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凡 例 

 

1 本目録には，広島市 日本社会党広島県連合会関係資料を掲載した。 

2 目録の各項目は次のとおり。 

請求記号 本文書群の群番号は（200701）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】 １→ 200701／1 

表 題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，原表題がないものは，仮題を付けて〔  〕

書きとした。内容等で補記すべきものがあれば（  ）で補った。頭にｏを付した

のは，集合形態等をした文書の内訳であることを示す。 

年 代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（  ）書きで表記した。 

作 成 資料に授受関係のあるものは→で結んで表記した。 

形 態 資料の形態（もしくは印字の方法）を記し，必要に応じて（  ）書きで版形と頁数

を補記した。また（ホ）とあるのはホチキス綴じを表わす。 

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適宜記した。 

3 文書の配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記した。 

 

広島県立文書館ホームページhttp://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/



【文書群概要】 

 

広島市 日本
にっぽん

社会党
しゃかいとう

広島県
ひろしまけん

連合会
れんごうかい

関係資料（請求記号 200701） 

日本社会党広島県連合会の活動遂行過程で作成・蓄積された資料類。 

出 所  未詳（収蔵までの経緯参照） 

出所地名  広島市 [現在地名] 

分 量  302 点（128 冊，31 仮冊，22 綴，16 部，6 通，95 枚，4 袋）／目録データ数 409 件 

収蔵までの経緯  県史編さん室が収蔵していた資料を受け継いで発足した広島県立文書館の開館

時より存在した資料で，入手の経緯は不明である。平成 19 年（2007）5 月 10 日に原所蔵者不明

のまま当館収蔵資料として登録した。文書群名は，内容から判断して，仮に「広島市 日本社会

党広島県連合会関係資料」とした。資料は，広島県労働組合会議の封筒に年別に入れて整理され

ていた。この文書群の資料から出所・伝来を推測すると*，日本社会党広島県連合会及び社会主義

協会広島支局の事務を担当した前田陸雄の資料を，山木茂（『広島県社会運動史』の著者，文書番

号 287，288 は山木宛の書類で，前田の資料に混入した可能性）が譲り受け，県史編さん室が購

入した，ということが考えられる。 

* この文書群中には，「前田陸雄方社会党広島県連殿」宛ての文書があり，前田宛ての書類が

多く含まれている。なお，前田陸雄の評伝，日下次郎『ある社会主義者の一生』（三一書房）

によれば，日本社会党広島県連合会の宛先が前田の住所になったのは，昭和 28 年 9 月から

という。 

年 代  昭和 8 年（1933）～昭和 37 年（1962），1950 年代が大部分。 

歴 史  日本社会党広島県支部連合会は，昭和 20 年（1945）12 月 5 日に結成された。昭和 27

年 1 月左右に分裂したが，昭和 30 年 11 月，両派により県連の統一大会が行われ，会長・前田栄

之助，副会長・細田伊太郎・保田庄一，書記長・山崎実，執行委員（前田陸雄もそのひとり）18

名を選出した。 

内 容  同党広島県連合会の金銭出納帳もあり，この資料群が日本社会党広島県連合会の活動遂

行過程で作成・蓄積された資料と推定できる。分量的に多いのは日本社会党本部が発行した印刷

物である。 

検索手段  「広島県立文書館収蔵文書仮目録」 

利用上の注意点 閲覧にあたって審査を必要とする資料を含む。 

（2014.10.7 記述／安藤福平） 

（2018.2.1 改定／西村 晃） 

 



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

〔広島県民主団体活動家名簿等〕

1952.9.3

広島県教職員組合
「昭和27　1952」表記の袋

仮綴・ 1綴(B5)

200701／1

ｏ広島県西部民主団体名簿

1952.9.3

広島県教職員組合
「昭和27　1952」表記の袋

謄写(ホ)・(B5,23頁)

200701／1／ 1

ｏ〔学区名及び居住者氏名〕

〔広島県教職員組合〕
「昭和27　1952」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／1／ 2

ｏ〔社会党・共産党・県労・県青連地域活動家〕

〔広島県教職員組合〕
「昭和27　1952」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／1／ 3

ｏ私鉄中国傘下支部回答状況

〔広島県教職員組合〕
「昭和27　1952」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／1／ 4

ｏ〔東部・中部・西部区域別人数表〕

〔広島県教職員組合〕
「昭和27　1952」表記の袋

謄写・(B4,6頁)

200701／1／ 5

資料通報NO45　労働法の改正に関する各方面の意見

1952.2.27

総同盟広島県連合会
「昭和27　1952」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,26頁)

200701／2

広島県労会議　第14号

昭和27.4.23

広島県労働組合会議
「昭和27　1952」表記の袋，同一物18枚あり

活版・ 1部(38×27,2頁)

200701／3

教宣部・本選対書類綴

1953.6.23～11.10

日本社会党広島県連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

綴・ 1綴(B5)

200701／4

第九回県連大会議案

1953.2.8

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,21頁)

200701／5

招請状（軍事基地演習地反対全国代表者会議参加）

1953.6.

日本社会党平和運動委員会→　殿
「昭和28　1953　№1」表記の袋，同一物3枚あり

謄写・ 1通(B4,1頁）

200701／6

社会タイムス支局開設計画表

1953.

「昭和28　1953　№1」表記の袋

ペン(罫紙)・ 1仮冊(B5,2頁）

200701／7

〔日本社会党広島県支部総連合1953年度行動方針書，規約改正案等〕

1953.

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

仮綴(ホ)・ 1綴(B4)

200701／8

1



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ日本社会党広島県支部総連合1953年度行動方針書

1953.

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／8／ 1

ｏ規約改正案

1953.

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／8／ 2

ｏ大会スローガン

1953.

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B5,1頁）

200701／8／ 3

ｏ貸借対照表

1953.2.28

日本社会党広島県連
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B4,1頁　B5,1頁）

200701／8／ 4

第十六回（特別）国会　衆議院議員席次表　衆議院公報附録

昭和28.5.22

〔衆議院〕
「昭和28　1953　№1」表記の袋

活版・ 1枚(50×72,1頁)

200701／9

〔日本社会党広島県支部連合会第二回執行委員会議事概要，関連資料〕

昭和27.4.8～昭和28.7.8

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

仮綴・ 1綴(B4)

200701／10

ｏ日本社会党広島県支部連合会第二回執行委員会議事概要

昭和28.6.28

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／10／ 1

ｏ広島県地方労働委員会委員改任に伴う労働者代表委員候補者の推薦について

昭和28.4.25

広島県労働組合会議事務局長台喜久雄→山県地区労殿
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B5,1頁)

200701／10／ 2

ｏ破壊活動防止法案反対闘争について

昭和27.4.8

広島県労働組合会議会長植木仙次郎→山県地区労協殿
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／10／ 3

ｏ日本社会党広島県支部連合会規約　現行・改正案対照

昭和28.

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写(ホ)・(B4,3頁）

200701／10／ 4

ｏ党本部より連絡事項通知の件

昭和28.7.8

日本社会党広島県連合会書記長山崎實，総務局長浜本万三
「昭和28　1953　№1」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／10／ 5

金銭出納帳　党活動・各種パンフレット配布簿

昭和28.9.29～昭和29.3.24

日本社会党広島県連合会（広島市鉄砲町33）
「昭和28　1953　№2」表記の袋

冊(印刷紙に書き込み)・ 1冊
(B6,52頁)

200701／11

2



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

金銭出納帳　社会主義。ＭＳＡに挑戦して平和経済5ヶ年計画。配布簿

昭和28.8.12～昭和29.2.27

日本社会党広島県連合会（広島市鉄砲町33）
「昭和28　1953　№2」表記の袋

冊(印刷紙に書き込み)・ 1冊
(B6,48頁)

200701／12

金銭出納簿　党活動（配布簿）

昭和29.1.5～2.15

日本社会党広島県連合会（広島市鉄砲町33）
「昭和28　1953　№2」表記の袋

冊(印刷紙に書き込み)・ 1冊
(B6,24頁)

200701／13

金銭出納簿（『党活動』配布簿）

昭和29.1.5～2.23

日本社会党広島県連合会（広島市鉄砲町33）
「昭和28　1953　№2」表記の袋

冊(印刷紙に書き込み)・ 1冊
(B6,24頁)

200701／14

本部関係書類綴

1953.8～1953.11

〔日本社会党〕
「昭和28　1953　№2」表記の袋

綴・ 1綴(B5)

200701／15

入党申入書綴

(昭和28.11.21)

日本社会党広島県支部連合会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

綴・ 1綴(13×26.5,59頁)

200701／16

ＭＳＡに挑戦して　平和経済建設五ヶ年計画

1953.9.2

日本社会党政策審議会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,23頁)

200701／17

一九五三年夏　組織のみたまゝ

1953.

日本社会党組織部
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,112頁)

200701／18

資料　同和問題（案）乞う御批判

（1953.）

「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,10頁)

200701／19

昭和33年度予算書

昭和33.10.

広島市
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,17頁)

200701／20

〔広島市政に対する政策スローガン等〕

（昭和28.9.）

「昭和28　1953　№3」表記の袋

仮綴・ 1綴(B5)

200701／21

ｏ広島市政，政策の立案についての回答

広島市■■広島支部政審内（全逓）中国地方本部築地満
「昭和28　1953　№3」表記の袋

ペン(全逓中国地方本部用紙)・
(B5,3頁)

200701／21／ 1

ｏ〔広島市政に対する政策スローガン送付状〕

（昭和28.9.17）

赤穂二三雄→社会党支部御中
「昭和28　1953　№3」表記の袋

ペン(便箋)・(1頁)

200701／21／ 2
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ広島市政に対する政策スローガン

（昭和28.9.17）

市会議員候補者赤穂二三雄→社会党広島支部政審委員長殿
「昭和28　1953　№3」表記の袋

ペン(東洋工業労働組合用紙)・(1
頁)

200701／21／ 3

第二十七回（臨時）国会衆議院議員席次表　院内売店連合会取扱

〔衆議院〕
「昭和28　1953　№3」表記の袋

活版・ 1枚(51.5×73,1頁)

200701／22

〔『国民』創刊号配本，誌代徴収等について〕

昭和29.3.23

東京都千代田区飯田町2-3国民社→広島市鉄砲町33社会主義協会広島支局前田睦雄様
「昭和28　1953　№3」表記の袋

葉書・ 1枚

200701／23

送品書（『国民』）

昭和29.4.16～6.29

東京都千代田区飯田町2-3国民社→前田陸雄殿
「昭和28　1953　№3」表記の袋

仮綴・ 1綴(B6,3枚)

200701／24

納品書（『社会主義』）

昭和28.10.～29.4.30

東京都港区本芝3-20社会主義協会→前田陸夫殿
「昭和28　1953　№3」表記の袋

仮綴・ 1綴(B5,4枚)

200701／25

〔『国民』送付状〕

（昭和28.4）

東京都千代田区飯田町2-3国民社→
「昭和28　1953　№3」表記の袋

ペン(便箋)・ 1枚(B5)

200701／26

梶田巌君の結婚のために

1958.9.10

日本社会党広島県連青年部
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,14頁)

200701／27

日本社会党綱領（草案）第三部　附　1954年度組織活動方針・党規約

1954.5.11

日本社会党綱領委員会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,28頁)

200701／28

県労会議加盟組合・全労会議加盟組合

「昭和28　1953　№3」表記の袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,3頁)

200701／29

第二次岸内閣との対決　―第二十九特別国会報告―

1958.7.

日本社会党国会対策委員会政策審議会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

活版・ 1冊(17.5×10.5,28頁)

200701／30

社会党を強化する会　行動指針

社会党を強化する会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,11頁)

200701／31

広島支部会計々算書　自33.7.1至33.11.12

昭和33.7.1～11.12

広島支部
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／32
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

運動の参加者を明確にするための会員の登録をしよう　入会申込書

社会党を強化する会御中
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／33

党強化のために皆さんに訴える

1958.8.15

日本社会党委員長鈴木茂三郎，書記長淺沼稲次郎，組織委員長江田三郎
「昭和28　1953　№3」表記の袋，同一物2枚あり

活版・ 1枚(B4,1頁)

200701／34

農民運動基礎資料二　―農業連絡委員近畿会議の記録より―（28.10.24）

1953.11.10

日本社会党組織局農民部
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,14頁)

200701／35

農民運動基礎資料三　―全国農民代表者会議の討論より―（28.10.31）

1953.11.13

日本社会党組織局農民部
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,13頁)

200701／36

「第十六国会で問題となった重要法案の解説並びに党の態度」の補足

昭和28.8.7

日本社会党政策審議会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,15頁)

200701／37

第十六国会で問題となった重要法案の解説，並びに党の態度

昭和28.8.1

日本社会党政策審議会
「昭和28　1953　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,49頁)

200701／38

青婦部・組織部書類綴

1953.6.6～12.26

日本社会党広島県連合会
「昭和28　1953　№4」表記の袋

綴・ 1綴(B5)

200701／39

第四回定期支部大会資料NO1・NO2

1953.9.4

国鉄労組広鉄支部
「昭和28　1953　№5」表記の袋

綴・ 1綴(B4,54頁)

200701／40

当面の外交方針（説明）

昭和28.12.22

外交委員会
「昭和28　1953　№5」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,15頁)

200701／41

日本社会党国会速報　№49

昭和28.9.1

日本社会党国会対策委員会
「昭和28　1953　№5」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,10頁)

200701／42

〔高津正道発社会党広島県連宛書簡，国会報告演説開催ヶ所等〕

1953.10.～1954.3.

「昭和28　1953　№5」表記の袋

仮綴・ 1綴(B5)

200701／43

ｏ〔呉市長選挙に関する電報〕

昭和29.3.16

社会党本部→前田陸雄方社会党広島県連殿
「昭和28　1953　№5」表記の袋

電報

200701／43／ 1

ｏ〔第十七国会及び情勢について〕

昭和28.11.10

高津正道→社会党広島県連御中
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(便箋)・(4頁)

200701／43／ 2
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ〔広島支局分残金通知及び送金依頼状〕

昭和28.10.15

株式会社社会タイムス社販売部→社会党広島県連御中
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(社会タイムス社原稿用紙)・
(4頁)

200701／43／ 3

ｏ組織状況報告

1953.10.28

第三区協議会
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(罫紙)・(B4,1頁)

200701／43／ 4

ｏ吉浦桟橋事件

「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(罫紙)・(B5,1頁)

200701／43／ 5

ｏ〔『抵抗』送金受領礼状〕

〔日本社会党大阪府連合会青年部→前田陸雄〕
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(原稿用紙)・(B5,1頁)

200701／43／ 6

ｏ請求書（『抵抗』20部代金）

1954.1.18

日本社会党大阪府連合会青年部→前田様
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(謄写印刷紙に書き込み)・
(B6,1頁)

200701／43／ 7

ｏ〔地方オルグの選衡について〕

1954.3.10

森永栄悦→前田睦夫様
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(日本社会党本部便箋)・(2
頁)

200701／43／ 8

ｏ高津正道第三区国会報告演説開催ヶ所

日本社会党広島第一区協議会
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(罫紙)・(B4,1頁)

200701／43／ 9

ｏ〔天鉄争議〕

日本社会党広島第一区協議会
「昭和28　1953　№5」表記の袋

ペン(罫紙)・(B5,1頁)

200701／43／10

〔日本社会党広島県連関係発信控等〕

1952.6.5～1953.7.27

日本社会党広島県連合会
「昭和28　1953　№5」表記の袋の中の角3封筒入（日本社会党青年部→日本社会党広島連青年部御
中）

袋・ 1袋

200701／44

業務引継書綴

1953.5.8

日本社会党広島県連
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

綴・ 1綴(B5,3頁)

200701／45

広島県地方労働委員会労働者委員候補者推薦書

昭和28年

組合名　→広島県知事大原博夫殿
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋，同一物12枚あり

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／46

組合役員改選通知

昭和27.3.14

油谷重工従業員組合組合長森川贒雄
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／47

6



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

広島県地方労働委員会労働者委員候補者推薦書

昭和27.4.18

帝人三原工場従業員組合組合長末國勇→　組合長殿
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／48

〔第十一回広島県地方職業安定審議会の議事録及び送付状〕

昭和28.5.12

広島県労働部長（職業安定課）
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

仮綴(ホ)・ 1綴(B5)

200701／49

ｏ第十一回広島県地方職業安定審議会の議事録の送付について

昭和28.5.12

広島県労働部長（職業安定課）
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

カーボン複写・(B5,1頁)

200701／49／ 1

ｏ第十一回広島県地方職業安定審議会の議事録

「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写(ホ)・(B5,8頁)

200701／49／ 2

昭和二十八年産米　推定生産費の説明

1953.10.

日本社会党農民部
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,5頁)

200701／50

中央委員会議案（1）於東京神田　教育会館

1953.12.2～12.3

日本社会党中央執行委員会
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,55頁)

200701／51

第十九通常国会闘争方針（案）

国会対策委員会
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,11頁)

200701／52

当面の外交方針（説明）

外交委員長
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,15頁)

200701／53

一九五三年夏　組織のみたまゝ

1953.

日本社会党組織部
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,112頁)

200701／54

（資料）『党活動』各県別配布網　昭和二十八年十一月三十日現在

昭和28.11.30

日本社会党機関紙部
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,9頁)

200701／55

（資料）『党活動』代金未納一覧表（県連，支部協，支部，注文部数２０部以上）昭和28年11月30日現在

昭和28.11.30

日本社会党機関紙部
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／56

平和経済建設五ヵ年計画の正誤表及び注意事項

社会党政策審議会
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／57

全国大会開催について

1954.1.21～24

日本社会党
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／58

7



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

日本社会党国会速報　№70

昭和28.11.14

日本社会党国会対策委員会
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,12頁)

200701／59

日本社会党国会速報　№71

昭和28.11.15

日本社会党国会対策委員会
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,5頁)

200701／60

党活動　第64号

昭和28.11.30

日本社会党本部
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

活版・ 1部(28×19.5,8頁)

200701／61

若い群列　第14号

1953.8.30

社会党青年部
「昭和28　1953　№6　呉尼鉄争議記録」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,48頁)

200701／62

日本社会党国会速報　№50　79～89　97～107　120　130～135　137　146～148　179　183　190

昭和28.9.10～昭和29.12.3

日本社会党国会対策委員会
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 37冊(B5)

200701／63～99

農民情報　第1号

1954.3.20

日本社会党組織局農民部
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1冊(B5,44頁)

200701／100

農民情報　第4号

1954.6.20

日本社会党組織局農民部
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1冊(B5,25頁)

200701／101

農民情報　第6号

1954.8.20

日本社会党農民部
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1冊(B5,16頁)

200701／102

農民情報　第8号

昭和29.10.20

日本社会党農民部
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1冊(B5,16頁)

200701／103

農民情報　第9号

昭和29.11.20

日本社会党農民部
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1冊(B5,17頁)

200701／104

資料（二月四日）二十九年度・ＭＳＡ予算の実体

1954.2.4

日本社会党政策審議会
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,41頁)

200701／105

漁業通信　№2

1954.5.10

日本社会党漁民部
「昭和29　1954　№1」表記の袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・ 1冊(B5,30頁)

200701／106

8



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

日本社会党綱領（草案）（第三部）附一九五四年度組織活動方針・党規約

1954.5.11

日本社会党綱領委員会
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,28頁)

200701／107

日本社会党広島県連合会一九五四年度行動方針書

日本社会党広島県連合会
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／108

大会宣言（日本社会党広島県連合会第十回臨時大会）

1954.11.21

日本社会党広島県連合会
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／109

広島市農業委員会委員候補者一覧表

「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／110

〔第十回県連定期大会決定役員名通知〕

1954.3.14

日本社会党広島県連書記局
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／111

日本社会党広島県支部連合会規約改正について

日本社会党広島県支部連合会
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／112

党費及び『党活動』配布に関し

昭和29.3.18

県連書記局→支部及班殿
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写(ホ)・ 1仮冊(B5,5頁)

200701／113

入党者の登録に関する通知

1954.2.26

日本社会党組織部長淡谷悠蔵→広島県連合会御中
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／114

全学連全国大会に関する件

1954.5.26

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲→各県連合会青年部長殿
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／115

日本農民組合全国代表者会議，労農代表者会議を目指しての運動について。

1954.9.4

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党農民部長亀田得治→各県連，支部協，執行委員長，書記長，
農民部長殿

「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／116

原水爆禁止署名数の報告と集計について

昭和29.8.23

原水爆禁止署名運動全国協議会事務局
「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／117

〔鉛筆書きメモ等〕

「昭和29　1954　№1」表記の袋

袋・ 1袋

200701／118

ｏ〔鉛筆書きメモ〕

「昭和29　1954　№1」表記の袋

鉛筆(罫紙)・(B5,1頁)

200701／118／ 1

9



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ〔演劇台本一部〕

「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写・(B5,4頁)

200701／118／ 2

〔広島県農協民主化連盟関係資料〕

昭和30.3.18

広島県農協民主化連盟
「昭和29　1954　№1」表記の袋

仮綴・ 1綴(B5)

200701／119

ｏ広島県農協民主化連盟研究会

昭和30.3.18

広島県農協民主化連盟
「昭和29　1954　№1」表記の袋，裏面に鉛筆書きメモあり

謄写・(B5,1頁)

200701／119／ 1

ｏ広島県農協民主化連盟実行計画案

広島県農協民主化連盟
「昭和29　1954　№1」表記の袋，裏面に鉛筆書きメモあり

謄写・(B5,1頁)

200701／119／ 2

ｏ資料第一号　広島県信連の資金運営の実態　―特に系統利用に関する問題―

広島県農協民主化連盟
「昭和29　1954　№1」表記の袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・(B5,13頁)

200701／119／ 3

ｏ金利関係資料

「昭和29　1954　№1」表記の袋

謄写(ホ)・(B5,10頁)

200701／119／ 4

朝日新聞　昭和29年11月11日

昭和29.11.11

朝日新聞大阪本社
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1部

200701／120

朝日新聞　昭和29年11月12日

昭和29.11.12

朝日新聞大阪本社
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1部

200701／121

朝日新聞　昭和29年11月13日

昭和29.11.13

朝日新聞大阪本社
「昭和29　1954　№1」表記の袋

活版・ 1部

200701／122

労働情報　№2

昭和29.5.25

日本社会党労働部
「昭和29　1954　№2」表記の袋，同一物2冊あり

謄写・ 1冊(B5,12頁)

200701／123

漁業通信　№1

1954.4.1

日本社会党漁民部
「昭和29　1954　№2」表記の袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・ 1冊(B5,15頁)

200701／124

支部名簿　№1　附地方オルグ（未完）

1954.5.

日本社会党組織部
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,32頁)

200701／125
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

基地演習地反対闘争資料第二号　基地闘争資料　ｏ駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱（調達
庁）　ｏ駐留軍及び保安隊による土地等の接収に伴う損害賠償について（附）富裕税課税の場合の農地評
価方法

日本社会党本部平和運動委員会事務局
「昭和29　1954　№2」表記の袋，№126・127・128合綴

謄写・ 1冊(B5,30頁)

200701／126

基地演習地反対闘争資料第一号　基地闘争資料　ｏ駐留軍及び警察予備隊の演習実施により損害を受けた
者に対する補償措置について　ｏ接収農地等の損失補償の基準　ｏ補償問題に関する水産委員会の質疑　
―淡谷悠蔵氏の質問を中心として―

日本社会党本部平和運動委員会
「昭和29　1954　№2」表記の袋，№126・127・128合綴

謄写・ 1冊(B5,16頁)

200701／127

平和運動資料　軍事基地日本の概況

日本社会党本部平和運動委員会
「昭和29　1954　№2」表記の袋，№126・127・128合綴

謄写・ 1冊(B5,86頁)

200701／128

全造船第15回定期大会議案

1954.5.22

全造船
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,47頁)

200701／129

第十五回定期大会議案説明資料（追加分）中央に於ける最近の　1，第十次計画造船　2，インドネシヤ輸
出船の動向　3，トルコ向貨客船

1954.5.

全日本造船労働組合生産対策部，中小企業対策部
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,9頁)

200701／130

政経資料　第2号

昭和29年5月

日本社会党調査資料頒布会
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,32頁)

200701／131

第三回地方オルグ全国会議開催に関する件

1954.7.21

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→地方オルグ殿
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／132

党活動　第84号

昭和29.7.5

日本社会党本部
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1冊(28×19.5,8頁)

200701／133

党活動　号外

昭和28.11.8

日本社会党本部
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・ 1冊(28×19.5,8頁)

200701／134

〔新聞綴〕

昭和28.12.10～29.2.15

「昭和29　1954　№2」表記の袋

仮綴・ 1綴

200701／135

ｏ日刊広島　第2224号

昭和29.2.12

日刊広島新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・(37.5×27,2頁)

200701／135／ 1

ｏ広浜新聞　第159号

昭和29.2.15

広浜新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・(37.5×27,2頁)

200701／135／ 2
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ法廷新聞　第103号

昭和29.2.8

法廷新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋，同一物2部あり

活版・(37.5×27,2頁)

200701／135／ 3

ｏ広島生活新聞　第172号

昭和29.2.1

広島生活新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋，同一物3部あり

活版・(37.5×27,2頁)

200701／135／ 4

ｏ自由市民　第8号

昭和29.1.10

自由市民社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・(37.5×27,2頁)

200701／135／ 5

ｏ広島教育時報　号外147号

昭和29.1.27

広島県教職員組合
「昭和29　1954　№2」表記の袋，同一物2部あり

活版・(27×19,3頁)

200701／135／ 6

ｏ広島生活新聞　第169号

昭和28.12.10

広島生活新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・(37.5×27,2頁)

200701／135／ 7

ｏひろしま帰国者ニュース　第3号

1953.12.27

広島県帰国者連絡協議会
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／135／ 8

ｏ全国の同志諸君に訴える！『青年部全国大会の開催を要求しよう！』

1954.1.1

日本社会党大阪府支部連合会青年部長隅田康男
「昭和29　1954　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／135／ 9

中国新聞　昭和29年11月9日

昭和29.11.9

中国新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・ 1部

200701／136

中国新聞　昭和29年11月10日

昭和29.11.10

中国新聞社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・ 1部

200701／137

朝日新聞　昭和29年11月9日

昭和29.11.9

朝日新聞大阪本社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・ 1部

200701／138

朝日新聞　昭和29年11月10日

昭和29.11.10

朝日新聞大阪本社
「昭和29　1954　№2」表記の袋

活版・ 1部

200701／139

第十四回地方委員会企画部資料

昭和29.2.10～11

国鉄労働組合地方本部企画部
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5)

200701／140

12



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ地闘及び地方委員名簿

国鉄労働組合地方本部企画部
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写・(B5,28頁)

200701／140／ 1

ｏ自己批判及び当面の闘争方針

国鉄労働組合地方本部企画部
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写・(B5,24頁)

200701／140／ 2

広島教育時報　号外145号

昭和29.1.22

広島県教職員組合
「昭和29　1954　№3」表記の袋

活版・ 1部(B5,14頁)

200701／141

国会速報　№187　189　198

昭和29.10.1～12.2

日本社会党国会対策委員会
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写・ 3冊(B5)

200701／142～144

第3回地方オルグ全国会議報告と問題点

1954.8.21～22

日本社会党組織局組織局長安平鹿一，組織部長淡谷悠蔵
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,24頁)

200701／145

第二次組織拡大月間本部計画及び支部結成目標

1954.9.7

日本社会党組織局
「昭和29　1954　№3」表記の袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・ 1冊(B5,11頁)

200701／146

地方議会対策資料1　自治体綱領作成資料　―静岡県地方自治体建設要綱―

日本社会党地方議会対策部
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,22頁)

200701／147

中央執行委員会に対する報告並要望　別紙　警察法無効法廷闘争関係資料

昭和29.8.23

法規対策委員長坂本泰良
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,33頁)

200701／148

商工通信　№1

1954.9.15

日本社会党本部中小企業対策部
「昭和29　1954　№3」表記の袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・ 1冊(B5,13頁)

200701／149

秋季年末闘争資料（政策審議会）下半期の政治経済情勢と問題点

日本社会党政策審議会
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写(ホ)・ 1冊(B5,7頁)

200701／150

地方議会対策部資料　町村合併と選挙区　「町村合併促進法第十一条の五（都道府県の議会の議員の選挙
区に関する特例）とは」

1954.9

「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写・ 1枚(B5,3頁)

200701／151

社会主義新聞　第123号

1954.8.15

社会主義新聞社
「昭和29　1954　№3」表記の袋

活版・ 1部(37.5×27,2頁)

200701／152
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

〔一九五三年二月十五日第九回定期大会より本第十回定期大会までの一ヶ年間に於ける支部活動の概略報
告〕

「昭和29　1954　№3」表記の袋，同一物6枚あり

謄写・ 1枚(B5,4頁)

200701／153

復入党者の取り扱いに関する通達

1954.7.31

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→各連合会会長殿，各支部協御中
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№154～158重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／154

全造船合理化反対闘争支援について

1954.7.31

日本社会党労働部長菊川孝夫，日本社会党中小企業部長永井勝次郎
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№154～158重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／155

申入書（造船産業対策に関する）

1954.7.27

日本社会党中央執行委員会
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№154～158重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／156

日本社会党の質問に対する農相回答の問題点（一部分）

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№154～158重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／157

1，二十九年度事業税緊急軽減措置促進決議案　2，都当局の処置すべき事項

1954.

提案者日本社会党東京都議員団代表議員北田一郎
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№154～158重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／158

合同問題について全国の同志に訴う　革命的政党への唯一の道（一部分）

1954.12.29

日本社会党東京都連合会
「昭和29　1954　№3」表記の袋

謄写・ 1仮冊(B5,13頁)

200701／159

道路委員任務遂行に関する件

昭和29.8.6

日本社会党農民部長亀田得治
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／160

西日本農民部ブロック会議について

1954.12.8

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党農民部長亀田得治
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折，同一物2枚あり

謄写・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／161

青年部全国大会代議員割り当てのために組織報告を求める件

1954.12.6

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／162

組織拡大月間における任務指令

1954.9.7

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→地方オルグ殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／163

二十九年産米価格に関する当面の対策

1954.8.28

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党農民部長亀田得治→県連，支部協殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1仮冊(B4,3頁)

200701／164

（討議資料）総評の運動方針をめぐる問題点

労働部
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁　B5,1頁)

200701／165
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

第三回地方オルグ全国会議要領

昭和29.8.21

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／166

平和憲法擁護国民連合地方組織状況

1954.8.17

日本社会党平和憲法擁護委員会
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／167

原水爆禁止写真展について

1954.8.7

日本社会党平和憲法擁護委員会委員長猪俣浩三，事務局長穂積七郎→各県連殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／168

越年闘争を積極的に支援せよ。

1954.12.3

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲→各県連合会，各県青年部長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／169

若い群列「学習版」発行について

1954.12.4

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲→各全国執行委員，県連青年部長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／170

選挙闘争の準備を完了せよ。

1954.12.3

日本社会党選挙対策委員会事務局長藤田進→各県連殿，各支部協殿，各候補者殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／171

青年部地方活動報告書

日本社会党青年部
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／172

基地の法廷闘争について

1954.8.7

日本社会党軍事基地委員長吉田法晴，日本社会党事務局長成瀬幡治→　殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／173

八月の活動目標と七月党員数の確認に関する通達

1954.8.4

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→各県連会長（支部協）殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／174

警察法無効の法廷闘争に関する通達

1954.8.23

日本社会党組織局長安平鹿一，地方議会対策部長井手以誠→各連合会々長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／175

地方財政危機突破（カンパ）大会運動展開に関する通達

1954.8.25

日本社会党組織局長安平鹿一，地方議会対策部長井手以誠，地方財政危機突破中央大会実行委員会→各
県連，各支部協殿

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／176

年末ブロック会議に農村活動を集約させよう。

1954.9.8

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党農民部長亀田得治→各県連，支部協，書記長，農民部長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／177
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

緊急中央執行委員会報告の件

1954.9.4

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党総務局長勝間田清一，日本社会党庶務部長渡辺惣蔵→各県連，
各支部協殿，各議員，各役員殿

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／178

吉田外遊反対国民大会の準備について

1954.9.8

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党労働部長菊川孝夫→各県連会長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／179

組織拡大月間闘争に突入せよ。

1954.9.8

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→支部連合会，支部協御中
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／180

地方政策指導部確立の件要請

1954.9.3

日本社会党政策審議会長伊藤好道
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／181

事業税対策活動について

1954.9.8

日本社会党組織局長安平鹿一，中小企業対策部長永井勝次郎→各県連，支部協殿，商工連絡委員殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／182

組織拡大（強化）月間の実施について

昭和29.8.27

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→各連合会々
長殿

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／183

九月活動目標と八月党員数確認に関する通達

1954.8.28

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→各県連合会々長殿，各支部協，議長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／184

知事選挙対策の促進に関する通達

1954.10.7

日本社会党選挙対策委員会事務局長藤田進
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／185

十月組織活動の目標と九月党員数の確認に関する通達

1954.10.6

日本社会党組織部長淡谷悠蔵→各連合会御中
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／186

第十一回中央執行委員会報告の件

1954.10.18

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党総務局長勝間田清一，日本社会党総務部長→各県連，支部協
殿，各議員，各役員殿

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／187

地方議会闘争方針に関する通達

1954.10.19

日本社会党組織局長安平鹿一，地方議会対策部長井手以誠→各連合会，支部協殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／188

国際農村青年集会日本準備会えの参加に関する件

1954.9.6

日本社会党青婦局長山本幸一，西風勲→都道府県連青年部長殿
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／189
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

〔教育活動についての提案〕

1954.9.18

日本社会党教宣局長岡田宗司→各県連合会御中
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／190

第十回中央執行委員会報告の件

1954.9.15

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党総務局長勝間田清一，日本社会党庶務部長渡辺惣蔵→各県連，
各支部協殿，各議員，各役員殿

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／191

組織拡大月間に際して。

1954.9.11

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党中小企業対策部長永井勝次郎
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／192

統一問題に関する報告

1954.12.17

日本社会党統一促進委員会→各県連，支部協御中
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／193

護憲連合の最近の活動についての報告

1954.12.15

日本社会党平和憲法擁護委員会委員長猪俣浩三，事務局長穂積七郎→各県連御中
「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／194

農民組織の現状

昭和29.11.10

「昭和29　1954　№3」表記の袋，№160～195重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,4頁)

200701／195

指導者名簿

1954.8.10

広島地区労働組合会議
「昭和29　1954　№4」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,44頁)

200701／196

〔十円カンパの実施通達〕

1954.3.27

日本社会党書記長和田博雄，一億円カンパ委員長松本治一郎→都道府県連殿，各支部協殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2枚あり，№197～198重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／197

拠点支部確立に関する通達

1954.3.26

日本社会党組織局組織局長安平鹿一，組織部長淡谷悠蔵→各連合会（支部協）組織局部長殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2枚あり，№197～198重折

謄写・ 1仮冊(B4,4頁　B5,1頁)

200701／198

全国地方組織連絡会議決定事項

1954.5.21

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物4枚あり

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／199

党歌募集について

1954.4.27

日本社会党教宣局長岡田宗司，日本社会党情宣部長大柴滋夫→各県連教宣部長殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／200

四月党員数の確認及び五月目標に関する通達

1954.4.28

日本社会党組織局組織局長安平鹿一，組織部長淡谷悠蔵→各連合会（支部協）御中
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／201

中小企業対策部会の報告事項

1954.4.27

日本社会党組織局長安平鹿一，中小企業対策部長永井勝次郎→各県連，各支部協御中
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／202
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

農協問題案　秘

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／203

農民情報，労働情報等機関紙への原稿依頼について

1954.7.8

日本社会党組織局長安平鹿一→各地方オルグ殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／204

全電通中国地本情報　№27

1954.3.1

全電通中国地方本部
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1部(B4,4頁)

200701／205

第五回全国婦人対策部代表者会議議案

1954.1.20

日本社会党婦人対策部
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1冊(B5,27頁)

200701／206

選挙対策委員長全国会議召集に関する指令

1954.11.13

日本社会党書記長和田博雄→各連合会々長殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／207

平和映画「最後の女たち」封切りについて

1954.11.13

日本社会党文化委員長佐藤観次郎，日本社会党副委員長下川■太郎→各県連，支部協御中
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／208

第二回地方議員団会議開催に関する通達

1954.11.13

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党地方議会対策部長井手以誠→各連合会，支部協殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／209

全国地方議会議員，首長大会開催に関する通達

1954.11.10

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党地方議会対策部長井手以誠→各連合会，支部協殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1仮冊(B5,2頁　B4,1頁)

200701／210

東日本農民部ブロック会議について

1954.11.10

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党農民部長亀田得治→各連合会，支部協殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／211

十一月組織活動の目標と九月党員数の確認に関する件

1954.11.6

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党組織部長淡谷悠蔵→各連合会御中
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／212

総選挙資金カンパ運動を展開せよ

1954.11.2

日本社会党委員長鈴木茂三郎，日本社会党書記長和田博雄，日本社会党財務委員長勝間田清一→各連合
会会長殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／213

何県農業会議会則例（農林省示達）

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1冊(B5,10頁)

200701／214

漁業連絡員推選の依頼

1954.4.17

日本社会党漁民部長赤路友蔵→各県連御中
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／215
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

招請状（軍事基地演習地反対全国代表者会議参加）

1953.6.

日本社会党平和運動委員会→　殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2枚あり

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／216

農民情報　第5号

1954.7.20

日本社会党農民部
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

活版・ 1冊(B5,20頁)

200701／217

「地方単産責任者会議」の設置についての通達

1954.3.25

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党労働部長→各連合会会長殿，各
県労働部長殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／218

政局の見透しと党の態度

1954.4.10

日本社会党中央執行委員会
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2冊あり，№219～221重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／219

四月主要闘争目標

日本社会党中央執行委員会
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2冊あり，№219～221重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／220

メーデー対策に関する件

1954.4.12

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2冊あり，№219～221重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／221

青年部情報

昭和29.4.5

日本社会党東京都連合会青年部
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1部(B4,2頁)

200701／222

日本青年団協議会全国大会対策の件

1954.4.17

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲→各県連合会青年部長殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／223

日本社会党国会速報　№138

昭和29.4.14

日本社会党国会対策委員会
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1冊(B5,6頁)

200701／224

日本社会党国会速報　№139

昭和29.4.16

日本社会党国会対策委員会
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1冊(B5,3頁)

200701／225

水爆即時禁止運動の組織に関する指令

1954.4.10

日本社会党和田博雄→連合会長，支部協議長殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物2冊あり

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／226

職業広島　NUMERO 33

昭和29.9.30

日本公共職業安定協会広島県支部
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

活版・ 1冊(B5,28頁)

200701／227
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200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

全国会議開催に関する注意

1954.8.13

日本社会党組織部長淡谷悠蔵→地方オルグ殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／228

西日本農民部ブロック会議開催について

1954.12.18～19

日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党農民部長亀田得治，日本社会党大阪府連合会農民部長山村富
造→広島県連殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／229

日本社会党国会速報　№196

昭和29.11.26

日本社会党国会対策委員会
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1冊(B5,6頁)

200701／230

日本社会党国会速報　№197

昭和29.12.1

日本社会党国会対策委員会
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1冊(B5,4頁)

200701／231

農民情報　第8号

1954.10.20

日本社会党農民部
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

活版・ 1冊(B5,16頁)

200701／232

緊急中央執行委員会報告の件

1954.11.29

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党総務局長勝間田清一，日本社会党庶務部長渡辺惣蔵→各県連，
支部協殿，各役員，各議員殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／233

第一回執行委員会議事録

昭和29.3.22

県連書記局
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／234

全国地方組織連絡会議決定事項

昭和29.5.21

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋，同一物3枚あり

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／235

徴兵反対水爆禁止青年婦人大会に関する件

1954.7.17

日本社会党青婦局長山本幸一，日本社会党青年部長西風勲→府県連青年部長殿
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／236

第八回中央執行委員会報告の件

1954.7.13

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党総務局長勝間田清一，日本社会党庶務部長渡辺惣蔵→各県連，
各支部協殿，国会議員，各役員殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,1頁　B5,1頁)

200701／237

第十二回中央執行委員会報告の件

1954.11.15

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党総務局長勝間田清一，日本社会党庶務部長渡辺惣蔵→各県連，
各支部協殿，各議員，各役員殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,2頁　B5,1頁)

200701／238

労働次官通達について

1954.11.15

日本社会党書記長和田博雄，日本社会党組織局長安平鹿一，日本社会党労働部長菊川孝夫→各県連，支
部協殿

「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／239
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地方選挙候補者選考に関する通達

1954.3.30

日本社会党選対事務局長藤田進→各連合会選挙対策委員会（支部協）御中
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1仮冊(B4,2頁)

200701／240

"昭和二九年度ＭＳＡ予算の実体"　―パンフレット購読のお願い―

1954.3.31

日本社会党機関紙部長野原覚
「昭和29　1954　№4」表記の袋，№197～241同袋

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／241

討議資料　農業綱領（案）

日本社会党綱領委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,26頁)

200701／242

群馬民擁連　№1

昭和34.12.20

民主主義擁護群馬県民連合
「昭和34　1959　№1」表記の袋

活版・ 1部(B5,4頁)

200701／243

一・一六を断固羽田でたたかい真に改定調印を阻止するための国民会議への要望

全学連第廿一期中央委員会，東京郡学連，東京大学学生自治会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，244～248重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／244

「たたかいを発展させ前進させるために」の補足について

「昭和34　1959　№1」表記の袋，244～248重折

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／245

安保改定阻止・廃棄第十一次統一行動　一月十日正午前橋公園で二万人の労働者，農民市民，婦人・青
年・学生・文化人のケッキ大会とデモ行進

「昭和34　1959　№1」表記の袋，244～248重折

謄写・ 1枚(B4,1頁)

200701／246

安保条約改定阻止闘争の当面の方針（十二月十二日全国書記長会議における討議の集約）

「昭和34　1959　№1」表記の袋，244～248重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,4頁)

200701／247

神奈川県下の安保改定阻止，廃棄闘争についての概況

安保条約廃棄要求県民会議
「昭和34　1959　№1」表記の袋，244～248重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,8頁)

200701／248

安保闘争の総括と方針

総評京都地方評議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，249～254重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,6頁)

200701／249

安保改定阻止国民大行進について

「昭和34　1959　№1」表記の袋，249～254重折

謄写(ホ)・ 1仮冊(B4,7頁)

200701／250

安保改定調印段階における行動計画

1960.1.6

安保改定阻止広島県民共闘会議議長前田栄之助→各地区労議長，各地区共闘議長，各労組委員長殿
「昭和34　1959　№1」表記の袋，249～254重折

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／251

第三回安保改定阻止第三回全国代表者会議の経過及調印段階における闘争計画について

1959.12.28

安保改定阻止広島県民共闘会議議長前田栄之助→地区労議長，安保地区共闘議長，労組委員長殿
「昭和34　1959　№1」表記の袋，249～254重折

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／252
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憲法擁護，砂川伊達判決支持，安保改定阻止月間について

憲法擁護特別委員会委員長加藤勘十
「昭和34　1959　№1」表記の袋，249～254重折，同一物2枚あり

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／253

招請状（安保改定の調印とりやめを要求する三次市民大集会参加）

1959.11.22

安保改定阻止三次地区共闘会議議長樽岡初政→県民共闘社会党前田議長殿
「昭和34　1959　№1」表記の袋，249～254重折

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／254

〔第5回原水爆禁止世界大会関係資料綴〕

1959.8.

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

綴・ 1綴

200701／255

ｏ原爆被害の実相と被害者の苦しみ

1959.8.6

日本原水爆被害者団体協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B6,55頁)

200701／255／ 1

ｏヒロシマの声を世界へ　原水爆禁止と核武装阻止　第5回原水爆禁止世界大会討議資料

1959.6.10

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(A5,40頁)

200701／255／ 2

ｏ原水爆禁止のために2　原子力の平和利用とその問題点　広大教授理学博士佐久間澄著

広島原水協
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(A6,17頁)

200701／255／ 3

ｏ八・六学生平和会議　ニュース資料

八・六学生平和会議実行委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B5,49頁)

200701／255／ 4

ｏ国内平和行進参加について

1959.7.28

日本社会党広島県支部連合会会長前田栄之助，書記長山崎実，国民運動委員長大原亨
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／255／ 5

ｏ広島原水爆禁止ニュース　第7・8号

1959.7.10～7.25

原水爆禁止広島県協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(37.5×27,2頁)

200701／255／ 6

ｏ〔加計町原爆被害者の会結成趣意書，会則案，加計町原爆死亡者遺族名簿等〕

昭和32.1.31

加計町原爆被害者の会結成準備会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B5,3頁　B4,2頁)

200701／255／ 7

ｏ〔原水爆禁止世界大会日程表〕

1959.7.31～8.7

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,8頁)

200701／255／ 8

ｏ〔原爆反対世界大会資料〕

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

ペン(原稿用紙)・(2頁)

200701／255／ 9

ｏ原水爆禁止広島大会・広島県原爆被害者大会　日程並討議資料（附）関連行事

1956.8.6～7

原水爆禁止広島大会実行委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(A5,4頁)

200701／255／10
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ｏ原爆被害者実態調査報告

1956.8.6

原水爆禁止広島協議会原爆被害者救援委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(A5,18頁)

200701／255／11

ｏ第5回原水爆禁止世界大会ポスター

1959.8.

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

ポスター・(1枚)

200701／255／12

ｏ第五回原水爆禁止世界大会への広島市原水協派遣代表者集会の決定事項について（通知）

昭和34.7.31

原水爆禁止広島市協議会会長広島市長濱井信三→第五回原水爆禁止世界大会広島市代表殿
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／255／13

ｏ社会党青年部情報　第26号

1959.7.31

日本社会党本部青年部
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／255／14

ｏ第五回原水爆禁止世界大会に対する方針

日本社会党原水禁対策特別委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,4頁)

200701／255／15

ｏ八・六学生平和会議　ニュース資料

八・六学生平和会議実行委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋，№255/4のつづき

謄写・(B5,50～53頁)

200701／255／16

ｏ〔外国代表団の報告〕

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4)

200701／255／17

ｏ第五回原水爆禁止世界大会資料（続）安保改定と核武装　―事実にもとづいて考えよう―

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B5,3頁)

200701／255／18

ｏ第五回原水爆禁止世界大会　特別資料

1959.8.5～6

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B5,16頁)

200701／255／19

ｏ第五回原水爆禁止世界大会案内

1959.8.

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(A5,16頁)

200701／255／20

ｏ第五回原水爆禁止世界大会予備会議報告

1959.8.3

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／255／21

ｏ第五回原水爆禁止世界大会に対するわれわれの態度

1959.7.29

広島労働組合会議
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B4,1頁)

200701／255／22

ｏ世界大会予備会議日程

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／255／23
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ｏ広島青年集会　原水爆禁止・平和行進隊・サイクル隊歓迎

1959.8.4

原水爆禁止広島青年集会実行委員会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B5,4頁)

200701／255／24

ｏ第五回原水爆禁止世界大会および国際平和巡礼に参加する外国代表（八月一日現在）

「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,5頁)

200701／255／25

ｏ要望（世界大会の実施に関して）

1959.5.

原水爆禁止広島市協議会→原水爆禁止日本協議会理事長安井郁あて
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／255／26

ｏ日本国民への訴え

1959.8.7

第五回原水爆禁止世界大会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／255／27

ｏ新しき世界へ　第282号

1959.5.1

世界市民共和国日本事務局
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(55×41,2頁)

200701／255／28

ｏ核戦争阻止・核実験反対・軍備全廃促進国際共同行動月間の提唱

1961.9.14

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B4,2頁)

200701／255／29

ｏ一九六一年　軍備全廃署名　全世界から軍備の全廃をめざして

1961.

原水爆禁止日本協議会
「昭和34　1959　№1」表記の袋，第5回原水爆禁止世界大会の袋

活版・(B5,4頁)

200701／255／30

〔参議院選挙及び地方選挙に関する資料〕

昭和31.7.8～34.6

日本社会党広島支部
「昭和34　1959　№2」表記の袋

綴・ 1綴

200701／256

ｏ必勝虎の巻　公職選挙法の解説と運動指針　―参議院（全地）県市町村議会首長選挙用―

昭和30.4.1

日本社会党広島県連選挙対策委員会
「昭和34　1959　№2」表記の袋

活版・(B5,28頁)

200701／256／ 1

ｏ地方選挙結果得票数

昭和34.4.23

日本社会党広島支部
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／256／ 2

ｏ昭和34年6月参議院選挙結果得票数

昭和34.6.

日本社会党広島支部
「昭和34　1959　№2」表記の袋，同一物4冊あり

謄写・(B4,4頁)

200701／256／ 3

ｏ各級議員候補者一覧表

「昭和34　1959　№2」表記の袋

活版・(B4,2頁)

200701／256／ 4

ｏ昭和三五年国勢調査による概数人口

「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B5,14頁)

200701／256／ 5
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ｏ昭和31.7.8　参議院地方選出議員通常選挙　投票状況調

昭和31.7.8

「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／256／ 6

ｏ昭和31.7.8　参議院地方選出議員通常選挙　候補者別得票数等に関する調

昭和31.7.8

「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,7頁)

200701／256／ 7

ｏ参議院議員選挙市町村別結果調（全国区　県連関係分）

昭和31.7.8

「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,13頁)

200701／256／ 8

陳情書（糸崎赤十字病院存続願）

昭和34.12.14

糸崎赤十字病院患者自治会一同→日本赤十字社大原県支部長殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

カーボン複写・ 1冊(B5,6頁)

200701／257

請願書（糸崎赤十字病院存続期成）

昭和34.7.18

糸崎赤十字病院患者自治会→　殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・ 1枚(B4,2頁)

200701／258

広島県知事の違法かつ不当な支出及び行為の取り消し及び禁止措置に関する請求書（原稿）

請求者広島市大洲町五三番地鉄工業保田庄一
「昭和34　1959　№2」表記の袋

ペン(広島県議会用紙)・ 1枚(B4,1
頁)

200701／259

〔安保改定阻止闘争に関する資料等〕

1959.

「昭和34　1959　№2」表記の袋

綴・ 1綴(B4)

200701／260

ｏ広島県内における安保改定阻止の統一行動について

1959.9.2

安保改定阻止広島県民共闘会議議長前田栄之助
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／260／ 1

ｏ当面の闘争

1959.10.14

安保改定阻止広島県民共闘会議
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,4頁)

200701／260／ 2

ｏ安保改定阻止に関する当面の行動方針

1959.10.14

広島県安保改定反対県民会議議長前田栄之助→各団体殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／260／ 3

ｏ安保共闘オルグ団並びに地域活動者名簿

1959.10.13

安保改定阻止広島県民共闘会議議長前田栄之助→各団体長殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／ 4

ｏ帰国協定に違反する「帰還案内」の不当な諸条項の撤回に関する要求書

1959.9.8

在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会議長韓徳銖→日本赤十字社社長島津忠承殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

活版・(B5,8頁)

200701／260／ 5

ｏ日赤の「帰還案内」は帰国協定の違反であり、在日朝鮮人に対する民族的侮蔑である

1959.9.15

在日朝鮮人広島県帰国対策委員会
「昭和34　1959　№2」表記の袋

活版・(19.5×26,1頁)

200701／260／ 6
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ｏ昭和33年2月1日～昭和34年9月30日分党費納入一覧表

1958.2.1

県連書記局
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／ 7

ｏ速報

1959.9.22

日本社会党広島県連
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／ 8

ｏ第二組合はこうしてつくられている

「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,16頁)

200701／260／ 9

ｏ未納党費の納入促進について

1959.9.16

日本社会党広島県支部連合会財政委員長材井一夫→県連執行委員，県連顧問殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B5,1頁　B4,1頁)

200701／260／10

ｏ資料　水産基本政策

1959.9.10

日本社会党政策審議会水産基本政策特別委員会
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,6頁)

200701／260／11

ｏ機構改革に関する答申書

1959.9.5

日本社会党東京都連合会
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,10頁)

200701／260／12

ｏ第12回定期大会　1959年度運動方針草案

1959.

広島県労働組合会議
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,34頁)

200701／260／13

ｏ安保改訂阻止闘争講師団の編成について

1959.9.4

日本社会党広島県支部連合会会長前田栄之助，書記長山崎実，国民運動委員長大原亨→　殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／14

ｏ県連定期大会開催について

1959.9.4

日本社会党広島県支部連合会会長前田栄之助→各支部殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／15

ｏ広島県内における安保改定阻止の統一行動について

1959.9.2

安保改定阻止広島県民共闘会議議長前田栄之助
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／260／16

ｏ安保改定阻止国民運動の当面の情勢と闘いかた

「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,3頁)

200701／260／17

ｏ第十一回県連執行委員会議事録（抄）

1959.8.31

日本社会党広島県連執行委員会
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／260／18

ｏ安保改訂阻止をどう闘うか

日本社会党広島県連国民運動委員会
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／260／19
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ｏ広島県第三区候補者の選定について

1958.1.15

日本社会党広島県支部連合会会長前田栄之助，書記長山崎実，選対委員長保田庄一→本部選対委員長殿
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／260／20

ｏ安保改定阻止国民運動資料　当面の闘争方針

1959.6.16

安保条約改定阻止国民会議
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,6頁)

200701／260／21

ｏ安保改定阻止国民運動資料（二）安保条約改定阻止国民運動活動家会議

1959.6.16

安保条約改定阻止国民会議
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／22

ｏ安保共闘状況調査（6.30現在）

1959.6.30

安保条約改定阻止国民会議
「昭和34　1959　№2」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／260／23

日本社会党広島支部第十五回定期大会議案

1959.12.5

日本社会党広島支部執行委員会
「昭和34　1959　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,16頁)

200701／261

組織活動の手引

1959.12.

日本社会党組織局
「昭和34　1959　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,14頁)

200701／262

党と労働組合の問題　職場党員討論集会資料

1959.12.1

日本社会党組織局労働部
「昭和34　1959　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,41頁)

200701／263

内外の情勢　職場党員討論集会資料

1959.12.1

日本社会党企画調査部
「昭和34　1959　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,24頁)

200701／264

第16回定期全国大会　党務報告書

1959.9.12～15

日本社会党本部
「昭和34　1959　№3」表記の袋

活版・ 1冊(B5,144頁)

200701／265

日本社会党綱領（草案）（第三部）附一九五四年度組織活動方針　党規約

1954.5.11

日本社会党綱領委員会
「昭和34　1959　№3」表記の袋

謄写・ 1冊(B5,28頁)

200701／266

第十六回定期大会議案

1959.9.12～15

日本社会党本部
「昭和34　1959　№3」表記の袋

活版・ 1冊(B5,119頁)

200701／267

〔安保条約改定阻止闘争に関する資料等〕

1958～1961

「年度のまたがるもの」表記の袋

綴・ 1綴

200701／268

ｏヴァンデンバーグ決議（全文）（一九四八年六月十一日米国上院の決議）

1948.6.11

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 1
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ｏ速報

1959.9.22

日本社会党広島県連
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 2

ｏ原水禁世界大会関係行事日程

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 3

ｏ招請状（安保改定反対共闘会議代表者会議出席）

1959.10.7

広島県安保改定反対県民会議議長前田栄之助→　殿
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 4

ｏ安保条約改定阻止地区共闘結成について

1959.10.7

日本社会党広島県支部連合会国民運動委員長大原亨→　殿
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 5

ｏ地区段階の共闘会議組織状況の報告について（付調査票）

1959.8.22

安保条約改定阻止国民会議→各都道府県評，各安保改定阻止共闘会議殿
「年度のまたがるもの」表記の袋

活版・(B5,1頁　B4,1頁)

200701／268／ 6

ｏ県内大行進について

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 7

ｏ農民要求貫徹・安保条約改定阻止署名簿

農民要求貫徹・安保改定阻止農民連絡懇談会
「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物3枚あり，未記入

活版・(B4,2頁)

200701／268／ 8

ｏ反戦反失国民大行進県内行進計画

全日自労広島県支部実行委員会
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／ 9

ｏ戦争と失業に反対する国民大行進広島県民大会及大行進実施について

1958.12.20

広島県労働組合会議議長平岡弘人，戦争と失業に反対する国民大行進広島県実行委員会会長平岡弘人→
各地区労議長殿，各地区対策部長殿，各労組委員長殿，各団体長殿

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／10

ｏ戦争と失業に反対し，社会保障確立のための国民大行進について

1958.12.17

全日本自由労働組合広島県支部春の大行進実行委員会
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／11

広島県原水協総会の開催について

1961.5.19

原水爆禁止広島県協議会理事長森滝市郎→各地域原水協，民主団体殿
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／12

ｏ春闘国民大行進参考資料1　戦争と失業に反対する国民大行進要綱（総評幹事会決定）

全日本自由労働組合広島県支部，国民大行進実行委員会
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,4頁)

200701／268／13

ｏ大行進九州中国行程

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／14

28



200701　広島市　日本社会党広島県連合会関係資料仮目録

ｏ広島市原水協理事会第五回

「年度のまたがるもの」表記の袋

ペン・(B4,1頁)

200701／268／15

ｏ〔原爆被害者福祉センター広島平和会館開館祝賀会出欠席状〕

→原水爆禁止広島協議会
「年度のまたがるもの」表記の袋

葉書

200701／268／16

ｏ〔原爆被害者福祉センター広島平和会館開館祝賀会案内状〕

1959.4.16

原水爆禁止広島県協議会，広島県原爆被害者団体協議会代表者森滝市郎
「年度のまたがるもの」表記の袋

活版・(35.5×18,1頁)

200701／268／17

ｏ日朝赤十字の会談を

〔帰国協力会〕
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁)

200701／268／18

ｏ広島県在日朝鮮人帰国協力会々則（案）

広島県在日朝鮮人帰国協力会
「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物2枚あり

謄写・(B4,1頁)

200701／268／19

ｏ帰国協力会運動方針

広島県在日朝鮮人帰国協力会
「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物2枚あり

謄写・(B4,1頁)

200701／268／20

ｏ昭和34年度原水爆禁止広島市協議会歳入出予算（案）

原水爆禁止広島市協議会
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,3頁)

200701／268／21

ｏ別紙（第五回原水爆禁止世界大会広島開催について）

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,1頁　B5,1頁)

200701／268／22

ｏ推薦御依頼（浜井信三氏の広島市長候補推薦）

昭和34.1.18

広島県労働組合会議議長平岡弘人，全日本労働組合広島県地方会議議長金本邦夫→　殿
「年度のまたがるもの」表記の袋

活版・(B5,1頁)

200701／268／23

〔広島護国神社復興奉賛会関係資料〕

昭和32.9.24～34.2.2

「年度のまたがるもの」表記の袋

綴・ 1綴(B5)

200701／269

ｏ宗教法人広島神社規則案（小谷伝一氏以下九名の責任役員(但し河本宮司代努者を除く)に於て神社本庁
を脱退したる後の神社規則として起案したるもの）

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,8頁)

200701／269／ 1

ｏ議員党派別人名表　昭和32.9.24現在

昭和32.9.24

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,1頁)

200701／269／ 2

ｏ浜井会開催御案内

幟町学区浜井会責任者前田陸雄→　殿
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,1頁)

200701／269／ 3
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ｏ広島護国神社復興奉賛会役員総会順序

昭和34.2.2

広島護国神社々務所
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,11頁)

200701／269／ 4

ｏ昭和三十二年度広島護国神社復興奉賛会事業費収支決算書

昭和34.2.2

広島護国神社々務所
「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B5,7頁)

200701／269／ 5

ｏ市政の抱負概要

「年度のまたがるもの」表記の袋

謄写・(B4,2頁)

200701／269／ 6

ｏ広島護国神社責任役員会（監事列席）第一日メモ

昭和34.1.16

「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物2冊あり

謄写・(B5,5頁)

200701／269／ 7

ｏ責任役員会継続審議第二日メモ

昭和34.1.17

「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物2冊あり

謄写・(B5,8頁)

200701／269／ 8

ｏ責任役員会継続審議第三日メモ

昭和34.1.18

「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物2冊あり

謄写・(B5,6頁)

200701／269／ 9

ｏ護国神社問題究明同志会寄附者芳名録

「年度のまたがるもの」表記の袋，同一物2冊あり

ペン(広島県会用紙)・(B5,6頁)

200701／269／10

仏陀　第三巻第十二号

昭和10.12.10

仏陀社
「戦前」表記の袋

活版・ 1冊(A5,16頁)

200701／270

入党のすゝめ

昭和11.7.22

社会大衆党広島県支部聯合会
「戦前」表記の袋

活版・ 1冊(19.5×13.5,4頁)

200701／271

経済情報　第17巻第8号

昭和17.5.1

経済情報社
「戦前」表記の袋

活版・ 1冊(B5,56頁)

200701／272

芸備日日新聞　昭和8年2月8日（3・4面）

昭和8.2.8

「戦前」表記の袋

活版・ 1部

200701／273

芸備日日新聞夕刊　昭和8年4月8日（7・8面）

昭和8.4.8

「戦前」表記の袋

活版・ 1部

200701／274

アサヒニュース　248号（1951年6月11日）～275号（1951年12月17日）（欠号多し）

1951.6.11～12.17

朝日新聞東京本社
「アサヒニュース」表記の袋

活版・ 1袋

200701／275

生活と権利と国土を守る国民大行進　6月23日東京結集　職場闘争から全国闘争へ

全国国民大会実行委員会
表記無の袋，ポスターの裏にペン書き名簿あり

ポスター・ 1枚

200701／276
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平和と自立への提案　社会党の平和経済プラン（表紙）

昭和29.12.

日本社会党政策審議会々長伊藤好道編
表記無の袋，同一物6枚あり

活版・ 1枚(B5,2頁)

200701／277

四国地方地盤変動調査報告書　第五輯

四国地方経済復興開発委員会地盤変動調査専門委員会
表記無の袋

謄写・ 1冊(B5,16頁)

200701／278

四国地方地盤変動調査報告書　第七輯

四国地方経済復興開発委員会地盤変動調査専門委員会
表記無の袋

謄写・ 1冊(B5,36頁)

200701／279

広島市の現況

表記無の袋

謄写・ 1冊(B5,15頁)

200701／280

京阪地方高校視察報告

呉三津田高等学校手島要
表記無の袋

謄写・ 1冊(B5,16頁)

200701／281

壁　第13号

昭和29.4.25

編集兼発行人藤井穣，発行所全農林省労働組合
表記無の袋

活版・ 1冊(A5,60頁)

200701／282

職業広島　NUMERO　32

昭和29.7.20

日本公共職業安定協会広島県支部
表記無の袋

活版・ 1冊(B5,33頁)

200701／283

〔市場建設の契約に関する資料〕

表記無の袋，表紙に「横山様」とペン書きあり

謄写・ 1冊(B5,16頁)

200701／284

〔三十四年県議選に関する御回答〕

昭和33.9.12

荒木武→吉田年男殿
表記無の袋，封筒あり

ペン(罫紙)・ 1通(B5,2頁)

200701／285

〔日本社会党広島支部政策審議会宛対策事項要望〕

昭和33.9.19

■戸千代士→市内雑魚場町電産会館内日本社会党広島支部政策審議会御中
表記無の袋，封筒あり

鉛筆(罫紙)・ 1通(B5,2頁)

200701／286

〔春の粋彩会招待状，付お車券〕

いづゝや→山木茂様
表記無の袋，封筒あり

活版・ 1枚(23×33.5,1頁）

200701／287

〔山木茂殿宛封筒〕

（昭和44.4.2）

広島県薬剤師国民健康保険組合→山木茂殿
表記無の袋，中身なし

封筒・ 1通

200701／288

〔前田睦雄殿宛封筒〕

昭和28.

日本社会党本部→前田睦雄殿
表記無の袋，中身なし

封筒・ 1通

200701／289
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新聞切り抜き（参院選地方区郡市町村別開票結果　昭和37年7月1日執行）

昭和37.7.3

表記無の袋

新聞・ 1枚

200701／290

新聞切り抜き（医学教育の問題②榊竜一(医局員の研究，生活)）

表記無の袋

新聞・ 1枚

200701／291

〔（参考）信用金庫法施行に伴う経過図解〕

（昭和26.6.15～28.6.14）

表記無の袋

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／292

〔信用協同組合に関する条文の一部〕

表記無の袋

謄写・ 1枚(B5,2頁)

200701／293

〔渾河地域図〕

表記無の袋，本の186頁のみあり

謄写・ 1枚(B5,1頁)

200701／294

女性ホルモン・ビタミン複合製剤　オバホルモンＢ使用説明書

帝国臓器製薬株式会社
表記無の袋

活版・ 1枚(41×16,1頁)

200701／295

〔酸素製造装置作業系統図等〕

日本理化工業株式会社製
表記無の袋

綴・ 1綴

200701／296

〔社会党広島県連御中宛封筒〕

日本社会党本部→社会党広島県連御中
表記無の袋

封筒・ 1通

200701／297

金銭出納帳（社会主義協会広島支局『社会主義』購読者名簿及び金銭出納簿）

（昭和30.7.）

〔社会主義協会広島支局〕
貼付資料あり，出納帳に挟まれていた資料は№299とする

冊(印刷紙に書き込み)・ 1冊
(26.5×20)

200701／298

ｏ〔7月23日までの残金及び7月号・6月号送本代金〕

出納帳に貼付された資料

ペン・(11.5×18,1頁)

200701／298／ 1

ｏ〔『社会主義』領収証，郵便振替領収票等〕

昭和30.7.

社会主義協会←→前田陸雄様
出納帳に貼付された資料

ペン(印刷紙に書き込み)

200701／298／ 2

〔№298金銭出納帳に挟まれていた資料〕

№298金銭出納帳に挟まれていた資料

仮袋・ 1袋

200701／299

ｏ第三回県民労定期大会御案内状

昭和30.5.31

広島県民主労働組合協議会議長関井久
№298金銭出納帳に挟まれていた資料

謄写・(B4,1頁)

200701／299／ 1

ｏ社会主義協会の任務について

1956.4.

社会主義協会
№298金銭出納帳に挟まれていた資料，同一物2枚あり，299/2～299/3重折

活版・(B4,1頁)

200701／299／ 2
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ｏ社会主義協会暫定規約

社会主義協会
№298金銭出納帳に挟まれていた資料，同一物3枚あり，299/2～299/3重折

活版・(B4,1頁)

200701／299／ 3

ｏ社会主義協会支部結成の基準

№298金銭出納帳に挟まれていた資料

謄写(ホ)・(B5,4頁)

200701／299／ 4

ｏ〔社会主義協会地方代表者懇談会案内状〕

1956.6.1

社会主義協会山川均→前田陸夫様
№298金銭出納帳に挟まれていた資料

謄写・(B4,1頁)

200701／299／ 5

ｏ支部結成届

→社会主義協会運営委員会御中
№298金銭出納帳に挟まれていた資料

謄写・(B4,1頁)

200701／299／ 6

ｏ支部結成促進についてのお願い

1956.6.1

社会主義協会→前田陸夫様
№298金銭出納帳に挟まれていた資料

謄写・(B4,1頁)

200701／299／ 7

ｏ〔支局運営について〕

社会主義協会関山信之→前田様
№298金銭出納帳に挟まれていた資料

ペン(社会主義協会原稿用紙)・
(B5,2頁)

200701／299／ 8

ｏ覚書（社会主義協会広島支局の取扱者及び事務所の変更）

昭和32.11.14

前田陸雄，梶田巌
№298金銭出納帳に挟まれていた資料

ペン(罫紙)・(B5,1頁)

200701／299／ 9

ｏ森永ミルク被災者調査票

№298金銭出納帳に挟まれていた資料，未記入

謄写・(B5,1頁)

200701／299／10

ｏ〔『社会主義』納品請求書，領収証等〕

№298金銭出納帳に挟まれていた資料

ペン(印刷紙に書き込み)

200701／299／11

政治と社会　3（新聞切り抜き）

昭和34.8.27～9.11 スクラップブック・ 1冊

200701／300

昭和34年選挙（新聞切り抜き）

昭和34.4.9～35.11.22 スクラップブック・ 1冊

200701／301

ｏ風水害及凶作対策綜合運動要項

1953.9.24

日本社会党中央執行委員会
スクラップに挟まれていた資料

謄写・(B5,8頁)

200701／301／ 1

ｏ情報と資料八　破壊活動防止法案をめぐる動向

昭和27.4.3

日本労働組合総同盟
スクラップに挟まれていた資料

謄写・(B5,29頁)

200701／301／ 2

〔昭和30年2月選挙　新聞切り抜き〕

昭和30.2. スクラップブック・ 1冊

200701／302
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