
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「松永市役所文書」解題

【構成】
　「松永市役所文書」は，福山城博物館への移管分であり，文書総件数１２２点(枝番号文書点数を除く)である。作成・取得時期は，松永村・松永町・松永市・福山市の各設
置段階に亘るものの，松永市設置期のものが大部を占める。しかも，議会事務局・総務課で作成された文書群で，請願・陳情書に特化していることも特徴的である。その点，
市民・団体の政治的志向とその行政対応や市政課題を知ることができる。
　この文書群は，松永市に編入された旧町村役場から引き継がれた文書を基本的に含んでおらず，松永村・松永町に限られた文書が残存していることから，松永市役所本体で
保存・管理されていたと推測できる。
　松永村設置期における文書は野取帳・字切図など土地関係がほとんどであるが，松永町設置期のものとして広島県・沼隈郡役所への上申書が多く，域内の様々な行政施策や
町政の動向を垣間見ることができる。松永村・松永町の行政文書の残存が希少な中，その意味で貴重な文書群である。
　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，他町村役場文書との相互の混入を整理したので若干異動がある。

【来歴】
　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，松永市役所倉庫に近世期の土地台帳が保管されていたこと，松永市図書館に
も近世文書が保管されていたことは確認できる。各々，「御検地水帳関係文書」・「松永図書館資料」という形で福山城博物館へ移管されている。しかし，行政文書について
は不詳である。前述したように松永市役所本体で保存・管理されていたもののうち，福山市との合併後に分置されていったものと推測できる。
　福山城博物館所蔵「松永図書館資料」には，主として松永村・松永町役場の行政文書が２０点余り確認できるが，松永図書館の整理印の日付から，昭和４２年１０月４日と
昭和５４年１２月１４日の２度にわたり移管されたものであることがわかる。すなわち，このとき，松永支所において松永市役所文書が整理されたことを物語っている。支所
に残された文書群のうち，本文書群は近世期の土地台帳とともに福山城博物館に移管され，近年に至るまで支所に残留して別置されていた「松永支所保管文書」（仮称，目録
作成中）は歴史資料室に移管された。昭和４２年・５４年の文書整理で，おそらく現用・非現用文書に弁別されて，各々移管・残留・放置されたものと考えられる。

【関連文書群】
　本文書群と双生児である「松永支所保管文書」は，松永市関係の行政文書全体の大部分を占めており，時期的には松永市設置期をカバーするものである。また，福山城博物
館所蔵「村田家文書」や歴史資料室所蔵「若木屋文書」などに，「松永町広報」をはじめ松永町・松永市行政刊行物などが若干見える。そのほか，「広島県長期保存文書」・
「広島県行政文書」には，松永市設置など合併に関する文書がまとまって確認でき，歴史資料室所蔵「企画政策課移管文書」（仮称，目録作成中）には，福山市と松永市の合
併についての文書が含まれている。以上，関連文書においても戦後の松永町・松永市設置期のものが多い。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０年(令和２年)５月作成
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
1 不採択又は執行機関に送付しない陳情請願
書綴

昭和30年1月24日
～昭和33年9月27日

1955～1958 松永市役所議会事務局 簿冊 1 主として常任委員会付託分の請願・陳情書を綴る。概して道路改修，産業振興(木
履・畳表)，農業基盤整備，高潮対策，通信に関するもの。不採択のものとして，
柳津干拓地設計変更(木材関係業者の不利やむなし)，本郷公民館整備(市内全公民
館への影響波及のため)などあり。

2 陳情請願書 昭和33年3月27日
～12月27日

1958 松永市役所総務課 簿冊 1 常任委員会付託の審査結果(採択・不採択)と執行機関へ送付された請願・陳情書
を綴る。概して学校整備，道路改修，農業基盤整備に関するものが多いが，本郷
公民館整備・市民館建設など文化的要望，部落問題解決(添付資料のみ)に関する
ものも見える。なお，目次にある塩田整理に関する陳情書などは見当たらない。

3 陳情請願に関する綴 昭和30年12月3日
～昭和35年8月29日

1955～1960 松永市役所総務課 竪冊 1 主として昭和34年～35年に提出された請願・陳情書につき，常任委員会付託の審
査結果(採択・不採択)と執行機関へ送付されたものを綴る。概して学校整備，道
路改修，農業基盤整備，産業振興に関するものが多い。防犯灯設置促進要望書に
は町別設置状況データ添付あり。なお，提出された請願・陳情書の多くが綴られ
ていない。

4 陳情請願綴 昭和35年12月24日
～昭和39年11月24日

1960～1964 松永市役所総務課 簿冊 1 常任委員会付託の審査結果(採択・不採択)と執行機関へ送付された請願・陳情
書，及び昭和34年度～35年度採択事業につき各課別施行状況一覧表を綴る。概し
て学校整備，道路改修，農業基盤整備，通信に関するものが多い。松永信用組合
からの要望書には工業種別・商店業種別各種データ一覧や町別藺製品織機数デー
タ，松永局即時通話区域拡大要望書には区間別電話回線数データの添付あり。

5 委員会等報告書綴 昭和33年3月25日
～12月25日

1958 松永市役所議会事務局 簿冊 1 常任委員会付託の請願・陳情書及び条例制定につき審査報告，陳情視察報告，予
算・決算審査報告などの報告文書を綴る。目録番号2号文書と重複する部分が多
い。

6 委員会等報告書綴 昭和34年3月10日
～12月25日

1959 松永市役所議会事務局 簿冊 1 常任委員会付託の請願・陳情書及び条例制定につき審査報告を綴る。目録番号3号
の文書と重複する部分が多い。なお，行政機構調査特別委員会報告や浄水場工事
設計・入札問題調査報告のような，市政の懸案課題に関する報告文書も見える。

7 委員会等報告書綴 昭和35年1月25日
～12月24日

1960 松永市役所議会事務局 簿冊 1 常任委員会付託の請願・陳情書及び条例制定につき審査報告，予算審査報告など
の報告文書を綴る。また，行政視察報告(工場誘致・国民健康保険運営状況・消防
行政)が見える。なお，インフラ整備につき各省庁陳情報告書(昭和34年)の挟み込
みあり。

8 委員会等報告書綴 昭和38年3月23日
～12月25日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 常任委員会付託の請願・陳情書及び条例制定につき審査報告，予算・決算審査報
告などの報告文書を綴る。また，行政視察報告(税務・民政事業・新産都市建設構
想)が見える。目録番号4号文書と重複する部分が多い。

9 庶務関係書綴 昭和37年1月22日
～12月11日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 官公庁・各種団体からの通知・依頼・案内文書を綴る。松永市域に関するものと
して，第7回松永市内児童生徒はきもの図案展要項・受賞者一覧，松永湾内貯木場
に関する組織発会案内，松永母子寮クリスマスの集いプログラムなどが見える。

10 庶務関係書綴 昭和38年1月9日
～12月27日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 官公庁・各種団体からの通知・依頼・案内文書を綴る。松永市域に関するものと
して，松永地区保護司会事業計画書，備後工業整備特別地域促進協議会経過報告
などあり。

11 文書整理簿 昭和38年1月8日
～12月27日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 受領文書件名簿を綴る。

12 往復文書綴 昭和37年1月17日
～11月2日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 官公庁・各種団体からの照会及びその回答文書を綴る。議員・職員報酬調査票，
産業別人口表，課税方式調査票，県施行事業負担率等調査票，塵芥焼却場仕様・
定期監査資料などあり。

松永市役所文書目録
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
13 往復文書綴 昭和37年11月22日

～昭和38年12月20日
1962～1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 官公庁・各種団体からの照会及び回答文書を綴る。議員報酬・選挙に関するもの

が多いが，工場設置奨励条例調査票，競争入札取扱調査票，国民健康保険調査
票，新市建設事業促進要望調査票，議員報酬ほか調査票(連絡所・し尿処理に関す
るデータ含む)などもあり。

14 諸報告書綴 昭和36年1月28日
～12月23日

1961 松永市役所議会事務局 簿冊 1 常任委員会付託事案に対する各種報告書(予算・決算審査，議案・請願審査，閉会
中継続審議申請)，行政視察報告書(事務改善・塩田跡地工場誘致・同和地区モデ
ル事業など)あり。

15 諸報告書綴 昭和37年1月10日
～12月15日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 常任委員会付託事案に対する各種報告書(予算・決算審査，議案・請願審査，閉会
中継続審議申請，議決付帯意見書)，行政視察報告書などあり。

16 発送文書綴 昭和37年1月8日
～12月12日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 全員協議会・常任委員会開催など各種協議会・懇談会の開催案内を綴る。

17 発送文書綴 昭和38年1月8日
～12月18日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 全員協議会・常任委員会開催など各種協議会・懇談会・研修会の開催案内を綴
る。

18 庁内文書綴 昭和37年1月9日
～12月27日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 各課からの事務連絡を綴る。宮沢国務大臣歓迎祝賀式案内，不用文書整理要領，
地区別市政懇談会要望意見集約，「市民相談のあしあと」(成果・課題)，松永市
同和教育研究会要項などあり。

19 庁内文書綴 昭和38年1月10日
～12月23日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 各課からの事務連絡，「お知らせ」(市民対象)を綴る。条例等制定・改善・改廃
通知，授受文書処理方針などあり。

20 全国議長会関係書綴(第一号) 昭和37年1月5日
～6月28日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 全国市議会議長会・市議会議員互助会からの通知・案内文書とともに，地方行政
調査委員会経過概況，都市整備対策委員会経過概況，国対委員会経過概況，市議
会議員互助会代議員会資料，議長会総会議案・報告事項，議長会理事会要望書・
議事録などあり。

21 全国議長会関係書綴(第二号) 昭和37年7月4日
～12月18日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 全国市議会議長会からの通知・案内文書とともに，地方行政調査委員会経過概
況，都市開発促進委員会経過概況，国対委員会経過概況，失対事業費全額国庫負
担促進協議会経過概況，並びに議長会総会会議録・要望書・意見書などあり。

22 全国議長会文書綴 昭和38年1月14日
～11月25日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 全国市議会議長会からの通知・案内文書とともに，地方行政調査委員会経過概
況，都市開発促進委員会経過概況，国対委員会経過概況，都市整備対策委員会経
過概況，失対事業費全額国庫負担促進協議会経過概況及び運動方針，国対委員会
概況，並びに議長会総会議案・会議録・報告事項・要望書などあり。

23 全国議長会資料綴 昭和38年2月23日
～10月24日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 全国市議会議長会からの通知・案内文書とともに，議員報酬調査報告書，国対関
係資料(地方行政連絡会議法案など)を綴る。

24 全国議長会資料 昭和39年1月6日
～11月27日

1964 松永市役所議会事務局 簿冊(横) 1 全国市議会議長会からの通知・案内文書とともに，地方団体連合案，議運実態調
査結果報告表(2種類)，地方開発公社調査表などを綴る。

25 中国(県下)議長会関係書綴 昭和37年1月9日
～12月24日

1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 主として広島県下市議会正副議長会・中国市議会議長会からの通知・案内文書を
綴る。前者の定期総会・臨時総会報告及び議案，後者の定期総会報告・議案・会
議録及び緊急理事会会議録の綴り込みあり。

26 中国(県下)議長会文書綴 昭和38年1月9日
～12月14日

1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 主として広島県下市議会正副議長会・中国市議会議長会からの通知・案内文書を
綴る。前者の定期総会・臨時総会報告及び議案，後者の定期総会報告・議案・会
議録及び臨時総会理事代行会会議録の綴り込みあり。

27 市議会職員研修会綴 昭和33年1月6日
～昭和37年10月

1958～1962 松永市役所議会事務局 簿冊 1 西日本市議会職員研修会の通知文書・復命書及びテキストを綴る。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
28 議会事務局日誌 昭和29年7月1日

～12月28日
1954 松永市役所議会事務局 簿冊 1 各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，合併，干拓事業，災害関連

事案が見える。

29 議会事務局日誌 昭和30年1月4日
～12月26日

1955 松永市役所議会事務局 簿冊 1 各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，市制施行，庁舎落成祝賀
式，高西町分離・編入問題，干拓，水道関連事案が見える。

30 議会事務局日誌 昭和31年1月4日
～12月28日

1956 松永市役所議会事務局 簿冊 1 各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，浦崎村合併問題，財政再建
問題，本郷川側道設置公聴会，干拓，水道関連(浜地水源問題など)事案が見え
る。

31 日誌 昭和32年1月4日
～12月28日

1957 松永市役所議会事務局 簿冊 1 議会事務局日誌で，各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，御用始
め市長訓示，藤井川水源問題，財政再建計画などが見える。

32 日誌 昭和33年1月1日
～12月27日

1958 松永市役所議会事務局 簿冊 1 議会事務局日誌で，各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，御用始
め市長訓示，藤井川取水反対問題，流下式塩田枝篠架問題(塩害)，駅前街路整
備，豪雨災害事案，常任委員選任難航のこと，原水爆禁止平和行進などについて
見える。

33 日誌 昭和34年1月1日
～12月28日

1959 松永市役所議会事務局 簿冊 1 議会事務局日誌で，各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，御用始
め市長訓示，塩田廃止対応，工場誘致条例事案などが見える。

34 日誌 昭和35年1月1日
～12月28日

1960 松永市役所議会事務局 簿冊 1 議会事務局日誌で，各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，川崎製
鉄誘致(松永湾工場誘致尾道松永連絡協議会)についての事案が散見する。また御
用始め・新年度市長訓示，豪雨災害の記事あり。

35 日誌 昭和36年1月1日
～昭和38年12月28日

1961～1963 松永市役所議会事務局 簿冊 1 議会事務局日誌で，各種会議運営・議事概要に関する記事が多くを占め，御用始
め・新年度市長訓示，松永高校移転事案などが見える。

36 物品要求書 昭和37年4月7日
～昭和38年3月22日

1962～1963 松永市役所議会事務局 簿冊(横) 1 物品要求書を綴る。

37 市議会に関する綴 昭和31年1月9日
～12月22日

1956 松永市役所総務課 簿冊 1 議案や請願・陳情書とともに，市議会提出稟議書を主として議会招集状・議決報
告書など事務手続文書を綴る。浦崎村編入一件(協定書など)も見える。

38 松永市議会準備書 昭和39年2月4日
～12月19日

1964 松永市役所総務課 簿冊 1 議案及びその説明・報告書とともに，市議会提出稟議書・議会招集状・議決報告
書など事務手続文書を綴る。

39 請願陳情書綴 昭和29年8月18日
～12月28日

1954 松永市役所総務課 簿冊 1 編入旧町村からの請願・陳情書が多くを占める。塵芥棄却場移転，今津支所設
置，林業事業費補助(福山地方事務所作成事業計画書添付)などあり。

40 請願陳情書綴 昭和30年2月2日
～8月23日

1955 松永市役所総務課 簿冊 1 請願・陳情書とともに，それに対する議決意見書・報告書を綴る。松永中学校増
築陳情書の署名が大部を占める。松永地区交通安全協会助成請願書に事業報告，
松永地区労働組合会議事業費補助陳情には沿革などの情報，本郷町内有線放送増
設請願書には設置略図の添付あり。

41 陳情請願書綴 昭和31年1月17日
～昭和32年12月25日

1956～1957 松永市役所総務課 簿冊 1 請願・陳情書とともに，それに対する議決意見書・報告書を綴る。学校整備関
係，消防施設市営移管(本郷町・藤江町・金江町各分団など)に関するものが多
い。大部なものとして松永都市計画中央土地区画整理事業に対する訴願関係が挙
げられる。なお，東村町・高西町・神村町有線放送施設整備や保護司会助成につ
いては添付資料(図面・事業計画書)あり。

42 請願陳情関係書類 昭和33年1月29日
～12月24日

1958 松永市教育委員会総務
課

簿冊 1 幼稚園・学校整備に関するものを主として，市民館設置，部落解放行政などに関
する請願・陳情書も綴る。

43 行財政資料 昭和36年3月2日
～10月18日

1961 松永市役所総務課 簿冊 1 「地方行財政資料」(広島県地方課)第8号～第57号を綴る。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
44 事務報告書綴 昭和29年

～昭和30年7月9日
1954～1955 松永市役所総務課財務

係
簿冊 1 昭和29年松永市事務報告(財務関係のみ)の原稿と議会提出清書分よりなる。

45 庁内参考綴 昭和34年5月1日
～昭和35年2月9日

1959～1960 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 規則・規程など事務処理に関する文書を綴る。定期監査調書，水防実施計画書，
決裁規則などが見える。

46 嘱託員に関する綴 昭和39年3月10日
～12月4日

1964 松永市役所総務課 簿冊 1 嘱託員(旧町村各地区配置)に関する事務手続文書をはじめ，嘱託員一覧表，嘱託
員会議報告要項・会議録摘要を綴る。

47 傭人稟議簿 昭和33年4月2日
～昭和36年2月19日

1958～1961 松永市総務課財務係 横冊 1 臨時雇用稟議簿で費目・被雇用者の情報あり。

48 市有財産に関する綴 昭和35年4月9日
～昭和37年3月23日

1960～1962 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 市有財産の譲渡・移管・引継・貸付など利活用に関する起案・契約・解除・申請
文書を綴る。

49 起債往復文書綴 昭和33年4月12日
～昭和34年5月2日

1958～1959 松永市役所総務課 簿冊 1 中国財務局・広島県総務部との往復文書で，昭和33年度起債融資せん議の通知か
ら道路橋梁新設・塵芥焼却建設・上水道事業及び災害復旧事業申請手続書類提出
を経て，融資打切り期限延長手続準備に至る一連文書を綴る。過年度起債事業調
査表や災害復旧起債要望調査表など資金運用に関する報告文書がある。

50 起債往復文書綴 昭和34年4月1日
～昭和35年4月8日

1959～1960 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 大別して2種の文書綴により構成される。中国財務局・広島県総務部との往復文書
で，昭和34年度地方債一般単独事業起債及び過年度補助災害復旧事業起債など融
資せん議の通知から，起債許可予定額通知(有線放送施設・上下水道事業)に至る
一連文書を綴る。また，過年度起債事業(学校建築・住宅建築・土木災害復旧・上
水道事業・退職手当)の監査資料(事業表・資金運用調書)を綴る。

51 起債申請関係綴(失格分) 昭和34年5月4日
～昭和35年8月19日

1959～1960 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 不採択分(藤江小学校講堂建築・現年発生単独災害復旧事業・市道納屋若宮線整
備)の起債事業申請手続に関する広島県総務部との往復文書である。

52 指令書綴 昭和30年4月9日
～昭和31年5月28日

1955～1956 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 各種交付金(地方交付税・国保国庫補助金など)や国庫負担金(生活保護費・保育所
措置費・母子寮措置費など)の交付決定書を綴る。

53 交付公債一件 昭和35年3月16日
～6月17日

1960 松永市役所総務課 簿冊 1 昭和34年度直轄国道改修費等地元負担金の交付公債発行につき，市議会への議案
提出から広島県への申請を経て，債権納付に至る一連文書を綴る。

54 資金前渡・概算払整理簿 昭和35年4月1日
～昭和37年5月31日

1960～1962 松永市役所 簿冊(横) 1 資金前渡及び概算払・前金払別の支払日計簿を綴る。

町村有物件火災保険一件綴 昭和16年11月19日
～昭和29年2月27日

1941～1954 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 旧町村有物件・小中学校の災害共済加入承認証及びその手続関連文書を，合併時
にまとめて綴じ直す。

1会計関係書類綴 昭和27年11月5日
～昭和28年8月3日

1952～1953 柳津村役場 竪冊 1 旧柳津村の村有物件災害共済加入承認証及びその手続関連文書を綴る。

2小中学校災害共済加入承認証綴 昭和27年2月6日
～昭和28年5月8日

1952～1953 (本郷村) 竪冊 1 旧本郷村小中学校の災害共済加入承認証を綴る。

3東村有物件災害共済加入書綴 昭和20年10月4日
～昭和29年2月18日

1945～1954 東村役場 竪冊 1 旧東村の村有物件災害共済加入承認証及びその手続関連文書を綴る。

4災害共済加入承認書 昭和27年9月22日
～昭和28年12月5日

1952～1953 藤江村役場 竪冊 1 旧藤江村の村有物件災害共済加入承認証を綴る。

5災害共済加入書類綴 昭和27年6月22日
～昭和28年10月10日

1952～1953 金江村役場 竪冊 1 旧金江村の村有物件災害共済加入承認証及びその手続関連文書を綴る。

6災害共済加入承認証綴 昭和27年9月11日
～昭和28年10月10日

1952～1953 本郷村 竪冊 1 旧本郷村の村有物件災害共済加入承認証及びその手続関連文書を綴る。

7災害共済加入承認証 昭和25年10月3日
～昭和29年3月4日

1950～1954 神村外3ヶ町村中学校組
合

竪冊 1 神村外3ヶ町村中学校の災害共済加入承認証とその手続関連文書を綴る。

8災害共済関係 昭和26年10月4日
～昭和28年10月10日

1951～1953 精華中学校組合 竪冊 1 精華中学校の災害共済加入承認証とその手続関連文書を綴る。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
9町有物件火災保険一件 昭和16年11月19日

～昭和28年4月27日
1941～1953 今津町 竪冊 1 旧今津町の町有物件の火災保険・災害共済加入承認証とその手続関連文書を綴

る。

56 財政再建促進特別措置法関係綴 昭和31年1月28日
～昭和35年3月12日

1956～1960 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 地方財政再建計画策定につき広島県総務部からの通知文書をはじめ法規・大綱な
ど参考資料とともに，財政再建計画書，各年度実施状況報告書や実施途上におけ
る各種文書(財政再建関係事務打合会・各年度計画変更申請書など)を綴る。

57 財務参考 昭和35年3月29日
～昭和37年12月27日

1960～1962 松永市役所総務課財務
係

簿冊 1 地方財務関係法規・通達などの綴で，広島県市町村財務関係担当者会議資料(地方
財政運営方針・地方交付税法改正要綱など)，中国都市会計事務研修会資料(提出
問題など)として配布されたものを含む。

58 宅地等級取調簿 明治9年12月22日 1876 松永東町(河本治平) 横長 1 東町3町別(上之町・中之町・下之町)の宅地地価等級別人別帳で，等級・反別・地
価・所有者の情報あり。

59 〔海面埋立願書〕 明治26年1月10日 1893 石井四郎三郎ほか13名 綴 1 松永村字徳島沖への塩田開発につき，願書・目論見書・規則書を綴る。

〔断簡〕 明治18年10月29日
～明治34年5月13日

1885～1901 (松永村・松永町) 罫紙竪
紙・綴

一括

1〔里道取調上申書〕 明治18年10月29日 1885 松永村外1ヶ村戸長桑田
藤右衛門

罫紙竪紙 1 神村境界・東町間里道一等道路の規格調書である。

2〔里道取調図面進達につき稟議〕 明治25年7月23日 1892 主任平川民二郎 綴 1 松永村内里道一等取調図面の郡役所提出に際しての伺い書で，略図の添付あり。

3〔山陽鉄道軌道係争一件提出書類につき
稟議〕

明治29年12月8日 1896 (松永村役場) 罫紙竪紙 1 山陽鉄道軌道係争につき広島地方裁判所尾道支部への提出書類案の伺い書下書き
を綴る。

4受書 明治34年5月13日 1901 松永町松岡武七 竪紙 1 官有地使用許可につき命令書遵守の請書である。

61 開墾及収量取調鍬下年季御願 明治9年1月4日
～明治17年4月7日

1876～1884 深津・沼隈・安那郡長
岡田吉顕ほか

綴 1 開墾地鍬下年季願書とその出願者士族の委任状を綴る(開墾地図面添付)。

野取絵図帳 明治19年
～明治20年

1886～1887 (松永村) 綴 1

1野取絵図帳 明治19年カ 1886カ 松永村小川喜三次ほか 簿冊 1 地押に伴う誤謬地の野取図を綴る。

2第一類地価野取絵図帳控 明治19年 1886 戸長桑田藤右衛門 簿冊 1 地押に伴う宅地・墓地脱漏地の野取図を綴る。

3〔墓地脱漏野取絵図帳〕 明治19年カ 1886カ 地主高橋弥平ほか 簿冊 1 地押に伴う墓地脱漏地の野取図を綴る。

4開墾地野取絵図帳控 明治19年 1886 地主亀田誠五郎ほか 簿冊 1 地押に伴う開墾地の野取図を綴る。

5第二類誤謬野取絵図帳 明治19年 1886 地主承天寺住職本荘愚
渓

簿冊 1 地押に伴う誤謬地の野取図を綴る。

6潰地野取絵図帳 明治19年 1886 地主石井四郎三郎ほか 簿冊 1 地押に伴う潰地の野取図を綴る。

7第一類誤謬野取絵図帳 明治20年3月 1887 地主平山仙右衛門ほか 簿冊 1 地押に伴う誤謬地の野取図を綴る。

8墓地脱漏地野取図 明治19年カ 1886カ 地主高橋弥平ほか 竪冊 1 地押に伴う墓地脱漏地の野取図を綴る。

9墓地誤謬野取絵図帳 明治19年 1886 地主土屋松之助ほか 簿冊 1 地押に伴う墓地誤謬地の野取図を綴る。

10野取絵図帳 明治19年カ 1886カ 地主亀田誠五郎 簿冊 1 地押に伴う開墾地の野取図を綴る。

11第二類脱漏野取帳 明治20年3月 1887 地主石井四郎三郎ほか 簿冊 1 地押に伴う脱漏地の野取図を綴る。

12第二類地価野取絵図帳控 明治19年 1886 戸長桑田藤右衛門ほか 簿冊 1 地押に伴う井戸敷地の野取図を綴る。

55
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
63 第二類草生地野取絵図帳 明治19年カ 1886カ 地主石井四郎三郎ほか 竪冊 1 地押に伴う脱漏地の野取図を綴る。

64 第一類・第二類脱漏編入願 明治20年5月8日 1887 戸長桑田藤右衛門 簿冊 1 地押に伴う脱漏地の宅地・井戸敷地・土揚場への編入願書で，地形図の添付あ
り。

65 二類地脱漏野取図控 明治19年カ 1886カ 戸長桑田藤右衛門ほか 竪冊 1 地押に伴う脱漏地の野取図を綴る。

66 一類地々目変換野取図控 明治19年12月25日 1886 松永村地主藤井熊太郎
ほか

竪冊 1 地押に伴う地目変換地の野取図を綴る。

67 一類地脱漏野取図控 明治19年カ 1886カ 松永村地主天満仙十郎
ほか

竪冊 1 地押に伴う脱漏地の野取図を綴る。

68 〔野取絵図帳〕 明治19年カ 1886カ 松永村地主北村民太郎
ほか

竪冊 1 地押に伴う誤謬地の野取図を綴る。

69 段別取調野帳 明治8年 1875 (松永村) 横半 1 地番184番～277番及び7062番～7069番の野取図。新旧地番・新旧反別・地目・新
旧所有者の情報あり。

70 改反別野帳(一番) 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 地番1番～55番(字外小代)の野取図。新旧地番・新旧反別・地目・新旧所有者・小
作人の情報あり。

71 反別野取帳(三番) 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 地番154番～225番(字稲荷島・徳島・今津島)の野取図。新旧地番・新旧反別・地
目・新旧所有者・小作人の情報あり。

72 改反別野取帳(五番) 明治8年カ 1875カ (松永村) 横半 1 地番324番～392番(字本郷島・長和島・神島)の野取図。新旧地番・新旧反別・地
目・新旧所有者・小作人の情報あり。

73 野取帳(六番) 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 地番394番～516番(字浜見町・東島)の野取図。新旧地番・新旧反別・地目・新旧
所有者・小作人の情報あり。

74 野取帳(七番) 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 地番517番～583番，766番～769番(字東島・槙村)の野取図。新旧地番・新旧反
別・地目・新旧所有者・小作人の情報あり。

75 野取帳(八番) 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 地番590番～698番(字上之町)の野取図。新旧地番・新旧反別・地目・新旧所有
者・小作人の情報あり。

76 野取帳(九番) 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 地番691番～816番(字中之町・下之町・明神端)の野取図。新旧地番・新旧反別・
地目・新旧所有者・小作人の情報あり。

77 野取帳 明治8年カ 1875カ 松永村 横半 1 字中曽根・山ノ端・山ノ谷・御役所跡・牢屋敷・下之町の野取図。新旧地番・新
旧反別・地目・新旧所有者・小作人の情報あり。

78 字濱池・砂揚場野取帳 明治19年4月 1886 松永村外1ヶ村戸長役場 横半 1 新旧反別・地目の情報あり。

79 田畑地価筆数地主人名書抜簿 明治22年12月 1889 松永村 簿冊 1 所有者別の田畑筆数・地価額一覧表である。

80 鉄道用地之外残地野取図面 明治23年6月 1890 松永村 簿冊 1 字・地番・地目・反別・所有者の情報あり。

81 字本郷島段別取調帳 明治32年7月 1899 松永村 竪冊 1 地番順に地目・反別・所有者・丈量図の情報あり。

82 土地賃貸価格調査委員選挙人名簿 昭和2年7月17日 1927 松永町役塲 竪冊 1 居住市町村名と選挙資格者氏名の一覧である。

83 土地賃貸価格区域及標準賃貸価格決定書 昭和2年12月26日 1927 松永町 竪冊 1 塩田・宅地を除く，調査区域別の土地賃貸調査表で，字・地番・賃貸価格等級を
一覧にしたもの。なお，本郷島分は抹消されている。

84 松永町隣保組合創立ニ関スル書類 明治39年4月18日
～5月1日

1906 (松永町) 竪冊 1 隣保組合別に所在字・什長組合数・戸数・構成員氏名・什長当選者を一覧にした
もの。末尾に隣保組合創立祝賀会に関する文書を綴り込む。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
85 隣保組合所属区分表 明治43年6月10日

～9月12日
1910 (松永町) 罫紙竪冊 1 隣保組合別に所在字・区長・同代理・什長・同代理を一覧にする。

86 第三大区区々収穫米簿 明治9年4月 1876 (松永村) 罫紙竪冊 1 岡山県管内の時期における，小区ごとに地目別の等級・石盛(価金)を一覧にした
ものである。

87 農政関係雑件綴 昭和44年4月18日
～昭和46年7月5日

1969～1971 (福山市) 竪冊 1 各年度松永果樹園芸組合総会・役員会提出資料，沼南柑橘振興協会総会提出資
料，主婦農業学校関係が多くを占める。

88 農業改良・生活改善普及指導計画書 昭和46年 1971 福山農業改良普及所 簡易製本 1 昭和46年度の基本方針・計画書で，福山市・内海町・沼隈町・神辺町・加茂町の
概況・基本データも収録する。

89 生産調整一件 昭和45年3月5日
～昭和48年1月12日

1970～1973 山本(福山市松永支所産
業課)

竪冊 1 昭和47年度の米生産調整・稲作転換に関する要綱・事務手続文書とともに，生産
調整実施にあたっての福山市農協管内担当者会議要項・実績データなどを綴る。

90 金属類回収関係法令 昭和17年5月 1942 広島県 小冊子 1 主として施行規則を収録する。

91 民間金属類特別回収実施要綱 昭和17年6月 1942 広島県 小冊子 1 民間施設・一般家庭における金属回収実施要領の改定版である。

92 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 1942 広島県 小冊子 1 臨時資金調整法改正法の運用による，土地売却代を国民貯蓄強化にあてる方針に
ついての解説書である。

93 一時借入金受払簿 昭和32年4月11日
～昭和33年5月31日

1957～1958 松永市役所 横冊 1 借入額・借入先・利率・償還期限の情報及び亜監査(月例監査)記録あり。

94 一時借入金受払簿 昭和34年4月1日
～昭和35年3月14日

1959～1960 松永市役所 横冊 1 借入額・借入先・利率・償還期限の情報及び亜監査(月例監査)記録あり。

95 税外諸収入元帳 昭和33年4月1日
～7月31日

1958 総務課 横冊 1 項目別に整理した税外収入日計簿を綴る。

96 〔字切図〕 不詳 不詳 (松永村) 畳紙・竪
紙・竪継
紙・切紙

一括 字本郷島・稲荷島・内小代・今津島・徳島・上之町及び鉄道用地図面よりなる。
なお，図面下書きと野取図断簡を含む。

97 農業共済十五年の歩み 昭和38年2月26日 1963 広島県農業共済組合連
合会

冊子 1 広島県農業共済組合連合会の沿革や各事業部門実績などを記述する。

98 福山市水防計画 不詳 不詳 (福山市) 簡易製本 1 旧松永市域を含む水防計画書である。

99 生産技術改善運動技術解説 昭和30年3月 1955 広島県 冊子 1 作物別の栽培技術概要である。

100 平均賃金算定の実務 昭和39年3月 1964 広島労働基準局 小冊子 1 賃金に関する例規・告示・要領を集成する。

101 農業共済団体役職員名鑑 昭和40年3月23日 1965 広島県農業共済組合連
合会

冊子 1 広島県農業共済組合連合会・同出張所・家畜診療所及び市町村別農業共済事業実
施団体の役員名簿である。

102 広島県都市賃金調査結果報告(第12回広島
県都市職種別民間給与実態調査)

昭和38年12月1日 1963 松永市 冊子 1 昭和38年7月に広島県下12市が共同実施した賃金調査報告書である。

103 福山市農業振興生産緑地開発整備基本構想
計画書

昭和48年1月 1973 福山市 冊子 1 都市近郊農業振興の基本構想である。

104 日本都市年鑑(20) 昭和33年11月20日 1958 全国市長会 書籍 1 昭和38年度版『日本都市年鑑』である。

105 広島県下備後国沼隈郡松永村・今津村 明治前期 1870年頃 (松永村・今津村戸長役
場)

綴 1 松永村内の寺社境内地・境外地・飛地の実測図を綴る。

106 〔松永村字切図〕 不詳 不詳 不詳 畳紙 一括 松永村字切図(1番～32番，ただし，8番・11番・24番・27番・29～31番欠)であ
る。

107 〔松永村字切図〕 不詳 不詳 不詳 畳紙 一括 種類の異なる松永村字切図の断簡である。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
108 〔図面類一括〕 明治27年1月

～昭和20年代
1894～1945頃 (松永村) 綴・竪継

紙・畳紙
一括 松永村三角測量図，松永町機織新開図，土地利用略図，松永村飛地図，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，沼隈郡役所改築図面よりなる。

109 〔図面断簡〕 明治27年1月 1894 不詳 竪継紙・
畳紙(袋
入)

一括 松永村字切図断簡・下書きなどよりなる。

110 条例規則規程簿 大正9年
～昭和25年

1920～1950 沼隈郡松永町役場 竪冊 1 松永町の条例・規則・規程の集成で，巻頭目次と末尾近くの件名簿に，廃止・改
正分が朱筆で注記してある。

111 伺上申書 大正2年3月29日
～大正6年12月29日

1913～1917 松永町役場 竪冊 1 沼隈郡役所・広島県への申請・内申・報告文書及びその回答・認可・指示文書な
どを綴る。電灯施設設置申請，羽原川筋浚渫意見書，鞆・松永間里道の県道編入
申請，運河拡張工事取消し指示(専売局との契約抵触)，松永高等小学校改築認可
申請(図面添付)，吏員勤務状況調査表，郡役所庁舎家賃増額哀願(今津町提供建
物)，字徳島地先海面土砂堆積地の松永町域編入と字名(天保山)設定(石炭殻捨
場)，尋常小学校改築につき教育資金借入・起債認可申請(理由書添付)，隔離病舎
増築申請(平面図添付)，潮崎神社収支決算書，羽原川分水阻害係争につき請願書
などあり。

112 伺上申書綴 大正6年8月13日
～大正11年12月22日

1917～1922 松永町役場 竪冊 1 沼隈郡役所・広島県への申請・内申・報告文書及びその回答・認可・指示文書な
どを綴る。履物輸送鉄道特定運賃継続願につき意見書，米価調整費寄付につき賞
与具申書(寄付者名簿添付)，松永町外7ヶ村学校組合立松永高等小学校授業料増加
稟請(構成各町村税賦課状況調書添付)，尋常高等小学校修業年限延長認可申請(理
由書添付)，小学校仮校舎認可申請(新入児童数多数のため)，潮崎神社決算書，新
市・松永間郡道の県道移管請願書(郡制廃止に伴う)，沼隈郡立実科高等女学校建
築起債申請(理由書添付)，山陽本線軌道引下げ申請書・請願書(水陸運遮断回避)
などあり。

113 伺上申書綴 大正14年1月9日
～昭和2年12月21日

1925～1927 松永町役場 竪冊 1 広島県への申請・内申・報告文書及びその回答・認可・指示文書などを綴る。本
荘重政贈位伝達願書，但丹震災義捐金寄付者名簿，朝鮮水害義捐金募集名簿，水
源池上部土砂交換につき願書(意見等添付)，松永町開基本荘重政事績・丸山木履
工場概況調書，実業功労者調査書(履物業丸山茂助・加藤保次郎)，青年訓練所設
置申請，水源池地下堰等設置願書(地下水流出防止)，松永高等女学校補習科設置
願書，商工専修学校認可申請(学則添付)，簡易水道布設費補助申請(調査書添
付)，奥丹後震災義捐金醸金名簿，小学校就学奨励状況報告，潮崎神社決算書，商
工専修学校補助金交付申請(商科加設と工業科昼間授業化に伴う)などあり。

114 伺上申書綴 昭和5年2月15日
～昭和7年12月17日

1930～1932 松永町役場 竪冊 1 広島県への申請・内申・報告文書及びその回答・認可・指示文書などを綴る。第
二回塩田整理施行再考陳情書，小学校就学奨励状況報告，伊豆震災義捐金募集名
簿，福山市・尾道市間国道改修陳情書，潮崎神社決算書，青年訓練所廃止認可及
び商工専修学校にその施設を充当のこと認可申請(学則添付)，商工専修学校調査
書(平面図添付)などあり。

115 伺上申書綴 昭和8年3月8日
～昭和10年

1933～1935 松永町役場 竪冊 1 主として県知事宛の伺い・報告の稟議書である。松永町会議案，元沼隈郡役所建
物処分，木履製造業者丸山茂助事績調書，砂防指定地等解除陳情書(沼隈郡西部
8ヶ町村会)，松永商工専修学校県費補助増額陳情書(木製品振興)，松永商工専修
学校学則・裁縫科新設認可願書，昭和7年度町村調書(松永町現勢)，地方工業振興
報告書(木履業)，松永町立青年学校学則，県道松永新市線改修陳情書，特別税戸
数割制限外課税稟請(財政状況データあり)，松永町役場平面図，松永町本郷島平
面図，松永尋常高等小学校平面図，松永駅停車増設陳情書などあり。
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番号 表題 年代 西暦 作成 形態 数量 内容
116 伺上申書綴 昭和11年1月21日

～昭和15年12月26日
1936～1940 松永町役場 竪冊 1 広島県への申請・内申・報告文書及びその回答・認可・指示文書などを綴る。高

諸神社県社昇格願につき副申書，県道栗原・松永線改修請願書，学校給食臨時施
設状況報告，産業貿易功労者事績調書(丸山茂助)，松永駅旅客列車数増加請願
書，町税雑種税付加税税率につき許可申請(遊興税付加税徴収困難)，小学校調査
表(就学児童数等)，臨時地方財政補給金使途報告，潮崎神社決算書，小学校就学
奨励状況報告などあり。

117 伺上申書 昭和16年1月16日
～昭和18年12月30日

1941～1943 松永町役場 竪冊 1 広島県への申請・内申・報告文書及びその回答・認可・指示文書などを綴る。潮
崎神社決算書，青年学校廃止認可申請，小学校就学奨励状況報告，基本財産繰入
れ許可申請(国民学校新築費充当，各種資金・積立金繰入れ議決添付)などあり。

118 選挙一件 昭和20年10月3日
～昭和21年7月3日

1945～1946 松永町 竪冊 1 衆議院議員総選挙事務につき福山地方事務所からの通知・照会及びその報告文書
を綴る。事務打合事項，総選挙結果報告などあり。

119 選挙管理委員会綴 昭和21年10月11日
～昭和22年9月16日

1946～1947 松永町 竪冊 1 各級選挙事務につき福山地方事務所からの通知・照会及びその報告文書，松永町
選挙管理委員会宛の届書を綴る。

120 町会議員選挙一件 昭和22年4月25日
～7月11日

1947 松永町 竪冊 1 松永町会議員選挙にあたり提出された，選挙関係調査表提出証明書・候補者届・
当選受領証・選挙立会人届などを綴る。また，町会議員選挙結果報告あり。

121 選挙一件 昭和22年2月10日
～9月28日

1947 (松永町)選挙係 竪冊 1 各級選挙事務につき福山地方事務所からの通知・照会及びその報告文書を綴る。
参議院議員選挙・衆議院議員選挙・県会議員選挙・町会議員選挙結果報告あり。

122 選挙一件(2) 昭和22年9月6日
～昭和23年12月28日

1947～1948 (松永町)選挙係 竪冊 1 各級・各種選挙事務につき福山地方事務所・広島県選挙管理委員会事務局福山支
局からの通知・照会及び報告文書を綴る。
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