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凡 　例

1 本目録には，広島市 八谷万一資料を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 　本文書群の群番号（200402）と，この項目の記号を
組み合わせたものが請求記号になる。
　【例】 　12 　→ 　200402／12

表 　題 　資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは
適宜付与し〔 　〕書きで表記した。内容等で補記すべきもの
があれば（ 　）で補った。

年 　代 　資料表題に記された作成年月日を採った。
作 　成 　資料の作成者を記した。
形 　態 　資料の形態を記した。
数 　量 　資料の点数を記した。
備 　考 　資料の状態等，特に留意すべき点があれば，※を付け
て適宜記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

広島県立文書館ホームページ

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm


【文書群概要】

広島市　八谷万一
やたがいまんいち

資料 （請求記号 200402）

「広島県政史話」の執筆者である八谷万一氏が遺した資料。

出 　所 八谷万一

出所地名 広島市

分 　量 24点（10冊，2綴，2枚，10点）

収蔵までの経緯 平成16年（2004）7月，原蔵者より寄贈。

年 　代 明治39年（1906）～昭和50年（1975）

歴 　史 八谷万一は明治28年（1895）に生まれ，大正 6年（1917）広島県巡査として就職

した。昭和 4年（1929）から 7年にかけて広島県警察部高等課に勤務，このとき「広島県政

史話」を執筆し，最初の部分は『警察の友』（警察協会広島支部）に掲載されたが，大部分

は原稿のままで公刊されなかった。その後，宇品警察署長・西警察署長・警察部労務課長

などを経て，終戦時は比婆地方事務所長，戦後は宇品引揚援護局総務部長，鳥取地方経済

局長などを歴任した。昭和56年（1981）5月24日没。「広島県政史話」は公刊されなかった

が，『新編広島県警察史』『広島県警察百年史』などの編纂で参照された。また，広島県史

編さん事業では複製を作成して活用し，これを引継いだ文書館では複製資料として公開利

用に供している。

内 　容 稿本「広島県政史話」と「付録」，履歴書，辞令等を収録した綴，執務参考資

料，勲章・記念章，記念品など。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2006.10.17記述／安藤福平）
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広島市 　八谷万一資料（200402）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態 数量

1 広島県政史話 　上
※昭和 5～ 6年頃執筆した原稿を昭和50年に清書。『警察の友』に 9回連載された部分は活版，それ以外は
原稿用紙に万年筆で記載したものを製本。

昭和50年 2月11日 八谷万一 稿本 1冊

2 広島県政史話 　中
※昭和 5～ 6年頃執筆した原稿を昭和50年に清書。原稿用紙を製本。

昭和50年 2月11日 八谷万一 稿本 1冊

3 広島県政史話 　下
※昭和 5～ 6年頃執筆した原稿を昭和50年に清書。原稿用紙を製本。

昭和50年 2月11日 八谷万一 稿本 1冊

4 附表（広島県政史話）
※「広島県警察部」の罫紙を使用。

　 八谷警部 綴 1綴

5 〔八谷万一履歴書〕
※和文タイプ・カーボン謄写。

昭和27年 6月20日 八谷万一 仮綴 1点

6 記録〔辞令・委嘱状〕
※綴じ穴はあるが，綴じ紐欠。

大正 6年～昭和27年
6月20日

八谷万一 綴 1綴

7 〔色紙帖〕 昭和 4年～昭和54年 八谷万一 帙入り帖 1点

8 警察礼式講義 昭和14年 8月25日 警察協会広島支部 刊本 1冊

9 行啓事務員心得 大正15年 5月 広島県 刊本 1冊

10 皇太子殿下地方行啓警察官吏服務提要 大正15年 5月 広島県 刊本 1冊

11 時局防空必携 昭和16年12月10日 大日本防空協会 刊本 1冊

12 支那事変記念スタンプ帖 昭和12年～昭和13年 三越 折本 1点

13 明治天皇御製集
※昭和10年10月 1日再版

昭和10年 6月15日 愛之事業社 刊本 1冊

14 日本聖典
※増補30版昭和14年 7月15日発行

昭和 3年 3月15日 横山三郎（日本聖典協会
発行）

刊本 1冊

15 国定小学日本歴史問答 　下巻 明治39年 1月20日 歴史研究会（田中宋栄堂
発行）

刊本 1冊

16 最新日本鉄道案内図・最新大陸鉄道案内図 昭和17年12月20日 日本名所図会 折本・活版 1点

17 三原市 昭和12年 4月20日 三原市役所 折本・活版 1点

18 我等の町三原 　 広島県三原町役場勧業課 折本・活版 1点

19 三原市全図
※縮尺 1/25000

　 　 地図 1枚

20 三原市街地図
※縮尺 1/50000

昭和12年 5月 三原市役所 地図 1枚

21 勲八等白色桐葉章 　 　 記章 1点

22 満州帝国皇帝離日紀念章 　 　 記章 1点

23 大日本防空協会 　有功会員章 　 　 記章 1点

24 参等有功章 　 　 記章 1点
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