
 

                                   　　　　　　　　  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。
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                        「神村役場文書」解題

【構成】
　「神村役場文書」は，明治初期の小田県設置の時期を除き，松永市との合併に至る期間に神村役場が作成・取得した文書群である。文書総件数５７５点(枝番号文
書点数を除く)に及ぶ分量である。
　文書構成は特定分野に偏りなく残存している。文書群全体を俯瞰すると，議会関係(議決書・議事録)は充実しており，戦時期の文書がまとまっているのが特徴で
ある。戦時期の文書類については特に，常会や学童疎開に関するものが貴重で，銃後の村の姿がわかる。
　分野別の文書類としては，行財政・産業に関するものが多い。小学校統廃合，区有林統合，区の再編をめぐる文書なども多く，区と村の関係の実態がわかる。財
政では，茶接待所運営の特別会計を毎年計上していることが目を引く。近世期において沿道各地に旅人休憩所が設置されたが，その近代的な在り様がわかる。統
計・勧業では，藺草栽培のデータが散見でき，工業調査個票が残存し，在来産業である畳表・下駄の経営形態を把握できる。
　なお，本目録は，基本的には福山城博物館が分類・整理した番号順に作成したものであるが，他町村役場文書の混入を整理したので若干異動がある。したがっ
て，神村役場における架蔵状況を反映したものではない。

【来歴】
　１９５４年(昭和２９年)には松永町などと合併し，「神村役場文書」は松永市に移管された。１９５７年(昭和３２年)に作成された「松永市文化資料目録」(「村
田家所蔵文書」)によれば，表題件数２６件(文書自体の総点数は不詳)が確認できる。
　１９６６年(昭和４１年)，福山市と松永市の合併後も，本文書群は神村公民館に保管されていた。福山市史編纂会の近代・現代史部会が調査を実施し，１９６８
年（昭和４３年）調査時に９００点を確認している。その後，福山城博物館に移管されたが，その期間にかなりの文書が散逸したと思われ，１９５７年時点に存在
した文書のうち歴史的価値の高い重要文書類が所在不明となっている。
　なお，福山藩政期の土地台帳については，「御検地水帳関係文書」（福山城博物館所蔵）に編入されている。

【関連文書群】
　近世期の庄屋文書を欠いているため，戸長役場の時期の文書も存在しない。松永図書館に移管されたものが１点（役場落成式）確認でき，受領印から１９６７年
(昭和４２年)に移管されていたことが判明する(「松永図書館移管文書」福山城博物館所蔵)。「村田家文書」（個人蔵分・福山城博物館所蔵分）にも神村に関わる
ものがあり，特に青年団関係の文書はこちらを参照していただきたい。

【追記】
　可能な限り閲覧に供するが，文書によっては人権問題に関わる記述があり，利用制限についてご了承願いたい。閲覧方法やマスキング方法など職員にご相談いた
だきたい。

                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　  　　２０２０年(令和２年)１月作成
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
1 諸規定諸規約綴 昭和22年6月20日

～昭和28年9月4日
1947～1953 神村役場 竪冊 1 各種団体・組合規約を綴る。

2 神村告示公示綴 大正7年3月5日
～昭和4年2月25日

1918～1929 神村役場 竪冊 1 告示・公告稟議書を綴る。

3 神村告示公示綴 昭和4年3月
～昭和20年12月21日

1929～1945 神村役場 竪冊 1 告示・公告を綴る。

村会書類入 明治17年3月
～明治18年4月20日

1884～1885 神村役場 袋 一括

1明治十七年度村費予算成議案 明治17年8月31日 1884 沼隈郡神村 簿冊 1 通常村会で戸長が認可した明治17年度村費予算の成議案を綴
る。

2沼隈郡神村々会議事細則 明治17年 1884 神村村会 竪冊 1 村会の議事細則で，小会議細則と議事傍聴細則も綴る。

3明治十七年三月臨時会議成議案 明治17年3月 1884 沼隈郡神村 簿冊 1 臨時村会成議案で，小学校家屋建築方協議について議決あり。

4明治十七年八月臨時会成議案 明治17年8月20日 1884 沼隈郡神村 簿冊 1 臨時村会成議案で，小学校家屋建築費用の徴収と工事手続など
あり。

5村費仕訳書 明治17年8月 1884 沼隈郡神村 綴 1 明治17年7月から18年6月までの村費仕訳書(戸長役場費・土木
費・村会議費・衛生費・救助費・災害予防費・小学校費・学務
費)と，費目別の経費予算額議案を綴る。

6明治十七年八月臨時村会議成議
案

明治17年8月21日 1884 沼隈郡神村 綴 1 小学校家屋建築に関する臨時村会成議案と深津・沼隈・安那郡
長への伺書からなる。

7臨時村会議事案 明治18年4月 1885 沼隈郡神村 竪冊 1 小学校家屋建築に関する臨時村会議事案で，朱筆の修正・加筆
あり。

8明治十七年度臨時村会成議案 明治18年3月2日 1885 沼隈郡神村 竪冊 1 臨時村会成議案で，臨時支出予算(勧業費・共有物取扱費)など
あり。

5 村会書類 明治19年3月5日
～明治20年2月12日

1886～1887 (神村) 綴ほか(袋
入)

14 通常・臨時村会成議案で，予算・決算・小学校財産・貧民救助
方法・村税賦課方法などあり。

6 村会書類入 明治20年1月
～6月23日

1887 神村戸長役場 綴ほか(袋
入)

8 通常・臨時村会成議案で，予算・決算・村税賦課方法・沼隈郡
連合町村費負担などあり。また，通常村会議事録を同封する。

村会書類入 明治22年3月8日
～明治26年2月23日

1889～1893 神村戸長役場 袋 一括

1〔議事録〕 明治19年3月16日
～3月18日

1886 神村村会 竪冊 1 村会議事録で，村費収入予算などあり。

2日勤簿 明治22年5月27日
～明治26年2月24日

1889～1893 (神村村会) 竪冊 1 村会議員の出勤簿を綴る。

神村役場文書目録
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3〔村会開設につき通知状〕 明治22年7月10日
～10月17日

1889 神村会議長橘高長
三郎

綴 1 村会開設についての議員への通知状で，議員の押印あり。

4〔給与書類〕 不詳 不詳 不詳 切紙 一括 収入役と書記の給与金額を記載する。

5明治二十二年度神村々税支出予
算議案

明治22年 1889 沼隈郡神村 簿冊 1 明治22年度の村税支出予算議案で，修正議案あり。

6明治二十二年度前期沼隈郡連合
町村費戸別割臨時村会成議案

明治22年3月8日 1889 沼隈郡神村 竪冊 1 明治22年度前半期の沼隈郡連合町村費戸別割賦課徴収方法の成
議案で，戸長の認可あり。

7〔議会起案綴〕 明治22年3月5日
・9日・10月18日

1889 (神村) 罫紙 一括 議会の伺い・報告についての起案を綴る。

8明治二十一年度後半期地方税中
戸数割臨時村会成議案

明治21年10月25日 1888 沼隈郡神村 綴 1 明治21年度後半期の地方税戸数割賦課徴収方法の成議案で，戸
長の認可あり。

8 村会書類(二袋ノ内) 明治20年1月
～明治22年4月

1887～1889 (神村) 綴・罫紙竪
冊(袋入)

40 通常・臨時村会成議案で，予算・村税賦課方法・貧民救助費支
出方法・沼隈郡連合町村税賦課方法などあり。また，通常・臨
時会議事録を同封する。

9 村会書類 明治22年4月
～12月27日

1889 (神村) 綴・竪冊・
罫紙(袋入)

33 村会議案で，予算，村税賦課方法，沼隈郡連合町村税賦課方
法，各種条例・規程などあり。また，村会議員選挙無効訴願関
係文書，収入役・助役兼任諮問案(答申書き込みあり)，常任委
員設置建議案(議事悪弊改革)，旧村費割戻ほかにつき郡長への
伺書，議事録，議員出勤表を同封する。

10 村会書類入 明治20年5月26日
～明治24年3月28日

1887～1891 神村役場 綴・竪冊・
竪紙(袋入)

20 村会議案で，予算・村税賦課方法・費用弁償改正などあり。ま
た，議事録・議決録を同封。なお，明治20年5月臨時村会成議案
が混入している。

村会書類入 明治24年4月3日
～明治25年3月21日

1891～1892 (神村) 袋 1 通常村会議事録・議決録よりなる。

1村会決議録 明治24年4月23日
～明治25年4月4日

1891～1892 沼隈郡神村 竪冊 1 通常村会議決録で，学務委員設置，新市・松永間里道改修工事
負担金約定，山陽鉄道敷設交渉総代人選出，尋常小学校位置な
ど議決する。

2通常村会議々事録 明治24年4月23日
～28日

1891 沼隈郡神村 竪冊 1 1のうち4月28日までの村会会議速記録よりなる。

村会書類入 明治25年4月11日
～明治26年7月29日

1892～1893 (神村) 袋 一括

1通常会議事録 明治25年4月11日
～25日

1892 神村会 竪冊 1 通常村会議の速記録で，明治25年度歳入歳出予算議決，役場
費・予備費について修正動議あり。

2明治二十五年度決議録 明治25年4月11日
～明治26年2月2日

1892～1893 神村会 竪冊 1 通常・臨時村会の議決録で，明治25年度歳入歳出予算，神村小
学校敷地買収議決取り消しにて再議決のことなどあり。

3明治二十五年度歳入出予算決議
書

明治25年 1892 沼隈郡神村 竪冊 1 明治25年度歳入歳出予算の議決書で，款別に記載する。
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4沼隈郡赤坂村外十二ケ村学校組
合会ニ関スル書類

明治24年3月
～明治26年7月29日

1891～1893 沼隈郡神村 竪冊 1 沼隈郡赤坂村外12ケ村学校組合会の議事細則，明治24・25年度
歳入出予算表，各村生徒数データ，松永高等小学校学務委員条
例などあり。

村会書類 明治27年3月11日
～12月14日

1894 神村役場 袋 一括

1議案綴 明治27年3月11日
～12月11日

1894 神村役場 竪冊 1 明治27年度歳入出予算・地方税増加戸数割負担額徴収賦課方法
などの議案で，予算追加・修正あり。

2神村会議事録 明治27年3月11日
～12月14日

1894 神村役場 竪冊 1 通常・臨時村会議の議事録で，明治27年度歳入出予算，地方税
増加戸数割神村負担額徴収賦課方法，山陽鉄道会社との敷地境
界確定，学務委員改選などあり。

3議決報告書綴 明治27年5月24日
～12月11日

1894 神村村長 竪冊 1 通常・臨時村会の村長宛て議決報告文書を綴る。

4協議ニ係ル書類綴 明治27年5月4日 1894 神村役場 竪冊 1 小学校移転の段取りに関する協議書類を綴る。

5沼隈郡赤坂村十二ケ村学校組合
会関スル書類

明治26年3月
～明治27年3月5日

1893～1894 沼隈郡神村 竪冊 1 赤坂村外12ケ村組合の高等小学校学務委員条例，明治26年度歳
入出予算表，松永高等小学校校舎新築用敷地寄付・工事請負方
法などあり。村別人口・生徒数のデータも見える。

村会書類 明治29年2月20日
～12月26日

1896 (神村) 袋 一括

1議事準備諸件 明治29年2月17日
～12月28日

1896 神村役場 竪冊 1 議案とともに議案提出稟議案を綴る。役場建築(図面添付)，新
市・松永間里道の県道編入請願，隔離病舎位置認定(変更修正あ
り)など議案あり。

2議案 明治29年2月20日
～12月22日

1896 神村会 竪冊 1 村会提出議案で，役場建築(図面添付)，新市・松永間里道の県
道編入請願，隔離病舎位置認定など議案あり。

3議事録 明治29年2月20日
～12月26日

1896 神村会 竪冊 1 役場建築，明治29年度歳入出予算，隔離病舎設置位置認定(変
更・修正あり)など議案あり。また，学務委員半数改選投票，山
陽鉄道会社との線路付属道溝契約交渉報告・協議あり。

4出勤簿 明治29年4月4日
～明治30年3月8日

1896～1897 神村会 竪冊 1 神村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5雑書 明治29年2月19日
～12月26日

1896 神村会 竪冊 1 通常・臨時村会の議員招集状及び欠席届を綴る。

村会書類 明治30年2月27日
～12月27日

1897 (神村) 綴(袋入) 1

1議事準備諸件 明治30年2月27日
～12月24日

1897 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議案と議案提出稟議案で，明治30年度歳入出
予算，赤坂村外12ケ村学校組合規定修正，溜池用地買得などあ
り。神村小学校舎増築工事投票規定・請書もある。

2出勤簿 明治30年5月21日
～明治31年3月23日

1897～1898 (神村) 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿である。
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3議事録 明治30年3月4日
～12月27日

1897 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議事録を綴る。隔離病舎建築工事投票規定，小
学校校舎増築工事投票規定，村長選挙，赤坂村外12ケ村学校組
合規定修正諮問，新市・松永間里道の県道引き直し請願などあ
り。

4雑書綴 明治30年2月27日
～12月27日

1897 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議員招集状と欠席届を綴る。

村会書類 明治32年2月18日
～12月27日

1899 (神村) 袋 一括

1雑書綴 明治32年2月15日
～12月28日

1899 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議員招集状と欠席届を綴る。

2出勤簿 明治32年4月6日
～明治33年3月24日

1899～1900 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

3議事準備諸件 明治32年3月11日
～12月27日

1899 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議案の綴で，明治32年度歳入出予算，隔離病舎
建築工事投票規定(変更あり)，生徒増加につき神村小学校学級
変更，赤痢病予防委員執務規程などあり。

4村会書類入 不詳 不詳 (神村) 袋 1 選挙投票用紙を一括する。

5既済投票用紙袋 明治32年4月17日
～明治35年7月

1899～1902 (神村) 袋 1 神村常設委員・学務委員・助役などの投票用紙あり。

村会書類(二袋ノ内) 明治33年3月2日
～明治34年1月28日

1900～1901 (神村) 袋 一括

1議事準備諸件 明治33年3月2日
～明治34年1月18日

1900～1901 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議案の綴で，地図調製調査委員設置，里道増築
(山陽鉄道敷設に伴う交通量増加)，小学校基本財産受納(義倉寄
付金)，基本財産管理規定など議案あり。

2赤痢病予防委員投票紙 明治33年8月2日 1900 (神村) 包紙入 1 赤痢病予防委員の投票用紙8葉あり。

3村会雑書綴 明治33年2月26日
～明治34年1月28日

1900～1901 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会及び諮問会の議員招集状と欠席届を綴る。

4出勤簿 明治33年4月30日
～明治34年3月18日

1900～1901 (神村会) 竪冊 1 通常・臨時村会の議員と書記の出勤簿を綴る。

18 村会書類(二袋ノ内) 明治33年3月2日
～明治34年1月28日

1900～1901 (神村) 竪冊(袋入) 1 議事録のみ。臨時費全廃，地図調製につき協議あり。

村会書類 明治34年3月12日
～12月27日

1901 (神村)村会 袋 一括

1村会準備諸件 明治34年3月12日
～12月27日

1901 (神村) 竪冊 1 溜池改修(覆水回避)，沖新開樋門改修，国道接続里道増築(交通
量増加)，新市・松永間里道修繕工事など議案あり。

2議事録 明治34年3月12日
～12月27日

1901 (神村) 竪冊 1 溜池改修(覆水回避)，沖新開樋門改修，国道接続里道増築(交通
量増加)，新市・松永間里道修繕工事など議案あり。異議なく議
決する。

3村会雑書綴 明治34年3月8日
～12月24日

1901 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議員招集状と欠席届を綴る。

4出勤簿(第一号) 明治34年4月 1901 神村会 竪冊 1 村会議員4月分出勤簿を綴る。
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5出勤簿(第二号) 明治34年5月22日
～明治35年3月26日

1901～1902 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿(5月以降分)を綴る。

村会書類 明治35年3月18日
～11月7日

1902 (神村) 袋 一括

1村会準備諸件 明治35年3月18日
～11月7日

1902 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議案の綴で，松永町外7ケ村高等小学校組合設
立，制限外地租付加税賦課稟請，字奥田東平造林植樹(砂防)な
ど議案あり。

2元赤坂村外十二ケ町村学校組合
財産処分方法

明治35年9月20日 1902 神村長石井猪兵衛 竪紙 2 赤坂村外12ケ町村学校組合解散にともなう財産処分方法に関す
る議案である。

3沼隈漁業組合明治三十五年度経
費歳入出予算決議書

明治35年4月25日 1902 沼隈漁業組合 竪冊 1 沼隈漁業組合の明治35年度経費歳入出予算の議決書で，組合費
負担金賦課徴収方法・漁法別加盟人数データあり。

4議事録 明治35年3月18日
～11月7日

1902 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議事録で，松永町外7ケ村高等小学校組合設
立，制限外地租付加税賦課稟請，字奥田東平造林植樹(砂防)な
ど議案あり。明治35年度歳入出予算につき修正動議あり。

5出勤簿 明治35年4月4日
～明治36年3月23日

1902～1903 神村会 竪冊 1 通常・臨時村会の村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

6村会雑書綴 明治35年1月20日
～11月4日

1902 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議員招集状及び開設請求の稟議案，欠席届な
どを綴る。

村会書類 明治36年3月12日
～12月7日

1903 (神村) 袋 一括

1村会準備諸件 明治36年3月12日
～12月7日

1903 (神村) 竪冊 1 村会提出議案を綴る。鍋田川・羽原川堤防修繕，羽原組・須江
組里道改修，字番田山造林，学務委員規程，各組配分共有山の
返還及び散在不要地売却(基本財産増殖)など議案あり。

2議事録 明治36年3月12日
～12月7日

1903 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議事録で，鍋田川・羽原川堤防修繕，羽原組・
須江組里道改修，字番田山造林，学務委員規程，各組配分共有
山の返還及び散在不要地売却(基本財産増殖)など議案あり。基
本財産蓄積条例修正動議あり。

3〔寄付金申込書綴〕 明治36年3月18日 1903 林兼蔵ほか 綴 1 村税編入の寄付金申込書を綴る。

4神村基本財産蓄積条例 明治36年4月1日 1903 (神村) 綴 1 神村基本財産蓄積条例で，訂正・加筆あり。

5村会雑書綴 明治36年3月9日
～12月5日

1903 (神村) 竪冊 1 村会開設につき議員招集状と欠席届を綴る。

村会書類入 明治37年2月8日
～11月15日

1904 神村会 袋 一括

1村会準備諸件 明治37年2月8日
～7月29日

1904 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会の議案綴で，明治37年度歳入出予算，元赤坂村
外12ケ町村学校組合財産処分案，松永町外7ケ村学校組合設置費
用負担，公有林植樹議案などあり。

2議事録 明治37年3月8日
～12月6日

1904 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議事録で，明治37年度歳入出予算，県税戸数割
賦課徴収方法，墓地譲与など議案あり。
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3稟議案(村有不動産売却議案) 明治37年12月6日 1904 神村長 竪紙 1 旧里道敷・溝渠敷の売却に関する議案の稟議案を綴る。

4稟議案(臨時村会招集) 明治37年12月3日 1904 神村会議長 竪紙 1 臨時村会開設につき議員招集の稟議案を綴る。

5神村会議事規則 不詳 不詳 (神村会) 竪冊 1 神村会議事規則及び傍聴人取締規則。議事規則は七章を欠く。

6〔議案綴〕 明治37年11月15日 1904 神村長 綴 1 明治37年11月15日提出分の議案綴で，明治37年度後半期県税戸
数割差等賦課方法，竹管水道敷設に関する議案がある。

7既済投票紙入 明治37年1月
～12月2日

1904 神村会書記 袋 1 明治36年度歳出決算報告認定会調査委員・常設委員改選の投票
用紙などあり。

8出勤簿 明治36年4月27日
～明治37年4月7日

1903～1904 神村会 簿冊 1 明治36年度分の村会議員出勤簿を綴る。

9出勤簿 明治37年6月10日
～明治38年3月28日

1904～1905 神村会 簿冊 1 明治37年度分の村会議員出勤簿を綴る。

10村会雑書綴 明治37年2月5日
～11月12日

1904 (神村) 竪冊 1 村会開設につき議員招集状と欠席届を綴る。

神村村会書類入 明治38年1月17日
～12月26日

1905 (神村) 袋 一括

1村会準備諸件 明治38年1月17日
～12月26日

1905 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会提出議案の綴で，沼隈製綿合資会社水道管埋設
認可，里道電柱建設認可，学校基本財産積立管理潤殖規定など
議案あり。

2議案〔明治38年度歳入出追加予
算〕

明治38年7月25日 1905 神村長 綴 1 明治38年度歳入出追加予算の議案である。

3議案〔松永町外七ケ村学校組合
明治39年度歳入出予算〕

明治39年4月12日 1906 松永町外7ケ村学
校組合長松永町長
村上兵五郎

綴 1 松永町外7ケ村学校組合の明治39年度歳入出予算，名誉職報酬実
費に関する規定改正，授業料に関する規定改正など議案あり。

4村会雑書綴 明治38年1月14日
～12月27日

1905 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会開設につき議員招集状と欠席届を綴る。

24 議事録 明治38年1月17日
～12月27日

1905 (神村) 綴 1 国債応募にて財政規律のことなど協議あり。

25 村会雑書 明治28年1月7日
～明治38年7月25日

1895～1905 (神村) 綴ほか(袋
入)

17 議事準備諸件の断簡で，赤坂村外12ケ村学校組合議案綴(明治28
年)が混在している。

神村会書類入 明治39年1月20日
～11月17日

1906 (神村) 袋 一括

1村会準備諸件 明治39年1月20日
～11月17日

1906 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議案の綴で，学校記念林管理規定，日露戦争事
務慰労手当給与(款外流用)，火災者補助建議(款外流用)，村有
山林・延谷組持山林交換，基本財産積立金償還方法(学校記念林
へ充当)など議案あり。

2議事録 明治39年1月20日
～11月17日

1906 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議事録で，26-1の速記録よりなる。

3〔投票用紙〕 明治39年 1906 (神村) 包入 1 投票用紙及び投票結果集計メモあり。

26

23

22

8



4出勤簿 明治39年6月11日
～明治40年3月20日

1906～1907 (神村会) 簿冊 1 神村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5村会雑書綴 明治39年1月18日
～11月14日

1906 (神村) 竪冊 1 村会開設につき議員招集状及び欠席届を綴る。

村会雑書入 明治40年2月4日
～明治41年1月21日

1907～1908 (神村) 袋 一括

1村会準備諸件 明治40年2月4日
～明治41年1月21日

1907～1908 (神村) 竪冊 1 村会提出議案の綴で，明治40年度歳入出予算，小学校分校統廃
合，村有林売却方法(基本財産積立)，神村尋常高等小学校用地
買収など議案あり。

2授業料徴収規定 明治40年4月12日 1907 村長石井猪兵衛 竪紙 1 明治40年度神村会の第8号議案で，神村尋常高等小学校高等科授
業料徴収規定である。

3出勤簿 明治40年4月11日
～明治41年3月30日

1907～1908 神村会 簿冊 1 村会議員及び書記の出勤簿。4月12日出席者リスト(付番号)もあ
り。

4村会雑書綴 明治40年3月6日
～12月23日

1907 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会開催につき議員招集状を綴る。

5校舎新築明細書(第1号，石ト瓦
ヲ除ク)

不詳 不詳 (神村) 綴 1 神村小学校校舎新築工事明細書を綴る。

6校舎便所新築明細書(第2号，石
ト瓦ヲ除ク)

不詳 不詳 (神村) 綴 1 神村小学校校舎便所新築工事明細書を綴る。

村会書類入 明治41年1月21日
～11月13日

1908 (神村) 袋 一括

1村会準備諸件 明治41年1月12日
～11月13日

1908 (神村) 竪冊 1 村会提出議案の綴で，村有山林売却方法(基本財産積立)，手数
料条例，基本財産積立金繰替措置(小学校増築)，溜池譲受など
議案あり。

2議事録 明治41年1月21日
～11月13日

1908 (神村) 竪冊 1 通常・臨時村会議事録で，賞与金給与議案(農事必行事項功労
者)廃案のこと協議あり。

3出勤簿 明治41年4月17日
～明治42年3月28日

1908～1909 神村会 簿冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

4村会雑書綴 明治41年3月12日
～11月10日

1908 (神村) 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。

村会書類 明治42年3月22日
～11月29日

1909 (神村) 袋 一括

1村会議事録 明治42年3月22日
～11月29日

1909 (神村) 竪冊 1 村会議事録で，基本財産蓄積停止議案，前村長表彰方諮問，神
村尋常小学校基本財産管理規定設置など議案あり。納税滞納(明
治36年～41年分)整理につき協議あり。

2村会雑書綴 明治42年3月19日
～11月22日

1909 (神村) 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。寄付金申込書(松永・新市間
里道修繕費充当)あり。

村会書類 明治45年1月13日
～大正1年11月5日

1912 (神村) 袋 一括30
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1議事録 明治45年1月15日
～大正元年11月5日

1912 神村会 竪冊 1 村会議事録の綴で，簡易水道埋設方議案，里道及び堤防修繕工
事執行方議案などあり。学校問題の郡役所仲裁の件につき協議
あり。

2雑書綴 明治45年1月10日
～大正元年11月1日

1912 神村会 竪冊 1 村会開設につき議員召集状を綴る。また，松永町外7ケ村学校組
合予算書・神村農会村費補助申請など綴り込みあり。

村会書類 大正2年1月28日
～12月20日

1913 神村会 布袋 1

1議事録 大正2年1月28日
～12月20日

1913 神村役場 竪冊 1 通常・臨時村会議事録の綴で，公設消防設置，学校水道敷設，
助役改選，村長満期改選のことあり。

2出勤簿 大正2年5月14日
～大正3年3月18日

1913～1914 神村会 竪冊 1 村会議員の出勤簿である。

3雑書綴 大正2年1月24日
～12月16日

1913 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員召集状を綴る。天神川末流堤塘修繕補助
願，学校問題につき村会総辞職のこと綴り込みあり。

村会書類 大正3年1月19日
～12月28日

1914 神村会 布袋 一括

1村会準備諸件 大正3年1月19日
～12月28日

1914 神村役場 竪冊 1 村会提出議案を綴る。小学校用水道設置延長，調査及督励委員
設置規程(生産・消費調査)，羽原川砂留設置，松永町穀蕃合資
会社支払停止訴訟提起など議案あり。項外流用・繰替措置多
い。朱字訂正あり。

2神村会議事録 大正3年1月19日 1914 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。松永町穀蕃合資会社預託金問題協議あり。

3出勤簿 大正3年5月19日
～大正4年3月5日

1914～1915 神村会 簿冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

4雑書綴 大正3年1月16日
～12月24日

1914 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状と欠席届を綴る。寄付申込書の綴り
込みあり。

5〔松永町外7ケ村学校組合議決
綴〕

大正3年2月26日 1914 松永町外7ケ村学
校組合長松永町長

綴 1 松永町外7ケ村学校組合の大正3年度歳入出予算議決書及び通知
文書を綴ったもので，女子実業補習学校付設議案否決，その他
修正の加筆あり。

村会書類 大正4年1月23日
～12月26日

1915 神村会 布袋 一括

1議事準備諸件 大正4年1月23日
～12月26日

1915 神村役場 竪冊 1 村会提出議案を綴る。追加税賦課徴収方法，村有地売却(学校増
築費充当)，臨時研究委員費用弁償方法(松永穀蕃合資会社破産
流言につき預金回収方法検討)，基本財産・学校基本財産蓄積停
止(伝染病対策・預金回収不可など理由)，神村常設委員設置条
例の規程化，吏員職務上罹患手当規程の条例化など財政危機打
開に関する議案あり。一部議決・認定・否決の書き込みも見え
る。

30

33

32

31

10



2神村会議事録 大正4年1月23日
～12月28日

1915 神村役場 竪冊 1 村会議事録の綴で，小学校敷地と神社境内地との交換につき協
議の上，否決のこと，大正4年度以降の村内土木工事を村執行と
する答申書，基本財産を学校増築費に充当する建議案・理由書
が見える。

3出勤簿 大正4年4月15日
～大正5年3月16日

1915～1916 神村会 簿冊 1 村会議員及び書記の大正4年度出勤簿を綴る。

4出勤簿 明治45年5月29日
～大正2年3月23日

1912～1913 神村会 簿冊 1 明治45年度村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5村会雑書綴 大正4年1月20日
～12月18日

1915 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。部落有土地売却及買受申請
書と理由書の綴り込みあり。

村会書類 大正5年1月28日
～11月9日

1916 神村会 布袋 一括

1村会準備諸件 大正5年1月28日
～11月9日

1916 神村役場 竪冊 1 大正4年事務報告，学校基本財産蓄積停止(金融界不景気)，須江
組ほか消防組の神村消防組編入，松永電灯株式会社より国道接
続里道への電柱建設など議案あり。

2神村会議録 大正5年1月28日
～11月9日

1916 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。学校基本財産蓄積停止(運動場整理・建物改
築)につき協議会記録あり。

3出勤簿 大正5年4月1日
～大正6年3月25日

1916～1917 神村会 簿冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

4村会雑書綴 大正5年1月25日
～11月5日

1916 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。

5〔議案断簡一括〕 大正4年11月9日
～大正5年11月9日

1915～1916 (神村) 竪紙・綴 一括 村会提出議案の断簡一括で，一部大正4年度歳入出予算説明・大
正4年事務報告を含む。

村会書類 大正6年2月17日
～12月26日

1917 神村会 布袋 一括

1村会準備諸件 大正6年2月17日
～12月21日

1917 神村役場 竪冊 1 村会提出議案を綴る。大正5年事務報告，現役入営兵送別内規，
村有林開墾(伊勢山)，溜池新設(築造予定地取調書添付)，鍋田
川治水補助工事執行，村長任期満了選挙，村有林保護取締方法
諮問(民有林との境界錯綜)など議案あり。

2神村会議録 大正6年2月17日
～12月26日

1917 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。大正5年度歳入出決算認定につき，前村長の
説明要求あり。

3〔投票用紙一括〕 大正6年 1917 (神村会) 竪紙・切紙 一括 村長選挙，学務委員選挙などの投票用紙を一括する。

4村会雑書綴 大正6年2月14日
～12月22日

1917 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員召集状及び議事告知書を綴る。欠席届・辞
職願の綴り込みあり。

5予算簿 大正6年2月28日
～大正7年3月4日

1917～1918 (神村) 竪冊 1 大正6年度の神村歳入出予算・追加予算及び関連議案を綴る。

村会書類 大正7年2月6日
～12月21日

1918 神村会 布袋 一括
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1村会準備諸件 大正7年2月6日
～12月18日

1918 神村役場 竪冊 1 大正6年事務報告，臨時土地売却委員設置規程，村有財産売却規
程，穀蕃合資会社預金歩払戻入配分額，米価調整方法，米価調
整特別会計予算，村有林売却方法(開墾による基本財産積立)な
ど議案あり。大正7年度神村尋常小学校経費予算書，神村青年
団・在郷軍人会神村分会の補助願，神村農会予算書も見える。

2神村会議事録 大正7年2月28日
～12月21日

1918 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴り，大正7年度歳入出予算につき修正動議，県税
戸数割賦課規定につき建議案あり。

3村会雑書綴 大正7年2月23日
～12月16日

1918 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員召集状と議事告知書，欠席届を綴る。県税
戸数割賦課規定改正建議案・寄付申込書の綴り込みあり。

4出勤簿 大正7年4月12日
～3月25日

1918 神村会 簿冊 2 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5大正六年度広島県沼隈郡神村歳
入出決算証書類

大正7年12月21日 1918 神村長 綴 3 大正7年度決算書認定書類３通を綴る。

6〔投票用紙一括〕 大正7年 1918 (神村会) 切紙 一括 調査委員などの投票用紙を一括する。

7〔議案・招集状断簡一括〕 大正7年10月16日
～大正8年12月19日

1918～1919 (神村) 竪紙・綴 一括 大正7・8年度の村会提出議案及び村会開設につき議員招集状を
綴る。

村会書類 大正8年1月10日
～大正9年1月15日

1919～1920 神村会 布袋 一括

1村会準備諸件 大正8年1月10日
～大正9年１月15日

1919～1920 神村役場 竪冊 1 村会提出議案の綴で，大正7年議決分の穀蕃合資会社預金歩払戻
入請取更正議案，大正7年事務報告，伝染病仮病舎建築議案，基
本財産蓄積停止議案，大正8年度臨時土木費種目区分表などあ
り。

2村会議事録 大正8年1月10日
～12月27日

1919 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。大正8年度歳入出予算につき修正動議あり。

3出勤簿 大正8年4月21日
～12月29日

1919 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

4〔調査委員投票用紙一括〕 大正8年 1919 神村会 切紙 一括 調査委員投票用紙及び集計結果を一括する。

5〔議案・招集状断簡一括〕 大正8年1月10日
～12月16日

1919 (神村) 竪紙・綴な
ど

一括 村会提出議案及び村会開設につき議員招集状の断簡一括。松永
町外7ケ村学校組合規定，神村小学校校庭東側石崖崩潰復旧工事
規定・工事仕様書も見える。

6村会雑書綴 大正8年1月4日
～12月19日

1919 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状と欠席届を綴る。共有地売却手続依
頼書の綴り込みあり。

村会書類入 大正8年12月19日
～大正9年12月25日

1919～1920 神村役場 布袋 一括

1村会準備諸件 大正8年12月19日
～大正9年11月17日

1919～1920 神村役場 竪冊 1 村会提出議案を綴る。道路臨時委員設置規程，校舎建築臨時委
員設置規程，基本財産の歳入繰入(小学校増築費充当)，松永町
による羽原川水道敷設問題諮問などあり。
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2村会議事録 大正9年1月9日
～12月25日

1920 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。大正9年度歳入出予算案修正動議，松永町に
よる羽原川水道敷設問題諮問及び答申などあり。

3〔投票用紙一括〕 大正9年 1920 (神村会) 切紙 一括 投票用紙及び入札用紙を一括する。

4村会雑書綴 大正9年1月4日
～12月21日

1920 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。小学校敷地収用につき沼隈
郡役所学務係より回答書の綴り込みあり。

村会書類入 大正10年1月11日
～12月19日

1921 神村役場 布袋 一括

1村会議事準備 大正10年1月11日
～12月17日

1921 神村役場 竪冊 1 村会提出議案を綴る。松永町外7ケ村学校組合財産処分方法，尋
常小学校へ高等科併置，村長任期満了選挙，羽原川・鍋田川災
害復旧工事執行，実業補習教育委員設置条例など議案あり。

2村会決議綴 大正10年2月17日
～9月19日

1921 収入役 竪冊 1 収入役の手持ち資料で，村財政に関する議案を綴る。

3村会議事録 大正10年1月11日
～12月19日

1921 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。当初予算編成審議にて修正議決(昨年比莫大
につき減額)のことあり。

4出勤簿 大正10年5月17日
～12月19日

1921 神村会 簿冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5村会雑書綴 大正10年1月6日
～12月17日

1921 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状と欠席届を綴る。寄付受納申込書の
綴り込み，駐在所のための家屋借入に関する議案及び図面の挟
み込みあり。

6〔投票用紙一括〕 大正10年 1921 (神村会) 切紙 一括 村長選挙・学務委員選挙などの投票用紙及び採点表を一括す
る。

村会書類入 大正11年1月31日
～12月16日

1922 神村役場 布袋 一括

1村会議事準備 大正11年1月25日
～10月23日

1922 神村役場 竪冊 1 村会提出議案と議員招集状を綴る。大正10年事務報告，基本財
産蓄積停止(小学校増築のため)，助役分掌事務廃止，戸数割資
力状況一覧，新市・松永間郡道の県移管請願諮問，学校教員年
末賞与増額諮問(他町村との権衡図る)，小学校校舎増築諮問な
ど議案あり。

2村会決議書綴 大正11年1月31日
～12月16日

1922 井上茂(神村長) 竪冊 1 村長の手持ち資料で，村会提出議案を綴る。議決・先回しなど
の書き込みあり。

3村会議事録 大正11年1月31日
～12月16日

1922 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。大正11年度歳入出予算修正，学校建築委
員・鉄道複線敷設に関する道溝変更調査委員の選定のことなど
あり。

4出勤簿 大正11年1月30日
～12月26日

1922 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5〔投票用紙一括〕 大正11年 1922 (神村会) 切紙 一括 投票用紙と集計用紙を一括する。
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6村会雑書綴 大正11年1月25日
～12月13日

1922 神村役場 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。建築委員・鉄道委員の選挙
結果集計用紙の挟み込みあり。

7〔土地寄付関係書一括〕 大正11年12月 1922 (神村役場) 竪紙 一括 道路改修につき土地の寄付申込書及び測量図・彩色地形図など
を一括する。

村会書類 大正12年1月23日
～12月20日

1923 神村役場 布袋 一括

1村会議事準備 大正12年1月23日
～12月20日

1923 神村会 竪冊 1 大正11年事務報告，常設委員設置規定廃止(道路法に準じる)，
資力調査事務負担につき区長費用弁償のこと諮問，区長任期諮
問(任務忌避のため)，資力調査委員選挙諮問(全員辞職のた
め)，山中区砂留設置諮問，図書館設置規則，道路改修村費負担
額規程，戸数割資力状況一覧など議案あり。

2出勤簿 大正12年3月10日
～12月20日

1923 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

3村会雑書綴 大正12年1月19日
～12月15日

1923 神村会 竪冊 1 村会開設につき議員招集状及び村会日時延引通知を綴る。議員
辞職願，村立図書館設置関係文書，国道支線補助請願書，沖新
涯地先水羽根修繕請願書添付あり。

4村会会議録 大正12年1月23日
～12月20日

1923 神村会 竪冊 1 村会議事録を綴る。小学校校舎建築敷地に関し神社神地譲り受
けの協議あり。

5神村歳入出予算 大正12年2月
～大正13年3月9日

1923～1924 村長 竪冊 1 歳入出予算に関する村長の手持ち資料で，項外流用・追加予
算，窮民救恤資金など歳入出予算関係議案を綴る。

6大正9年度広島県沼隈郡神村歳入
出決算

大正10年8月20日 1921 収入役 綴 1 収入役から村長に提出された大正10年度の歳入出決算書類であ
る。

7〔投票用紙一括〕 大正12年 1923 (神村会) 切紙(包入) 一括 村会における委員投票用紙を一括する。

8〔議事録断簡〕 大正13年3月9日 1924 (神村会) 罫紙 1 大正13年3月9日の村会議事録断簡。項外流用方，大正12年度追
加予算，土地譲受などの議案あり。異議なく議決する。

村会書類 大正13年2月25日
～大正14年12月28日

1924～1925 神村役場 布袋 一括

1村会議事準備 大正13年2月25日
～12月16日

1924 神村会 竪冊 1 大正12年事務報告，基本財産繰入(尋常高等小学校改築費充
当)，藺草染土払下げ，国道改修請願委員選出など議案，戸数割
資力状況一覧あり。

2村会々議録 大正13年2月25日
～12月16日

1924 神村会 竪冊 1 村会議事録を綴る。異議なく議決。道路改修願出願につき諮問
案・答申の綴り込みあり。

3出勤簿 大正13年2月25日
～12月16日

1924 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

4村会雑書綴 大正13年2月21日
～11月14日

1924 神村会 竪冊 1 村会開設につき議員召集状を綴る。優良町村視察・小学校校舎
建築などに関する諮問及び答申の綴り込みあり。
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5神村歳入出予算 大正13年2月25日
～大正14年2月28日

1924～1925 村長 竪冊 1 大正13年度歳入出予算に関する村長の手持ち資料。予算書，追
加予算書，消防組増設議案などあり。

6大正十一年度決算・大正十三年
度予算綴

大正13年2月25日
～大正14年2月10日

1924～1925 村長 竪冊 1 村財政に関する村長の手持ち資料の綴。大正11年度決算認定，
大正12年事務報告，基本財産報告書，大正13年歳入出予算，小
学校建築に関する議案及び図面，県税戸数割賦課額算定につき
資産状況データなどあり。

7〔投票用紙一括〕 大正13年 1924 村長 切紙(包入) 一括 投票用紙を一括する。

村会書類 大正14年2月4日
～大正15年3月3日

1925～1926 神村役場 布袋 一括

1村会議決諸件 大正14年2月10日
～12月26日

1925 神村会 竪冊 1 村会議決書を綴る。大正13年事務報告，羽原川利水紛議調停案
など議案あり。県税戸数割賦課額算定につき資産状況データあ
り。

2村会議事録 大正14年2月4日
～12月26日

1925 神村会 竪冊 1 村会議事録を綴る。道路改修費補助再調査につき議案撤回など
あり。

3出勤簿 大正14年2月4日
～4月22日

1925 神村会 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

4〔議事録断簡] 大正14年3月7日 1925 (神村会) 綴 1 歳入出予算の修正部分のみの議事録である。

5〔議案断簡一括〕 大正14年2月6日
～12月25日

1925 (神村) 綴・竪紙 一括 村会提出議案の断簡及び議員招集状を一括する。

6村会雑書綴 大正14年2月3日
～12月21日

1925 神村会 竪冊 1 村会開設につき議員招集状を綴る。

7神村歳入出予算 大正14年3月13日
～大正15年3月3日

1925～1926 村長 竪冊 1 村財政に関する村長の手持ち資料で，歳入出予算，罹災救助・
海ケ峠茶接待予算，石碑建設費(海ケ峠)など議案あり。

村会書類 大正14年2月10日
～昭和4年10月19日

1925～1929 神村役場 布袋 一括

1村会議事準備 大正15年2月24日
～11月15日

1926 神村役場 竪冊 1 村会提出議案を綴る。印鑑条例，大正14年事務報告，基本財産
の一般会計繰入(地租付加税徴収期限延期のため)，青年訓練所
設置，自作農奨励資金貸付規程，神村起債(自作農奨励金充当)
などの議案あり。

2村会決議綴 大正15年2月24日
～昭和2年2月

1926～1927 神村役場 竪冊 1 沼隈郡長宛ての神村会議決書の綴で，歳入出決算認定議案あ
り。

3村会々議録 大正15年2月
～12月21日

1926 神村役場 竪冊 1 村会議事録を綴る。大正15年度歳入出予算につき修正動議あ
り。

4村会議員出勤簿 大正15年2月24日
～12月21日

1926 神村役場 竪冊 1 村会議員及び書記の出勤簿を綴る。

5村会雑書綴 大正15年2月20日
～12月17日

1926 神村役場 竪冊 1 村会開設につき，議員招集状及び議事事件告知を綴る。

43
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6神村会記事 大正15年11月15日
～昭和4年12月27日

1926～1929 神村長 竪冊 1 村会の議事要点や協議事項，諮問答申メモなど村会に関する村
長の手持ち資料で，道路改修の請願や役場敷地内の警鐘台設置
などに関する協議事項メモ・議案あり。

7村会準備諸件 大正14年2月27日
～12月25日

1925 神村会 竪冊 1 大正14年度の村会提出議案の綴で，歳入出予算，大正13年事務
報告，県税戸数割賦課額算定につき資産状況データ，松永町と
の羽原川工作物敷設に関する係争の調停案などあり。

8村会議案綴 大正14年12月25日
～大正15年6月15日

1925～1926 神村長 竪冊 1 村長の手持ち資料で，村会議案を綴る。大正13年度決算認定，
大正14年事務報告，大正15年度歳入出予算，青年訓練所設置な
ど議案，前村長酬労金贈与の建議書，技術員設置町村一覧，小
学校付属倉庫見積書，大正15年6月臨時村会報告・諮問事項メモ
あり。

村会決議書 明治22年
～明治25年

1889～1892 (神村) 竪冊 1

1明治二十二年度村費予算議案・
明治二十二年度村費支出予算仕訳
書

明治22年 1889 神村 綴 1 明治22年度の村費収入支出予算書及び支出予算仕訳書で，朱筆
訂正あり。村会議員改選議決書を綴り込む。

2広島県沼隈郡神村明治23年度歳
入出予算表

明治23年3月3日 1890 神村役場 簿冊 1 明治23年度歳入出予算書及び仕訳書で，朱筆訂正あり。

3広島県沼隈郡神村明治二十四年
度歳入出予算表

明治24年3月23日 1891 神村役場 簿冊 1 明治24年度歳入出予算書及び仕訳書で，東・西小学校屋根修繕
及び移転費あり。

4広島県沼隈郡神村歳入出予算表 明治25年3月 1892 神村役場 簿冊 1 明治25年度歳入出予算書で，臨時費に小学校移転建築費・敷地
買上費あり。

5明治二十五年分議案綴 明治25年2月7日
～9月20日

1892 神村 綴 1 明治25年の村会議案を綴る。小学校移転費につき歳入出予算増
加修正，明治二十五年度後半期地方税中戸数割賦課方法，衆議
院議員選挙につき臨時費など議案あり。

46 村会決議書 明治26年3月21日
～明治29年12月26日

1893～1896 (神村) 竪冊 1 明治26年～29年分議決綴で，尋常小学校新築案及び村税増徴案
否決に対する郡長裁決書(明治26年)，旧村費割戻金利子処分認
定及び割戻金明細書(明治27年)，3年間制限外地租付加税徴収許
可稟請(明治28年)，新市・松永間里道の県道編入請願，伝染病
隔離所位置認定(明治29年)などあり。

47 村会決議書 明治30年3月10日
～明治35年1月7日

1897～1902 (神村) 竪冊 1 明治30年～34年分議決・臨時会議決結果稟議案を綴る。制限外
地租付加税賦課許可稟請，伝染病予防委員設置(明治31年)，村
税納税義務棄捐，地図調製遅延問題意見書(郡長宛)，赤痢病予
防委員執務方法規程(明治32年)，小学校基本財産管理規定，基
本財産管理規定(明治33年)，沖新涯樋門修築，国道接続里道延
長，明治33年事務報告，村税納税義務棄捐(明治34年)などあ
り。
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48 村会決議書 明治35年3月18日
～明治39年11月17日

1902～1906 (神村) 竪冊 1 明治35年～39年分議決・議決結果稟議案を綴る。松永町外6ケ村
学校組合規定，伝染病予防従事者手当支給方法，赤坂村外12ケ
町村学校組合財産処分方法，字奥田造林，学務委員条例廃止(明
治35年分)，基本財産蓄積条例，字番田ほか公有林造林(裸禿対
策)，地図調製吏員金増額(明治36年分)，日露開戦記念林設置規
程(明治37年分)，沼隈製綿合資会社による羽原川からの取水承
認(明治38年分)，教員雇用方針変更につき追加予算(明治39年
分)など議決あり。

49 村会決議書 明治40年2月4日
～明治44年12月12日

1907～1911 (神村) 竪冊 1 明治35年～39年分議案・議決結果稟議案を綴る。尋常小学校高
等科併置，小学校分校廃校(明治40年分)，基本財産蓄積条例，
基本財産積立金繰替(学校校舎増築に充当)(明治42年分)，基本
財産蓄積停止(学校校舎増築に充当)(明治42年分)，行政区設置
規定(14区に分割)，罹災救助資金貯蓄・管理・支出規程，海ケ
峠茶接待規程，学校基本財産積立・管理規定，常設委員廃止条
例(土木事業の各組自営方針)(明治43年分)，公有林植樹規程，
平組ほか３組山林地上権設定，公有林造林規定，助役事務分掌
規程(明治44年分)など議案あり。

50 村会決議諸件 明治28年2月13日
～明治29年1月10日

1895～1896 神村役場 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。予算・決算・徴税関係議決の
みあり。

51 村会決議諸件 明治29年2月17日
～12月12日

1896 神村役場 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。新市・松永間里道の県道編入
請願，隔離病舎位置認定，追加予算(地図調製延引)など議決あ
り。

52 村会決議書 明治45年1月15日
～大正3年12月28日

1912～1914 (神村) 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。学校基本財産蓄積条例(大正元
年分)，消防組設置，学務委員規程(大正2年分)，生産調査・督
励委員設置規程，村有林維持不利益箇所調査委員設置建議，穀
蕃合資会社預金請求訴訟提起及びその準備報告(大正3年分)など
議決あり。

53 村会決議書 大正4年1月23日
～大正5年11月10日

1915～1916 (神村) 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。村有地売却(児童増加に伴う小
学校増築費充当)，土木工事執行規則，村費執行土木工事個所規
程(大正4年分)，大正4年事務報告，国道接続里道に松永電灯株
式会社電柱設置認可，隔離病舎を青年会支部へ有償譲渡(大正5
年分)など議決あり。

54 村会決議書 大正6年2月17日
～大正7年12月21日

1917～1918 (神村) 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。松本組の消防組編入，現役入
営兵送別規程，大正5年事務報告，村有林開墾(伊勢山)，村有林
内溜池新設，村有林野保護取締規則設定(大正6年分)，大正6年
事務報告，穀蕃合資会社預金歩払戻入受取方法，米価調整方法
(大正7年分)など議決あり。
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55 村会決議書 大正8年1月10日
～大正9年12月6日

1919～1920 (神村) 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。窮民救恤資金積立規程，罹災
救助資金欠損処分(穀蕃合資会社預金支払停止による)(大正8年
分)，臨時村有林施業委員設置，大正8年事務報告，山林入会整
理(点在につき管理不備)，基本財産繰入(小学校増築費充当)，
西備銀行破産清算金寄付受納(小学校基本財産)，羽原川へ松永
町より取水不法工事処分諮問，松永町外7ケ村学校組合解散(尋
常小学校に高等科併設)(大正9年分)など議決あり。

56 村会決議書 大正10年1月11日
～大正11年12月16日

1921～1922 (神村) 竪冊 1 議決書と議決報告稟議案を綴る。松永町外7ケ村学校組合解散に
つき財産処分方法，大正9年事務報告，尋常小学校に高等科併
設，町村道橋梁等修繕執行(7月13日暴風雨)，実業補習教育委員
設置(大正10年分)，大正10年事務報告，基本財産蓄積停止(学校
増築のため)，助役事務分掌廃止，学校教員年末賞与給付諮問
(他町村との権衡図る)(大正11年分)など議決，戸数割資産状況
一覧あり。

57 村会決議書 大正12年1月23日
～12月20日

1923 (神村)村長 竪冊 1 議決書を綴った村長の手持ち文書で，大正11年事務報告，戸数
割資力調査員総辞職につき選挙諮問(規則改正に伴う村民不平に
よる)，児童通学道路改修諮問，図書館設置規則，字青木羽原川
橋梁新設，道路改修規定設置，戸数割資産状況一覧，字山中溜
池修繕(砂留含む)，沖新涯水刎ね修繕などあり。

58 村会決議諸件 大正12年1月23日
～12月20日

1923 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。内容は57に同じ。なお，議案不備箇所につき指
示付箋あり。

59 村会決議諸件 大正13年2月25日
～12月16日

1924 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。大正12年事務報告，尋常高等小学校校舎改築(大
破のため)，基本財産の尋常高等小学校基本財産への繰入(改築
費充当)，中国製糸場を小学校仮校舎転用，戸数割資産状況一覧
などあり。

60 村会決議録 昭和2年1月18日
～12月29日

1927 神村役場 竪冊 1 議決書を綴る。他村からの就学者への年額金徴収，戸数割・家
屋税賦課細則，家屋税賦課一覧，御真影奉安庫設置につき諮
問，第1回神村道路共進会規則，戸数割資産状況一覧などあり。

61 決議綴 昭和2年2月28日
～昭和3年12月10日

1927～1928 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。藺草染土採取のため森林開墾，大谷池土砂流出
に伴う土揚場免租出願承認，学校児童静養室設置，基本財産繰
入(隔離病舎改築充当のため)，松永町上水道貯水池設置承認，
自作農奨励資金貸付充当金起債，消防組増員などあり。

62 決議書綴 昭和3年2月28日
～12月10日

1928 議事係 竪冊 1 61に同じ。

63 〔決議書綴〕 昭和4年2月28日
～11月8日

1929 (神村) 竪冊 1 議決書を綴る。昭和3年事務報告，役場付属吏員名称・定員規
程，道路改修・延命池所有権などにつき諮問・答申，字荻尾に
広島電気株式会社架空送電線設置，村長改選，学務委員条例な
どあり。
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64 決議綴 昭和5年2月28日
～12月26日

1930 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和4年事務報告，基本財産・学校基本財産蓄積
中止(旱害・畳表暴落など一般財政窮乏)，納税組合奨励金交付
規程などあり。

65 決議綴 昭和7年1月6日
～12月26日

1932 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和6年事務報告，実業補習教育委員条例，公告
条例，新市・松永間県道改良工事請負執行(時局匡救事業)，地
方改善事業道路改修などあり。

66 決議録 昭和8年3月23日
～11月11日

1933 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和7年事務報告，一時借入(時局匡救土木工事
費不足につき)などあり。

67 決議綴 昭和9年3月3日
～12月14日

1934 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。基本財産繰入金積戻方法，地方改善井戸・飲用
水路新設，昭和8年事務報告，一時借入(地方改善応急施設工事
費充当)，起債(時局匡救土木工事村道改修費用充当)，地方改善
事業共同作業所建設，一時借入(時局匡救土木工事中の支払充
当)などあり。

68 村会決議綴 昭和10年1月19日
～12月9日

1935 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。地方財政調整交付金制度促進意見書，昭和9年事
務報告，字西山溜池旱害応急施設工事延期(満水のため)，村長
改選などあり。

69 神村会決議綴 昭和11年1月20日
～12月24日

1936 神村役場 竪冊 1 議決書を綴る。字西山溜池増築(災害応急施設耕地事業工事)，
昭和10年事務報告，一時借入(災害応急施設事業・小学校講堂新
築費に充当)，神村融和事業委員会会則，戸数割賦課率減額(臨
時町村財政補給金交付につき)，昭和11年度予算追加更正(臨時
町村財政補給金充当不可のため)などあり。

70 村会決議綴 昭和12年3月11日
～12月24日

1937 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和11年事務報告，字大明神玉池災害防止工事
執行，村長改選，第4区溜池増築(旱害対策施設事業)などあり。

71 村会決議綴 昭和13年2月28日
～12月16日

1938 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和12年事務報告，地方改善事業販売所・会館
など設置，財務会計取扱細則，松永町・神村を都市計画区域と
すること，地方改善事業産業施設(精米麦機)設置などあり。

72 村会決議綴 昭和14年2月28日
～昭和15年1月30日

1939～1940 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和13年事務報告，村長改選，一時借入(前収入
役不祥事事件による欠損のため)，地租付加税等徴収規程変更
(旱害免租手続につき)，入江天神池ほか旱害防除溜池増改築工
事執行などあり。

73 議決書綴 昭和15年3月15日
～12月18日

1940 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和14年事務報告，歳入金欠損処分(前収入役横
領事件による)，一時借入(旱害防除施設補助金交付待ちのた
め)，不動産処分(前収入役横領補填)，村有林施業要領認可申請
(字大野ケ原)，村長改選，村税条例設定，財政調整積立金規
程，村民税納税者賦課額一覧，旱害農用施設大谷池改良継続事
業などあり。
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74 議決書綴 昭和16年2月19日
～12月22日

1941 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。昭和15年事務報告，松永町外7ケ町村青年学校組
合規約設定(理由書あり，また高須村は一旦離脱後に再加入)，
村民税納税者賦課額一覧などあり。

75 村会決議一件 昭和17年2月28日
～12月18日

1942 神村役場 竪冊 1 議決書を綴る。昭和16年事務報告，村長改選，村民税納税者賦
課額一覧，村営大谷池改良工事設計変更などあり。

76 村会決議一件 昭和18年2月1日
～12月24日

1943 神村役場 竪冊 1 議決書を綴る。基本財産・学校基本財産蓄積停止(国税付加税制
限外課税賦課のため)，起債(大谷池改良工事費)，昭和17年事務
報告，大谷池改良工事繰越施行，村参与設置条例，村民税納税
者賦課額一覧などあり。

77 村会決議一件 昭和19年3月10日
～12月26日

1944 (神村) 竪冊 1 議決書を綴る。起債(大谷池改良工事費)，基本財産・学校基本
財産蓄積停止(国税付加税制限外課税賦課のため)，助役有給条
例，村税臨時増税廃止条例(配賦税増加などによる)，村民税納
税者賦課額一覧などあり。

78 村会決議一件 昭和20年3月20日
～10月25日

1945 (神村) 竪冊 1 議決書を綴る。基本財産・学校基本財産蓄積停止(国税付加税制
限外課税賦課のため)，村民税納税者賦課額一覧などあり。

79 村会決議一件 昭和21年1月23日
～12月15日

1946 (神村) 竪冊 1 議決書及び村会協議事項を綴る。一時借入金(水害復旧工事
費)，村長改選，村会議規則，県民税条例，村会定例会条例など
あり。

80 村会決議一件 昭和22年1月4日
～12月24日

1947 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。新制中学校設置(国民学校内)，監査委員設置条
例，広島県町村会規約，沼隈郡町村会規約，常任委員会・特別
委員会条例設定，消防団設置条例，村立図書館規則，村民税納
税者賦課額一覧，村税条例，財務会計取扱細則，暫定加給臨時
増額支給条例設定，村職員応急措置給与金支給条例などあり。

81 村会決議一件 昭和23年3月30日
～12月29日

1948 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。村民税納税者賦課額一覧，一時手当支給条例(第
1次～第3次)，報告書「財政事情」作成・公表条例，昭和22年事
務報告，耕地関係事業奨励規程，神村・今津町組合立中学校設
立(のちに東村加入)，助役定数条例などあり。

82 村会決議一件 昭和24年2月26日
～12月24日

1949 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。神村外3ケ町村中学校組合規約，村職員定数条
例，国民健康保険条例，昭和24年度事務報告，村民税納税者賦
課額一覧などあり。

83 村会決議一件 昭和25年１月13日
～12月15日

1950 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。社会教育委員条例，基本財産処分(鏡山藺草染
土)，大成館中学校新築費精算報告，公益事業奨励補助金交付条
例，県民税条例廃止，耕地関係事業奨励規程廃止，昭和25年事
務報告などあり。

84 会議録 昭和25年1月13日
～12月26日

1950 神村会 竪冊 1 異議なく議決する。
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85 村会決議一件 昭和26年1月26日
～12月25日

1951 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。職員関係条例(給与・服務など)，沼隈郡20ケ町
村公平委員会設置，福山市外24ケ町村統合伝染病院設置(神村隔
離病舎廃止)，庁舎新築，家屋固定資産税減税条例などあり。

86 村会協議会々議録 昭和26年2月28日
～12月26日

1951 神村会 竪冊 1 村会協議会の協議・決定事項を綴る。2区からの村有林間伐申
請，中学校建設寄付金精算報告，学校給食完全実施，松永町か
らの羽原川水源位置変更申し入れのことなど協議あり。

87 村会決議一件 昭和27年1月29日
～12月9日

1952 神村会 竪冊 1 議決書を綴る。福山市外24ケ町村統合伝染病院設置規約報告，
体育協会予算案，新庁舎建設費決算報告，電話架設積立金条例
(地区電話架設費補助のため)，職員団体交渉に関する条例，沼
隈郡町村税滞納整理組合設置，急傾斜地帯農業振興計画設定(計
画書添付)などあり。

議事録 明治22年7月20日
～昭和28年3月25日

1889～1895 神村 袋 一括

1議案綴 明治26年3月21日
～明治27年1月24日

1893～1894 神村役場 竪冊 1 議案を綴る。尋常小学校新築廃止・村税増加徴収金処分建議(旱
害考慮)，歳入出増加説明(大風雨による堤防破損)などあり。

2村会開設請求書 明治25年9月26日
・明治26年12月9日

1892・1893 村会議員石井猪兵
衛ほか

綴 1 小学校新築につき協議のこと建議あり。

3村会議員不参・欠席届綴込 明治26年3月24日
～明治27年12月11日

1893～1894 (神村) 竪冊 1 村会議員欠席届を綴る。

4〔歳入出総計予算関係議案〕 明治26年3月21日
～27日

1893 村長橘高長三郎 綴 1 明治25年度予算案修正認定，明治26年度予算案などとともに，
小学校建築費充当につき地租付加税制限外賦課議案あり。

5神村尋常小学校敷地反別買入金
渡議案

明治26年 1893 (神村) 綴 1 小学校新築敷地買入及び毛上補償額についての議案である。

6〔明治25年9月開会村会建議案〕 明治25年9月22日 1892 村会議員石井猪兵
衛ほか

罫紙 1 小学校新築審議を継続し臨時会にて決議のこと建議案である。

7〔村税等滞納督促条例改正案〕 明治22年7月20日 1889 村長橘高長三郎 綴 1 号外議案(村税其外諸収入滞納督促条例改正案)で朱筆修正あ
り。

8神村役場付属建物建築仕様書 不詳 不詳 (神村) 罫紙 1 部材数量と図面を綴る。

9〔明治25年9月20日村会建議案〕 明治25年9月22日
・12月6日

1892 神村会議長橘高長
三郎ほか

罫紙 1 小学校新築審議を継続し臨時会にて決議のこと建議案と，東村
尋常小学校校舎移転建築につき変更評決のことあり。

10〔尋常小学校建築変更決議提出
結果報告〕

明治26年10月14日 1893 村長橘高長三郎 罫紙 1 深津郡外2郡郡役所から不認可通知のこと報告あり。

11〔明治23年度後半期地方税戸数
割徴収方法議案〕

明治23年 1890 (神村) 罫紙 1 戸数割賦課方法及び等級別戸数一覧を綴る。

12日勤簿 明治26年3月21日
～明治28年3月25日

1893～1895 神村 竪冊 1 議員及び職員の村会出席簿を綴る。

13〔投票用紙〕 不詳 不詳 (神村) 綴 一括 委員投票用紙を一括する。

89 沼隈郡神村会議事録 明治26年3月25日
～明治27年2月19日

1893～1894 (神村) 竪冊 1 建議案議決により村税増加徴収期限更正議案(小学校新築費充
当)廃案，村長・助役公民権停止動議をめぐる協議などあり。
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90 議事録 明治28年2月11日
～明治29年1月9日

1895～1896 神村会 竪冊 1 予算修正動議議決，村有林売却にて基本財産編入建議議決，赤
痢病患者隔離所新設諮問への答案などあり。

村会書類 明治27年10月11日
～明治29年1月6日

1894～1896 (神村) 袋 一括

1議事準備諸件 明治28年2月8日
～明治29年1月6日

1895～1896 神村役場 竪冊 1 議案及び村会開催稟議書を綴る。

2〔追加予算案〕 明治28年5月3日 1895 神村長橘高長三郎 綴 1 明治28年度歳入出追加予算表である。

3記 不詳 不詳 (神村) 竪紙 1 地図調製費細目を記す。

4条例 不詳 不詳 (神村) 竪紙 1 村税其外諸収入滞納者督促手数料条例案で朱筆修正あり。

5〔督促令状手数料徴収につき開
陳〕

明治27年10月11日 1894 神村長橘高長三郎 罫紙 1 村税其外諸収入滞納者督促手数料につき深津郡外2郡郡役所に提
出した条例案理由補足の上申書である。

村会書類 明治28年2月8日
～明治29年3月12日

1895～1896 (神村) 袋 一括

1議案 明治28年2月8日
～明治29年1月6日

1895～1896 神村会 竪冊 1 議案及び村会開催通知書を綴る。

2雑書 明治28年2月8日
～明治29年1月9日

1895～1896 神村会 竪冊 1 村会召集状と議員欠席届を綴る。

3日勤簿 明治28年5月7日
～明治29年3月12日

1895～1896 神村 竪冊 1 議員及び職員の村会出席簿を綴る。

93 議事録 明治31年2月3日
～明治32年1月6日

1898～1899 (神村) 竪冊(袋入) 1 追加予算臨時費，伝染病予防委員設置，隔離病舎建設費などに
つき修正議論あり。

94 議事録 明治32年2月18日
～12月28日

1899 (神村) 竪冊 1 地図調整問題につき調査報告及び建議案説明のこと，追加予算
臨時費衛生費などにつき修正協議あり。

95 村会議事録 明治43年3月22日
～12月24日

1910 神村役場 竪冊 1 道路改修(山中組分)諮問につき答申，修正予算案につき修正協
議などあり。

96 村会議事録 明治44年1月13日
～12月10日

1911 神村役場 竪冊 1 学校敷地交渉不調につき協議，村会議員選挙に関する不当裁決
取消訴訟答弁書報告などあり。

97 村会々議録 昭和2年1月18日
～12月29日

1927 神村役場 竪冊 1 予算第2回追加案を除き原案異議なく議決する。

98 議事録 昭和3年2月28日
～12月10日

1928 神村会 竪冊 1 区長選挙方法動議修正，役場倉庫設計動議修正を除き原案議決
する。

99 会議録 昭和4年2月28日
～11月8日

1929 神村会 竪冊 1 村長改選，入江組土地所有権確認請求訴訟につき原案修正を議
決。組分離請願のことにつき協議会開催あり。

100 会議録 昭和5年2月28日
～昭和6年1月8日

1930～1931 神村会 竪冊 1 組分離・区名変更問題につき論議あり(傍聴多数)。

101 会議録 昭和6年1月31日
～11月16日

1931 神村会 竪冊 1 修正なく原案議決。なお，部落問題解決に関する協議会断続的
に開催の記述あり。
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102 会議録 昭和7年1月6日
～12月26日

1932 神村会 竪冊 1 区名変更問題動議あるも議決，その他修正なく原案議決する。

103 会議録 昭和8年2月27日
～11月11日

1933 神村会 竪冊 1 村有林内松茸栽培申込につき付帯条件付加，歳入出追加予算(第
2回)修正を除き原案議決する。

104 会議録 昭和9年1月20日
～12月14日

1934 神村会 竪冊 1 松永町より羽原川取水歎願，時局匡救事業配当事業箇所・匡救
土木工事設計変更につき協議あり。また，決算不備につき認定
延期のこともあり。

105 会議録 昭和10年1月19日
～12月9日

1935 神村会 竪冊 1 歳入出追加予算(第5回)修正，電柱税付加税漸減修正を除き原案
議決。講堂建設事業につき協議あり。

106 会議録 昭和11年1月20日
～12月24日

1936 神村会 竪冊 1 歳入出予算修正を除き原案決議。溜池増築一部反対・協議あ
り。

107 会議録 昭和12年3月11日
～12月24日

1937 神村会 竪冊 1 村長改選あり。歳入出予算修正を除き原案議決する。

108 村会々議録 昭和14年2月28日
～昭和15年1月30日

1939～1940 神村会 竪冊 1 異議なく原案議決。なお，収入役公金費消事件経過報告あり。

109 村会々議録 昭和15年3月15日
～12月18日

1940 神村会 竪冊 1 歳入出当初予算・歳入出予算追加更正修正を除き原案議決。村
長改選あり。

110 村会々議録 昭和16年3月14日
～12月22日

1941 (神村) 竪冊 1 異議なく原案議決する。

111 会議録 昭和17年2月28日
～12月18日

1942 神村会 竪冊 1 歳入出予算(役場費)修正を除き異議なく原案議決する。

112 会議録 昭和18年2月1日
～12月24日

1943 神村会 竪冊 1 異議なく原案議決する。

113 会議録 昭和19年3月10日
～12月26日

1944 神村会 竪冊 1 異議なく原案議決。なお，村葬執行方法など協議会開催あり。

114 会議録 昭和21年1月23日
～12月15日

1946 神村会 竪冊 1 国民学校校長排斥議論及び歳入歳出予算(教育費)に関する修正
動議あるも原案議決。また，村有林分譲陳情・村葬執行などに
つき協議会開催あり。

115 会議録 昭和22年1月4日
～昭和23年3月30日

1947～1948 神村会 竪冊 1 動議あるも原案議決。学校工事奉仕動員・忠魂碑撤去方法や官
有林焼山施業施行(立木払下げ)・公民館設置などにつき協議会
開催あり。

116 会議録 昭和23年1月12日
～12月29日

1948 神村会 竪冊 1 新制中学校建設問題(設置形態・対今津町交渉・財源・敷地な
ど)に関する議論が多くを占める。新制中学校設置形態・敷地問
題などにつき協議会開催あり。

117 会議録 昭和24年1月28日
～12月14日

1949 神村会 竪冊 1 中学校寄付金促進につき協議あり。歳入歳出予算など動議ある
も原案議決。村有林用益問題などにつき協議会開催あり。西山
部落村有林伐採再審議嘆願書挟み込みあり。

118 会議録 昭和26年1月23日
～12月25日

1951 神村会 竪冊 1 追加予算案説明あり。異議なく原案議決する。
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119 会議録 昭和27年1月29日
～12月9日

1952 神村会 竪冊 1 追加更正予算につき審議未了(小学校教員年末手当)の原案議
決，その他も異議なく原案議決する。

120 村会協議会々議録 昭和27年1月4日
～12月9日

1952 神村会 竪冊 1 協議要項・決定事項を綴る。庁舎新築関係，家畜保健所設置，
区有電話架設，滞納状況報告，公益事業審査委員会結果報告(各
種土木事業)，庁舎新築費決算報告，水害復旧請願について(被
害状況メモ添付)，保健婦設置，保育所設置などあり。

121 会議録 昭和28年3月30日
～12月23日

1953 神村会 竪冊 1 異議なく原案議決する。

122 会議録 昭和29年2月2日
～3月29日

1954 神村会 竪冊 1 町村合併に関わる議決で，山林の財団法人化について提起ある
も，すべて原案議決。議事録下書き挟み込みあり。

123 協議会々議録 昭和27年5月12日
～昭和29年3月29日

1952～1954 神村議会 竪冊 1 協議要項・決定事項を綴る。町村合併に関する説明，マイクロ
ウェーブ施設替地，開拓地強制買上げ替地，財政財源借入につ
いて，７区への村有林返還，山林分譲払下げ(9～11区分，請願
書添付)，廃庁式についてあり。なお，山林の財団法人化問題の
協議に関してのみ議事録あり。

124 決議一件綴 昭和29年2月2日
～3月29日

1954 神村議会 竪冊 1 町村合併までの議案で，各種基本財産処分，区有財産処分，合
併協定書，松永市建設計画書などあり。

125 議事準備諸件 明治31年2月3日
～12月27日

1898 (神村) 竪冊 1 尋常小学校裁縫科設置，制限外地租付加税賦課許可稟請(4年
間，経常費充当)，養蚕伝習所への村費寄付，伝染病予防委員設
置，伝染病予防費用支出方法，隔離病舎敷地買上げ(字堂ノ元)
など議案あり。

126 村会準備諸件 明治42年3月22日
～11月26日

1909 (神村) 竪冊 1 基本財産蓄積停止(学校校舎増築など充当)あり。歳入出予算に
ついては教育費に関する説明書を添付する。

127 村会準備諸件 明治43年3月24日
～12月24日

1910 神村役場 竪冊 1 行政区設置規定，罹災救助資金貯蓄規程(理由書添付)，海ケ峠
茶接待所規程，学校基本財産積立管理規程，常設委員条例廃止
(理由書添付)，藺草染土採掘請負規程など議案あり。

128 村会準備諸件 明治44年1月13日
～12月12日

1911 神村役場 竪冊 1 小学校増築(分教室)位置選定(字伊勢山)，公有林植樹規程，明
治44年度公有林造林規定(平組ほか4組分)，助役事務分掌規程な
ど議案あり。

129 村会準備諸件 明治45年1月15日
～大正1年11月5日

1912 神村会 竪冊 1 債権売却(小学校敷地買入充当)，基本財産処分(小学校敷地買入
れ公借金償還充当)，基本財産積戻追加予算案(理由添付)など議
案あり。

130 村会議事準備 昭和2年1月18日 1927 神村役場 竪冊 1 自作農奨励資金貸付規程の修正議案のみである。

131 議事準備 昭和3年2月28日
～12月10日

1928 神村会 竪冊 1 昭和2年事務報告，森林開墾願(入江組ほか2組各共有地)，学校
児童静養室設置，基本財産繰入(隔離病舎改築資金充当)，松永
町上水道貯水池を本村内設置承認など議案あり。
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132 議事準備 昭和4年2月28日
～11月8日

1929 神村会 竪冊 1 役場吏員定員規程，昭和3年事務報告，広島電気株式会社架空送
電鉄塔建設許可，村長選挙再度執行(当選者辞任)，学務委員条
例など議案あり。

133 議事準備書類綴 昭和5年2月28日
～12月26日

1930 助役 竪冊 1 昭和4年事務報告，基本財産蓄積停止(藺草・畳表暴落にて財政
困窮)，納税組合奨励金交付規程，土地分離請願答申(山中区か
らの分離撤回)，区名変更諮問など議案あり。

134 神村歳入出予算 昭和5年12月28日
～昭和6年1月8日

1930～1931 助役 竪冊 1 昭和5年度歳入出予算(当初予算)，歳入予算更正，歳入出予算追
加(第2回)よりなる。

135 議事準備綴 昭和6年1月31日
～昭和7年3月25日

1931～1932 神村会 竪冊 1 入江組土地所有権確認請求訴訟和解(別途報告書添付)，村長選
挙執行など議案あり。

136 議事準備綴 昭和7年2月29日
～昭和8年2月17日

1932～1933 神村会 竪冊 1 昭和6年事務報告，実業補習教育委員条例，県道新市松永線改良
工事請負(時局匡救事業に代替)，基本財産繰入れ(村費支払支障
にて一時借入金償還に充当)など議案あり。

137 議事準備綴 昭和8年2月27日
～11月11日

1933 神村会 竪冊 1 一時借入れ(時局匡救・地方改善土木工事に充当)など議案あ
り。

138 議事準備綴 昭和9年2月
～昭和10年5月7日

1934～1935 神村会 竪冊 1 地方改善応急施設工事執行(水道・共同作業所)，起債・一時借
入れ(時局匡救土木工事充当)，地方財政調整交付金制度確立促
進意見書など議案あり。

139 議事準備綴 昭和10年2月26日
～昭和11年3月9日

1935～1936 神村会 竪冊 1 昭和9年事務報告，村長改選，旱害応急施設工事繰延べ(溜池落
水猶予のため)，基本財産処分(小学校講堂新築費充当)，村税徴
収条例(滞納処分)，地方改善応急施設工事執行(道路改修)など
議案あり。

140 議事準備綴 昭和11年1月20日
～12月3日

1936 神村会 竪冊 1 地方改善応急施設工事執行(道路改修)，昭和10年事務報告，一
時借入れ(災害応急施設工事・小学校講堂新築費に充当)，融和
事業委員会会則など議案あり。なお，消防組臨時費申請書(理由
書添付)及び戸数割賦課参考データ一覧(地区別地目，反別あり)
挟み込みあり。

141 議事準備綴 昭和12年3月11日
～12月24日

1937 神村会 竪冊 1 昭和11年事務報告，災害応急施設工事執行(奥池・玉池)，村葬
執行(今回を先例とする)など議案あり。なお，広島県下農民大
会宣言文の挟み込みあり。

142 議事準備綴 昭和13年2月25日
～昭和14年1月30日

1938～1939 神村村会 竪冊 1 昭和12年事務報告，水害復旧耕地事業執行(水路等)，一時借入
れ(臨時町村財政補給金交付にあたり戸数割徴収延期による)，
村債繰上償還(道路改良費)，地方改善事業施設工事執行(産業施
設)など議案あり。なお，予算編成につき学校長要求項目一覧添
付あり。
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143 村会準備綴 昭和15年3月21日
～12月18日

1940 神村会主幹 竪冊 1 村会議案と村会及び協議会の協議事項を綴る。昭和14年事務報
告，県への未納金寄付受納，収入役横領事件整理寄付金使途一
覧，村長改選(のち辞退)，歳入金欠損処分・寄付金受納・不動
産処分(収入役横領事件の欠損補填)，公有林造林施業(天神
奥)，村税条例，財政調整積立金規程など議案，村民税賦課一覧
あり。なお，小学校・青年学校俸給調書挟み込みあり(臨時賞与
支給依命通牒によるものか)。

144 神村会議準備綴 昭和16年2月19日
～12月22日

1941 主幹助役 竪冊 1 村会議案と村会及び協議会の協議事項を綴る。昭和15年事務報
告，単独青年学校廃止(理由書添付)，助役有給条例，松永町外6
ケ町村青年学校組合規約(高須村離脱)など議案，村民税賦課一
覧あり。なお，昭和16年度予算編成要項(広島県総務部)を添付
する。

145 会議準備綴 昭和17年1月20日
～12月18日

1942 神村会村長 竪冊 1 村会議案と村会及び協議会の協議事項を綴る。昭和16年事務報
告，旱害防止農業水利改良村営事業執行(大谷池)など議案，村
民税賦課一覧あり。なお，協議会にて役場吏員増員承認あり(事
務繁忙のため)。

146 会議準備書綴 昭和18年1月28日
～12月24日

1943 神村村会主幹助役 竪冊 1 村会議案と村会及び協議会の協議事項を綴る。起債(大谷池改良
費に充当)，昭和17年事務報告，参与条例，村民税賦課一覧など
議案あり。なお，協議会にて町村合併委員選出のことあり。

147 会議準備綴 昭和19年3月10日
～12月26日

1944 神村会 竪冊 1 旱害防止農用水利改良事業継続年期等変更(大谷池改良工事費収
支計算表添付)，村民税賦課一覧など議案あり。

148 会議準備綴 昭和20年2月
～10月25日

1945 神村会 竪冊 1 村民税賦課一覧など議案あり。なお，昭和21年度予算編成方針
(福山地方事務所)，財政への戦災影響調査の回答書を添付す
る。

149 村会準備綴 昭和21年1月23日
～12月15日

1946 神村会 竪冊 1 村会議案と村会及び協議会の協議事項を綴る。一時借入れ(水害
復旧工事に充当)など議案あり。

150 村会準備書綴 昭和22年1月3日
～12月19日

1947 神村長代理助役 竪冊 1 新制中学校設置(国民学校内)，監査委員等設置条例，沼隈郡町
村会規約，常任委員会・特別委員会条例，消防団設置条例，村
立図書館規則，村民税賦課一覧など議案あり。

151 村会準備綴 昭和23年3月30日
～12月29日

1948 神村役場 竪冊 1 村民税賦課一覧，昭和22年事務報告，議会会議規則，独立税増
徴条例，社会教育委員会会則など議案あり。

152 村会準備綴 昭和24年2月26日
～昭和25年3月31日

1949～1950 神村役場 竪冊 1 神村外3ケ町村中学校組合規約，職員定数条例，昭和24年事務報
告，国民健康保険条例，村民税賦課一覧など議案あり。なお，
第10・11回村会議事録(異議なく議決)添付あり。

153 雑書綴 明治21年1月31日
～12月29日

1888 (神村) 竪冊 1 村会召集稟議・議員欠席届を綴る。養蚕伝習所設立補助願書，
予防委員欠員の件建議など挟み込みあり。

154 雑書 明治39年1月6日
～12月20日

1906 (神村) 竪冊 1 村会召集状・議員欠席届を綴る。
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155 村会雑書綴 明治43年3月18日
～12月19日

1910 神村役場 竪冊 1 村会召集稟議を綴る。

156 村会雑書綴 明治44年1月9日
～明治45年1月14日

1911～1912 神村役場 竪冊 1 村会召集稟議を綴る。里道(字平)改修申請書，教育費追加予算
請求書などの添付あり。

157 雑書綴 昭和2年1月17日
～10月31日

1927 神村長 竪冊 1 村会召集状・議員欠席届とともに，主として他庁・団体などか
らの照会・依頼・通知文書及び村役場からの区長・各種組合へ
の通知文書を綴る。本郷村溜池新設につき定約書，藺草試験地
設置願書，助弱団規約(青年奉仕団)などあり。

158 雑書綴 昭和3年2月25日
～12月27日

1928 神村会 竪冊 1 村会召集状及び招魂祭執行など諮問案とその議決に対する県か
らの処理指導通達を綴る。

159 雑書綴 昭和4年3月7日
～昭和5年1月24日

1929～1930 神村会 竪冊 1 村会召集状・議員欠席届及び議決に対する県からの処理指導通
達を綴る。

160 雜書綴 昭和6年1月23日
～昭和7年11月6日

1931～1932 井上 竪冊 1 手持ち分の各種通知文書・上申文書下書き・覚書など備忘綴
で，例祭日変更上申，神村母之会則などあり。

161 雑書綴 昭和6年1月28日
～12月2日

1931 神村会 竪冊 1 村会召集状・議員欠席届及び議決に対する県からの処理指導通
達を綴る。村長辞表依願，一部議案(事務報告含む)，山中区ほ
か1区の紛議解決覚書下書きなどもあり。

162 雜書綴 昭和6年11月25日
～昭和7年1月16日

1931～1932 神村会 竪冊 1 村会召集状，昭和6年第11回村会議事録，救護費用歳入出予算，
部落問題解決費用などを綴る。

163 雜書綴 昭和7年1月4日
～12月23日

1932 神村会 竪冊 1 主として村会召集状・村会及び区長会協議事項を綴る。農村救
済事業変更方請願書(鍋田川堤防延長ほか)など綴り込みあり。
葬式通知状(年度違い文書)挟み込みあり。

164 雑書綴 昭和8年1月6日
～昭和9年10月25日

1933～1934 神村会 竪冊 1 村会召集状・村会協議事項などを綴る。また尋常高等小学校経
費予算書・時局匡救土木工事費一時借入れ議案あり。

165 雜書綴 昭和9年1月13日
～昭和10年2月28日

1934～1935 神村会 竪冊 1 村会・区長会召集状及び協議事項を綴る。地方財政調整交付金
制度確立促進請願関係文書の綴り込みあり。

166 雜書綴 昭和9年1月13日
～12月14日

1934 神村会 竪冊 1 村会召集状・村会協議事項などを綴り，松永東町水道譲受修理
議案につき議事録あり。

167 雑書綴 昭和10年1月16日
～12月9日

1935 神村会 竪冊 1 村会召集状・村会協議事項などを綴り，村長改選当選通知状な
どもあり。

168 雑書綴 昭和11年1月17日
～12月21日

1936 神村会 竪冊 1 村会召集状・村会協議事項などを綴り，伊勢山藺草染土採掘契
約(議案外)・小学校講堂建設請負保証金還付議案につき議事録
の綴り込みもあり。

169 議案原本綴込 昭和2年1月18日
～昭和3年2月28日

1927～1928 神村役場 竪冊 1 戸数割条例，昭和元年事務報告，延滞金徴収条例，御真影奉安
庫設置諮問(答申あり)，道路共進会規則など議案あり。

27



170 議案原本綴込 昭和3年2月28日
～8月10日

1928 神村役場 竪冊 1 当初予算・追加予算議案のみを綴る。

171 議案原稿 昭和4年2月28日
～昭和5年3月25日

1929～1930 議事係 竪冊 1 入江区共有林訴訟事件応訴など議案の一部で，下書きが多い。

172 出勤簿 明治31年5月9日
～明治32年3月25日

1898～1899 神村会 竪冊 1 議員・吏員の村会出席簿を綴る。

173 出勤簿 明治43年5月12日
～明治44年4月28日

1910～1911 神村会 竪冊 1 議員・吏員の村会出席簿を綴る。

174 出勤簿 昭和5年2月28日
～昭和6年1月8日

1930～1931 神村会 竪冊 1 議員・吏員の村会出席簿を綴る。

175 出勤簿 昭和6年1月31日
～11月16日

1931 神村会 竪冊 1 議員・吏員の村会出席簿を綴る。

176 出勤簿 昭和7年1月6日
～11月30日

1932 神村会 竪冊 1 議員・吏員の村会出席簿を綴る。

177 神村会議事規則 大正2年5月 1913 (神村) 竪冊 1 村会議事規則・傍聴人取締規則の改正分を綴る。

178 村会々議規則 大正12年2月5日
・6日

1923 村長 竪冊 1 町村議事主任会同における村会会議規則案である。

179 神村吏員・村会議員名簿 不詳 不詳 (神村) 簿冊 1 村役場吏員・村会議員名簿を綴る。

180 稟議案綴 大正7年1月4日
～12月17日

1918 神村役場 竪冊 1 諸税納入・出納検査月報稟議を綴る。

181 速記録 昭和26年1月31日
～12月25日

1951 (神村) 竪冊 1 村会議事速記録(鉛筆書き，朱筆挿入あり)で異議なく原案議決
する。

182 議事ニ関スル往復文書 昭和6年10月16日
～昭和14年6月26日

1931～1939 議事係 竪冊 1 主として村会議決報告に対する広島県(内務部・総務部)からの
処理・指導通達文書を綴る。ほかに，臨時地方財政補給金配分
資料調査につき照会・報告文書，警防団に関する諮問・答申文
書，制限外課税許可稟請につき疑義照会文書などあり。

183 委員会関係綴 昭和25年12月12日
～昭和29年3月20日

1950～1954 神村会 竪冊 1 村会特別委員会(経済・教育・土木・消防・小学校運動場拡張な
ど)や各種協議会(村税減免審査会・公益事業審議会・家畜保健
衛生所設置・村税条例改正・村有地分譲・合併調査など)の招集
稟議・協議要項・議事摘要を綴る。神村公益事業(農道・公共施
設・消防)一覧表添付あり。

184 神村会関係綴 昭和25年1月9日
～昭和29年3月29日

1950～1954 神村会 竪冊 1 村会・協議会招集状及びその稟議，議員宛各種行事・実地調査
案内状及びその稟議，村会議長から村長宛議決報告などを綴
る。福山地方事務所管内知事巡視通知書，農業施設整備意見
書，神村外3ケ町村組合学校水害被害復旧費補助金下付陳情書，
昭和27年度広島県町村会議長会定例理事会決定事項など添付あ
り。

185 村会提出議案綴 昭和3年2月28日
～12月10日

1928 神村長 竪冊 1 昭和2年事務報告，招魂祭執行恒例化，森林開墾願(藺草染土採
取)，学校児童静養室設置，融和事業神村委員会設置諮問，大典
記念事業諮問，尾道伝染病院舎買受諮問，基本財産繰入れ(隔離
病舎建築費充当)，隔離病舎位置変更願につき諮問，松永町上水
道貯水池設置承認，大礼奉祝酒配布諮問など議案あり。
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186 農地委員選挙関係書綴 昭和21年12月17日
～昭和23年2月20日

1946～1948 神村役場農地委員
会

竪冊 1 農地委員会選挙に関する，福山地方事務所からの通知・照会及
び報告文書や，委員推薦届などを綴る。選挙投票録・委員調査
表綴り込みあり。

187 農地委員選挙綴 昭和24年 1949 (神村) 竪冊 1 農地委員会選挙に関わる備忘録及び農地委員選挙人申請者数一
覧を綴る。昭和４年小作料徴収簿の綴り込みあり。

188 農地委員選挙 昭和24年6月 1949 (神村) 竪冊 1 農地委員会選挙人名簿作成要領の通知文書(福山地方事務所・神
村農地委員会)を綴る。

189 庶務関係書綴 昭和17年4月10日
～11月19日

1942 (神村) 竪冊 1 主として広島県(総務部・経済部・学事部)・沼隈深安地方事務
所からの通知・照会及び報告文書を綴る。戸口・産物調査表，
藺草及藺製品配給統制要綱，役場吏員調査表，戦争関係経費調
査回答，手動織機所有者一覧，村葬執行，負債整理委員会設置
に関する文書などあり。

190 一般庶務一件 昭和18年1月7日
～昭和19年10月8日

1943～1944 神村役場 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所・松永警察署からの戦時動員関係
の通知・照会文書及び報告書を綴る。戸口調査報告，水防訓練
実施要領(於芦田川)，精米設備状況調査個票などもあり。

191 庶務関係綴 昭和20年4月9日
～7月10日

1945 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの戦時動員や疎開に関する通知文
書を綴る。火災原因調査表，警防団会議協議事項，町内会・常
会運営協議事項，農繁期労力調整協議会協議事項などもあり。

192 庶務一件 昭和23年8月26日
～12月26日

1948 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの通知・照会及び回答文書を綴
り，特に農業(増産・供出など)に関わるものが多い。蔬菜生産
実績調査報告，緊急会同提出事項(配給・新制中学校問題な
ど)，作付反別調査報告，食糧増産応急対策事業計画書，稲作被
害状況報告，転作面積調査報告，開拓増反調査報告，町村会同
提出事項，町村農業調整委員会会同提出事項などあり。

193 庶務関係綴 昭和23年12月27日
～昭和24年12月28日

1948～1949 神村 竪冊 1 主として福山地方事務所からの通知・照会及び回答文書よりな
る。模範青少年内申書，各回合同協議会提出事項(書き込みあ
り)，宗教団体調書などあり。また，在籍者調査の照会・回答文
書が目立つ。

194 庶務関係綴 昭和25年1月18日
～12月23日

1950 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの通知・照会及び回答文書よりな
る。松永駅準急停車陳情に関する協議会メモ，区別戸口数・主
要物産一覧表，三原・福山間直通バス運行要望につき同意依頼
書(ニコニコバス)，各回合同協議会提出事項，公印印影報告な
どあり。また，在籍調査の照会・回答文書が目立つ。
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195 庶務関係綴 昭和26年1月4日
～12月21日

1951 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの通知・照会及び回答文書よりな
る。住宅金融公庫指定地区編入陳情書，各回合同協議会提出事
項，福山・多度津航路運航開始案内，昭和25年事務報告，松永
駅事故防止協力依頼(事故件数データあり)，松永運送開業案
内，餅なし正月習俗報告(3区渡辺一族)，郵便区市内地へ編入陳
情書，講和会議報告講演会案内(講師宮沢喜一)，「としよりの
日」行事実施報告，地方財政平衡交付金増額等意見書(神村議
長)などあり。

196 庶務関係綴 昭和27年1月14日
～12月26日

1952 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの通知・照会及び回答文書よりな
る。引揚者数調書，区別国旗共同購入数一覧，昭和26年事務報
告，原爆症調査報告，住宅金融公庫指定地域編入請願書，婦人
団体調査表，各回合同協議会提出事項，深安郡・沼隈郡社会福
祉事業施設等調査一覧表などあり。

197 庶務関係綴 昭和28年1月5日
～12月28日

1953 神村役場 竪冊 1 主として広島県(総務部ほか)からの通知・照会及び回答文書よ
りなる。年末年始臨時旅客列車運転通知(松永駅)，備後護国神
社役員名簿，福山地方事務所長公舎案内，福山更生授産所木工
製品利用依頼，マイクロウエーブ設置陳情書，私立学校教育助
成金交付申請書(松永幼稚園)，昭和27年神村事務報告などあ
り。

198 上司往復 明治45年1月3日
～大正1年12月13日

1912 神村役場 竪冊 1 沼隈郡役所との往復文書で，衛生・公有林・裸禿地・納税成績
などの各種統計，役場吏員・村会議員履歴，被差別部落調査な
ど回答書や，町村改善奨励規程案，町村長会同示談・協議事
項，町村役場庶務細則案，沼隈郡町村伝染病患者数一覧など通
知文書を綴る。

199 上司往復綴 大正6年1月10日
～大正7年1月4日

1917～1918 神村役場 竪冊 1 沼隈郡役所との兵事関係の往復文書で，職工数・物資資源調査
などの各種統計報告や，簡閲点呼成績通知などあり。

200 上司往復綴 大正8年1月6日
～12月28日

1919 神村役場 竪冊 1 沼隈郡役所との兵事関係の往復文書で，傷病遺家族調査報告，
潜水艇鞆港巡航・旧ドイツ潜水艦鞆港観覧心得通知，簡閲点呼
成績通知などあり。

201 上司往復綴 大正9年1月9日
～12月30日

1920 神村役場 竪冊 1 沼隈郡役所との兵事関係の往復文書で，壮丁職業別調査報告，
海軍志願兵出頭者検査につき注意通知文書，簡閲点呼執行後情
況調査報告，簡閲点呼訓示(福山連隊区)，徴用人調査報告など
あり。

202 上司往復綴 大正10年1月13日
～8月25日

1921 神村役場 竪冊 1 沼隈郡役所との兵事関係の往復文書で，在郷軍人職業別調書，
簡閲点呼執行後情況調査報告などあり。
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203 上司往復綴 昭和2年1月8日
～12月28日

1927 神村役場 竪冊 1 主として広島県内務部との庶務関係往復文書で，鞆港軍艦拝観
通知，部落別協議費調書，家屋税賦課調査方法報告，沼隈郡町
村別簡易保険普及状況一覧，農家休日調査報告，産業創設功労
者(畳表製織機)調査報告，農業者・漁業者住宅改善に関する報
告，大字別耕地・山林面積調査表，活動写真と教育の関係につ
き調査報告，社会状態報告(被差別部落)，表札掲出依頼(松永郵
便局)などあり。

204 上司往復綴 昭和2年1月14日
～昭和3年3月22日

1927～1928 神村役場 竪冊 1 主として広島県内務部との税務関係往復文書で，徳用作物調査
表，生産物販売状況調査表，区有財産・戸口調査表などあり。

205 上司往復綴 昭和5年1月11日
～昭和6年1月6日

1930～1931 神村役場 竪冊 1 主として広島県内務部との庶務関係往復文書で，各区別戸口調
査表，被差別部落秀才調査照会，図書館現況調書などあり。

206 上司往復綴 昭和10年1月9日
～12月20日

1935 神村役場 竪冊 1 主として福山税務出張所との往復文書で，家屋所有者数・賃貸
価格調査表などあり。

207 上司往復綴 昭和12年1月9日
～12月16日

1937 神村役場 竪冊 1 主として広島県総務部・福山税務出張所との税務関係往復文書
で，雑種税各種別員数調査表，福山税務出張所移転案内(地図添
付)などあり。

208 上司往復綴 昭和12年1月9日
～12月24日

1937 神村役場 竪冊 1 主として広島県(総務部・経済部・学務部)との庶務関係往復文
書で，地方改善事業育英奨励要項，社会事業費調査報告(要項に
書き込み)，建国祭状況調査報告，公会堂建設状況調査報告(各
区倶楽部)，第一線行政事務刷新実施要領報告，道路維持管理調
査報告，耕地水害状況調査表，日中事変による農業・工業への
影響調査報告，日中事変関係所要経費見込額調書などあり。

209 上司往復綴 昭和13年1月4日
～12月17日

1938 神村役場 竪冊 1 主として広島県(総務部・経済部・学務部)との庶務関係往復文
書で，山陽線自動信号設備工事施行につき依頼(広島鉄道局)，
国民精神総動員産業週間実施報告，銃後遺族紛争調停委員会設
置要項(福山連隊区)，ろうあ者調査報告，古墳調査報告，農地
売買状況報告，報国貯金組合結成報告，報国貯金月報，鉱区試
掘願不同意回答，図書館調査表，綿布小売業実績調査報告，国
民貯蓄美談報告，部落常会活動状況報告，銃後後援強化週間実
施状況報告，遺族団体調査報告などあり。

210 上司往復綴 昭和14年1月4日
～12月8日

1939 神村役場 竪冊 1 主として広島県(総務部・経済部・学務部)との庶務関係往復文
書で，軍事援護事業調書，鉱物試掘不同意回答，貯蓄組合調査
表，県社伊勢宮境内整備計画，常会開設状況報告，鉱物試掘箇
所現況につき回答，農山漁村綿製品需要調査報告，戦没者遺族
精神教化など援護資料報告要綱，輸出品製造業者調査報告(畳
表)，沼隈郡町村別貯蓄組合現況一覧，興亜奉公日実施状況報
告，収入役横領事件による県税未納付につき報告，旱害に関わ
る小学校経理支障状況報告，農業土木事業就労可能人員数調査
表などあり。
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211 文書綴 昭和31年11月1日
～昭和34年4月21日

1956～1959 (神村) 竪冊 1 松永市民への配布物・回覧の綴。「広報まつなが」，各種案
内・募集・啓発(松永市)，防犯関係(松永警察署)，農業技術関
係(松永地区農業普及事務所)などはじめ，本郷町行政嘱託員担
当区域再編，本郷町慰霊碑建設同志会決算報告書などもある。

212 会議処達 明治11年5月2日
～7月2日

1878 第17大区第2事務
所

竪冊 1 第17大区会議所から第2事務所正副戸長宛の通達綴で，管内各学
校生徒比較試験現況摘要，学校授業方法施行要領，沼隈郡官林
帳，機織新開売払関係手続，中国往還道路修繕費各村民費・官
費割合一覧などの綴り込みもある。

213 地方制度改正・町村吏員待遇関係
書綴

昭和17年12月22日
～昭和22年12月25日

1942～1947 神村役場 竪冊 1 沼隈深安地方事務所(福山地方事務所)からの通知・照会とその
回答文書で，地方自治制度・町村吏員関係よりなる。吏員俸
給・恩給・服務が多くを占める。

214 事務引継書類綴 明治22年7月20日
～昭和29年4月19日

1889～1954 神村役場 竪冊 1 歴代村長事務引継書(懸案事項・文書目録・備品目録・財産目
録)とともに松永市合併に伴う教育委員会・農業相談所・農業委
員会引継書も見える。

215 町村制関係綴 昭和21年10月24日
～昭和22年3月13日

1946～1947 (神村) 竪冊 1 福山地方事務所からの地方自治制度改正に関する法務・手続通
知文書で，改正以降における制度現状報告あり。

216 稟議案綴 大正7年6月6日
～大正10年8月1日

1918～1921 井上村長 竪冊 1 村長専決事案の稟議書とそれに添付された各種文書(通知・依
頼・説明書・申請書及び報告書)よりなる。

217 村長会同一件書綴 昭和15年4月18日
～昭和21年9月17日

1940～1946 神村役場 竪冊 1 主として広島県町村長・深安郡沼隈郡町村長・沼隈郡町村長(学
校長)会同開催通知と提出要項であるが，青年学校に関する調査
資料，独立青年学校協議会協定事項，青年学校設置協議会要
項，深安沼隈地方事務所長訓示要旨などの綴り込みもある。

218 申請稟議綴 昭和3年1月11日
～昭和19年3月30日

1928～1944 神村役場 竪冊 1 起債・補助・基本財産繰入許可・制限外課税許可など各種申請
書とその添付資料，条例改廃申請書などよりなる。その主たる
目的事由として，自作農奨励資金・隔離病舎改築・伝染病予防
費・滞納整理・農村救済事業(時局匡救事業)・財政難，尋常高
等小学校拡張及び講堂建設などがある。また，各年度市町村調
査票・特別町村調査票が綴り込まれている。

219 自治協会沼隈郡支会・沼隈郡町村
長会書類

昭和3年8月22日
～昭和5年9月8日

1928～1930 神村役場 竪冊 1 自治協会沼隈郡支会からの通知文書・歳入出決算書，沼隈郡町
村会からの通知文書・収支決算書よりなる。また，広島県町村
会長幹事会報告・定期総会提出要項も綴られている。

220 合同協議会関係綴 昭和25年3月1日
～昭和26年2月28日

1950～1951 神村役場 竪冊 1 村内各種団体合同協議会に関する文書で，部落役員名簿，協議
会提出要項(協議議事メモ含む)及び各種団体宛村長通知文書よ
りなる。なお，嘱託員協議会に関するものも若干ある。

221 合同協議会関係綴 昭和26年2月9日
～昭和27年5月16日

1951～1952 神村役場 竪冊 1 村内各種団体合同協議会に関する文書で，部落役員名簿，協議
会提出要項(協議議事メモ含む)及び各種団体宛村長通知文書よ
りなる。防犯組合からの村民指紋採取依頼文書や村民体育大会
プログラムなどもある。
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222 各種会同往復綴 昭和9年1月31日
～昭和10年4月2日

1934～1935 神村役場 竪冊 1 主として沼隈郡町村長会・沼隈郡農会などからの通知文書で，
沼隈郡町村会協議要項，沼隈郡教化事業連盟規約，広島県町村
会定期総会協議要項，優良村及自治功労者事績概要(広島県)，
沼隈郡西部7ケ町村産業技術員研究会協議要項などもある。

223 会議結果報告綴 昭和21年10月5日
～昭和22年6月21日

1946～1947 神村役場 竪冊 1 村会議長から村長宛の村会結果報告で，議決書・議事録・各種
委員選任報告を綴る。村会議員選挙管理委員会規程，村会議規
則，臨時家族手当支給規則や村民税賦課一覧などあり。

224 諸会議速記録簿 昭和22年7月9日
～昭和23年5月23日

1947～1948 庶務 竪冊 1 村会協議会，各種団体長協議会(祭礼・体育大会など)，新制中
学校設置委員会，民生委員会の協議要項と決定事項メモを綴る
(鉛筆書き)。

225 諸会議速記録 昭和23年12月28日
～昭和24年12月24日

1948～1949 庶務 竪冊 1 村会及び村会協議会，村会・嘱託員合同協議会，村民税協議
会，選挙管理委員会の議事摘要を綴る(鉛筆書き)。

226 諸会議速記録 昭和25年1月13日
～12月27日

1950 庶務 竪冊 1 村会及び村会協議会の議事摘要(鉛筆書き，朱筆挿入)で，大成
館中学校寄付金収納問題，村民税滞納問題など協議あり。

227 陳情書及申請書 昭和27年1月17日
～4月23日

1952 (神村) 綴・葉書・
封書など
(袋入)

1 2区ほかからの村有林譲渡請願書であるが，教員転任挨拶状が混
入する。

228 陳情書 昭和27年7月3日
～昭和29年1月26日

1952～1954 神村農業委員会 竪冊 1 農地潰廃異議・農地返還・買収保留・訴訟中所有権確定延期な
どの陳情書を綴る。

229 補助金に関する件 昭和22年1月21日
～昭和26年3月7日

1947～1951 神村農地委員会 竪冊 1 農地改革・農地委員会の所要経費に関わる補助金交付につき，
福山地方事務所・広島県農地部からの通知・照会及びその報告
文書を綴る。

230 来翰文書綴 昭和25年1月10日
～12月16日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 福山地方事務所・広島県農地部からの農地改革に関わる通知文
書を綴る。事務打合会協議要項，講習会資料，農地委員会広島
県協議会定期大会関係資料も含む。

231 書記に関する件 昭和22年3月15日
～昭和25年5月8日

1947～1950 神村農地委員会 簿冊 1 農地委員会書記任用に関する文書(履歴書・認証書・退職願書な
ど)を綴る。

232 出勤簿 昭和23年1月2日
～5月31日

1948 神村農地委員会 竪冊 1 農地委員の出勤簿である。

233 日誌 昭和25年1月4日
～12月28日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 農地委員会業務日誌を綴る。

234 常会関係書類綴 昭和17年1月17日
～昭和18年1月4日

1942～1943 神村役場 竪冊 1 広島県総務部からの通知文書及び神村役場・常会司会者からの
常会開催通知書を綴る。各月村常会伝達事項並びに徹底事項，
各月常会実施報告，常会提出資料(神村国民学校)，神村防空警
報伝達系統図などあり。

33



235 常会ニ関スル綴 昭和19年1月30日
～昭和20年3月27日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 主として広島県内務部(大政翼賛会広島県支部)・沼隈深安地方
事務所からの通知文書(常会運営指針など)を綴る。各月村常会
伝達事項並びに徹底事項，村常会提出事項，各月村常会実施報
告などあり。

236 常会関係綴 昭和20年4月10日
～昭和21年12月20日

1945～1946 神村役場 竪冊 1 村常会各回提出議題要項，村常会開催状況報告，「広島県総動
員」(定期刊行物)を綴る。その他，福山地方事務所からの常会
運営指導などに関する通知文書の綴り込みあり。

237 神村事務報告書 明治33年3月5日 1900 (神村) 綴 1 明治32年役場事務報告とともに地図調製遅延問題につき村長釈
明書を綴る。

238 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村13区農地所有権者申告書を綴
る。

239 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村14区農地所有権者申告書を綴
る。

240 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村3区農地所有権者申告書を綴
る。

241 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村2区農地所有権者申告書を綴
る。

242 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村1区農地所有権者申告書を綴
る。なお，末尾に共有地分散耕地(開墾地)調書添付あり。

243 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村10区農地所有権者申告書を綴
る。

244 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村６区西農地所有権者申告書を
綴る。

245 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村12区農地所有権者申告書を綴
る。なお，末尾に共有地分散耕地(開墾地)調書添付あり。

246 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村11区農地所有権者申告書を綴
る。

247 〔農地所有権調〕 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村8区農地所有権者申告書を綴
る。なお，末尾に共有地分散耕地(開墾地)調書添付あり。

248 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村9区東農地所有権者申告書を綴
る。

249 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村9区ロ組農地所有権者申告書を
綴る。
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250 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村9区西農地所有権者申告書を綴
る。

251 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村4区西農地所有権者申告書を綴
る。なお，末尾に共有地分散耕地(開墾地)調書添付あり。

252 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村5区農地所有権者申告書を綴
る。

253 農地所有権調 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 神村農地委員会に提出した，神村6区東農地所有権者申告書を綴
る。

254 買収計画書 昭和22年3月31日
～昭和26年11月1日

1947～1951 神村農地委員会・
農業委員会

簿冊 1 第1次～第31次農地買収計画書よりなる。買収地の地目・面積・
賃貸価格・対価・報償金・所有者・小作者の情報あり。

255 自農法による売渡計画書 昭和22年
～昭和23年

1947～1948 神村農地委員会 簿冊 1 第1次～第7次追加農地売渡計画書よりなる。売渡相手方・所有
者・地目・面積・賃貸価格・対価の情報あり。

256 農地改革資料(第二号) 昭和23年6月2日
～昭和26年7月1日

1948～1951 神村農地委員会 竪冊 1 「農業改革」(農地委員会全国協議会発行)第1号～第8号，「農
地改革資料」(農林行政研究会発行)第54号～137号(欠号あり)を
綴る。

257 広島県沼隈郡神村農地買収計画 昭和22年3月31日 1947 神村農地委員会 竪冊 1 第1次農地買収計画書で，買収地の地目・面積・賃貸価格・対
価・報償金・所有者・小作者の情報あり。

258 弟(第)一次より買収土地異動調書 昭和24年10月4日
～昭和25年7月14日

1949～1950 神村農地委員会 竪冊 1 第1次～第15次農地買収に伴う土地異動調書で，福山税務署の土
地名寄帳整理済の返還分を綴る。地目・面積・元所有者・譲受
人の情報あり。

259 買収売渡訂正 昭和24年2月1日
～昭和25年1月29日

1949～1950 (神村農地委員会) 竪冊 1 第2次～第8次農地売渡調査訂正表と買収異議申請書・買収売渡
訂正願書を綴る。

260 自農法による売渡計画書 昭和23年10月1日
～昭和25年3月2日

1948～1950 神村農地委員会 簿冊 1 第8次～第15次農地売渡計画書よりなる。売渡相手方・所有者・
地目・面積・賃貸価格・対価の情報あり。

261 農地買収令書謄本(自農法による
もの)

昭和22年3月31日
～昭和26年11月1日

1947～1951 神村農地委員会・
農業委員会

竪冊 1 第1次～第17次農地買収の際の令書(広島県からの通知書)の謄本
を綴る。

262 自農法による買収売渡分筆 昭和22年
～昭和25年

1947～1950 神村農地委員会・
農業委員会

竪冊 1 第2次～第15次農地買収に伴う，福山税務署宛の土地分筆・地目
変換届を綴る。神村農地委員会承認押印あり。

263 国有林野地元利用状況調査 昭和27年11月6日
～12月11日

1952 勧業係 竪冊 1 福山営林署へ提出の国有林野地元利用状況調査表である。

264 農地改革資料(第一号) 昭和22年7月18日
～昭和24年3月30日

1947～1949 神村農地委員会 竪冊 1 「農地改革資料」(農林行政研究会発行)第1号～56号を綴る。
256の続編。

265 登記事務関係 昭和24年2月7日
～昭和27年8月

1949～1952 神村農地委員会 竪冊 1 農地開放に伴う土地台帳整理事務及び登記事務要領よりなる。
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266 第三，四及二十一次保存登記済 昭和25年3月
～11月30日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 第3次・第4次・第21次土地買収に伴う所有権保存登記嘱託書を
綴る(広島法務局松永出張所の登記済通知添付)。

267 自農法に因る売渡登記済 昭和27年3月
～4月

1952 神村農業委員会 竪冊 1 土地売渡登記嘱託書を綴る(登記済通知添付なし)。

268 第八次保存登記済 昭和25年3月
～11月30日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 第8次土地買収に伴う所有権保存登記嘱託書を綴る(広島法務局
松永出張所の登記済通知添付)。

269 農地等対価年賦支払契約書綴 昭和22年3月31日
～昭和24年10月27日

1947～1949 神村農地委員会 竪冊 1 農地開放に伴う土地売渡代金繰上償還手続から納入完了に至る
文書を綴る。

270 自農法による登記の誤謬訂正登記
のうつし

昭和26年7月30日
～昭和27年8月

1951～1952 神村農業委員会 竪冊 1 農地登記誤謬訂正手続に関する文書で，登記抹消登記嘱託書と
売渡通知書(抹消登記済押印)を綴る。

271 自農法買収地の代位申告書(筆並
に地目変換)

昭和24年10月
～昭和25年3月1日

1949～1950 (神村農地委員会) 竪冊 1 第1次～第12次農地買収につき土地所有権者代位申告書を綴る
(土地台帳照合確認済の福山税務署の通知記入)。

272 自農法による代位登記嘱託書 昭和25年1月
～昭和27年3月

1950～1952 神村農業委員会 竪冊 1 第1次～第15次農地買収に伴う所有権代位登記嘱託書を綴る。

273 愛宕山末墾地買収登記嘱託書 昭和25年3月
～10月25日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 愛宕山未墾地買収登記嘱託書と登記用紙閉鎖届よりなる。

274 第十一次保存登記建物 昭和25年3月
～11月30日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 家屋所有権保存登記嘱託書を綴る。

275 嘱託書綴 昭和27年5月2日
～昭和28年2月27日

1952～1953 神村役場 竪冊 1 道路敷設に伴う土地登記嘱託書を綴る。

276 第七次保存登記済 昭和25年3月
～11月30日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 第7次土地買収に伴う所有権保存登記嘱託書を綴る。

277 自農法に因る買収登記済 昭和25年3月
～7月29日

1950 神村農地委員会 竪冊 1 第1次～第12次農地買収に伴う土地登記嘱託書を綴る。

278 買収后の分筆 昭和25年3月
～9月7日

1950 神村農地委員会・
農業委員会

竪冊 1 第3次・第4次・第8次買収後の土地表示変更(分筆)登記嘱託書を
綴る(登記済通知押印あり)。

279 調整法に関する件 昭和22年6月7日
～昭和24年2月8日

1947～1949 神村農地委員会 竪冊 1 農地買収に関する訴願・裁決書・棄却通知書及びその審議につ
き農地委員会議事録を綴る。

280 調整法関係 昭和22年3月14日
～昭和24年12月12日

1947～1949 神村農地委員会 竪冊 1 台帳・現況を比較した土地異動見出し帳簿で，地目・反別・新
旧耕作者・異動事由の情報あり。

281 自農法による土地証明書 昭和25年1月
～4月11日

1950 神村農地委員会・
農業委員会

竪冊 1 第1次～第12次土地買収後の土地表示変更に伴う代位登記嘱託書
を綴る(土地台帳照合済の福山税務署証明通知あり)。

282 神村地主小作調査表 昭和23年7月 1948 (神村) 綴 1 地主名寄帳簿で地目・反別・耕作者の情報あり。地区別地主・
小作戸数・反別総括表添付あり。

283 各種権利調 昭和20年11月23日 1945 神村農地委員会 竪冊 1 第10区・11区・13区・14区住民の土地保有諸権利申告書で，地
目・反別・賃貸価格の情報あり。
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284 鉄道書類入 明治27年3月27日
～明治28年9月16日

1894～1895 (神村) 袋 1 山陽鉄道線路付属道溝変更に関する示談書類(往復文書，下書
き)を収める。

285 民有保護林取調表 明治19年5月 1886 神村 簿冊 1 民有地保護林(薪山)一覧で反別・地租・樹種・山相・地勢・事
故(防災機能)・所有者の情報あり。

286 〔河川堤防調書〕 明治22年カ 1889カ 神村 綴 1 羽原川・延谷川・入江川・鍋田川・富田川堤防規模，堤防工
費，及び負担地価総計に関する調書を綴る。

287 飛地之義ニ付上申 明治15年9月25日 1882 神村戸長石井猪兵
衛

綴 1 松永村との飛び地錯綜地境界確定につき協議に至らざる旨上申
書で，図面の添付あり。

288 〔河川取調書〕 明治24年8月28日 1891 神村長橘高長三郎 綴 1 羽原川・延谷川・入江川・鍋田川・富田川の規模・流勢・被害
経費・管理慣行・深浅をまとめる。

289 河川取調表(控) 明治25年カ 1892 神村 綴 1 羽原川・延谷川・入江川・鍋田川・富田川の規模・灌漑反別・
既往被害・浸水地反別・管理土木費をまとめたもので，図面の
添付あり。

290 〔保安林のうち分筆を要する地所
進達〕

明治33年11月6日 1900 神村役場 綴 1 分筆対象の保安林野取図を綴る。

291 水利ニ関スルヶ所上申(控) 明治25年 1892 神村長橘高長三郎 綴 1 用水路・溜池所在字名の一覧である。

292 〔河川取調表断簡〕 明治25年カ 1892 神村 竪紙 3 №289の断簡である。

293 人口調査関係綴 昭和20年9月12日
～昭和21年4月9日

1945～1946 神村役場 竪冊 1 敗戦直後11月に実施された人口調査に関する文書で，調査要
綱・打合会要項や福山地方事務所からの通知文書を綴る。調査
区別世帯・人口調査集計表・年齢別人口調査集計表及び在住朝
鮮人年齢別人口調査集計表などデータあり。

294 人口調査関係綴 昭和21年3月10日
～5月15日

1946 神村役場 竪冊 1 人口分布変動激化のため実施された人口調査・農家調査に関す
る文書で，調査要綱・打合会要項や福山地方事務所からの通知
文書を綴る。調査区別世帯・人口調査集計表・年齢別人口調査
集計表・就業形態別人口調査集計表などデータあり。

295 戸籍統計表 昭和26年1月
～12月

1951 (神村) 竪冊(大) 1 戸籍事務処理数の月別統計表である。

296 戸籍統計表 昭和27年1月
～12月

1952 神村役場 竪冊(大) 1 戸籍事務処理数の月別統計表である。

297 人口動態統月報 昭和21年2月10日
～昭和26年1月5日

1946～1951 神村役場 竪冊 1 人口動態月報・月別日計表(出生・死産・婚姻・離婚)及び月別
死亡者年齢別日計表を綴る。

298 国勢調査諸達綴 大正14年6月29日
～12月9日

1925 神村役場 竪冊 1 国勢調査実施につき主として沼隈郡役所からの調査要綱・通知
文書を綴る。結果表(戸口)，沼隈郡明細全図(沼隈郡小誌)，広
島県生産力調(統計速報)など挟み込みあり。

299 国富及国民所得調査綴 昭和10年11月13日
～昭和11年2月11日

1935～1936 神村役場 竪冊 1 国富・国民所得調査(抽出調査)実施に関する，主として広島県
総務部からの通知・報告文書を綴る。
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300 統計調査ニ関スル書類 昭和4年1月12日
～昭和15年7月13日

1929～1940 神村役場 竪冊 1 各種産業統計調査事務につき，主として広島県総務部からの通
知文書や主任者協議会指示事項・訓示などを綴る。

301 統計ニ関スル綴 昭和16年3月31日
～昭和18年1月6日

1941～1943 神村役場 竪冊 1 各種統計調査事務につき，主として広島県総務部からの通知・
照会文書・回答督促票及びその調査報告表を綴る。職業別戸数
調査表，中小商工業者出征家族・遺家族戸口調査表，農産物調
査表，台風被害状況調査表，藺草移入実績調査表，農産物作付
反別及び収穫高調査表などデータあり。

302 統計ニ関スル綴(調査) 昭和18年1月16日
～昭和19年3月14日

1943～1944 神村役場 竪冊 1 各種統計調査事務につき，主として沼隈深安地方事務所からの
通知・照会文書及び調査報告表を綴る。農産物調査表，職業別
戸口調査表，農地事情調査表，藺製品製造状況調査表，経営別
家畜飼養頭数調査表，生産総価額調査表，農産物作付反別及び
収穫高調査表などデータあり。

303 人口調査関係綴 昭和19年1月10日
～9月9日

1944 神村役場 竪冊 1 人口調査につき主として広島県官房長からの通知文書・調査要
綱を綴る。年齢別・従業形態別人口調査集計表の挟み込みあ
り。

304 労働統計調査関係書綴 昭和14年8月4日
～10月30日

1939 神村役場 竪冊 1 第6回労働統計実地調査につき関係法規及び広島県総務部からの
通知文書や事務打合会指示要項を綴る。

305 労働統計調査綴 昭和15年4月24日
～昭和16年6月20日

1940～1941 神村役場 竪冊 1 臨時労働及び技術統計実地調査につき調査提要・問答集や事務
打合会訓示・指示事項，広島県総務部からの通知文書を綴る。
準備調査簿(事業体一覧)などの綴り込みあり。

306 年次勤労統計調査関係綴 昭和19年5月18日
～6月11日

1944 神村役場 竪冊 1 勤労統計調査につき調査提要・問答集や広島県官房長との事務
報告の往復文書を綴る。準備調査簿(事業体一覧)などの綴り込
みあり。

307 年次勤労統計調査関係綴 昭和20年7月4日
～昭和21年1月16日

1945～1946 神村役場 竪冊 1 勤労統計調査につき調査提要とともに広島県内政部との事務報
告の往復文書を綴る。準備調査簿(事業体一覧)などの綴り込み
あり。

308 年次勤労統計調査関係綴 昭和21年7月1日
～8月31日

1946 神村役場 竪冊 1 勤労統計調査につき広島県内務部との事務報告の往復文書を綴
る。準備調査簿(事業体一覧)などの綴り込みあり。

309 ぬまくま統計要覧 昭和28年4月1日 1953 広島県統計協会沼
隈郡支部

冊子 1 昭和26年・27年の各種統計データを収載する。

310 重要物資調査関係綴 昭和15年11月5日
～昭和18年9月6日

1940～1943 神村役場 竪冊 1 農林省・商工省所管重要物資・金属類保有状況調査につき，広
島県総務部・官房長からの通知・照会及びその報告文書を綴
る。

311 職業別世帯及人口調査票 昭和19年1月1日 1944 (神村) 綴 15 調査区別に綴られた職業別世帯・人口調査個票。世帯構成者氏
名・年齢・職業(本業・副業)の情報あり。

312 職業別世帯及人口調査票 昭和22年1月15日 1947 (神村) 綴 19 調査区別に綴られた職業別世帯・人口調査個票。世帯構成者氏
名・年齢・宗教・職業(本業・副業)の情報あり。
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313 工業統計調査申告用商品分類表 昭和26年12月 1951 通商産業省 冊子 1 工業統計調査用に作成され，日本標準商品分類を簡略化する。

314 工業調査調査員心得 昭和26年 1951 通商産業省調査統
計部

冊子 1 工業統計調査に際して調査員に配布されたマニュアルである。

315 部落有財産台帳 大正～昭和初年カ 不詳 神村 竪冊 1 部落別の共有財産台帳で，地番・地目・反別・地価の情報あ
り。

316 部落会諸件 昭和19年1月20日
～昭和21年1月26日

1944～1946 神村役場 竪冊 1 部落会整備助成金関係につき沼隈深安地方事務所(福山地方事務
所)との往復文書を綴る。また，優良部落会事績調書(第4区西谷
隣保班)挟み込みあり。

317 部落会関係綴 昭和21年1月1日
～昭和22年4月12日

1946～1947 神村役場 竪冊 1 村常会運営に関わる文書で，福山地域事務所からの通知文書と
ともに，月例村常会提出事項，村常会開催状況報告，月例投書
解答，回覧板を綴る。

318 常会関係綴 昭和17年12月19日
～昭和18年11月29日

1942～1943 神村役場 竪冊 1 村常会運営・統制に関わる文書で，広島県内政部からの通知文
書(月例徹底事項，健民運動実施要項，優生結婚奨励など)とと
もに，月例村常会伝達事項，村常会開催状況報告，回覧板を綴
る。

319 常会出席簿 昭和19年4月23日
～昭和21年3月26日

1944～1946 (神村) 簿冊 1 村常会出席簿を綴る。

320 常会関係例規綴 昭和17年7月 1942 神村役場 竪冊 1 部落会町内会等町村事務主任者協議会要項，沼隈深安地方事務
所概要を綴る。「常会必携」など小冊子挟み込みあり。

農林水産業調査報告簿 昭和17年
～昭和18年

1942～1943 (神村) 綴 1

1農林水産調査報告簿(Ⅲ農作物実
収調査)

昭和17年7月31日
～12月31日

1942 (神村) 冊子 1 農作物品種別の作付面積・実収高の調査票を綴る。夏期基本調
査に依拠するデータもあり。

2農林水産調査報告簿(Ⅰ速報調
査)

昭和17年5月20日
～9月25日

1942 (神村) 冊子 1 農作物品種別の作付面積・予想収穫高の調査票を綴る。災害に
伴う生育状況の記載あり。

3農林水産調査報告簿(基本調査) 昭和17年8月1日
・昭和18年2月1日

1942・1943 (神村) 冊子 1 夏期調査(稲作など)・冬季調査(家畜)対象の農林水産業分野の
調査票を綴る。

4農林水産調査報告簿(Ⅲ漁業調査
第七条調査)

昭和17年4月30日
～昭和18年2月末

1942～1943 (神村) 冊子 1 水産業分野の調査票とともに家畜・林業関係の調査票を綴る。

322 農林水産業調査報告簿綴 昭和18年4月25日
～昭和19年2月1日

1943～1944 神村役場 簿冊 1 速報調査・漁業調査・第7条調査票，夏期基本調査票，冬季基本
調査票を綴る。

323 農林水産業調査報告簿 昭和19年4月27日
～昭和20年2月28日

1944～1945 神村役場 簿冊 1 速報調査・漁業調査・第7条調査票，基本調査票を綴る。

324 農林水産業調査報告簿綴 昭和21年4月23日
～昭和22年2月28日

1946～1947 神村役場 簿冊 1 速報調査・漁業調査・第7条調査票，基本調査票を綴る。

325 農林水産業調査報告簿綴 昭和22年5月14日
～昭和23年3月26日

1947～1948 神村役場 簿冊 1 速報調査・漁業調査・第7条調査票を綴る。
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326 農林水産業調査報告簿綴 昭和23年5月18日
～昭和24年2月28日

1948～1949 神村役場 簿冊 1 速報調査・漁業調査・第7条調査票を綴る。なお，末尾に農作物
実収高報告書の総括表の添付あり。

327 農林水産業調査関係綴 昭和17年4月9日
～12月1日

1942 神村役場 簿冊 1 年次定例の農林水産業調査につき，主として広島県総務部から
の通知・照会文書及びその調査報告書・調査票を綴る。また，
調査実施に際しての村内手続に関する通知文書や，稲作予想高
再調査緊急常会開催経緯メモなどもあり。

328 農林水産業調査関係綴 昭和18年1月23日
～12月18日

1943 神村役場 簿冊 1 農林水産業調査につき，主として広島県官房長からの通知・照
会文書及びその調査報告書・調査票を綴る。特に調査報告疑義
につき照会・回答往復文書が多い。

329 農林水産業調査関係綴 昭和19年1月10日
～12月31日

1944 神村役場 竪冊 1 農林水産業調査につき，主として広島県官房長からの通知・照
会文書及びその調査報告書・調査票を綴る。なお，各種調査実
施要領，各種調査事務打合会注意事項，官房長訓示も綴り込
む。

330 農林水産業調査関係綴 昭和19年12月24日
～昭和20年10月30日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 年次定例の農林水産業調査につき，主として沼隈深安地方事務
所(福山地方事務所)からの通知・照会文書及びその調査報告
書・調査票を綴る。なお，各種調査実施要領・各種調査事務打
合会注意事項，米生産地力調査委員会メモも綴り込みあり。

331 農林水産業調査関係綴 昭和21年2月2日
～12月31日

1946 神村役場 竪冊 1 年次定例の農林水産業調査につき，主として広島県内務部・福
山地方事務所からの通知・照会文書及びその調査報告書・調査
票を綴る。なお，各種調査事務打合会指示・注意事項，冬期・
夏期季報調査票内容審査票(調査区別)も綴り込みあり。

332 農林水産業調査関係綴 昭和22年1月17日
～昭和23年3月26日

1947～1948 神村役場 竪冊 1 年次定例の農林水産業調査につき，主として広島県内務部・福
山地方事務所からの通知・照会文書及びその調査報告書・調査
票を綴る。定例夏期基本調査を臨時農業センサスとして実施す
るにあたり要綱の綴り込みあり。

333 農林水産業調査関係綴 昭和23年1月8日
～昭和26年5月31日

1948～1951 神村役場 竪冊 1 農林水産業調査につき，主として広島県総務部・福山地方事務
所からの通知・照会文書及びその調査報告書・調査票を綴る。
なお，稲・甘藷作付面積調査事務打合会指示・注意事項も綴り
込む。

334 作物報告事務所ニ関スル綴 昭和23年1月27日
～昭和25年4月12日

1948～1950 神村役場 竪冊 1 年次定例の農林水産業調査につき，主として農林省広島作物報
告事務所(松永出張所)からの通知・照会文書及びその調査報告
書・調査票を綴る。なお，麦類被害調査報告，作物調査員事務
打合会事項，稲・甘藷作付面積調査事務打合会指示・注意事
項，農産物実収高調査要綱，潰廃地調査データ，出作・入作調
査データなども綴り込む。

335 藷類増産対策緊急開畑事業関係綴 昭和20年1月3日
～5月26日

1945 神村役場 簿冊 1 緊急増産耕地事業(食糧増産山林開墾)につき，主として福山耕
地出張所との往復文書で，事業割当・補助金申請など手続文書
や施行地人別地積調書を綴る。
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336 農業調査ニ関スル綴 昭和4年3月27日
～昭和5年12月17日

1929～1930 神村役場 簿冊 1 農業調査事務に関する広島県知事官房との往復文書で，調査区
設定・調査員選定をはじめ事務手続通知文書が多い。

1農業経営規ボ調査表 昭和26年 1951 神村農地委員会長 横半 1 第1区～第7区の農地経営規模調査個票を綴る。昭和20年・昭和
25年時点経営規模及び買受地の人別データで，地目，自・小作
各反別，村内・村外買受反別の情報あり。

2農業経営規ボ調査表 昭和26年 1951 神村農地委員会長 横半 1 第9区東～第13区の農地経営規模調査個票を綴る。昭和20年・昭
和25年時点経営規模及び買受地の人別データで，地目，自・小
作各反別，村内・村外買受反別の情報あり。

338 自作農貸附金整理簿 昭和8年6月14日
～昭和10年4月9日

1933～1935 神村長 竪冊 1 自作農奨励資金借入償還に関するもので，資金貸付整理委員会
日誌，協議決議事項などを綴る。

339 自作農奨励資金貸付調査原簿 昭和3年2月9日 1928 神村役場 竪冊 1 自作農奨励資金貸付による農地購入に関するもので，購入者台
帳，土地譲渡承諾書，耕地購入資金借受申込調書よりなる。

340 自作農奨励資金借入申込書綴 大正15年10月8日
～昭和2年2月10日

1926～1927 神村役場 竪冊 1 自作農奨励資金貸付による農地購入に関するもので，自作農奨
励資金借入申込書，耕地購入資金借受申込調書，土地譲渡承諾
書よりなる。

341 自作農奨励資金貸付審査会書類 昭和2年12月12日
～昭和3年12月21日

1927～1928 神村役場 竪冊 1 自作農奨励資金貸付規程(改定付記)，同審査会規程，審査会委
員名簿，購入者台帳よりなる。

342 自作農奨励資金借入申請書綴 昭和2年12月25日
～昭和4年2月1日

1927～1929 神村役場 竪冊 1 自作農奨励資金貸付手続文書として貸付予定調書・土地譲渡承
諾書・証明願(抵当権設定のための国庫補助証明)を綴る。

343 自作農奨励資金貸付ニ関スル規程
并ニ往復文書

昭和2年12月1日
～昭和13年8月16日

1927～1938 神村役場 竪冊 1 自作農奨励資金貸付制度運用に関する，主として広島県内務部
からの通知・照会文書及び報告書を綴る。各年度事業報告書(自
作農創設維持状況概要)をはじめ償還滞納調書，農村恐慌に伴う
償還方法変更に関する文書などあり。

344 福山地方地域農業振興計画 昭和27年8月1日 1952 (福山地方事務所) 冊子 1 福山地方事務所管内の農業振興計画書である。

345 林業関係書綴 昭和18年1月7日
～昭和19年4月

1943～1944 神村役場 竪冊 1 森林管理・用益につき主として沼隈深安地方事務所・広島県経
済部からの通知・照会及び報告文書を綴る。昭和17年度販売・
伐採データ，木材増産供出大会，軍需造船供木運動に関する文
書などあり。

346 村内耕作一覧表(農調台帳) 昭和24年5月 1949 神村農地委員会 竪冊 1 地区別・人別耕作反別一覧である。

347 被害報告跡 昭和18年6月1日
～昭和23年11月13日

1943～1948 神村役場 竪冊 1 広島県官房長・福山地方事務所宛の農林水産物被害(病虫害・風
水害)状況報告票を綴る。

348 改訂農地小作料 昭和18年 1943 神村農地委員会 簿冊 1 改定小作料台帳で地主・小作人・反別・新旧小作料の情報あ
り。

349 小作料増加金承認綴 昭和25年4月21日
～昭和26年1月31日

1950～1951 神村農地委員会 竪冊 1 地主からの小作料付随増加金負担承認申請書を綴る。
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350 世帯別耕地調(第一区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

351 世帯別耕地調(第二区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

352 世帯別耕地調(第三区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

353 世帯別耕地調(第四区) 昭和22年2月1日 1947 (神村農地委員会) 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

354 世帯別耕地調(第五区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

355 世帯別耕地調(第六区東) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

356 世帯別耕地調(第六区中) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

357 世帯別耕地調(第六区西) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

358 世帯別耕地調(第七区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

359 世帯別耕地調(第九区東) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

360 世帯別耕地調(第九区ロ組) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

361 世帯別耕地調(第九区西) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

362 世帯別耕地調(第十区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

363 世帯別耕地調(十一区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

364 世帯別耕地調(第十二区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

365 世帯別耕地調(第十三区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。
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366 世帯別耕地調(第十四区) 昭和22年2月1日 1947 神村農地委員会 綴 1 世帯別耕地調査票で構成員・所有地反別(村内・村外・自作地・
貸借地)の情報あり。

367 農業団体統合関係 昭和19年2月4日
～昭和20年6月16日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 農業会設立事務協議会開催から設立総会に至る手続文書で，沼
隈深安地方事務所からの指示事項，事務手続概要(広島県)，会
則雛型などを綴る。

368 報告文書綴 昭和18年5月12日
～昭和21年5月18日

1943～1946 神村森林組合 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所(福山地方事務所)との往復文書
で，造林・伐採など資源管理や薪炭・燃料増産に関するもの，
公有林調書，森林組合設立手続文書などを綴る。

369 森林組合移行に関する綴 昭和26年11月18日
～昭和27年4月25日

1951～1952 神村森林組合 竪冊 1 森林組合改組手続につき，主として福山地方事務所・広島県林
務部からの通知文書・指導マニュアルとともに，森林組合設立
登記申請書(総会議事録添付)を綴る。

370 森林組合合併の手引(施設組合) 昭和35年10月 1960 広島県林務部 冊子 1 森林組合合併促進のために作成された手続事務マニュアルであ
る。

371 〔森林組合合併に伴う引継書〕 昭和36年2月10日
～5月6日

1961 (神村森林組合) 竪冊 1 町村合併に伴う森林組合合併につき，神村森林組合より松永市
森林組合への事業引継書。合併予備契約書・事業成績書・登記
抄本を含む。

372 森林組合振興計画書(昭和35年～
昭和38年)

昭和35年 1960 松永市森林組合 冊子 1 昭和36年度～38年度における5部門別(販売・購買・利用・管
理・林産)の事業計画書である。

373 森林組合定款 不詳 不詳 不詳 冊子 1 森林組合定款の模範雛形である。

374 組合員名簿 昭和26年1月20日
～昭和31年3月8日

1951～1956 神村町森林組合 竪冊 1 神村町森林組合名簿であるが，森林組合合併議決臨時総会議事
録の挟み込みあり。

375 森林組合決議一件 昭和27年3月25日
～昭和36年1月23日

1952～1961 神村森林組合 竪冊 1 昭和27年度事業計画書・森林組合移行総会議事録・痩悪農用造
林事業計画，昭和34年度合同協議会(組合合併について)要項・
メモ及び嘱託員会議提出事項(松永市森林組合設立について)よ
りなる。

376 伊勢山施業関係文書綴 昭和9年4月9日
～昭和10年1月19日

1934～1935 神村役場 竪冊 1 伊勢山山林施業につき委員会メモ・監督賃金支払表よりなる。

377 松本農道に関する書類 昭和25年2月
～10月19日

1950 (神村農地委員会) 綴 1 道路敷設につき農地地目変換許可申請書を綴る。

378 供出割当等参考 昭和20年12月7日
～昭和21年12月5日

1945～1946 (神村) 竪冊 1 供出割当事務に関する，主として福山地方事務所からの通知文
書や供出方針要綱とともに，神村農業会指示伝達事項，各種協
議会提出事項(部落常会長・増産協力班長緊急会同など)を綴
る。

379 文書発信綴 昭和27年4月3日
～12月22日

1952 神村農業委員会 竪冊 1 農地調整に関わる，主として広島県農地課・福山地方事務所と
の往復文書及び近隣町村農業委員会や農地所有権者への通知文
書を綴る。農地開放実績調書，農地登記促進報告などもあり。
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380 農地の賃借権又は永小作権・使用
賃借権を有するものゝ申告書

昭和22年2月1日 1947 (神村農地委員会) 綴 1 所有者・地目・反別・農地種類・自小作区分・耕作者の情報あ
り。

381 農地の賃借権又は永小作権・使用
賃借権を有するものゝ申告書

昭和22年2月1日 1947 (神村農地委員会) 綴 1 昭和21年6月以降の耕作者異動分で，貸主・地目・反別・新旧耕
作者の情報あり。

382 農地の所有権を有するものゝ申告
書

昭和22年2月1日 1947 (神村農地委員会) 綴 1 所有者・地目・農地種類・自小作区別・耕作者の情報あり。

383 〔納税組合納税整理簿〕 不詳 不詳 (神村) 綴 1 納税組合別納税日計簿で，共有地申告書及び農地・宅地買収計
画書の添付あり。

384 沼隈郡神村有林施業要領 昭和4年2月15日
～昭和15年6月24日

1929～1940 (神村役場) 竪冊 1 村有林施業実施要領とともに，広島県(内務部・経済部)との認
可申請往復文書を綴る。

385 第二期・沼隈郡神村有林施業要領 昭和7年6月 1932 (神村) 竪冊 1 村有林施業実施要領・森林調査簿よりなる。施業区割図添付あ
り。

386 第三期・沼隈郡神村有林施業要領 昭和14年5月
～昭和15年8月23日

1939～1940 (神村) 簿冊 1 村有林施業実施要領・森林調査簿及び認可書よりなる。

387 備後の藺業 昭和26年8月18日 1951 福山地方事務所 冊子 1 東村・瀬戸村・熊野村の藺草農家・非藺草農家を対象とした経
営実態調査報告書である。

388 広島県立農事試験場五十年史 昭和28年3月31日 1953 広島県立農業試験
場

冊子 1 広島県内各地に設置された農業試験場の沿革史で，福山地域に
関わるものとして，第二農事試験場・南部原種圃・東部園芸
場・福山支所・藺草試験場・東部支場について記述あり。

389 蠁蛆被害調査成績 昭和10年9月 1935 広島県蠶業取締所 冊子 1 広島県内町村別に昭和10年春蚕期蠁蛆寄生歩合データあり。

390 農産物の県営検査に関する綴 昭和25年6月10日
～昭和27年12月8日

1950～1952 勧業係 竪冊 1 農林物産県営検査実施手続につき福山地方事務所からの通知文
書で，特に畳表に関するものを綴る。

391 夏期調査結果表 昭和17年8月1日
・昭和18年8月1日

1942・1943 (神村) 竪冊(大) 1 調査区別の農林水産業夏期調査の結果票を綴る。

392 勧業ニ関スル綴(其の一農林) 昭和23年1月29日
～12月28日

1948 神村役場 竪冊 1 食糧・農用燃料需給調整や農用需要品・農機具需要調査に関す
る文書で，主として福山地方事務所からの通知・照会及びその
報告文書よりなる。食糧調整委員会委員協議会協議摘要なども
綴り込まれている。

393 勧業ニ関スル綴(其の一農林)・そ
の二

昭和24年10月17日
～昭和25年10月17日

1949～1950 (神村) 竪冊 1 農林業生産や農用品需要・配給に関して，福山地方事務所から
の通知・照会文書及びその報告書よりなる。果樹・果樹苗木生
産状況調査や自給肥料施用量慣行調査など綴り込みあり。

394 勧業に関する綴(畜産) 昭和25年1月25日
～昭和27年12月8日

1950～1952 勧業係 竪冊 1 畜産業・家畜衛生管理に関する文書で，主として福山地方事務
所からの通知・照会文書及びその報告書よりなる。第3回・第4
回畜牛共進会出品目録，家畜・家禽の頭数・羽数調査報告など
綴り込みあり。
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395 勧業に関する綴(水産) 昭和25年7月20日
～昭和29年3月22日

1950～1954 勧業係 竪冊 1 水産業(特に内水面漁業)に関して，福山地方事務所・広島県経
済部からの通知・照会文書及びその報告書よりなる。溜池実態
調査報告表などあり。

396 勧業に関する綴(農林) 昭和25年10月3日
～昭和26年7月3日

1950～1951 勧業係 竪冊 1 農林業生産や農用品需要・配給に関して，福山地方事務所から
の通知・照会文書及びその報告書よりなる。果樹・果樹苗木生
産状況，面積調書や麦作酸性土壌矯正優良事例調査，自給肥料
生産消費実態調査，特用作物実態調査，各種虫害発生被害状況
報告など綴り込みあり。

397 勧業に関する綴(農林) 昭和26年7月6日
～昭和27年4月1日

1951～1952 勧業係 竪冊 1 農林業生産や農用品需要・配給に関して，福山地方事務所から
の通知・照会文書及びその報告書よりなる。7月豪雨被害調書，
農業計画・農繁期合理化運動現地懇談会摘要，果樹生産状況報
告表，主要食糧作物病虫害被害状況報告，町村長ほか合同協議
会提出要項，市・郡別特用作物栽培状況一覧，無電灯部落戸数
調査(地区別)，合同協議会提出事項など綴り込みあり。

398 勧業に関する綴(農林) 昭和27年4月16日
～昭和28年1月5日

1952～1953 勧業係 竪冊 1 農林業生産や農用品需要・配給に関して，福山地方事務所から
の通知・照会文書及びその報告書よりなる。藺草刈取期間天気
予報通知依頼，各種農事協議会資料(協議要項・メモ)，特殊農
作物生産実績表，果樹生産状況報告表など綴り込みあり。

399 勧業に関する綴(農林) 昭和28年1月5日
～6月16日

1953 神村役場 竪冊 1 農林業生産や配給に関して，福山地方事務所からの通知・照会
文書及びその報告書よりなる。藺業振興ブロック懇談会案内(改
善要項添付)，町村農事担当者会議協議事項，水害対策協議会提
出要項など綴り込みあり。

400 勧業に関する綴(農林) 昭和28年6月23日
～12月23日

1953 神村役場 竪冊 1 農林業生産や配給に関して，福山地方事務所からの通知・照会
文書及びその報告書よりなる。農業振興計画推進状況調書，農
村副業調査票，農事担当者会議案内(協議要項添付)，畳表・稲
作豪雨被害救済陳情書，畳表織機改善修理実施要領，畳表神社
御神体鎮座祭案内，農業実習生交換計画要領など綴り込みあ
り。

401 勧業に関する綴(畜産) 昭和28年1月17日
～昭和29年3月24日

1953～1954 神村役場 竪冊 1 畜産振興・家畜衛生管理につき，主として福山地方事務所・沼
隈家畜保健衛生所からの通知文書で，畜産振興対策小冊子(広島
県)，協力委員協議要項など綴り込みあり。

402 勧業に関する綴(農林) 昭和29年1月9日
～3月30日

1954 神村役場 竪冊 1 農業振興につき主として福山地方事務所・広島県経済部からの
通知・照会文書及び報告書を綴る。昭和29年度藺業振興対策(藺
業振興会)，果樹品種分布調査表，福山地方地域農業振興計画，
町村農事担当者協議会提出要項，昭和28年病害虫発生状況(福山
病害虫防除所)，藺業振興ブロック懇談会報告(要望事項)，主要
農機具普及状況調査報告など綴じ込む。

403 工業調査票(甲) 昭和18年1月19日
～25日

1943 神村役場 横冊 1 昭和17年度工業調査個票よりなる。畳表製織業者・下駄加工業
者を網羅する。
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404 工業調査票(甲) 昭和19年1月30日
～2月5日

1944 神村役場 横冊 1 昭和18年度工業調査個票よりなる。畳表製織業者・下駄加工業
者を網羅する。

405 工業調査票(甲) 昭和20年1月30日
～2月12日

1945 神村役場 横冊 1 昭和19年度工業調査個票よりなる。畳表製織業者・下駄加工業
者を網羅する。

406 工業調査票(甲) 昭和21年6月17日
～7月30日

1946 神村役場 横冊 1 昭和20年度工業調査個票よりなる。畳表製織業者・下駄加工業
者を網羅する。

407 工業調査票(甲) 昭和22年5月9日
～24日

1947 神村役場 横冊 1 昭和21年度工業調査個票よりなる。畳表製織業者・下駄加工業
者を網羅する。

408 工業調査票(甲) 昭和22年3月4日
～12日

1947 (神村) 横冊 1 昭和22年度工業調査個票よりなる。畳表製織業者・下駄加工業
者を網羅する。

409 工業調査票(乙) 昭和17年8月20日
～昭和23年3月13日

1942～1948 神村役場 横冊 1 昭和16年度(再調査分)～昭和22年度分の工場調査個票よりな
る。

410 商工業調査関係書綴 昭和14年1月
～昭和23年4月17日

1939～1948 神村 竪冊 1 工業調査実施手続に関して，広島県官房・内務部・総務部から
の通知・照会及び報告文書を綴る。工業調査票配布につき対象
事業所一覧あり。

411 商工業調査該当者名簿 昭和17年12月 1942 (神村) 簿冊 1 工業調査(甲)対象事業所一覧よりなる。

412 〔商工業調査該当者名簿〕 未詳 未詳 (神村) 罫紙綴 1 工業調査(甲)対象事業所一覧よりなる。

413 工業調査(甲号)該当者名簿 未詳 未詳 (神村) 罫紙 1 工業調査(甲)対象事業所一覧よりなる。

414 商工業調査該当者名簿 昭和17年12月 1942 神村役場 簿冊 1 商業調査・工業調査(乙)・工業調査(甲)に分類した調査対象事
業所名簿で，工業調査(甲)については，さらに地区別にまとめ
ている。

415 商工業実態調査関係綴 昭和23年2月 1948 神村役場 竪冊 1 商工業実態調査実施事務に関する文書，及び調査個票を綴る。

416 生産工場業態調査 昭和21年11月10日 1946 神村役場 竪冊 1 業態調査個票を綴る。生産・資材・動力・雇用者数・機械設備
の情報あり。

417 勧業関係文書 昭和13年5月22日
～昭和15年4月18日

1938～1940 神村役場 竪冊 1 農工商全般(設備現況・需給調整・在庫・回収・配給)にわた
る，主として広島県経済部からの通知・照会及び回答文書を綴
る。耕地拡張見込調書，区長会決議摘要，畳表貿易業者調書な
ども見える。

418 勧業ニ関スル綴 昭和14年12月29日
～昭和16年12月18日

1939～1941 神村役場 竪冊 1 農工商全般(設備現況・需給調整・在庫・回収・配給)にわた
る，主として広島県経済部からの通知・照会及び回答文書を綴
る。地方経済状況報告，労力調整調査事業成績書，小作地返
還・農地耕作状況調査表，生産総価額調査票なども見える。
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419 勧業関係書綴 昭和16年12月27日
～昭和17年12月10日

1941～1942 神村 竪冊 1 農工商全般(設備現況・需給調整・在庫・回収・配給)にわた
る，主として広島県経済部からの通知・照会及び回答文書を綴
る。主要農作物生産調査票，自家消費品生産調査表，無畜農家
解消状況調書，鉱工業用薪消費量調査表なども見える。

420 勧業関係書綴 昭和18年1月4日
～昭和19年1月1日

1943～1944 神村 竪冊 1 農工商全般(物資動員・増産・需給調整・回収)にわたる，主と
して広島県経済部からの通知・照会及び回答文書を綴る。藺草
取扱調査書，専業農家耕作面積調査表，遊休畳表織機販売可能
数調書などあり。

421 勧業に関する綴(商工) 昭和25年12月27日
～昭和28年1月5日

1950～1953 勧業係 竪冊 1 各地自治体・各種団体からの商工関係に関する通知・依頼・照
会及びその回答文書を綴る。中小企業金融打開懇談会摘要，近
郷舞踊大会申込書(ひんよう踊)，福山市とんど祭案内，木履工
業指導所設置陳情書，第5回福山商工祭案内，字別戸口調査表な
どもある。

422 勧業に関する綴(商工) 昭和28年2月2日
～昭和29年3月30日

1953～1954 神村役場 竪冊 1 各地自治体・各種団体からの商工関係に関する通知・依頼・照
会及び回答文書を綴る。機械金属工業実態調査表，広島県東部
自動車技術協会発足案内(教習所)，第6回福山商工祭開催案内，
製造工業事業所名簿(福山市経済振興調査の一環)，鞆の浦観光
協会チラシ，広島県東部商工振興館案内(福山駅前)などもあ
る。

423 昭和34年度工場適地調査(Ａ種)・
備後地区

昭和34年11月 1959 広島県 簡易製本 1 備後地区工場適地調査の添付図面のみをまとめる。

424 商業者調査票 昭和21年6月 1946 (神村) 簿冊 1 商業調査個票を綴る。取扱品・業態・創業年月・加入団体など
の情報あり。

425 皇太子殿下行啓記念据置貯金台帳
(前篇)

大正15年9月 1926 神村役場 竪冊 1 地区別・人別の貯金領収台帳よりなる。

426 皇太子殿下行啓記念据置貯金台帳
(後篇)

大正15年9月 1926 神村役場 竪冊 1 地区別・人別の貯金領収台帳よりなる。

427 国民貯蓄綴 昭和16年9月17日
～昭和20年2月27日

1941～1945 神村婦人会 竪冊 1 大日本婦人会神村支部国民貯蓄組合に関する文書で，規約届・
貯蓄額月報・必勝国民貯蓄組合規約など基本情報をはじめ，支
部協議会摘要，組合長協議会指示・注意事項，組合長宛各種通
知要項など活動動向に関する文書も含む。

428 国民貯蓄書綴 昭和14年3月9日
～昭和16年12月24日

1939～1941 神村役場 竪冊 1 主として広島県総務部からの国民貯蓄奨励に関する通知・照会
及びその回答文書を綴る。135億貯蓄強調週間実施状況報告，国
民貯蓄組合結成状況調書などあり。別途，村常会提出事項を綴
り込む。

429 国民貯蓄組合書綴(昭和17年度其
ノ二)

昭和17年11月11日
～昭和18年5月10日

1942～1943 神村役場 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所からの国民貯蓄奨励に関する通
知・照会及びその回答文書を綴る。第7区国民貯蓄組合表彰回
覧，臨時資金調整法に関わる事務処置特別調査報告，優良地域
組合貯蓄増加状況報告，国民貯蓄増加状況調査報告，業域組合
結成・貯蓄現況調書などあり。
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430 国民貯蓄組合書綴 昭和18年3月25日
～昭和19年3月29日

1943～1944 神村役場 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所からの国民貯蓄奨励に関する通
知・照会及びその回答文書を綴る。貯蓄組合長宛通知要項，兵
器増産貯蓄総攻撃ほか臨時貯蓄増強運動実施要項など見える。

431 国民貯蓄組合関係綴 昭和19年3月20日
～昭和20年4月7日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所からの国民貯蓄奨励に関する通
知・照会及びその回答文書を綴る。貯蓄組合長宛各種通知要
項，サイパン島皇軍感謝貯金報告書など各種貯蓄実績報告など
あり。

432 国民貯蓄組合関係綴 昭和20年3月17日
～昭和21年12月18日

1945～1946 神村役場 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所からの国民貯蓄奨励に関する通
知・照会及びその回答文書で，敗戦後は復興貯蓄運動や旧貯蓄
組合処理に関する文書が占める。貯蓄組合長事務打合会指示・
注意事項，貯蓄組合長宛通知要項，村常会提出事項，国民貯蓄
組合概況報告などあり。

433 国民貯蓄関係綴 昭和21年5月29日
～昭和22年2月27日

1946～1947 神村役場 竪冊 1 国民貯蓄組合法改正以降の国民貯蓄(金融緊急措置実施貯蓄増
強・平和復興貯蓄運動・救国貯蓄運動など)に関して，主として
福山地方事務所からの通知・照会及びその回答文書を綴る。貯
蓄組合長宛各種通知要項，村常会提出事項などあり。

434 〔村常会関係綴〕 昭和17年5月27日
～9月6日

1942 (神村) 竪冊 1 主として村常会に関する文書で，村常会提出事項・貯蓄増強協
議会提出事項・村常会伝達事項・常会長宛通知要項などを綴
る。末尾に統計表提出督促状の多数挟み込みあり。

435 国民貯蓄現況控書 昭和17年4月6日
～昭和20年4月5日

1942 神村役場 竪冊 1 広島県宛の国民貯蓄組合現況報告書(毎年3月・9月報告，地域
別・職域別)を綴る。

436 戦時納税貯蓄関係綴 昭和18年8月12日
～昭和21年7月4日

1943～1946 神村役場 竪冊 1 福山地方事務所からの戦時納税貯蓄に関する通知文書で，末尾
に本制度廃止を通達する。

437 百二十億貯蓄書綴 昭和14年5月
～昭和16年5月27日

1939～1941 神村役場 竪冊 1 国民貯蓄奨励につき広島県総務部からの通知文書を綴る。主要
には，昭和15年度に実施された，120億円貯蓄運動に関するもの
で，120億貯蓄達成運動実施状況報告などあり。

438 国民貯蓄組合指導員関係綴 昭和18年9月23日
～昭和21年6月24日

1943～1946 神村役場 竪冊 1 国民貯蓄組合指導員設置を端緒とする，沼隈深安地方(福山地
方)事務所からの通知文書をはじめ，指導員からの定例貯蓄増強
実績報告，指導員執務・活動状況報告よりなる。

439 神村役場職員国民貯蓄組合台帳 昭和18年4月30日
～昭和20年3月31日

1943～1945 (神村役場) 横冊 1 信用組合貯金・国債債権買入別の組合員人別台帳よりなる。

440 貯蓄台帳(農業会貯金・国債々券) 昭和20年4月28日
～昭和22年3月

1945～1947 神村役場職員国民
貯蓄組合

横冊 1 農業会貯金・国債債権買入別の組合員人別台帳よりなる。

441 国民貯蓄五百億突破記念国民貯蓄
表彰録

昭和17年9月30日 1942 広島県 小冊子 1 国民貯蓄功績者・団体の事績書である。

442 農村電化ニ関スル綴 昭和22年12月10日
～昭和27年11月20日

1947～1952 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの農村電化促進に関する通知文書
で，農事専用電気税還付請求文書が多くを占める。

443 隔離病舎台帳 昭和10年 1935 神村 竪冊 1 隔離病舎概況で，位置略図を添付する。
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444 赤十字社関係綴 昭和17年12月22日
～昭和23年7月23日

1942～1948 神村分区 竪冊 1 日本赤十字社広島支部と神村分区との往復文書で，入社・社員
籍・年醸金収納事務手続文書が多くを占める。

445 戦時災害及罹災者関係綴 昭和20年4月15日
～昭和21年7月26日

1945～1946 神村役場 竪冊 1 戦災援護につき主として沼隈深安地方(福山地方)事務所からの
通知・照会及びその報告文書よりなる。戦時災害保護法の運
用，空襲救助・配給，引揚者援護に関わる文書をはじめ，疎開
受入地事情調書，疎開・罹災者受入状況調査報告，神村戦災者
数調査，疎開者転職状況調査などのデータ，疎開者名簿が含ま
れる。

446 引揚者・方面委員・戦災者援護関
係綴

昭和21年2月18日
～12月11日

1946 神村役場 竪冊 1 主として福山地方事務所からの通知文書で，生活困窮者緊急生
活援護実施から生活保護法・民生委員令公布に至る，生活保護
施策の過渡期のものが多くを占める。

447 遺家族慰問記録 昭和12年
～昭和20年9月

1937～1945 神村銃後奉公会 竪冊 1 応召者留守見舞料出金簿と慰問日誌(末尾)よりなる。

448 戦災者・引揚者世帯票 昭和21年3月 1946 神村役場 竪冊 1 戦災・引揚前後の本籍(住所)・職業・家族数，並びに今後の生
活設計の情報あり。

449 農繁期託児所 昭和8年5月1日 1933 財団法人広島県社
会事業協会

小冊子 1 農繁託児所開設マニュアルで，末尾に広島県内開設農繁託児所
一覧あり。

450 母子保護台帳 昭和13年1月6日
～昭和16年11月15日

1938～1941 神村役場 竪冊 1 母子家庭保護台帳とともに月別扶助費繰替支弁金集計表・定期
母子保護法実施状況報告表などを綴る。

451 学務関係諸綴 大正8年7月7日
～昭和19年12月7日

1919～1944 神村役場 竪冊 1 国民学校児童異動に関するもので，就学通知，入学者名簿，修
了者就業・進学状況調査(名簿形式)，転入出異動届(疎開含む)
を綴る。なお，大正期における青年教育に関する郡長訓示・諮
問・沼隈郡町村別中等学校女子在籍者調査表など挟み込みあ
り。

452 学務関係綴 昭和20年1月30日
～12月7日

1945 神村役場 竪冊 1 国民学校児童異動に関するもので，就学通知，学齢児童調査(名
簿形式)，修了者就業・進学状況調査(名簿形式)，転入出異動届
(疎開含む)を綴る。

453 青年学校関係書綴 昭和14年4月5日
～昭和21年7月3日

1939～1946 神村役場 竪冊 1 青年学校生徒異動に関するもので，就学通知，修了者就職状況
調査(名簿形式)，転入出異動届，青年学校入学該当者・見込者
名簿を綴る。

454 神村神社明細帳 明治12年9月 1879 (神村) 竪冊 1 祭神・由緒・建造物規模・境内地積・摂社・境内施設・境外所
有地・氏子数・受持祠掌の情報あり。なお，末尾に遺漏取調帳
添付あり。

455 社寺ニ関スル上司往復 明治32年1月6日
～明治38年12月12日

1899～1905 (神村) 竪冊 1 名勝旧跡調査につき沼隈郡役所との往復文書で，今伊勢神社(鏡
山)に関するものあり。

456 神社ニ関スル綴込 明治33年2月13日
～大正7年7月11日

1900～1918 神村役場 竪冊 1 神社管理・運営につき沼隈郡役所からの通知文書で，寺社境内
地整理，神職養成・祭式執行に関するものあり。
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457 神社関係書類綴 昭和3年2月15日
～昭和5年11月18日

1928～1930 助役主幹 竪冊 1 主として，神村八幡宮社掌から村内各区への，財務・祭礼・普
請に関する依頼文書よりなる。

458 社寺関係綴 昭和21年1月10日
～昭和25年11月15日

1946～1950 神村役場 竪冊 1 国家神道廃止に伴う諸施策・指令につき，福山地方事務所から
の通知・照会及びその回答文書を綴る。

459 不祥事件関係綴 昭和14年8月27日
～昭和15年12月11日

1939～1940 主幹 竪冊 1 収入役横領事件につき，財務費目・流用額調査・計算書をはじ
め，その補償処理をめぐる文書よりなる。

460 消防関係書類 大正3年3月10日
～昭和7年4月22日

1914～1932 神村役場 竪冊 1 消防組設置許可から消防後援会組織を経て8部体制に至る文書を
収め，消防組規程，消防後援会趣意書・会則，消防組沿革，役
員・部員名簿などあり。

461 日誌 昭和14年3月1日
～昭和16年5月24日

1939～1941 神村警防団 竪冊 1 消防団業務・各種行事(村主催含む)・災害につき記述あり。

462 警防団関係書綴 昭和16年1月6日
～10月16日

1941 神村警防団庶務係 竪冊 1 主として防空に関する，広島県総務部・広島県警察部長・松永
警察署からの通知・依頼文書・要綱及びその報告文書を綴る。
神村警防後援会規約，神村警防団定期検閲式次第，神村防空計
画書，警防団分団別火気取締場所検査結果表，神村防空警報伝
達系統表，分団長会協議事項，神村防空警報伝達方法計画，防
空訓練状況報告などあり。

463 警防団関係綴 昭和19年4月18日
～9月25日

1944 神村警防団庶務係 竪冊 1 空襲・防火に関する神村警防団への通知文書・要綱などを綴
る。神村警防団事業報告書，松永警察署管内消防喞筒非常応援
計画もあり。

464 諸令達綴 昭和17年4月12日
～昭和19年3月27日

1942～1944 神村警防団 竪冊 1 空襲(焼夷弾対策多い)・防火に関する神村警防団への通知・依
頼文書，要綱及びその報告文書など綴る。仙酔島火災状況記
録，団長会議協議要項(鉛筆書き込みあり)などあり。

465 消防団関係文書綴 昭和25年1月20日
～12月27日

1950 神村消防団 竪冊 1 福山地方事務所・沼隈深安消防協会からの通知文書を綴る。神
村消防団役員会協議事項，消防団現勢調査表，出初式次第，消
防現有勢力調査表などあり。

466 入江組持確認訴訟書類 昭和4年9月6日
～昭和5年8月21日

1929～1930 神村役場 竪冊 1 入江組個人共有地所有権確認訴訟につき広島県知事の訴訟参与
申請からその失当判定を経て，神村村長と原告との原告準備書
面・答弁書を提出のうえ，その口頭弁論を広島県内務部へ報告
するに至る一連文書よりなる。

入江組ヨリ訴訟一件書類 昭和4年6月 1929 神村 綴 一括
1土地所有権確認請求訴状 昭和4年6月7日 1929 原告弁護士森井孫

市
罫紙綴 1 原告(入江組)所有地目録の所有権確認請求の訴状よりなる。

2答弁書 昭和4年2月14日
・6月21日

1929 被告神村村長福原
甚之助

罫紙綴 1 被告(神村村長)答弁書と村長宛の広島県農林課技手示談要旨へ
の村長回答書を綴る。

3〔土地所有権確認請求訴訟一
件〕

昭和4年6月7日
～9月11日

1929 神村村長福原甚之
助

罫紙綴 1 原告訴状提出から村会応訴決定を経て答弁書修正届に至る一連
の経過文書を綴る。
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4〔訴訟示談要旨について〕 昭和4年2月14日 1929 神村長 綴 1 農林課技手の示談指導に対する村長回答である。

5〔土地所有権確認請求訴訟一件
断簡〕

昭和4年6月20日
～7月30日

1929 神村長福原甚之助 罫紙 1 神村村長と広島県農林課技手・山林課長の書簡などを含む。

468 訴訟準備書類 昭和4年11月11日
～昭和6年3月20日

1929～1931 (神村) 罫紙綴 一括 入江組個人共有地所有権確認訴訟につき証拠書類提出から被告
準備書面作成を経て和解手続に至る一連の経過文書よりなる。
なお，区名変更問題につき答申・通知・反論文書添付あり。

469 訴訟事件証拠書類 元禄13年5月
～昭和4年12月7日

1700～1929 (神村) 竪冊 1 入江組個人共有地所有権確認訴訟につき被告提出証拠書類(土地
台帳・納税台帳など写し)を綴る。

470 婦人と防空 不詳 不詳 愛国婦人会広島県
支部

栞 一括 防空マニュアルである。

471 防空時の心得 不詳 不詳 愛国婦人会広島県
支部

栞 一括 防空マニュアルである。

472 精神作興ニ関スル詔書・勤倹奨
励・生活改善ニ関スル往復文書綴
(庶務)

大正12年12月8日
～昭和3年7月9日

1923～1928 神村役場 竪冊 1 民力涵養運動に関して，主として沼隈郡役所・広島県学務部(郡
制廃止後)からの通知・照会及びその報告文書を綴る。民風作興
詔勅につき実施状況報告，各回勤倹奨励運動強化期間状況報
告，神村勤倹奨励運動実行事項チラシなどの運動取組実績がわ
かる。

473 特別大演習ニ関スル綴 昭和5年6月10日
～11月4日

1930 神村役場 竪冊 1 陸軍特別大演習実施につき受入態勢に関するもので，主として
広島県学務部からの通知・照会及びその調査文書を綴る。宿営
力調書，市町村別親閲参加決定人員数一覧，市町村別宿営力調
査一覧なども見える。

474 第二国民兵人員表 大正5年
～大正14年12月21日

1916～1925 神村役場 竪冊 1 年齢別の第2国民兵人員表で，幹部適任書所持者とその他を区別
する。

475 兵事往復一件 昭和3年1月6日
～12月28日

1928 兵事係 竪冊 1 各種にわたる兵事事務につき，広島県学務部をはじめとする兵
事関係組織からの通知・照会及びその回答文書を綴る。第41連
隊入営兵宿舎配当表(福山市街地各町別)，在郷軍人簡閲点呼状
況調査報告なども見える。

476 動員書類保管目録 大正10年8月6日
～大正14年9月7日

1921～1925 神村 竪冊 1 動員書類の村長引継目録よりなる。

477 国民義勇隊名簿 昭和20年5月
～7月20日

1945 神村隊 竪冊 1 小隊別の国民義勇隊員名簿で戦闘隊要員とその他隊員に区別し
て記載する。末尾に職域(役場・農業会)国民義勇隊員名簿を添
付する。

478 職域国民義勇隊所属届綴 昭和20年5月15日
～8月13日

1945 神村役場 竪冊 1 神村役場照会・依頼に対して，企業・団体からの職域国民義勇
隊員所属に関する通知文書・在籍証明書や，他町村からの除外
願書を綴る。

479 元陸海軍将校調 昭和25年7月10日 1950 (神村) 紙(袋入) 1 将校・政治的軍人・戦犯に関わる調査個票で，本籍・現住所・
職業・生年月日・階級・学歴・家族構成員・資産の情報あり。
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480 国民勤労動員援護綴 昭和20年6月29日
～11月30日

1945 神村分会 竪冊 1 国民勤労動員援護会分会設置から解散に至る文書で，広島県支
部からの通知文書，神村分会設置報告(分会規程添付)が見え
る。

481 座蒲団綿緊急回収綴 昭和19年11月10日
～11月16日

1944 神村役場 竪冊 1 座布団綿緊急回収実施通達を受け，協議会開催を経て地区別回
収実施に至る文書で，協議会要項，回収集計表，地区別人別回
収票などがある。

482 故繊維特別回収一件 昭和20年3月13日
～7月10日

1945 神村役場 竪冊 1 故繊維特別回収実施通達を受け，事務打合会を経て地区別回収
実施・領収に至る文書で，打合会要項，地区宛実施要項通知
書，供出代金支払集計表，地区別人別回収票などあり。

483 白金供出関係綴 昭和19年10月7日
～昭和20年7月10日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 白金緊急回収実施通達を受けるも供出指定期間を過ぎてしま
い，その処置に関する文書を綴る。

484 銀(金)緊急回収関係綴 昭和19年10月11日
～昭和20年3月2日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 銀回収実施通達から緊急回収協議会開催及び実施期間延長を経
て，沼隈深安地方事務所からの回収実績通知に至る文書を綴
る。実施計画予定表，協議会要項，地区宛実施要項通知書，地
区別供出目録などがある。

485 資源非常回収 昭和18年5月2日
～昭和19年8月11日

1943～1944 神村役場 竪冊 1 金属非常回収実施(第1・2次など)につき，主として沼隈深安地
方事務所からの通知・照会及びその報告文書で，第1次実施供出
物件調査表，警防団各分団供出警鐘台一覧，事務打合会指示要
項，回収実施遂行時の死傷者通報などが見える。

486 資源非常回収 昭和19年7月
～昭和20年11月20日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 各種資源回収実施に関する，主として沼隈深安地方事務所から
の通知・照会及びその報告文書で，村常会提出事項，回収実施
協議会要項，地区宛回収実施要項なども綴り込みあり。

487 未利用資源関係綴 昭和21年4月6日
～9月29日

1946 神村役場 竪冊 1 未利用資源(代用食料)集荷につき福山地方事務所からの通知文
書を主とし，地区宛採集促進依頼文書，村常会提出事項なども
含む。

488 軍需調査令ニ依ル工場事業場台帳 大正13年3月10日
～昭和2年2月13日

1924～1927 (神村) 竪冊 1 軍需調査令対象工場調査個票の綴で，工場名・創業年月・主要
業務・職工数の情報あり。

489 軍需調査報告資料 大正9年10年 1920 広島県兵事課 小冊子 1 軍需調査関係法規を集成する。

490 軍需調査報告資料 大正13年9月 1924 広島県 小冊子 1 軍需調査関係法規を集成する。

491 報国貯金・国庫債券控 昭和15年4月
～昭和16年3月

1940～1941 神村役場 竪冊 1 地区別貯蓄台帳(月別)と報国債権・貯蓄債権請負台帳(人別)よ
りなる。

492 大東亜戦争国債・戦時債券関係綴 昭和18年2月
～昭和19年3月18日

1943～1944 神村役場 竪冊 1 国債・戦時債券消化促進につき，主として沼隈深安地方事務
所・広島県内務部からの通知・照会及びその報告文書や地区宛
依頼文書で，消化状況・売上回収状況月報が多く占めるが，支
給状況報告や戦時債券不当買い漁り防止通知書なども見える。
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493 支那事変報国債券購入者取纒帳 昭和15年9月 1940 (神村) 綴 1 婦人会地区別の報国債券購入申込書を綴る。

494 債券綴書 昭和16年4月12日
～12月20日

1941 神村役場 竪冊 1 主として広島県総務部からの報国債券売出・消化促進に関する
通知文書を綴る。

495 国債・戦時債券関係綴 昭和19年4月
～昭和20年3月27日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 国債・戦時債券消化や貯蓄促進につき，主として沼隈深安地方
事務所・広島県内務部からの通知・照会及びその報告文書や地
区宛依頼文書で，消化実績・売上回収状況月報が多く占める。

496 国債貯金関係綴 昭和19年5月7日
～昭和20年3月6日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 国債貯金につき地区別預入表(月報)・貯金取纏表(月報)，地区
宛消化依頼・奨励金交付通知文書を綴る。

497 国債貯金・国債・戦時債券関係綴 昭和20年4月
～昭和21年1月15日

1945～1946 神村役場 竪冊 1 国債貯金・各種貯蓄券消化に関する文書で，地区別預入表(月
報)・預入状況表(月報)，地区宛消化依頼・強化期間臨時貯金実
施通知文書などを綴る。なお，戦時国債規則廃止後について，
新日本建設国民や貯蓄増強期間実施に関して，村常会提出事
項，貯蓄組合長事務打合会指示・協議事項などの文書を収め
る。

498 〔ちらし・ポスターほか断簡一
括〕

昭和17年8月27日
～昭和23年1月30日

1942～1948 (神村) 紙・綴・小
冊子

一括 主として戦時動員に関するもので，資源回収・献納や貯蓄奨励
などのちらし・ステッカー・通知文書・要領書・ポスターが多
くを占める。

499 〔ちらし・ポスターほか断簡〕 昭和14年5月
～昭和22年2月28日

1939～1947 (神村) クリアー
ファイル
(紙・小冊
子)

1 主として戦時動員に関するもので，資源回収・献納や貯蓄奨励
などのちらし・ステッカー・通知文書・要領書・ポスターが多
くを占める。

500 大政翼賛 昭和17年12月9日
～昭和19年11月25日

1942～1944 大政翼賛会宣伝部 タブロイド 一括 大政翼賛会機関紙のうち第97号～168号(ただし，第98号～100
号，103号，104号，108号，109号，112号，120号，146号～150
号，167号欠)を綴る。

501 翼賛会関係綴 昭和16年1月16日
～昭和17年8月21日

1941～1942 神村役場 竪冊 1 大政翼賛会広島県支部からの通知・照会及びその回答文書で，
地方組織強化方針を受け，神村支部・翼賛壮年団結成準備から
活動初期段階に至る文書を綴る。

502 大政翼賛会関係綴 昭和17年11月25日
～昭和19年1月15日

1942～1944 神村役場 竪冊 1 総力戦推進の各種行動提起・行事につき，大政翼賛会広島支
部・広島県内政部からの通知・照会及びその回答文書を綴る。
神村支部からの回覧・通知文書も含む。

503 大政翼賛会関係綴 昭和20年1月10日
～昭和22年2月24日

1945～1947 大政翼賛会神村支
部

竪冊 1 敗戦前のヒマ種子供出関係文書と，敗戦後の神村支部調査報告
書よりなる。

504 徽章台帳 昭和18年6月8日 1943 大政翼賛会神村支
部

竪冊 1 昭和18年度大政翼賛会徽章交付者名簿よりなる。

505 大政翼賛会関係綴 昭和18年11月8日
～昭和19年12月26日

1943～1944 大政翼賛会神村支
部

竪冊 1 総力戦推進の各種行動提起・行事につき，大政翼賛会広島支
部・広島県内政部からの通知・照会及びその回答文書を綴る。
貯蓄成績優良組合調査報告，一億憤激米英撃摧祈願祭執行状況
報告なども見える。
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506 大政翼賛会冊子綴 昭和18年10月7日 1943 大政翼賛会神村支
部

竪冊 1 大政翼賛会発行の小冊子「世話役世話人手ほどき」・「箆麻の
栽培管理要領」・「戦争生活と文化」を綴る。

507 大政翼賛会広島県支部要覧 昭和16年9月8日 1941 大政翼賛会広島県
支部

冊子 1 支部各種規程，役員・事務局員名簿，昭和16年度歳入出予算の
記載あり。

508 第四回広島県協力会議会議録 昭和17年7月8日 1942 大政翼賛会広島県
支部

小冊子 1 議案・議事録・実践強化事項より構成，協力会議員として福山
市議徳永豊・深安郡協力会議長諏沢仲三の発言が見える。

509 第五回県協力会議速記録 昭和18年1月14日
・15日

1943 大政翼賛会広島県
支部

小冊子 1 協力会議員からの提案事項(理由・建設案あり)及び議事録より
なる。深安郡協力会議員諏沢仲三・沼隈郡協力会議員石井俊
雄・芦品郡協力会議員大元重太郎・福山市議徳永豊の提案・発
言が見える。

510 表彰一件 昭和19年9月3日 1944 神村銃後奉公会 竪冊 1 銃後奉公会総会における表彰記録及び表彰状を綴る。

511 海軍志願兵適齢者名簿 昭和18年8月 1943 第二班小林俊一・
寺岡鶴二書記

竪冊 1 組合立松永青年学校・神村国民学校及び業者分の名簿よりな
る。

512 学童集団疎開綴 昭和19年9月9日
～昭和20年12月23日

1944～1945 神村役場 竪冊 1 大阪市福島区からの学童集団疎開及び神戸市からの一般疎開に
関する通知文書や事務手続文書を綴り，疎開学童入村予定表，
神村学童疎開受入計画要項などの文書がある。

513 シャウプ使節団日本税制報告書
(広島県報第二千五百九十五号附
録)

昭和24年12月24日 1949 広島県 冊子 1 シャウプ税制改革の解説書である。

514 神村歳入出予算 昭和2年2月28日
～昭和3年2月28日

1927～1928 神村役場 竪冊 1 昭和2年度歳入出当初予算・追加予算及び事務報告などの議決書
よりなる。

515 神村歳入出決算 昭和6年 1931 神村長代理助役井
上茂

綴 1 昭和4年度歳入出決算書(案)よりなる。

516 沼隈郡神村昭和五年度歳入出決算
書

昭和7年2月29日
・3月28日

1932 神村長井上茂 冊子 1 昭和5年度歳入出決算書(議決)よりなる。

517 沼隈郡神村昭和五年度歳入出決算
書

昭和7年2月29日 1932 神村長井上茂 冊子 1 昭和5年度歳入出決算書(案)よりなる。

518 予算関係書綴 昭和7年1月26日
～昭和15年3月16日

1932～1940 議事係 竪冊 1 広島県総務部からの予算編成・執行方針や制限外課税方法に関
する通知文書，広島県学務部からの国庫補助に関する通知文書
を綴る。

519 昭和八年度歳入出決算書 昭和10年カ 1935カ 神村役場 冊子 1 昭和8年度歳入出決算書・同罹災救助資金歳入出決算書(案)より
なる。

520 昭和九年度歳入出決算書 昭和11年カ 1936カ 神村役場 冊子 1 昭和9年度歳入出決算書・同罹災救助資金歳入出決算書(案)より
なる。

521 昭和十年度歳入出決算書 昭和12年カ 1937カ 神村役場 冊子 1 昭和10年度歳入出決算書・同罹災救助資金歳入出決算書(案)よ
りなる。
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522 昭和十三年度広島県沼隈郡神村歳
入出決算書

昭和15年2月 1940 神村長石井栄太郎 冊子 1 昭和13年度歳入出決算書(案)よりなる。

523 昭和十五年度広島県沼隈郡神村歳
入出決算書

昭和17年2月28日 1942 神村長高橋貞臣 冊子 2 昭和15年度歳入出決算書(案)よりなる。

524 昭和十六年度予算関係書類 昭和16年1月12日
～昭和22年2月21日

1941～1947 神村長 竪冊 1 主として沼隈深安地方事務所(福山地方事務所)からの財務関係
の通知文書で，昭和15年度における収入役横領事件欠損整理に
つき回答，各年度予算編成方針，神村予算追加承認申請書，昭
和20年度予算事務主任者会同指示事項(書き込みあり)，敗戦前
後各種耕地事業未決算事業費調書など含む。

525 昭和十七年度予算書綴 昭和17年2月28日
～5月26日

1942 神村 竪冊 1 各種予算書(神村・農会・県社今伊勢宮・八幡神社・沼隈郡町村
会・広島県自治協会沼隈支会)を綴る。

526 昭和十七年度広島県沼隈郡神村歳
入出決算書

昭和19年 1944 神村長北村次郎 冊子 1 昭和17年度歳入出決算書(案)よりなる。

527 御親閲感激録 昭和5年12月20日 1930 広島県 書籍 1 岡山練兵場における陸軍大演習親閲参加者(広島県分)の感想文
集成である。

528 広島県案内 明治43年9月30日 1910 第五回中国六県連
合畜産馬匹共進会
広島県協賛会

書籍 1 第5回中国6県畜産馬匹共進会開催に際して広島県概況を紹介す
るため編集したものである。

529 授業の実践形態 昭和18年11月13日 1943 広島師範学校女子
部付属国民学校

書籍 1 総力戦態勢下における各教科教育の指導方針を説く。

530 方面委員のこゝろ 昭和8年3月9日 1933 広島県 小冊子 1 広島県方面委員総会における，全日本方面委員連盟副会長林市
蔵の講演録である。

531 メートル法実行概況(各省関係官
公署ヲ除ク)

昭和6年9月1日 1931 広島県 小冊子 1 昭和元年～昭和6年における，各年度メートル法実行成績を，官
公庁・学校・事業者・団体に類別してまとめたものである。

532 地代家賃統制令関係資料 昭和15年11月 1940 広島県学務部社会
課

小冊子 1 地代家賃統制令とその規則・細則・解説をまとめたものであ
る。

533 広島県民の貯蓄奉公 昭和17年7月18日 1942 広島県 小冊子 1 昭和17年6月実施の230億貯蓄強調週間について，大石広島県振
興課長のラジオ放送談話の要旨である。

534 私共は何故貯蓄をせねばならぬ
か？

不詳 不詳 広島県・大政翼賛
会広島県支部・広
島県翼賛壮年団

小冊子 1 貯蓄と国債，戦費との関係についてまとめ，貯蓄の励行につい
て述べたものである。

535 臨時資金調整法第十条の二に基く
土地等の売却代金に依る国債の購
入に就て

昭和17年7月18日 1942 広島県 小冊子 1 臨時資金調整法運用の手引きである。

536 貯蓄奨励参考資料 昭和17年6月19日 1942 広島県振興課 小冊子 1 各種貯蓄実績・国債消化実績データ(主として全国)をまとめた
ものである。
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537 度量衡統計概覧 昭和6年8月 1931 広島県商工水産課 小冊子 1 昭和元年度～昭和6年度広島県下における度量衡に関する各種
データを集計したものである。

538 〔各種公文書綴〕 昭和22年1月6日
～12月18日

1947 (神村) 竪冊 1 福山地方事務所ほか官公庁や各種団体・事業所からの通知・案
内・照会及び回答文書を綴る。占領期特有の通知文書(広島軍政
部社会事業課福山出張所設置，占領軍への妨害防止，公職追
放，忠霊塔処理，団体・結社解散・警備情報収集など)が多い。
なお，各種団体調書(婦人会・消防団・青年団)や松永地区電力
自主管理会規約なども見える。

539 大池・浜地・西山図面入 不詳 不詳 (神村) 畳紙(袋入) 1 溜池実測図よりなる。

540 神村・柳津村境界図面 不詳 不詳 (神村) 畳紙(袋入) 1 境界線と境界標識を記載した図面よりなる。

541 鉄道用地川・道路・溝官有地野取
図面

不詳 不詳 神村 綴 1 山陽鉄道用地内の官有地一筆ごとの丈量図よりなる。

542 民有保護林図 明治30年10月 1897 (神村) 綴・畳紙
(袋入)

4 民有保護林・土砂矸場を色分け表示した図面よりなる。

543 羽原川ほか４河川図面 不詳 不詳 (神村) 畳紙(袋入) 1 各河川の堤防・石垣を表示した図面よりなる。

544 寺社境内図面取調 明治10年代 不詳 神村 綴 3 寺社境内地実測図で建造物配置・反別記載あり。

545 〔寺社境内・境外実測図綴〕 不詳 不詳 (神村) 綴 1 寺社境内地実測図で新旧反別・山林反別の記載あり。

546 私設道溝敷使用契約証書 明治29年8月29日 1896 神村長橘高長三郎 綴 1 山陽鉄道敷地内の私設道路・溝渠の存置契約書と図面を綴る。

547 〔寺社境内・境外実測図綴〕 不詳 不詳 (神村) 横冊 1 寺社境内地実測図で新旧反別・山林反別の記載あり。

548 〔図面類一括〕 明治27年1月
～昭和20年代

1894～ (神村) 綴・竪継
紙・畳紙

一括 土地利用略図，山林字縮図，火葬場分布図，里道図，寺社境
内・境外測量図(八幡・天神・今伊勢)，保護林図，山林個人分
割届よりなる。

549 活曩録 不詳 不詳 (神村村長)橘高長
三郎

罫紙竪冊 1 村政に関する村長の備忘録を綴る。

550 国際連合関係綴 昭和27年6月7日
～10月31日

1952 (神村) 竪冊 1 国連協会会員募集から広島県本部深安沼隈連合支部結成式に至
る文書を綴る。国連協会広島県本部福山支部規約案や神村合同
協議会提出事項など関連文書も含む。

551 東山境界図 近世期 不詳 (神村) 畳紙 1 神村・赤坂村境界図面よりなる。

552 〔道路・溝渠変更図面〕 明治20年代 不詳 神村長橘高長三郎
ほか

綴 13 山陽鉄道敷地内の道路・溝渠につき現状黙許と変更を書き分け
た図面よりなる。

553 〔神村内丈量図面〕 明治期 不詳 (神村) 畳紙 1 地番・地目の情報あり。

554 〔神村内地籍図〕 明治期 不詳 (神村) 畳紙 1 地番・地目・構築物(溜池・砂留など)の情報あり。山林分割前
の図面よりなる。
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555 〔水路図面〕 不詳 不詳 不詳 畳紙 1 水路沿い田地の略図よりなる。

556 〔地籍図下書き〕 不詳 不詳 不詳 竪紙 6 鉛筆書きの地籍図下書きで，地番・地目の情報あり。

1市制町村制上諭 明治21年4月17日 1888 明治天皇 証書(筒入) 2 明治地方自治制公布書である。

2〔市制町村制公布50周年詔書〕 昭和13年4月17日 1938 昭和天皇 証書(筒入) 1 明治地方自治制度公布50周年記念につき詔書である。

1〔戊申詔書〕 明治41年10月13日 1908 明治天皇 証書(筒入) 1 勤倹を趣旨とする詔書である。

2〔践祚詔書〕 明治41年10月13日
・昭和8年3月27日

1908・1933 明治天皇・昭和天
皇

証書(筒入) 1 皇位継承につき詔書である。

3〔国連脱退詔書〕 昭和8年3月27日 1933 昭和天皇 証書(筒入) 1 国連脱退につき勅語である。

559 〔軍人援護勅語〕 昭和13年10月3日 1938 昭和天皇 証書(筒入) 2 振り仮名付き勅語添付あり。

560 〔皇后令旨〕 昭和14年4月28日 1939 皇后 証書(包紙) 1 結核予防内帑金頒布についての令旨である。

561 〔日露講和詔勅〕 明治38年10月16日 1905 明治天皇 証書 1 日露戦争講和終結についての詔勅である。

562 〔日米開戦詔書〕 昭和16年12月8日 1941 昭和天皇 証書 4 日米交戦につき詔書。ふり仮名付き詔書添付あり。

563 〔終戦詔書〕 昭和20年8月14日 1945 昭和天皇 証書 1 ポツダム宣言受諾につき詔書。文字挿入あり。

564 〔詔書集〕 明治28年5月10日
・大正9年1月10日
・昭和8年3月27日

1895・1920・
1933

明治・大正・昭和
天皇

証書 1 日清講和・国際連盟加盟・国際連盟離脱につき各詔書あり。

565 賴山陽先生画像自賛 不詳 不詳 不詳 竪継紙(箱) 2 賴山陽画像自賛(天保3年8月)の複製と解説書よりなる。

566 褒状 昭和14年10月7日 1939 賞勲局総裁下条康
麿

証書(筒入) 1 日中事変援護寄付につき表彰あり。

567 悲憤三十九年 昭和8年6月 1933 日本聖典協会代表
横山三郎

チラシ(筒
入)

1 国際連盟脱退につき檄文あり。

568 〔感謝状・礼状・領収書一括〕 昭和12年5月
～昭和27年2月

1937～1952 広島県知事ほか 証書・領収
書

一括 戦時期の献納・寄付・供出への感謝状が多くを占める。

569 〔神村報国勤労隊幟〕 昭和10年代 不詳 神村 幟(布製) 2 日の丸・流水紋の幟である。

570 章票 戦時期 不詳 戦時物資活用協会 ワッペン
(布製)

5 金属特別回収章票である。

571 認可書并ニ認可書綴 明治22年11月18日
～昭和18年3月26日

1889～1943 神村役場 竪冊 1 諸省・広島県・沼隈郡への許認可申請とそれに対する許可書を
綴る。制限外課税・条例制定・基本財産蓄積や各種補助金交付
に関するものが多く，村議会否決事案(村税増加徴収問題)につ
き弁明書などもあり。

572 認可書並許可書綴 昭和18年4月2日
～昭和22年3月15日

1943～1947 神村役場 竪冊 1 主として広島県への許認可申請とそれに対する許可書を綴る。
補助金交付関係が多い。

557

558
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573 〔金属回収関係法規綴〕 昭和16年11月11日 1941 神村役場 小冊子綴 1 金属類回収関係法規・同法規逐条解説・同法規追録・金属類特
別回収事務取扱要綱・民間金属類回収実施要項(以上，広島県発
行)，金属類特別回収工事施工基準・金属類特別回収実施要綱
(以上，広島県土木建築工業組合発行)など冊子を綴る。

574 〔金属回収関係法規綴〕 昭和18年10月6日
～11月15日

1943 神村役場 小冊子綴 1 金属類非常回収第1次実施要綱・昭和18年度金属類非常回収実施
要綱・金属類回収令関係法令・昭和18年度補助貨回収実施要綱
(以上，広島県発行)を綴る。

575 金属類回収令関係法令 昭和19年7月13日 1944 神村役場 小冊子 1 広島県発行の金属類回収令関係法令の改訂版である。
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