書目録
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
19 村会々議録 昭和16年2月26日

～12月27日
1941 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。村長指名推薦選挙のことあり。

20 村会々議録 昭和17年2月9日
～12月21日

1942 金江村会 罫紙竪冊 1 臨時手当支給規程一部訂正のみで異議なく議決。

21 会議録 昭和18年2月13日
～12月23日

1943 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。備南木材株式会社への山林立木払下契約
の添付あり。

22 会議録 昭和19年2月2日
～12月26日

1944 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

23 会議録 昭和20年3月30日
～12月24日

1945 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。村長指名推薦選挙のことあり。

24 会議録 昭和21年1月18日
～12月19日

1946 金江村会 罫紙竪冊 1 歳入出予算修正のほか異議なく議決。

25 会議録 昭和22年1月19日
～12月27日

1947 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

26 会議録 昭和23年2月21日
～12月27日

1948 金江村会 罫紙竪冊 1 手数料条例改正案修正のほか異議なく議決。

27 会議録 昭和24年2月28日
～同12月24日

1949 金江村会 罫紙竪冊 1 異議なく議決。

28 議会々議録 昭和27年2月28日
～12月24日

1952 金江村会 罫紙竪冊 1 歳入出予算修正のほか異議なく議決。各議員総括質問・
村長総括答弁を箇条書き形式で記載。

29 議会々議録 昭和28年1月30日
～12月23日

1953 金江村会 罫紙竪冊 1 歳入出予算追加更正修正のほか異議なく議決。総括質問
における野島道路拡張工事・金見産道設計変更に関する
議論あり。

30 会議録綴 昭和27年4月13日
～昭和28年3月17日

1952～1953 金江村国民健
康保険

簿冊 1 国民健康保険運営協議会の会議録を綴る。

31 〔土地異動通知書綴〕 昭和7年11月28日
～昭和10年11月4日

1932～1935 (金江村役場） 竪冊 1 福山税務署宛の土地異動申告書(分筆・地目変換など）と
金江村役場宛の土地台帳異動通知書を綴る。

32 〔地並帳〕 文政期 不詳 不詳 横半 1 名寄形式でまとめた土地台帳で，一筆ごとの地番・ほの
ぎ・地目・反別・請高・名請人及び地番異動を記す。

33 畑方地並帳 文政5年5月 1822 金見村 横半 1 一筆ごとの畑方の台帳で，地番・ほのぎ・地目・反別・
請高・名請人及び所持者異動の情報あり。

34 大小道路池川間数帳 明治3年6月 1870 金見村 竪冊 1 道路・橋梁・用水・溜池の書き出し帳。

35 字野島山竃神社官有地譲与
申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字野島山竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。

36 字野島山厳島神社官有地譲
与申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字野島山厳島神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
37 字下屋戸竃神社官有地譲与

申請書(控）
昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字下屋戸竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資

料・村長証明書・付属施設調書など綴る。

38 字髙根竃神社官有地譲与申
請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字高根竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資料・
村長証明書など綴る。

39 字田中竃神社官有地譲与申
請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字田中竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資料・
村長証明書など綴る。

40 字蛙岩武甕槌神社官有地譲
与申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字蛙岩武甕槌神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。

41 字狐坂竃神社官有地譲与申
請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字狐坂竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資料・
村長証明書など綴る。

42 申請書・幸田竃神社 昭和23年5月13日 1948 金江村 綴 1 字幸田竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資料・
村長証明書など綴る。返却分添付あり。

43 字峠塞神社官有地譲与申請
書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字峠塞神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資料・村
長証明書など綴る。

44 字市連坊龍王神社官有地譲
与申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字市連坊龍王神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。

45 字カウヤ皇子神社官有地譲
与申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字カウヤ皇子神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。

46 字寺尾菅原神社官有地譲与
申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字寺尾菅原神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。

47 字山口竃神社官有地譲与申
請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字山口竈神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資料・
村長証明書など綴る。

48 字大将神前武甕槌神社官有
地譲与申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字大将軍武甕槌神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革
資料・村長証明書など綴る。

49 字馬場内地主神社官有地譲
与申請書(控）

昭和23年 1948 金江村 竪冊 1 字馬場内地主神社の譲渡手続き書類で，申請書・沿革資
料・村長証明書など綴る。

50 重複地御取消ノ義願 明治20年7月9日 1887 藁江村山路右
衛門七ほか

竪紙 1 山林地券二重記載及び売却書換えなきにつき地券取消願
書。

51 村外居住者名簿 昭和26年9月
～昭和27年3月22日

1951～1952 金江村役場 竪冊 1 精華中学校寄付者名簿発送控で住所・氏名・寄付額の情
報あり。

52 統計報告跡 昭和8年1月25日
～12月4日

1933 金江村役場 竪冊 1 土地・財政・農林水産・衛生・土木・運輸・戸口などの
統計データ。 5



番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
53 統計報告跡 昭和9年1月10日

～12月18日
1934 金江村役場 竪冊 1 土地・財政・農林水産・衛生・土木・戸口などの統計

データ，及び農作物被害票あり。なお，データ不備につ
き県からの疑義ならびに訂正報告あり。

54 統計報告跡 昭和10年1月10日
～12月8日

1935 金江村役場 竪冊 1 土地・財政・農林水産・衛生・土木・戸口などの統計
データ。データ不備につき県からの疑義貼り紙多い。

55 統計報告跡 昭和12年1月12日
～12月11日

1937 金江村役場 竪冊 1 土地・財政・農林水産・衛生・土木・戸口・滞納整理状
況などの統計データ，及び水害表・農作物被害票あり。
なお，データ不備につき県からの疑義貼り紙が末尾にあ
り。

56 人口統計報告 大正8年1月20日
～昭和23年12月

1919～1948 金江村役場 竪冊 1 人口動態調査に関する通達及び報告(出生・死亡など各種
月報）を綴る。

57 艀売却ニ付願 明治9年7月17日
～9月4日

1876 売渡人第9大区
1小区魚屋町中
村弥吉ほか

綴 1 艀船売却につき願書。

58 精華中学校建設寄附芳名鑑 昭和26年 1951 金江村 竪冊 1 精華中学校寄付者名簿。

59 社寺総代人名簿 明治30年8月20日
～大正10年5月28日

1897～1921 金江村役場庶
務

竪冊 1 寺社総代人一覧と総代人届書を綴る。

60 簿冊目録 昭和24年頃 1949頃 (金江村役場） 竪冊 1 明治10年～昭和17年作成の寺社関係文書簿冊名一覧。

61 現住人宗教別 明治40年
～大正3年

1907～1914 (金江村役場） 竪冊 1 人別宗派一覧と経年宗派別人数表よりなる。

62 海軍在郷軍人名簿 昭和11年10月16日
～昭和19年8月22日

1936～1944 金江村役場 竪冊 1 階級別名簿で，氏名・住所・続柄・官階・生年月日及び
所属部隊・戦死・充員解除等の情報あり。なお，警察・
役場との名簿照合確認表添付あり。

63 復員者調査表(未復者共） 昭和21年6月30日
～昭和26年8月4日

1946～1951 金江村役場 簿冊 1 復員者名簿・未復員者名簿及び陸軍・海軍別帰還者月報
を綴る。戦没者遺家族実態調査表の添付あり。

64 将校名簿 昭和21年7月7日
～昭和26年7月

1946～1951 金江村役場 竪冊(大判） 1 氏名・生年月日・階級・現職・本籍・住所・退職年月日
の情報あり。変更届添付あり。

65 社寺境内外取調実側(測）ノ
図

明治10年 1877 金見村戸長役
場

簿冊(大判） 1 寺社境内・境外・飛地の野取帳。

66 耕地図面 明治期 不詳 (金江村役場） 蛇腹(大判） 1 地番・地目を記載した連続図面(彩色あり)。

67 字切図(第1号～第20号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 地番1番～465番分の字切図。地番・地目(彩色別)・各種
施設(塩浜・砂留・道路)の情報あり。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
68 金江村字図(第一号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字金見分。地番・地目の情報あり。掲載字名は落合，

馬場内，市場，堂路，宮ノ下，宮ノ後，宮ノ山，尾坪，
五反正，稲迫，幸田，石堂，ビショビショ，四正面，山
城廻，延迫，道迫，茂路谷，高山，中賀迫，金堀，本
奥，健才坊，本谷奥，村上，桐賀迫，家ノ奥，近居奥，
才ノ窪，長迫よりなる。

69 金江村字図(第二号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字金見分。地番・地目の情報あり。掲載字名は迫，口
縄涯地，観音，寺尾，宮ノ尾，狐坂，狐迫，五郎坊，宮
ノ前，正面，南銭谷，坂本，観音，薬師，門ノ下，東
前，東，東ノ上，長迫尻，加茂田，山口，門ノ花，小池
迫尻，小池迫，大池迫，休場，池ノ内，本谷大池，大池
上，切池奥，才ノ峠，永堂，雀賀迫，大池ノ上，田迫よ
りなる。

70 金江村字図(第三号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字金見分。地番・地目の情報あり。掲載字名は由船，
大根颪，北迫，石井，王地，姥迫，陰地，日裏，弓場，
高根，畑，畑谷，門木迫，天神前，原，先原，平ノ奥，
トウユウ，浜上，宇才，亀田谷，宇佐以，宇才曽根，亀
田向，亀田，池ノ奥，市川・向，畑垣内向，畑垣内谷，
畑垣内，畑垣内山，平之宇根亀田，平串，宇根前，宇根
よりなる。

71 金江村字図 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字金見分。地番・地目の情報あり。掲載字名は向，大
将神，大将神前，後谷，池ノ上，後浜，広味，下り松，
後浜尻，天津，長雷根・長雷称，天津向，天津奥，天津
谷，天津，火ノ山，藪下，塩口，去島，新町，古迫，古
島谷，宇根，古迫谷，古迫宇根，浜側，外浦，野島，古
島・古島山・宮ノ後，灘辺，古島・サキノ由，片地，長
道内，広味下よりなる。

72 金江村字図(第五号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字金見分。地番・地目の情報あり。掲載字名は片地
沖，内新涯，牛捨場下，船津道下，下り松下，辻堂，切
口，向田，五反五歩，古島沖，土手根・樋ノ堂，大悪水
筋沖，大悪水筋向田，寺田，黒岩尻，黒岩内，船津，船
津宇根，本田尻，瀬戸川，門田上，天満，井手ノ上，天
神久保，若宮，中津・門田，寺之前，石亀，土井，大明
神，曽根，大明神下，蔵之本，恵木，スベリ，一本松，
一番・二番・三番浜よりなる。

73 金江村字図(第六号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字藁江分。地番・地目の情報あり。掲載字名は大新
田，辻堂，下屋戸，上屋戸，筆ケ迫，永ホリ田，久保，
堂ノ上，マヘ，カウヤ，蛙岩，上西，才ノ内，前田西，
森，前田東，猫田，先森，ナシカ久保，西端よりなる。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
74 金江村字図(第七号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字藁江分。地番・地目の情報あり。掲載字名は伏原，

中井手内，普光寺道東，フケ，念仏免，寺田，田中，
岡，市連坊，楠木谷，ナカシ俵，カフラ，カリヤ，下付
田，上付田，森本，久保，ウヘ，桶田，清水よりなる。

75 金江村字図(第八号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字藁江分。地番・地目の情報あり。掲載字名は稲場，
神前，畑ケ市，中ウネ，カイチ，マカナヒ，曽根田，ケ
ンデン免，中迫，上林，池口，大久保，イノサコ，向，
原，井ノ岡，田口，カウヤ谷，奥久保，高尾，中開，廻
り，京免，キシ口，天満，賄，下コウ下，町ケ坂，夫婦
岩，曽根田よりなる。

76 金江村字図(第九号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字藁江分。地番・地目の情報あり。掲載字名は池内，
竹ノ尾，江草谷，榎キ田，山庄，馬ノ背，茶臼山，坊
寺，梅ケ迫，峠よりなる。

77 金江村字図(第十号） 明治期 不詳 (金江村役場） 綴 1 大字藁江分。地番・地目の情報あり。掲載字名は水落，
寺屋敷，乳母ケ懐，坊寺池跡，山入道，奈良木，片場，
横走，平岩，岩田，六ツ塚，トフトフ，森ノ池，大久
保，ヒトフタ久保，イノタヲ，士官森，丸山，寺ノ上，
平田，水晶山よりなる。
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