
【資料1】調査機関一覧
※ ○印は資料の有無を表しています。

国立公文書館等　13機関 【資料2-1】 【資料3-1】 【資料4-1】 【資料4-1】

No. 公文書館等名
基本情報・

所蔵資料全体
の概要

資料の
概要

代表的な
資料

国に関係
した資料

1 国立公文書館 ○ ○ ○ ○
2 宮内庁宮内公文書館 ○ － ○ ○

3 外務省外交史料館 ○ ○ ○ ○
4 東北大学学術資源研究公開センター史料館 ○ ○ ○ －
5 東京大学文書館 ○ ○ ○ ○
6 東京工業大学博物館資史料館部門公文書室 ○ － － －
7 名古屋大学大学文書資料室 ○ ○ ○ ○
8 京都大学大学文書館 ○ ○ ○ －
9 大阪大学アーカイブズ ○ ○ － －

10 神戸大学附属図書館大学文書史料室 ○ ○ ○ ○
11 広島大学文書館 ○ ○ ○ ○
12 九州大学大学文書館 ○ ○ ○ －
13 日本銀行金融研究所アーカイブ　　　　　　　　　　　　　　○ ○ － －

合計 13 11 10 7

都道府県　36機関 【資料2-2】 【資料3-2】 【資料4-2】 【資料4-2】

No. 公文書館等名
基本情報・

所蔵資料全体
の概要

資料の
概要

代表的な
資料

国に関係
した資料

14 北海道立文書館 ○ ○ ○ －
15 青森県公文書センター ○ ○ ○ －
16 宮城県公文書館 ○ ○ ○ －
17 秋田県公文書館 ○ ○ ○ －
18 福島県歴史資料館 ○ ○ － －
19 茨城県立歴史館 ○ ○ ○ ○
20 栃木県立文書館 ○ ○ ○ －
21 群馬県立文書館 ○ ○ ○ －
22 埼玉県立文書館 ○ ○ ○ －
23 千葉県文書館 ○ ○ ○ －
24 東京都公文書館 ○ ○ ○ －
25 神奈川県立公文書館 ○ ○ ○ ○
26 新潟県立文書館 ○ ○ － －
27 富山県公文書館 ○ ○ ○ ○
28 福井県文書館 ○ ○ ○ －
29 長野県立歴史館 ○ ○ － －
30 岐阜県歴史資料館 ○ ○ ○ －
31 愛知県公文書館 ○ ○ ○ －
32 三重県総合博物館 ○ ○ ○ －
33 滋賀県県政史料室 ○ ○ ○ ○
34 京都府立総合資料館 ○ ○ ○ －
35 大阪府公文書館 ○ ○ ○ －
36 兵庫県公館県政資料館 ○ ○ ○ －
37 奈良県立図書情報館 ○ ○ ○ －
38 和歌山県立文書館 ○ ○ ○ －
39 鳥取県立公文書館 ○ ○ ○ ○
40 島根県公文書センター ○ ○ － －
41 岡山県立記録資料館 ○ － ○ ○
42 広島県立文書館 ○ ○ ○ －
43 山口県文書館 ○ ○ ○ ○
44 徳島県立文書館 ○ ○ ○ ○
45 香川県立文書館 ○ ○ － －
46 福岡県立公文書館 ○ ○ ○ ○
47 佐賀県公文書館 ○ － － －
48 大分県公文書館 ○ ○ ○ －
49 沖縄県公文書館 ○ ○ ○ －

合計 36 34 30 9



政令市　9機関 【資料2-3】 【資料3-3】 【資料4-3】 【資料4-3】

No. 公文書館等名
基本情報・

所蔵資料全体
の概要

資料の
概要

代表的な
資料

国に関係
した資料

51 札幌市公文書館 ○ ○ ○ －
52 川崎市公文書館 ○ ○ ○ ○
53 相模原市立公文書館 ○ ○ － －
54 名古屋市市政資料館 ○ ○ － ○
55 大阪市公文書館 ○ ○ ○ －
56 神戸市文書館 ○ ○ ○ －
57 広島市公文書館 ○ ○ ○ －
58 北九州市立文書館 ○ ○ ○ －
59 福岡市総合図書館 ○ ○ ○ －

合計 9 9 7 2

市区町　27機関 【資料2-4】 【資料3-4】 【資料4-4】 【資料4-4】

No. 公文書館等名
基本情報・

所蔵資料全体
の概要

資料の
概要

代表的な
資料

国に関係
した資料

60 常陸大宮市文書館 ○ ○ ○ ○
61 小山市文書館 ○ ○ － －
62 芳賀町総合情報館 ○ ○ － －
63 中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」 ○ ○ － －
64 久喜市公文書館 ○ ○ － －
65 八潮市立資料館 ○ ○ － －
66 板橋区公文書館 ○ ○ ○ －
67 武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 ○ ○ － －
68 府中市立ふるさと府中歴史館 ○ ○ － －
69 藤沢市文書館 ○ ○ ○ ○
70 寒川文書館 ○ ○ ○ －
71 上越市公文書センター ○ ○ ○ －
72 富山市公文書館 ○ ○ ○ －
73 長野市公文書館 ○ ○ ○ －
74 松本市文書館 ○ ○ － －
75 小布施町文書館 ○ ○ ○ －
76 高山市公文書館 ○ ○ － －
77 磐田市歴史文書館 ○ ○ － ○
78 守山市公文書館 ○ ○ － －
79 尼崎市立地域研究史料館 ○ ○ ○ －
80 高松市公文書館 ○ ○ ○ －
81 三豊市文書館 ○ ○ ○ －
82 西予市城川文書館 ○ ○ ○ －
83 福岡県市町村公文書館 ○ ○ ○ ○
84 太宰府市公文書館 ○ ○ ○ －
85 天草市立天草アーカイブズ ○ ○ ○ ○
86 北谷町公文書館 ○ ○ － －

合計 27 27 15 5

参考　3機関 【資料2-2,2-4】 【資料3-2,3-4】 【資料4-2,4-4】 【資料4-2,4-4】

No. 公文書館等名
基本情報・

所蔵資料全体
の概要

資料の
概要

代表的な
資料

国に関係
した資料

50 宮崎県総務部総務課（宮崎県文書センター） ○ ○ － ○
87 戸田市アーカイブズ・センター ○ ○ ○ －
88 東近江市公文書センター ○ ○ － －

合計 3 3 1 1

総計 88 84 63 24



【資料2-1】基本情報：国立公文書館等

No.1

施設名称 独立行政法人国立公文書館

郵便番号 〒102-0091

所在地 東京都千代田区北の丸公園3番2号

TEL 03-3214-0621（代）

FAX 03-3212-8806

E-mail等 お問い合わせフォーム：http://www.archives.go.jp/contact/

ホームページ等 http://www.archives.go.jp/

目録・データベース等
オンライン目録検索システム「国立公文書館デジタルアーカイブ」：
http://www.digital.archives.go.jp/

定期刊行物等

研究紀要『北の丸』（年1回）
http://www.archives.go.jp/publication/kita/
国立公文書館ニュース（年4回）、情報誌『アーカイブズ』（年4回ｗeb更
新）

設立年月日 1971年7月1日

開館日・開館時間 閲覧室：月曜日～金曜日、午前9時15分から午後5時まで

所蔵資料の区分名称 行政文書、司法文書、法人文書、寄贈・寄託文書、内閣文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 延喜8（908）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 1,367,015冊　（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等 主に各府省等から移管、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

外務省・宮内庁を除く国の各府省等から移管された「行政文書」、司法
機関から移管された「司法文書」、独立行政法人等から移管された「法
人文書」、個人等から寄贈又は寄託された「寄贈・寄託文書」のほか、
江戸幕府以来の政府が収集した資料等の「内閣文庫」がある。

代表的な資料 御署名原本

国に関係した資料
道路関係四公団民営化推進委員会関係、（東日本大震災に関するも
の）、西園寺公望関係文書

No.2

施設名称 宮内庁書陵部図書課宮内公文書館

郵便番号 〒100-8111

所在地 東京都千代田区千代田1-1

TEL 03-3213-1111

FAX 03-3214-2792

E-mail等 kunai_kobunshokan@kunaicho.go.jp

ホームページ等 http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/shinsei/kobunshokan.html

目録・データベース等 http://toshoryo.kunaicho.go.jp/

定期刊行物等 書陵部紀要（年1回刊行）

設立年月日 2010年4月1日

開館日・開館時間 閲覧室：月曜日～金曜日、午前9時15分から午後5時まで

所蔵資料の区分名称 －

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 主に明治以降

数量 87,731件（平成27年9月30日現在）
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入手先・移管元等 主に宮内省・宮内府・宮内庁からの移管

資料内容（資料の説明）
主に宮内省・宮内府・宮内庁が作成または取得した文書，文献，写
真，古地図，絵巻などの特定歴史公文書等

代表的な資料 儀式録、授爵録、幸啓録

国に関係した資料 大喪に関する記録資料、大礼に関する記録資料、皇居造営録

No.3

施設名称 外務省外交史料館

郵便番号 〒106-0041

所在地 東京都港区麻布台1-5-3

TEL 03-3585-4511

FAX 03-3585-4514

E-mail等 －

ホームページ等 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/index.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 外交史料館報（年1回）

設立年月日 1971年4月15日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、10時～17時30分

所蔵資料の区分名称
外務省記録、幕末期外交史料、戦前期条約書・国書・親書、個人文
書・書簡等

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 約123,100冊

入手先・移管元等 外務省から移管，個人・団体から寄贈

資料内容（資料の説明）

外務省創立（明治2年）以来の外交活動に伴う在外公館との往復文書
等を案件毎に整理しファイリングした外務省記録，幕末期の外交史料
を編纂した「通信全覧」「続通信全覧」，戦前期にわが国が締結した条
約書，各国元首等から送られた戦前期の国書・親書，及び個人から寄
贈された文書等。

代表的な資料
日米修好通商条約（安政5年(1858)／重要文化財）、戦前期「外務省記
録」、外交記録公開（戦後期外交記録）

国に関係した資料 （昭和39年東京オリンピックに関するもの）、吉田茂元総理関係資料

No.4

施設名称 国立大学法人東北大学学術資源研究公開センター史料館

郵便番号 〒980-8577

所在地 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1

TEL 022-217-5040

FAX 022-217-4998

E-mail等 desk-tua@library.tohoku.ac.jp

ホームページ等 http://www2.archives.tohoku.ac.jp

目録・データベース等
東北大学デジタルアーカイブズ：
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/tuda/tuda-index.html

定期刊行物等 東北大学史料館紀要（年1回）、東北大学史料館だより（年2回）

設立年月日 2000年12月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、10:00～17:00

所蔵資料の区分名称 歴史公文書、学内刊行物、個人資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治15(1882)年
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資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

資料作成年代：中心となる年・年代 1911～2000年頃

数量 －

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 評議会議事録、仙台医学専門学校文書

国に関係した資料 －

No.5

施設名称 国立大学法人東京大学文書館

郵便番号 〒113-8654

所在地 東京都文京区本郷7-3-1

TEL 03-5841-2077

FAX 03-5841-2036

E-mail等 daigakus@adm.u-tokyo.ac.jp

ホームページ等 http://www.u-tokyo.ac.jp/history/index_j.html

目録・データベース等 http://www.u-tokyo.ac.jp/history/02_j.html

定期刊行物等
東京大学史紀要（年1回、3月）、東京大学文書館ニュース（年2回、11
月、3月）

設立年月日 2014年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9：30～12：00、13：00～16：30

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等、歴史資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 1847年（弘化4年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2014年（平成26年）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 特定歴史公文書等＝97シリーズ、歴史資料等＝179フォンド

入手先・移管元等
特定歴史公文書等＝東京大学の本部および各部局から移管、歴史資
料等＝東京大学に関係のある個人・団体などからの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
東京大学の本部および各部局から移管される文書である「特定歴史
公文書等」、東京大学に関係のある個人・団体などから寄贈・寄託され
る資料である「歴史資料等」がある。

代表的な資料 文部省往復、内田祥三関係資料

国に関係した資料 文部省往復、大学制度改革関係、重要書類彙集・文部大臣達・秘書他

No.6

施設名称 国立大学法人東京工業大学博物館資史料館部門公文書室

郵便番号 〒152-8850

所在地 東京都目黒区大岡山 2-12-1

TEL 03-5734-3347

FAX 03-5734-3778

E-mail等 centshiryou@jim.titech.ac.jp

ホームページ等 http://www.cent.titech.ac.jp/indexArchives.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等
資史料館 とっておき メモ帳（不定期）、シリーズ「発掘！東工大の研究
と社会貢献」（不定期）

設立年月日 2015年4月1日

開館日・開館時間
月曜日～金曜日、午前10：00～12：15、午後 1：15～4：00（但し、祝
日、年末年始等の休館日を除く）
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所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20年代

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21年度

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 700冊（概数）

入手先・移管元等 学内から移管、個人・団体等から寄贈

資料内容（資料の説明）
学内の法人文書、歴史文書で平成27年度9月時点で資史料館で確認
している公文書

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.7

施設名称 国立大学法人名古屋大学大学文書資料室

郵便番号 〒464-8601

所在地 愛知県名古屋市千種区不老町

TEL 052-789-2046

FAX 052-788-6222

E-mail等 nua_office@cc.nagoya-u.ac.jp

ホームページ等 http://nua.jimu.nagoya-u.ac.jp/

目録・データベース等
「オンライン資料検索」　http://133.6.131.2/nualib/search/
「特定歴史公文書等（法人文書）目録」　http://nua.jimu.nagoya-
u.ac.jp/search/index2.html

定期刊行物等
名古屋大学大学文書資料室紀要（年1回）、大学文書資料室ニュース
（年1回）

設立年月日 1996年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9:30～16:30

所蔵資料の区分名称
名古屋大学から移管された特定歴史公文書等、その他の特定歴史公
文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 延宝4（1676）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和～平成

数量 28,381

入手先・移管元等
名古屋大学の各課等からの移管・提供、名古屋大学および名古屋大
学の前身学校等に関連する個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
名古屋大学から移管された法人文書、およびその他の名古屋大学の
歴史に関する資料

代表的な資料
名古屋高等商業学校等行政文書、柴田邵平関係資料、渋沢元治関係
資料

国に関係した資料 加藤鐐五郎関係資料

No.8

施設名称 国立大学法人京都大学大学文書館

郵便番号 〒606-8305

所在地 京都府京都市左京区吉田河原町15-9

TEL 075-753-2651

FAX 075-753-2025

E-mail等 archives@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

ホームページ等 http://kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/ja/
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目録・データベース等
所蔵資料検索システム：
http://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/bunshokan/index.html

定期刊行物等
京都大学大学文書館だより（年2回刊行）、京都大学大学文書館研究
紀要（年1回刊行）

設立年月日 2000年11月1日

開館日・開館時間
閲覧室：月曜日～金曜日、午前9時30分～午後5時、展示室：毎月第1
月曜日（第1月曜日が祝日の場合は第2月曜日）及び年末年始（12月
28日～翌年１月3日）を除く毎日、午前9時30分～午後5時

所蔵資料の区分名称 法人文書、寄贈・寄託資料、刊行物、写真

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26（2014）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治30（1897）年以降

数量 46,394

入手先・移管元等 京都大学の事務本部・各部局から移管、個人や団体から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

京都大学の事務本部・各部局から移管された「法人文書」、京都大学
に関係する個人や団体から寄贈・寄託された「寄贈・寄託資料」、京都
大学ならびに学外の各組織から寄贈された「刊行物」のほか、京都大
学の歴史に関係する「写真」がある。

代表的な資料 評議会議事録、第三高等学校関係資料

国に関係した資料 －

No.9

施設名称 国立大学法人大阪大学アーカイブズ

郵便番号 〒562-8558

所在地 大阪府箕面市粟生間谷東8-1-1

TEL 072-730-5113

FAX 072-730-5114

E-mail等 office@archives.osaka-u.ac.jp

ホームページ等 http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academics/ed_support/archives_room

目録・データベース等
http://www.osaka-
u.ac.jp/ja/academics/ed_support/archives_room/document_list

定期刊行物等
大阪大学アーカイブズニューズレター（年2回刊行）
http://www.osaka-
u.ac.jp/ja/academics/ed_support/archives_room/publications/intro

設立年月日 2012年10月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時30分～午後4時30分

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等（法人文書）、歴史資料等（寄贈資料等）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治期

資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 38,026

入手先・移管元等 国立大学法人大阪大学からの移管、個人・団体等からの寄贈

資料内容（資料の説明）

国立大学法人大阪大学から移管された「特定歴史公文書等（法人文
書）」、個人・団体等から寄贈されたり、大阪大学が発行した刊行物等
や大阪大学50年史編纂資料等からなる「歴史資料等（寄贈資料等）」
がある。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －
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No.10

施設名称 国立大学法人神戸大学附属図書館大学文書史料室

郵便番号 〒657-8501

所在地 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1　神戸大学百年記念館1階

TEL 078-803-5035

FAX 078-803-5038

E-mail等 archives@lib.kobe-u.ac.jp

ホームページ等 http://lib.kobe-u.ac.jp/archives

目録・データベース等
神戸大学特定歴史公文書等データベース：
http://lib.kobe-u.ac.jp/archives/db

定期刊行物等
神戸大学社会科学系同窓会誌『凌霜』にて「大学文書史料室より」連
載（年4回刊行）

設立年月日 2010年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9:30～17:00

所蔵資料の区分名称
特定歴史公文書等(法人文書）、特定歴史公文書等（寄贈・寄託資
料）、参考図書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 主に戦後の新制大学発足以降

数量 42,766件

入手先・移管元等
主に国立大学法人神戸大学（附属機関等含む）から移管、個人・団体
等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

国立大学法人神戸大学（附属機関等含む）から移管された「法人文
書」、現旧教職員・卒業生・遺族・同窓会・課外活動団体・教職員組合
等の個人・団体等から寄贈又は寄託された「寄贈・寄託資料」のほか、
他大学年史等の「参考図書」がある。

代表的な資料 旧制神戸高等商業学校文書

国に関係した資料 阪神・淡路大震災関係文書

No.11

施設名称 国立大学法人広島大学文書館

郵便番号 〒739-8524

所在地 広島県東広島市鏡山1-1-1

TEL 082-424-6050（代）

FAX 082-424-6049

E-mail等 bunsyokan@office.hiroshima-u.ac.jp

ホームページ等 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hura/

目録・データベース等 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/catalog/index.html

定期刊行物等 広島大学文書館紀要（年1回刊行）

設立年月日 2004年4月1日

開館日・開館時間
月曜日～金曜日(ただし祝日・12月28日～翌年1月4日を除く)、9時30
分～16時30分

所蔵資料の区分名称 法人文書（行政文書を含む）、学術的資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 157,406点（平成27年4月1日現在）

入手先・移管元等 広島大学から移管、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
広島大学から移管された「法人文書」、主に個人・団体等から寄贈・寄
託された「学術的資料」がある。
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代表的な資料 森戸辰男記念文庫、平和学術文庫、梶山季之文庫

国に関係した資料 森戸辰男記念文庫

No.12

施設名称 国立大学法人九州大学大学文書館

郵便番号 〒812-8581

所在地 福岡県福岡市東区箱崎6-10-1

TEL 092-642-2292

FAX 092-642-7646

E-mail等 syssomu3@jimu.kyushu-u.ac.jp

ホームページ等 http://www.arc.kyushu-u.ac.jp/

目録・データベース等 http://www.arc.kyushu-u.ac.jp/archives_guide/kijyun.html

定期刊行物等 九州大学大学文書館ニュース、九州大学大学史料叢書

設立年月日 2005年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時30分から午後4時30分まで

所蔵資料の区分名称 法人文書、寄贈資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 8,000冊

入手先・移管元等 主に学内各部局から移管

資料内容（資料の説明）
事務部等から移管された法人文書、退職教職員・卒業生(同窓会）等
からの寄贈資料

代表的な資料 施設部移管図面、実習報告書、学位綴

国に関係した資料 －

No.13

施設名称 日本銀行金融研究所アーカイブ

郵便番号 〒103-0021

所在地 東京都中央区日本橋本石町1-3-1

TEL 03-3277-2151

FAX 03-3277-1456

E-mail等 imes.archives@boj.or.jp

ホームページ等 http://www.imes.boj.or.jp/archives/

目録・データベース等
日本銀行金融研究所アーカイブ所蔵資料目録
http://www.imes.boj.or.jp/archives/

定期刊行物等 －

設立年月日 1999年9月1日

開館日・開館時間
月曜日～金曜日、9:30～17:00（ただし、祝日、12月28日から1月4日ま
での日および臨時休館日を除く）

所蔵資料の区分名称 日本銀行からの移管受入公文、寄贈資料

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 88,286　（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等
日本銀行内の各部署からの移管受入、法人その他の団体又は個人
からの寄贈
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資料内容（資料の説明）
日本銀行が明治15年（1882年）の開業時から作成してきた文書や証票
類（帳簿、契約書等）を中心に、日本銀行に関わる歴史的公文を保存・
公開。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －
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【資料2-2】基本情報：都道府県

No.14

施設名称 北海道立文書館

郵便番号 〒060-8588

所在地 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

TEL 011-204-5073

FAX 011-232-1851

E-mail等 お問い合わせフォーム:somu.monjyo1@pref.hokkaido.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/

目録・データベース等
オンライン目録検索システム「北海道立文書館資料検索」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/d/shiryokensaku.htm
印刷刊行物「北海道立文書館所蔵資料目録」「公文書件名目録」

定期刊行物等 館報赤れんが（年1回）、調査研究事業報告書（隔年）

設立年月日 1985年7月15日

開館日・開館時間 閲覧室：月曜日～土曜日、午前8時45分から午後5時まで

所蔵資料の区分名称 公文書、私文書、刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 建武3（1324）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 268,034点（平成27年4月）

入手先・移管元等
主に道庁各部・各振興局等から移管、個人・団体等から寄贈・寄託、
購入

資料内容（資料の説明）

幕末以来、北海道を管轄した歴代行政庁によって代々引き継がれ、ま
た道庁内各組織から移管された「公文書」、個人等から寄贈または寄
託された「私文書」、道の行政刊行物・古記録・新聞・地図・参考文献
等からなる「刊行物等」がある。

代表的な資料 箱館奉行所文書、開拓使文書、柳田家資料

国に関係した資料 －

No.15

施設名称 青森県公文書センター

郵便番号 〒030-8570

所在地 青森県青森市長島一丁目1－1

TEL 017-734-9084

FAX 017-734-8013

E-mail等 kobunsyo@pref.aomori.lg.jp

ホームページ等
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/kobunsyo/kobunsyocente
r.html

目録・データベース等
目録：
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/kobunsyo/rekishikobunsh
omokuroku.html

定期刊行物等 －

設立年月日 2013年12月20日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和21（1946）年度　　　※完結年度

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成14（2002）年度　　　※完結年度

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 1,137冊（箱、ケース）　　
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入手先・移管元等 各課等から移管

資料内容（資料の説明） 各課等から移管した「公文書」

代表的な資料 県議会議案

国に関係した資料 －

No.16

施設名称 宮城県公文書館

郵便番号 〒981-3205

所在地 宮城県仙台市泉区紫山1-1-1

TEL 022-341-3231

FAX 022-341-3233

E-mail等 koubun@pref.miyagi.jp

ホームページ等 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/

目録・データベース等
収蔵資料検索目録（ホームページ）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/shiryoukensaku.html

定期刊行物等

宮城県公文書館年報（web刊行、年1回）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/nenpou.html（年1回web更
新）、
宮城県公文書館だより（web刊行、年3回）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koubun/tayori2.html（年3回web更
新）

設立年月日 2001年4月1日

開館日・開館時間
火曜日～土曜日、午前9時から午後5時まで（国民の祝日（月曜の場合
は直近の平日），年末年始，臨時休館日を除く）

所蔵資料の区分名称 公文書、絵図面、行政資料（刊行物等）

資料作成年代：最も古い年・年代 天和年間の記述あり

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年度

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和41年度

数量 47,261冊・枚　（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等 主に宮城県庁から移管

資料内容（資料の説明）
宮城県庁から移管された公文書等である。（開館当時には，宮城県図
書館所蔵の絵図面資料等あり）

代表的な資料 絵図面（宮城郡国分荒浜（二））

国に関係した資料 －

No.17

施設名称 秋田県公文書館

郵便番号 〒010-0952

所在地 秋田県秋田市山王新町14-31

TEL 018-866-8301

FAX 018-866-8303

E-mail等 koubun@apl.pref.akita.jp

ホームページ等 http://www.pref.akita.lg.jp/kobunsyo/

目録・データベース等
デジタルアーカイブ 秋田県公文書館：
http://da.apl.pref.akita.jp/koubun/

定期刊行物等
公文書館だより（年1回）、研究紀要（年1回）、事業年報（web刊行、年1
回）

設立年月日 1993年11月2日

開館日・開館時間 平日9:00～19:00、土日祝日10:00～18:00
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所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、行政資料、複製物

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代～

数量 197,662

入手先・移管元等 秋田県庁等の県機関からの移管、及び個人からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
秋田県庁から移管された「公文書」、秋田藩から秋田県に移管された
及び秋田県に寄贈・寄託された「古文書」がある。

代表的な資料 秋田県行政文書

国に関係した資料 －

No.18

施設名称 福島県歴史資料館

郵便番号 〒960-8116

所在地 福島県福島市春日町5-54

TEL 024-534-9193

FAX 024-534-9195

E-mail等 office@history-archives.fks.ed.jp

ホームページ等 http://www.history-archives.fks.ed.jp/

目録・データベース等 収蔵資料について：http://www.history-archives.fks.ed.jp/

定期刊行物等
福島県史料情報（年3回）、目録「福島県歴史資料館収蔵資料目録」
（年1回）

設立年月日 1970年9月1日

開館日・開館時間 午前8時30分から午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、古書・古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 207,816冊

入手先・移管元等 福島県からの寄託、個人・団体等からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.19

施設名称 茨城県立歴史館

郵便番号 〒310-0034

所在地 茨城県水戸市緑町2-1-15

TEL 029-225-4425

FAX 029-228-4277

E-mail等 daihyou@rekishikan.museum.ibk.ed.jp

ホームページ等 http://www.rekishikan-ibk.jp/

目録・データベース等
茨城県立歴史館収蔵資料文献データ
http://www2.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/menu.php

定期刊行物等
茨城県史研究（年1回）、茨城県立歴史館史料叢書（年1回）、茨城県
立歴史館報（年1回）、茨城県立歴史館だより（web配信）

設立年月日 1973年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時から午後5時まで
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所蔵資料の区分名称 公文書、古文書・和書・漢籍、刊行物、図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 505,631

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明）

総務部総務課から引き渡される保存期間が経過した県庁各課の文書
を中心とした「公文書」、諸家に伝来した近世武家及び地方の文書を
主体(一部中世文書を含む)とした「古文書」・当館で購入したものも含
む「和書･漢籍」、県庁各課が作成した「行政刊行物」・県議会の議事録
や議案書等の「議会刊行物」、茨城県に関する郷土資料(含新聞・雑
誌)並びに歴史全般の資料である「図書等」

代表的な資料 一橋徳川家文書

国に関係した資料 鹿島開発関係

No.20

施設名称 栃木県立文書館

郵便番号 〒320-8501

所在地 栃木県宇都宮市塙田1-1-20

TEL 028-623-3450

FAX 028-623-3452

E-mail等 monjyo@pref.tochigi.lg.jp

ホームページ等 www.pref.tochigi.lg.jp/m58/

目録・データベース等 －

定期刊行物等
栃木県立文書館年報（年1回）、研究紀要（年1回）、栃木県史料所在
目録（年1回）、文書館だより（年1回）

設立年月日 1986年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9:00～17:00

所蔵資料の区分名称
公文書、古文書、マイクロフィルム、マイクロフィルム焼付け（写真）、図
書等

資料作成年代：最も古い年・年代 文和3（1354）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 394,211

入手先・移管元等 主に知事部局から移管、個人・団体からの寄贈・寄託、購入

資料内容（資料の説明）
主に知事部局から移管された収集文書を中心とする公文書、個人か
ら寄贈・寄託を受けた古文書、県史編さん時などにマイクロフィルム撮
影等により複製によって収集した収集史料がある。

代表的な資料 徳川将軍家朱印状、大金重晴家文書

国に関係した資料 －

No.21

施設名称 群馬県立文書館

郵便番号 〒371-0801

所在地 群馬県前橋市文京町3-27-26

TEL 027-221-2346

FAX 027-221-1628

E-mail等 support＠archives.pref.gunma.jp
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ホームページ等 http://www.archives.pref.gunma.jp

目録・データベース等
群馬県立文書館収蔵資料目録検索：
http://www.archives.pref.gunma.jp/mkrok/

定期刊行物等 文書館だより（web刊行、年2回）、研究紀要「双文」（web刊行、年1回）

設立年月日 1982年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称
公文書、古文書、県史編さん資料、マイクロフィルム、焼付けプリント、
図書行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 天治元年(1124)(古文書)

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成19年(2007)(古文書)

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代(1968-1912)(古文書)

数量 739,508

入手先・移管元等
県内外の個人・団体等からの寄贈・寄託、マイクロ収集。県庁各課、県
議会事務局の廃棄文書からの収集。

資料内容（資料の説明）
個人・団体等から寄贈・寄託文書の他、マイクロフィルムによって収集
した資料、県史編さん時にマイクロ収集した県史複製資料がある。県
庁各課から収集した文書及び行政機関等が刊行した資料・書籍。

代表的な資料 群馬県行政文書、元禄十五年上野国絵図

国に関係した資料 －

No.22

施設名称 埼玉県立文書館

郵便番号 〒330-0063

所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-18

TEL 048-865-0112

FAX 048-839-0539

E-mail等 p650112@pref.saitama.lg.jp

ホームページ等 http://www.monjo.spec.ed.jp/

目録・データベース等
埼玉県立文書館収蔵資料検索システム：
http://www.monjo.spec.ed.jp/?page_id=52

定期刊行物等 埼玉県史料叢書（年1回）、文書館紀要（年1回）

設立年月日 1975年4月1日

開館日・開館時間
火曜日～日曜日(毎月末日(平日)、祝日、年末年始、春秋の特別整理
期間は休館)、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称
行政文書、古文書、行政刊行物、複製資料、県史編さん資料、図書
等、地図資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 天平勝宝8年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 820,175

入手先・移管元等
県政資料登録制度、県政情報センターから移管、県庁各課等から管
理委任、個人・団体、旧県史編さん室等

資料内容（資料の説明）

主に県庁各課等から管理委任(歴史的資料は移管)された「行政文
書」、個人や団体等から入手した、県内の近世の名主や寺社、武家、
近代の個人や組合など、近世から近現代の家・団体などに伝えられた
「古文書」や、県政資料登録制度や県政情報センターを通じて移管さ
れた「行政刊行物」、展示用に作成した古代・中世の県外所在の本県
関係史料のレプリカと、マイクロフィルムで全国から収集した埼玉関係
の近世～近代資料である「複製資料」、埼玉県の旧県史編さん室から
引き継いだ「県史編さん資料」のほか、「図書」「地図資料」等がある。
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代表的な資料 埼玉県行政文書、安保文書、小室家文書

国に関係した資料 －

No.23

施設名称 千葉県文書館

郵便番号 〒260-0013

所在地 千葉県千葉市中央区中央4-15-7

TEL 043-227-7555

FAX 043-227-7550

E-mail等 bunsyokan3@mz.pref.chiba.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/

目録・データベース等
資料について：
http://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/index.html

定期刊行物等 千葉県の文書館（年1回）

設立年月日 1988年6月15日

開館日・開館時間 月曜日～土曜日、9時～17時

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、県史編さん収集資料、行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 1,016,576

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 千葉県寺院明細帳・千葉県神社明細帳、千葉県庁伝来文書

国に関係した資料 －

No.24

施設名称 東京都公文書館

郵便番号 〒158-0094

所在地 東京都世田谷区玉川1-20-1

TEL 03-3707-2601

FAX 03-3707-2500

E-mail等 s0000015@section.metro.tokyo.jp

ホームページ等 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/

目録・データベース等 http://www.archives.metro.tokyo.jp/

定期刊行物等
東京都公文書館年報（年1回）、東京都公文書館だより（年2回）、WEB
版公文書館調査研究年報（年1回）

設立年月日 1968年10月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時から午後5時

所蔵資料の区分名称
公文書（府・市文書）、公文書（都文書）、古書（史料）、庁内刊行物、図
書類、地図類

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 －

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料
東京府文書、東京市文書、内田祥三関係資料、公報（東京都・警視庁
東京府・東京市）
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国に関係した資料 －

No.25

施設名称 神奈川県立公文書館

郵便番号 〒241-0815

所在地 神奈川県横浜市旭区中尾1-6-1

TEL 045-364-4456

FAX 045-364-4459

E-mail等
https://cgi.pref.kanagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=1180546
096&check
（問合せフォーム）

ホームページ等 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f1040/

目録・データベース等 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41181/

定期刊行物等 年報発行（年1回）、公文書館だより（年2回）

設立年月日 1993年11月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、9：00～17:00

所蔵資料の区分名称
歴史的公文書、古文書・私文書、行政刊行物・図書、フィルム類、県史
編集資料

資料作成年代：最も古い年・年代 承久3（1221）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年

資料作成年代：中心となる年・年代 近世後期以降

数量 721,690

入手先・移管元等 主に神奈川県の各機関からの引渡し、個人・団体等からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

公安委員会を除く県の各機関が作成し、保存期間が満了して公文書
館に引き渡された公文書のうち、歴史的に重要なものとして選別され
た「歴史的公文書」、県内の旧家などから寄贈又は寄託を受けた「古
文書・私文書」、県及び県内市町村等が作成した行政刊行物、神奈川
の歴史に関する図書類

代表的な資料
郡役所文書、県会・参事会文書、武蔵国橘樹郡神奈川宿本陣石井家
文書

国に関係した資料 東京オリンピック関係資料、関東大震災関係資料

No.26

施設名称 新潟県立文書館

郵便番号 〒950-8602

所在地 新潟県新潟市中央区女池南3-1-2

TEL 025-284-6011

FAX 025-284-8737

E-mail等 archives@mail.pref-lib.niigata.niigata.jp

ホームページ等 http://www.archives.pref.niigata.jp/

目録・データベース等 http://www.archives.pref.niigata.jp/

定期刊行物等 新潟県立文書館だより（年1回）、新潟県立文書館年報（年1回）

設立年月日 1992年4月1日

開館日・開館時間
火曜日～金曜日、午前9時30分から午後7時まで
土･日曜日・祝日、午前9時30分から午後5時まで

所蔵資料の区分名称
管理委任文書（公文書）、移管文書（公文書）、寄贈・寄託文書（古文
書）、複製資料、行政刊行物、図書

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －
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資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 －

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.27

施設名称 富山県公文書館

郵便番号 〒930-0115

所在地 富山県富山市茶屋町33-2

TEL 076-434-4050

FAX 076-434-4093

E-mail等 akobunsho@pref.toyama.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.toyama.jp/branches/1147/

目録・データベース等
富山県公文書館所蔵資料管理システム：
http://www2.pref.toyama.jp/DocSearch/Top

定期刊行物等 公文書館年報（年1回刊行）、公文書館だより（年2回刊行）

設立年月日 1987年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9:00～17:00

所蔵資料の区分名称 公文書、寄贈・寄託文書（古文書）、複製資料、行政刊行物・図書

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量
公文書16,642箱、歴史文書等約185,000点ほか（平成27年3月31日現
在）

入手先・移管元等
富山県の現用文書、県史編纂のため複写した史資料、寄贈・寄託の
史資料等

資料内容（資料の説明） 県政に関する公文書及び県の歴史に関する文書等を保存している。

代表的な資料 浅野家文書、伊藤家文書

国に関係した資料 富山県設置の太政官達、行幸啓関係文書、黒四ダム関係文書

No.28

施設名称 福井県文書館

郵便番号 〒918-8113

所在地 福井県福井市下馬町51-11

TEL 0776-33-8890

FAX 0776-33-8891

E-mail等 bunshokan@pref.fukui.lg.jp

ホームページ等 http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=137

目録・データベース等
福井県文書館・図書館デジタルアーカイブ：
http://www.archives.pref.fukui.jp/archive/

定期刊行物等
文書館年報（年1回）、広報誌「文書館だより」（年1回）、研究紀要（年1
回）、文書館ふくい（毎月）、叢書（年1回）

設立年月日 2003年2月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、9:00～17:00

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 1497年（明応6）
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資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年（平成27）

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 347,438（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等
福井県庁、および福井県下を出所とする個人・団体等からの寄贈・寄
託

資料内容（資料の説明）

　1881年（明治14）2月に設置された福井県が作成・取得した戦前期の
歴史的公文書は、多くが福井空襲とその後の福井地震によって失わ
れており、240冊ほどを所蔵している。戦後の歴史的公文書は、1947
年（昭和22）5月から現在に続く福井県が作成・取得したものの中から
約50,000冊を引き継いでいる。
　また、主に県下を出所とする個人・団体等の約2,000資料群、約
270,000点（福井県史編さんによって調査・撮影・複製された資料群を
含む）の目録・画像を管理し、うち76資料群が寄贈・寄託されている。

代表的な資料

山内秋郎家文書、（その他の古文書資料群の概要については、以下
の詳細検索参照）
http://www.archives.pref.fukui.jp/archive/search_details.do?d_ch=fkiar
c_col20

国に関係した資料 －

No.29

施設名称 長野県立歴史館

郵便番号 〒387-0007

所在地 長野県千曲市大字屋代260-6

TEL 026-274-2000

FAX 026-274-3996

E-mail等 rekishikan@pref.nagano.lg.jp

ホームページ等 http://www.npmh.net/

目録・データベース等
長野県立歴史館収蔵データ（歴史情報提供システム）：
http://www.npmh.net/archives/data_search

定期刊行物等 歴史館たより（年4回）、歴史館研究紀要（年1回）、年報（年1回）

設立年月日 1994年11月3日

開館日・開館時間
3月～11月:午前9時～午後5時
12月～2月:午前9時～午後4時

所蔵資料の区分名称 行政文書、古文書、行政資料、絵地図

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 289,920

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明）
県庁から移管された行政文書、行政資料のほか、明治以前の古文書
や近世・近代の絵図・地図・測量図などを含む

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.30

施設名称 岐阜県歴史資料館

郵便番号 〒500-8014

所在地 岐阜県岐阜市夕陽ケ丘4

TEL 058-263-6678
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FAX 058-263-6654

E-mail等 c21402@pref.gifu.lg.jp

ホームページ等
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku-bunka-
sports/shakaikyoiku/kankeikikan/rekishi-shiryokan/

目録・データベース等
http://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku-bunka-
sports/shakaikyoiku/kankeikikan/rekishi-shiryokan/

定期刊行物等 －

設立年月日 1977年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、古書・古文書、図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 永享6（1434）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 478,063(平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等
公文書；主に県庁各課から移管、古書・古文書等；主に個人・団体等
から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
岐阜県図書館から移管された「高山陣屋文書」、県行政機関から移管
された「公文書」、個人等から寄贈または寄託されたり購入した「古書・
古文書」がある。

代表的な資料
織田信長文書、美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書、飛騨郡代高山陣屋
文書

国に関係した資料 －

No.31

施設名称 愛知県公文書館

郵便番号 〒460-8501

所在地 愛知県名古屋市中区三の丸2-3-2

TEL 052-954-6025

FAX 052-954-6902

E-mail等 kobunshokan@pref.aichi.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.aichi.jp/kobunshokan/

目録・データベース等
愛知県公文書館所蔵資料検索システム：
http://asp01.dbcenter.ne.jp/koubunsho/Login.asp

定期刊行物等 愛知県公文書館年報（年1回）、愛知県公文書館だより（年1回）

設立年月日 1986年7月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時から午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書等、刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 寬永12（1635）年（確認されているもの）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 179,249冊・巻・点　（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等 県の各機関から移管・収集、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
県の各機関から移管・収集した公文書、県の機関が発行した行政刊
行物、県内市町村及び他機関等から寄贈された刊行物等、個人・団体
等から寄贈・寄託された愛知県の地域に関係のある古文書等がある。

代表的な資料 地籍図・地籍帳

国に関係した資料 －

No.32
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施設名称 三重県総合博物館

郵便番号 〒514-0061

所在地 三重県津市一身田上津部田3060

TEL 059-228-2283

FAX 059-229-8310

E-mail等 MieMu@pref.mie.jp

ホームページ等
ホームページ:http//www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/
ツイッター:https://twitter.com/mie_pref_museum

目録・データベース等
所蔵資料検索：
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/da/resultCateAll

定期刊行物等
三重県総合博物館紀要（年1回）、三重県総合博物館資料叢書（年1
回）、三重県総合博物館情報誌（年4回）

設立年月日 2014年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時から午後7時まで

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、行政刊行物、図書類

資料作成年代：最も古い年・年代 承久4（1222）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成時代

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸・明治時代

数量 227,028（平成27年9月）

入手先・移管元等 文化振興課・情報公開課から移管、個人から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

公文書は、明治時代以降県庁に残された公文書や絵図・地図と平成6
年度以降文化振興課等で選別された歴史的公文書で構成される。ま
た、行政刊行物は県庁各部局で作成発行されたものを情報公開課で5
年間公開し、その後に当館に移管される。古文書は、古書店からの購
入や個人からの寄贈・寄託文書が中心である。図書類は書店からの
購入及び個人からの寄贈である。

代表的な資料 三重県行政文書、伊藤又五郎家文書

国に関係した資料 －

No.33

施設名称 滋賀県県政史料室

郵便番号 〒520-8577

所在地 滋賀県大津市京町四丁目1-1

TEL 077-528-3126

FAX 077-528-4813

E-mail等 kenmin-j@pref.shiga.lg.jp

ホームページ等
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/kemmin-
j/kenseishiryoshitsu/hozonbunsho2.html

目録・データベース等
「歴史的文書」件名目録：
http://www.pref.shiga.lg.jp/b/kemmin-
j/kenseishiryoshitsu/kenmeimokuroku-meizi.html

定期刊行物等
「県民情報室だより」に歴史的文書の紹介文を掲載（庁内向け、年12
回程度）、滋賀県文化振興事業団が発行する季刊誌『湖国と文化』に
歴史的文書の紹介文を寄稿（年4回）

設立年月日 2008年6月17日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日（県庁閉庁日を除く）、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶応4（1868）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30年代

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期～昭和戦前期
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数量 9,222（平成27年9月）

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書とし
て取り扱う

資料内容（資料の説明）
明治期～昭和30年代にかけて作成された公文書で、県庁文書庫にお
いて歴史的資料として特別に管理されているもの

代表的な資料 旧藩県引継書類、琵琶湖疎水関係文書、大津事件関係文書

国に関係した資料 行幸啓関係文書、内国勧業博覧会関係文書、関東大震災関係文書

No.34

施設名称 京都府立総合資料館

郵便番号 〒606-0823

所在地 京都府京都市左京区下鴨半木町1-4

TEL 075-723-4834

FAX 075-791-9466

E-mail等 shiryokan-rekishi@pref.kyoto.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/

目録・データベース等
オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」：
http://www.archives.kyoto.jp/

定期刊行物等 総合資料館だより（年4回）、総合資料館紀要（年1回）

設立年月日 1963年10月28日

開館日・開館時間
毎日（毎月第3水曜、祝日、年末年始を除く）、午前9時から午後4時30
分まで

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、近代文学資料、写真資料、刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 奈良時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成年間

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代～昭和年間

数量 410,287

入手先・移管元等 京都府庁から移管、個人・団体等から寄贈、購入

資料内容（資料の説明）
京都府から移管された「行政文書」、郡役所、豊岡県第十四・十五大
区区務所・宮津藩から移管された「行政文書」、個人等から寄贈・購入
された古文書等がある。

代表的な資料 京都府行政文書、東寺百合文書

国に関係した資料 －

No.35

施設名称 大阪府公文書館

郵便番号 〒540-8570

所在地 大阪府大阪市中央区大手前2-1-22

TEL 06-6944-8374

FAX 06-6944-2260

E-mail等 ｊohokokai-06@sbox.pref.osaka.lg.jp

ホームページ等 https://archives.pref.osaka.lg.jp/

目録・データベース等 https://archives.pref.osaka.lg.jp/search/search.do

定期刊行物等 館報「大阪あーかいぶず」（年2回）

設立年月日 1985年11月11日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9時～17時15分

所蔵資料の区分名称
公文書、近世・近代資料、公報、官報・国会会議録、行政資料・刊行
物、写真資料、その他

12 / 21 ページ

mailto:shiryokan-rekishi@pref.kyoto.lg.jp
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/
mailto:ｊohokokai-06@sbox.pref.osaka.lg.jp
https://archives.pref.osaka.lg.jp/
https://archives.pref.osaka.lg.jp/search/search.do


資料作成年代：最も古い年・年代 1456（康正2）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和60年以降

数量 166,090点

入手先・移管元等
主に大阪府が作成、入手した資料、その他機関、個人等から寄贈・寄
託

資料内容（資料の説明）
大阪府が作成、入手した資料、国、府県、市町村が作成、入手した資
料、　その他機関から送付されてきた資料、寄贈寄託を受けた、古文
書等の資料等がある

代表的な資料 方面委員一件書類、川中家文書、平池家文書、大阪府公報

国に関係した資料 －

No.36

施設名称 兵庫県公館県政資料館

郵便番号 〒650-8567

所在地 兵庫県神戸市中央区下山手通4-4-1

TEL 078-362-4133

FAX 078-362-3902

E-mail等 bunshoka@pref.hyogo.lg.jp

ホームページ等 http://web.pref.hyogo.jp/pa13/pa13_000000005.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 1985年4月17日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9時00分～17時00分

所蔵資料の区分名称
公文書、刊行物等、布達・公報・官報、古書・古文書、複製資料等、文
書管理システムによる電子文書、現代資料

資料作成年代：最も古い年・年代 古代

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 97,798　（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等 県庁各課から移管、個人・団体からの寄贈

資料内容（資料の説明）
主に各課から移管された「歴史的公文書」、官報と兵庫県公報、自治
体史・史料集・行政刊行物、古文書原史料と複製史料、写真資料、県
史関連等の録音テープ、各種地図がある。

代表的な資料
兵庫県令神田孝平事務引継演説書、兵庫県漁業慣行録、但馬国豊岡
藩猪子家文書

国に関係した資料 －

No.37

施設名称 奈良県立図書情報館

郵便番号 〒630-8135

所在地 奈良県奈良市大安寺西1－1000

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

E-mail等 info@library.pref.nara.jp

ホームページ等 http://www.library.pref.nara.jp/

目録・データベース等
まほろばデジタルライブラリー：
http://www.library.pref.nara.jp/digital_nara/mahoroba
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定期刊行物等 奈良県立図書情報館報「うんてい」（年1回刊行）

設立年月日 2005年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、9時～20時

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、古書

資料作成年代：最も古い年・年代 1500年代

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代、明治時代

数量 61,416

入手先・移管元等
旧奈良県立図書館からの引継ぎ、奈良県庁から移管、個人・団体等
から寄贈・寄託、古書店からの購入

資料内容（資料の説明）
旧奈良県立図書館から引継いだり奈良県庁から移管された「公文
書」、個人・団体等から寄贈又は寄託されたり、古書店から購入して収
集した「古文書」「古書」がある。

代表的な資料 奈良公園史編纂資料、大和国吉野郡下市村永田家文書、藤田文庫

国に関係した資料 －

No.38

施設名称 和歌山県立文書館

郵便番号 〒641-0051

所在地 和歌山県和歌山市西高松1-7-38

TEL 073-436-9540

FAX 073-436-9541

E-mail等 e0221011@pref.wakayama.lg.jp

ホームページ等 https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 和歌山県立文書館だより（年3回）、和歌山県立文書館紀要（年1回）

設立年月日 1993年4月1日

開館日・開館時間 平日10:00～18:00、土曜日・日曜日・祝日 10:00～17:00

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、行政資料・歴史図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 延暦19（800）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 165,500

入手先・移管元等 県庁から引継収集、個人、団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
県庁から引継収集した「公文書」、県立図書館から移管または個人・団
体等から寄贈・寄託された「古文書」、県庁から納本または個人・団体
等から寄贈された「行政資料・歴史図書等」がある。

代表的な資料 紀州家中系譜並ニ親類書書上

国に関係した資料 －

No.39

施設名称 鳥取県立公文書館

郵便番号 〒680-0017

所在地 鳥取県鳥取市尚徳町101

TEL 0857-26-8160

FAX 0857-22-3977

E-mail等 kobunsho@pref.tottori.jp

ホームページ等 http://www.pref.tottori.lg.jp/kobunsho/
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目録・データベース等 簿冊情報検索システム：http://bunsho.pref.tottori.lg.jp/

定期刊行物等
館報(WEB公開、年1回刊行)、鳥取県立公文書館研究紀要（隔年刊
行）

設立年月日 1990年10月1日

開館日・開館時間
月～金曜日（全館開館）、土・日曜日（展示スペースのみ）午前9時から
午後5時まで。　ただし、国民の祝日、年末年始（12/29～1/3）及び月
末日に当たる土または日曜日は休館。

所蔵資料の区分名称 公文書、刊行物、県史編さん収集資料、寄贈資料、複製本

資料作成年代：最も古い年・年代 貞享2（1685）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和期

数量
118,715（公文書、刊行物、写しを除いた県史編さん収集資料原本、寄
贈資料、複製本）。　※フィルム類（コマ数）は除く。

入手先・移管元等 県庁各課等（公文書、刊行物）

資料内容（資料の説明）

①公文書：県に属する実施機関及び議会からの引継ぎ。
②刊行物：行政刊行物、統計刊行物が中心で、主に県庁各課等から
受領。
③県史：昭和37から56年度にかけて行われた事業で収集された原資
料。
④寄贈資料：法人や個人から寄贈された資料。
⑤複製本：公文書やマイクロフィルムで収集した資料の複製本。

代表的な資料
鳥取県廃止による土地人民受取の島根県布達、鳥取県再置による土
地人民受取開庁の鳥取県布達

国に関係した資料
鳥取県廃止による土地人民受取の島根県布達、鳥取県再置による土
地人民受取開庁の鳥取県布達

No.40

施設名称 島根県公文書センター

郵便番号 〒690-8501

所在地 島根県松江市殿町１　島根県庁第３分庁舎１階

TEL 0852-22-6889

FAX 0852-22-6140

E-mail等 kobunsho@pref.shimane.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.shimane.lg.jp/kobunsho/

目録・データベース等
「特定歴史公文書目録」及び「その他資料目録」：
http://www.pref.shimane.lg.jp/kobunsho/

定期刊行物等 －

設立年月日 2011年11月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、8:30～12:00及び13:00～17:15

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 16,030

入手先・移管元等 本庁各課等から移管

資料内容（資料の説明） 本庁各課等から移管された行政文書

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.41

施設名称 岡山県立記録資料館
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郵便番号 〒700-0807

所在地 岡山県岡山市北区南方2-13-1

TEL 086-222-7838

FAX 086-222-7842

E-mail等 kirokushiryokan＠pref.okayama.lg.jp

ホームページ等 http://archives.pref.okayama.jp/

目録・データベース等
所蔵資料検索：
http://archives.pref.okayama.jp/infolib/search/index.html

定期刊行物等
岡山県立記録資料館紀要（年1回）、岡山県立記録資料館だより（年1
回）、岡山県立記録資料館年報（年1回）、岡山県記録資料叢書（年1
回）、岡山のアーカイブズ（年1回）

設立年月日 2005年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時から午後5時まで

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、マイクロフィルム等、複製本、図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 天文23(1554)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 258,416

入手先・移管元等
主に県庁各課室等から収集、個人から寄贈・寄託、古書店より購入、
県史編纂室より移管

資料内容（資料の説明）
本庁・出先機関・学校等から収集した「公文書」、　個人等から寄贈又
は寄託、県史編纂室より移管、古書店より購入した「古文書」、マイクロ
フィルム・写真・複写資料、新聞切り抜き等の「複写資料等」がある。

代表的な資料 長官事務引継書、犬養毅書簡、公聴広報課引継写真

国に関係した資料 瀬戸大橋関係

No.42

施設名称 広島県立文書館

郵便番号 〒730-0052

所在地 広島県広島市中区千田町3-7-47

TEL 082-245-8444

FAX 082-245-4541

E-mail等 monjokan@pref.hiroshima.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan

目録・データベース等 －

定期刊行物等
広島県立文書館だより（年1回）、広島県立文書館紀要（隔年）、広島
県立文書館資料集（隔年）

設立年月日 1988年10月1日

開館日・開館時間
月曜日～金曜日、9時～17時
土曜日、9時～12時

所蔵資料の区分名称 行政文書、古文書、行政資料、複製資料、図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 建武2（1335）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23（2011）年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 476,072

入手先・移管元等
広島県庁（知事部局，教育委員会，監査委員会等）から収集・移管，個
人・団体から寄贈寄託
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資料内容（資料の説明）

行政文書：保存年限の満了した文書を選別収集したもの，および30年
以上経過した旧長期保存文書の一部を移管したもの。
行政資料：広島県その他が作成した行政刊行物。
古文書：個人・団体等から寄贈もしくは寄託をうけた記録資料類
複製資料：広島県史編さん過程で撮影収集された各種資料の複製物
等。

代表的な資料 広島県深安郡山野村役場文書

国に関係した資料 －

No.43

施設名称 山口県文書館

郵便番号 〒753-0083

所在地 山口県山口市後河原150-1

TEL 083-924-2116

FAX 083-924-2117

E-mail等 a50703@pref.yamaguchi.lg.jp

ホームページ等 http://ymonjo.ysn21.jp/

目録・データベース等 http://ymonjo.ysn21.jp/index/page/id/220

定期刊行物等 山口県文書館研究紀要（年1回）、文書館ニュース（年1回）

設立年月日 1959年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、9:00～17:00

所蔵資料の区分名称 行政文書、古文書、行政資料、図書等、その他

資料作成年代：最も古い年・年代 鎌倉

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸以降

数量 522,688

入手先・移管元等 県・諸家・団体・個人等

資料内容（資料の説明）

藩政文書：江戸時代の藩政に関する文書群
行政文書：明治以降の山口県の行政に関する文書群
行政資料：明治以降、山口県等が作成した刊行物を主体とする資料群
諸家文書：山口県内の諸家・企業・団体・個人等によって作成伝来され
た文書群

代表的な資料 毛利家文庫、県庁文書、両公伝史料

国に関係した資料 田中義一文書

No.44

施設名称 徳島県立文書館

郵便番号 〒770-8070

所在地 徳島市徳島市八万町向寺山

TEL 088-668-3700

FAX 088-668-7199

E-mail等 arc-iken@mt.tokushima-ec.ed.jp

ホームページ等 http://www.archiv.tokushima-ec.ed.jp/

目録・データベース等 公開資料検索　http://www.archiv.tokushima-ec.ed.jp/

定期刊行物等 文書館年報（年1回）、文書館だより（年1回）

設立年月日 1990年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時30分から午後5時まで

所蔵資料の区分名称 公文書、古書・古文書、行政資料、その他

資料作成年代：最も古い年・年代 応永26（1419）年
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資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 294,912点

入手先・移管元等 主に徳島県庁から移管、個人・団体等より寄贈・寄託。

資料内容（資料の説明）
徳島県庁より移管を受けた「公文書」、行政機関より送付または移管を
受けた刊行物「行政資料」、個人から寄贈・寄託を受けた「古文書」が
ある。その他として「写真資料」「参考図書」等がある。

代表的な資料 井口家文書、栗本家文書、露口家文書

国に関係した資料 中川家文書、蜂須賀家文書

No.45

施設名称 香川県立文書館

郵便番号 〒761-0301

所在地 香川県高松市林町2217-19

TEL 087-868-7171

FAX 087-868-7198

E-mail等 bunshokan@pref.kagawa.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.kagawa.lg.jp/bunshokan/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 紀要（年1回）、目録（年1回）、文書館年報

設立年月日 1994年3月28日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日（祝日を除く）、午前9時から午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 中世（室町時代）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 228,801

入手先・移管元等 県庁各課及び出先機関からの移管、個人・団体等からの寄贈・寄託等

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.46

施設名称 福岡県立公文書館

郵便番号 〒818-0041

所在地 福岡県筑紫野市上古賀1-3-1

TEL 092-919-6166

FAX 092-919-6168

E-mail等 kobunsyokan@pref.fukuoka.lg.jp

ホームページ等 http://kobunsyokan.pref.fukuoka.lg.jp/

目録・データベース等
福岡共同公文書館 所蔵資料検索システム:
http://archiveskensaku.pref.fukuoka.lg.jp/

定期刊行物等 年報（年1回）、公文書館だより（年2回）

設立年月日 2012年4月1日

開館日・開館時間
9時～17時（閉館日：月、祝（祝日が月曜日に当たるときはその翌日
も）、年末年始（12月28日から1月4日）、特別整理期間

所蔵資料の区分名称 公文書、行政資料
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資料作成年代：最も古い年・年代 明治4（1871）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 47,082冊

入手先・移管元等 福岡県

資料内容（資料の説明）
県の知事部局、議会、各種委員会から移管された「公文書」と、県及び
その他の行政機関等が作成した刊行物・広報誌である「行政資料」が
ある。

代表的な資料 辞令原簿

国に関係した資料
（国鉄民営化に関するもの）、（阪神・淡路大震災に関するもの）、（戦
争に関するもの）

No.47

施設名称 佐賀県公文書館

郵便番号 〒840-0041

所在地 佐賀県佐賀市城内1-6-5

TEL 0952-25-7365

FAX 0952-25-7410

E-mail等 kobunshokan@pref.saga.lg.jp

ホームページ等
https://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1363/se-koukai-
kojin/tekisitosyo.html

目録・データベース等
歴史的文書簿冊一覧：
https://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1363/se-koukai-
kojin/tekisitosyo/_70780.html

定期刊行物等 公文書館だより（年1回）

設立年月日 2012年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治4年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和期（戦後）

数量 42,629

入手先・移管元等 県庁内主務課及び所

資料内容（資料の説明） 県庁内の保存期間10年以上の完結文書

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.48

施設名称 大分県公文書館

郵便番号 〒870-0008

所在地 大分県大分市王子西町14番1号

TEL 097-546-8840

FAX 097-546-8849

E-mail等 a11103@pref.oita.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.oita.jp/site/346/

目録・データベース等 所蔵公文書目録：http://www.pref.oita.jp/site/346/list-top.html

定期刊行物等 事業年報（年1回）、公文書館だより（年1回）

設立年月日 1995年2月28日
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開館日・開館時間

火曜日～土曜日、午前9時～午後5時
休館日：日曜日・月曜日・及び国民の祝日（日曜日または月曜日と重
なった場合は火曜日）、年末年始（12月28日から1月4日）、特別整理期
間

所蔵資料の区分名称
公文書（電子公文書含む）、行政資料、地域資料（大分県関係資料）、
複製資料（複製本・マイクロフィルム等）、写真・フィルム、CD、DVD

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 130,000

入手先・移管元等 主に各所属からの引渡し、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
大分県の各所属から引き渡しを受けた「公文書」と「行政資料」、個人
等から寄贈又は寄託された「寄贈・寄託文書」

代表的な資料 明治・大正期公文書

国に関係した資料 －

No.49

施設名称 沖縄県公文書館

郵便番号 〒901-1105

所在地 沖縄県南風原町字新川148-3

TEL 098-888-3875

FAX 098-888-3879

E-mail等 info@archives.pref.okinawa.jp

ホームページ等 http://www.archives.pref.okinawa.jp/

目録・データベース等 デジタルアーカイブ　http://www.archives.pref.okinawa.jp/kensaku/

定期刊行物等
沖縄県公文書館だよりArchives（年2回）、沖縄県公文書館研究紀要
（年1回）、年報（年1回）
http://www.archives.pref.okinawa.jp/aboutopa/cat105/

設立年月日 1995年8月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 沖縄県文書、琉球政府文書、沖縄県刊行物、USCAR文書、沖縄関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 1590年

資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年

資料作成年代：中心となる年・年代 1945年～

数量 343,346

入手先・移管元等 沖縄県、米国国立公文書館、中国第一歴史档案館、個人・団体等

資料内容（資料の説明）

沖縄県の各機関が職務上作成又は取得し保管していた「沖縄県文
書」。沖縄の本土復帰に伴い琉球政府から沖縄県へ引き継がれた「琉
球政府文書」。米国国立公文書館から収集した戦後の米国による沖縄
統治に関する「USCAR文書」。その他、沖縄関係資料には、個人文書
として、大田政作、松岡政保、平良幸市、岸秋正、エドワード・フライマ
ス、ジョージH．カー、比嘉太郎、湧川清栄等があり、団体文書として、
沖縄県祖国復帰協議会、海洋博覧会記念公園管理財団、対米請求権
事業協会等の資料群がある。

代表的な資料 土地所有申請書、軍雇用員カード、琉球政府関係写真資料

国に関係した資料 －

No.50

施設名称 宮崎県総務部総務課（宮崎県文書センター）
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郵便番号 〒880-0805

所在地 宮崎県宮崎市橘通東1-9-30

TEL 0985-26-7027

FAX 0985-28ｰ6659

E-mail等 somu@pref.miyazaki.lg.jp

ホームページ等 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanko/bunka/shinko/center/index.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 2002年7月22日

開館日・開館時間 午前9時から午後5時まで

所蔵資料の区分名称 歴史資料文書、県史資料文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄2（1689）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 74,131冊（平成27年9月）

入手先・移管元等 県庁各課、所蔵家

資料内容（資料の説明）

宮崎県庁各所属から引き継いだ文書で、歴史資料として保存する必
要があると判断された「歴史資料文書」、宮崎県史編さんの際、所蔵
家から提供のあった資料（マイクロフィルム化したものを含む）である
「県史資料文書」を所蔵している。

代表的な資料 －

国に関係した資料 官報、地方長官会議
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【資料2-3】基本情報：政令市

No.51

施設名称 札幌市公文書館

郵便番号 〒064-0808

所在地 北海道札幌市中央区南8西2-5-2

TEL 011-521-0205

FAX 011-521-0210

E-mail等 kobunshokan@city.sapporo.jp

ホームページ等 http://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/

目録・データベース等

特定重要公文書：
http://www.city.sapporo.jp/somu/kobunsyomokuroku/tokuteijuyokensaku.
html
資料： http://archives.city.sapporo.jp/

定期刊行物等 広報紙「公文書館だより」、事業年報

設立年月日 2013年7月1日

開館日・開館時間 火曜日～土曜日、8時45分～17時15分

所蔵資料の区分名称 公文書、私文書、刊行物等、写真、絵はがき、地図

資料作成年代：最も古い年・年代 文化2(1805)年頃

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 153,187

入手先・移管元等 市役所各課から移管、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

札幌市役所各課からの移管や旧合併町村等からの収集による「公文書」、
公文書館の前身である文化資料室時代から収集もしくは個人・団体から寄
贈された私文書、刊行物等、写真、絵はがき、地図等の「一般資料」があ
る。

代表的な資料 開拓使・札幌区時代の公文書群

国に関係した資料 －

No.52

施設名称 川崎市公文書館

郵便番号 〒211-0051

所在地 神奈川県川崎市中原区宮内4-1-1

TEL 044-733-3933

FAX 044-733-2400

E-mail等 16koubun@city.kawasaki.jp

ホームページ等 http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/19-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html

目録・データベース等
川崎市公文書館所蔵文書
http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/19-4-5-0-0-0-0-0-0-
0.html

定期刊行物等 川崎市公文書館だより（年3回）

設立年月日 1984年10月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、8:30～17:00

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書・複製古文書等、市史資料等、刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 天文18（1549）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 29,093
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入手先・移管元等 川崎市作成文書、市民等からの寄贈、寄託など

資料内容（資料の説明）

川崎市公文書館では、歴史的文化的価値のある公文書及び資料類である
歴史的公文書のほか、市民から寄贈・寄託された古文書、「川崎市史」等
の編さん時に収集した資料等及び川崎市が刊行した市政資料等を保管し
利用に供しています。また、現用公文書の中間書庫機能も担っています。

代表的な資料
川崎市役所の位置を定める件を許可する文書、旧支所・出張所（登戸村関
係）旧蔵文書（近世・近代）

国に関係した資料 ローム斜面崩壊実験事故関係書類等、第二京浜国道関係書綴

No.53

施設名称 相模原市立公文書館

郵便番号 〒252-5192

所在地 神奈川県相模原市緑区久保沢1-3-1　城山総合事務所　第2別館3F

TEL 042-783-8053

FAX 042-783-8054

E-mail等 koukai@city.sagamihara.kanagawa.jp

ホームページ等 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shikumi/029728.html

目録・データベース等
現用公文書・歴史的公文書目録検索システム
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shikumi/031235.html

定期刊行物等 相模原市立公文書館だより

設立年月日 2014年10月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、8：45～17：00

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書、行政資料、広報的資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治22年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 24,486

入手先・移管元等 相模原市の各執行機関、議会、旧津久井4町、旧村　等

資料内容（資料の説明）
旧相模原市文書、旧津久井郡4町文書、青根村、青野原村、串川村、鳥屋
村　等から引継いだ公文書。現相模原市、旧相模原市、旧津久井郡4町の
行政資料。現相模原市で作成した広報的資料。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.54

施設名称 名古屋市市政資料館

郵便番号 〒461-0011

所在地 愛知県名古屋市東区白壁1-3

TEL 052-953-0051

FAX 052-953-4398

E-mail等 ａ9530051-02@somu.city.nagoya.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/52-7-0-0-0-0-0-0-0-0.html

目録・データベース等
公文書目録：　http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/52-7-6-0-0-0-
0-0-0-0.html

定期刊行物等 名古屋市市政資料館だより（年1回）

設立年月日 1989年10月1日

開館日・開館時間 休館日：毎週月曜日（祝日の場合翌平日）及び第3木曜日、9～17時
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所蔵資料の区分名称 公文書、行政資料、市史資料

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 116,770

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明）

名古屋市の各局区室等から引渡しを受けた「公文書」。名古屋市の各局区
室・個人・団体等から収集した「行政資料」。『新修名古屋市史』の編さん過
程で収集した資料のうち、整理が終わり、複製本にした「市史資料」があ
る。

代表的な資料 －

国に関係した資料 名古屋オリンピック関係文書

No.55

施設名称 大阪市公文書館

郵便番号 〒550-0014

所在地 大阪府大阪市西区北堀江4-3-14

TEL 06-6534-1662

FAX 06-6534-5482

E-mail等 ba0007@city.osaka.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/724-18-2-0-0.html

目録・データベース等
利用請求対象簿冊目録
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000118933.html

定期刊行物等 －

設立年月日 1988年7月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時～午後5時30分

所蔵資料の区分名称 公文書、行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治6（1873）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 市制施行（明治22（1889）年）以降

数量 147,870冊（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等
本市の機関等（本市が設立した地方独立行政法人等を含む。以下同じ）か
ら移管

資料内容（資料の説明）
本市の機関等の職員が職務上作成し、又は取得した公文書のうち、歴史
資料として重要な公文書等（保存期間が終了したもの）及び本市の機関等
が作成した行政刊行物等

代表的な資料
米騒動を契機として進められた社会事業関連文書を編綴する簿冊、大阪
市公報

国に関係した資料 －

No.56

施設名称 神戸市文書館

郵便番号 〒651-0056

所在地 兵庫県神戸市中央区熊内町1-8-21

TEL 078-232-3437

FAX 078-232-3840

E-mail等 kbmg@bz03.plala.or.jp

ホームページ等 http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/institution/document/

目録・データベース等 所蔵資料の区分ごとに目録有
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定期刊行物等 －

設立年月日 1989年6月19日

開館日・開館時間
月曜日～金曜日、午前9時～12時、午後1時～午後5時 (祝日、振替休日、
年末年始は閉館)

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、神戸市行政資料、新聞、写真、図書・刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 応永5（1398）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代から明治時代

数量 104,253

入手先・移管元等 個人団体等から寄贈・寄託及び購入

資料内容（資料の説明）

「新修神戸市史」の編纂のために収集した史料を中心に、神戸市から保管
を依頼された「公文書」及び神戸市域に関する歴史的・文化的に価値ある
文書や資料及びその複写物を保存整理している。
内容としては、「公文書」（戦前期の神戸市行政文書）、「古文書」（原文書
は、室町時代から明治・大正・昭和）。明治期から現代にいたるまでの、神
戸市政に関する事務報告書・公報・統計などの「神戸市行政資料」。明治
から昭和にかけて主に神戸市域で発行された「新聞」（旧居留地の英字新
聞なども含む）。明治から昭和20年頃を中心とする神戸市域の「写真」。神
戸市域の歴史を調べるための「図書・刊行物」等。

代表的な資料 井上善右衛門家文書、岡方文書、鹿島秀麿〔かしま　ひでまろ〕文書

国に関係した資料 －

No.57

施設名称 広島市公文書館

郵便番号 〒730-0051

所在地 広島県広島市中区大手町4-1-1　大手町平和ビル6-8階

TEL 082-243-2583

FAX 082-542-8831

E-mail等 koubun@city.hiroshima.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1111388205366/

目録・データベース等

デジタルアーカイブ・システム
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1442538798032/index.html
冊子目録（PDF）
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1443158188953/index.html

定期刊行物等
広島市公文書館紀要（年1回）
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1371368273682/index.html

設立年月日 1977年4月1日

開館日・開館時間 閲覧室：月曜日～金曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 行政資料、役場文書、図書等、写真、その他（寄贈資料）

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長6年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 約203,000点

入手先・移管元等 主に各主管課からの移管、個人、団体等からの寄贈

資料内容（資料の説明）
広島市の各課が発行した行政刊行物、合併後引継いだ合併町村の役場
文書、他都市刊行物、地域の歴史に関する刊行物、写真、絵はがき、個人
等から寄贈された文書、印刷物など

代表的な資料 戸坂村役場文書、藤本千万太寄贈資料、寺光忠資料
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国に関係した資料 －

No.58

施設名称 北九州市立文書館

郵便番号 〒803-0814

所在地 福岡県北九州市小倉北区大手町11-5

TEL 093-561-5558

FAX 093-561-5529

E-mail等 sou-bunshokan@city.kitakyushu.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/sou-bunshokan.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 1989年11月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時30分～午後6時

所蔵資料の区分名称 行政文書、法人文書、歴史的文書、寄贈・私家文書など

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 142,465冊（平成27年6月1日現在）

入手先・移管元等 主に市の各課等からの移管や、個人・団体等からの寄贈

資料内容（資料の説明）
市が所管している行政文書（第1種公文書）、市から移管された歴史的文
書、市内外の刊行物、及び個人等から寄贈された文書などがある。

代表的な資料 大隈重信の書簡

国に関係した資料 －

No.59

施設名称 福岡市総合図書館

郵便番号 〒814-0001

所在地 福岡県福岡市早良区百道浜3-7-1

TEL 092-852-0600

FAX 092-852-0609

E-mail等 library-bungaku.BES@city.fukuoka.lg.jp

ホームページ等 http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/

目録・データベース等
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/materials/datarooml/
http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/materials/classical/

定期刊行物等 福岡市公文書資料目録、古文書資料目録（年1回）

設立年月日 1996年6月29日

開館日・開館時間 平日10:00～19:00、日祭10:00～18:00

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長6（1601）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 平成

数量 143,780点（平成27年3月31日現在）

入手先・移管元等 主に福岡市各局からの移管，個人・団体等から寄贈・寄託，購入

資料内容（資料の説明）
福岡市の各局等から移管された「公文書」，図書館へ送付された「行政資
料」，及び個人等から寄贈又は寄託・購入した「古文書」がある。

代表的な資料 伊丹資料

国に関係した資料 －
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【資料2-4】基本情報：市区町

No.60

施設名称 常陸大宮市文書館

郵便番号 〒319-2226

所在地 茨城県常陸大宮市北塩子1721

TEL 0295-52-0571

FAX 0295-52-0851

E-mail等 bunsho@city.hitachiomiya.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

目録・データベース等
常陸大宮市公文書目録（館内閲覧のみ）、常陸大宮市旧町村役場文書目
録（館内閲覧のみ）、常陸大宮市地域史料目録（館内閲覧のみ）、常陸大
宮市文書館図書目録（館内閲覧のみ）

定期刊行物等
常陸大宮市広報「文書館だより」（年6回奇数月掲載）、「常陸大宮市文書
館報　常陸大宮の記録と記憶」（年1回）

設立年月日 2014年10月10日

開館日・開館時間 日曜日～金曜日、午前9時～午後4時30分

所蔵資料の区分名称 公文書、地域史料、図書

資料作成年代：最も古い年・年代 弘治元（1555）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21（2009）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸～昭和

数量 36,000

入手先・移管元等 市役所からの移管、個人・団体からの寄贈・寄託、購入

資料内容（資料の説明）
市役所・旧町村役場から移管された「公文書」、常陸大宮市ゆかりの個人
や団体から寄贈や寄託を受けた「地域資料」（購入を含む）、地域に関連す
る図書等がある。

代表的な資料 旧緒川村役場文書、小舟区有文書

国に関係した資料 香川敬三関係史料（地域史料）

No.61

施設名称 小山市文書館

郵便番号 〒323-0031

所在地 栃木県小山市八幡町2－4－24

TEL 0285-25-7222

FAX 0285-25-7222

E-mail等 d-monjyo@city.oyama.tochigi.jp

ホームページ等 http://monjyokan.city.oyama.tochigi.jp/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 小山市文書館要覧（年1回）

設立年月日 2007年4月11日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時00分～午後4時30分

所蔵資料の区分名称 公文書、諸家文書、諸団体文書、地域文献、地域情報、図書

資料作成年代：最も古い年・年代 元亀3年（1572）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 －

入手先・移管元等 合併前旧役場から移管・個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
合併前の旧役場からの移管された「地域文献」「行政文書」、個人等から寄
贈寄託された「諸家文書」がある。
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代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.62

施設名称 芳賀町総合情報館

郵便番号 〒321-3307

所在地 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南1-1-1

TEL 028-677-2525

FAX 028-677-2886

E-mail等 johokan@town.haga.tochigi.jp

ホームページ等
http://www.town.haga.tochigi.jp/menu/kurashi/sports/shogai/johokan/bu
nshokan/index.html

目録・データベース等
文書館資料目録：
http://www.town.haga.tochigi.jp/jouhoukan/bunshokan/shiryou.html

定期刊行物等 知恵の環館だより（年4回）、事業と統計（年1回発行）

設立年月日 2008年10月3日

開館日・開館時間 平日：9時30分～19時、土曜日・日曜日・祝日：9時～18時

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書、旧町村文書、芳賀町関係刊行物、複製資料（古文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 31,735件

入手先・移管元等 主に芳賀町役場、芳賀町史編さん室過程で移管、収集したもの

資料内容（資料の説明）
芳賀町史編さん過程で収集した保存期間満了文書、旧町村役場文書、古
文書（複製資料）がある。その他、芳賀町関係刊行物については、芳賀町
史編さん過程で収集したもの及び現芳賀町役場から収集したものがある。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.63

施設名称 中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」

郵便番号 〒377-0424

所在地 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町947-1

TEL 0279-75-1922

FAX 0279-75-6878

E-mail等 musee@town.nakanojo.gunma.jp

ホームページ等 http://www.town.nakanojo.gunma.jp/musee/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 博物館だより（年2回）

設立年月日 2011年4月1日

開館日・開館時間 金曜日～水曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 古文書(旧町村文書/複製資料含む)

資料作成年代：最も古い年・年代 明治時代初期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和40年代

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和初期

数量 618件

入手先・移管元等 中之条町役場

資料内容（資料の説明） 中之条町役場から移管された文書
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代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.64

施設名称 久喜市公文書館

郵便番号 〒346-8501

所在地 埼玉県久喜市下早見85-1

TEL 0480-23-5010

FAX 0480-22-1996

E-mail等 kobunsho@kuki.city.lg.jp

ホームページ等
ホームページ： http://www.city.kuki.lg.jp
フェイスブック： パソコン版 http://www.facebook.com/City.Kuki
モバイル版 http://www.facebook.com/City.Kuki

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 1993年10月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、9:00～17:00

所蔵資料の区分名称 公文書、古書・古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 26,195

入手先・移管元等 各課からの移管、個人からの寄贈、寄託

資料内容（資料の説明）
各課から移管された「行政文書」、個人から寄贈または寄託された古文書
がある。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.65

施設名称 八潮市立資料館

郵便番号 〒340-0831

所在地 埼玉県八潮市南後谷763-50

TEL 048-997-6666

FAX 048-997-8998

E-mail等 bunkazai@city.yashio.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.yashio.lg.jp/siryoukan/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 1989年11月23日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、旧役場文書、諸家文書、図書等、その他

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長17（1612）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23（2011）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代以降

数量 69,726

入手先・移管元等 －
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資料内容（資料の説明）
市史編さん室及び原課から移管された「公文書」、購入又は個人や団体等
から寄贈・寄託された「諸家文書」、市の刊行物や購入・寄贈等により収集
した「図書」を所蔵している。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.66

施設名称 板橋区公文書館

郵便番号 〒173-0001

所在地 東京都板橋区本町24-1

TEL 03-3579-2291

FAX 03-3579-2294

E-mail等 sk-ｊkokai@city.itabashi.tokyo.jp

ホームページ等
ホームページ:
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000987.html
ツィッター: https://twitter.com/ita_archives

目録・データベース等 上記HPのURLにて一部（公文書、刊行物、自治体史、地図）を公開。

定期刊行物等
区ホームページに「こうぶんしょかん電子展示室」を掲載。ツイッタ―にて、
所蔵資料や事業の紹介、区に関するクイズなどを随時掲載。

設立年月日 2000年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～土曜日、9：00～17：00

所蔵資料の区分名称
公文書、（自治体史を含む）刊行物、古文書、複製資料、図書等、写真資
料、地図資料、映像資料、パネル

資料作成年代：最も古い年・年代
複製資料・地図資料では近世。刊行物では明治15年。古文書（旧役場文
書）では大正6年。公文書では昭和7年。

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和から平成

数量 209,864

入手先・移管元等 区役所各所管課、区史編さん室、櫻井徳太郎氏ほか寄贈者

資料内容（資料の説明）

公文書は、毎年度全庁的に廃棄予定リストから移管選別作業を行い、収
集している。　刊行物は登録制度があり、区発行のものはすべて収集され
る。民間の刊行物は寄贈、購入又は依頼により収集。古文書は一部戦前
の議員経験者からの寄贈があるが、大半は区史編さんの際に収集した諸
家文書や区外資料の複写物である。図書等は、歴史刊行物や櫻井徳太
郎氏から寄贈資料された文献・雑誌等が中心。写真資料は、区広報用の
記録や区史等で使用したもの、寄贈されたものなどをデータベースに整理
し、提供している。地図は、近世以降の地形図や区分図、住宅地図など。
映像資料は、区広報ビデオや記録映像などで、展示等で作成したパネル
とともに貸出ししている。

代表的な資料 東京都板橋区乳用牝牛貸付規程（制定・廃止）、櫻井徳太郎文庫

国に関係した資料 －

No.67

施設名称 武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館

郵便番号 〒180-0022

所在地 東京都武蔵野市境5-15-5

TEL 0422-53-1811

FAX 0422-52-1604

E-mail等 rekishikan@city.musashino.lg.jp
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ホームページ等 http://www.city.musashino.lg.jp/shogaigakushu_koza/rekishikan/019511.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 研究紀要（予定）

設立年月日 2014年12月14日

開館日・開館時間 日曜日～木曜日、午前9時30分～午後5時

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治19年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和58年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 791

入手先・移管元等 武蔵野市

資料内容（資料の説明） 武蔵野市から移管された「行政文書」

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.68

施設名称 府中市立ふるさと府中歴史館

郵便番号 〒183-0023

所在地 東京都府中市宮町3丁目1番地

TEL 042-335-4393

FAX 042-360-4401

E-mail等 bunkazai01@city.fuchu.tokyo.jp

ホームページ等 －

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 2011年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、地域資料（行政資料）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治10年代

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 16,654

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明）
府中市は1町2村合併により昭和29年に市制施行。残存している市制施行
以前の文書類を継続して保存している。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.69

施設名称 藤沢市文書館

郵便番号 〒251-0054

所在地 神奈川県藤沢市朝日町12-6

TEL 0466-24-0171

FAX 0466-24-0172

E-mail等 monjyo@city.fujisawa.kanagawa.jp

ホームページ等 http://digital.city.fujisawa.kanagawa.jp/
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目録・データベース等 資料検索：http://digital.city.fujisawa.kanagawa.jp/material/search/

定期刊行物等
藤沢市史研究、藤沢市文書館紀要、藤沢市史ブックレット、文書館だより
「ふみくら」

設立年月日 1974年7月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前8時30分～午後5時

所蔵資料の区分名称
現用公文書、非現用公文書、古書・古文書、写真版古文書、図書等（写
真・地図含）

資料作成年代：最も古い年・年代 保元3(1158)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 311,178

入手先・移管元等 主に庁内各課から移管、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
庁内各課から移管された現用公文書、廃棄予定の公文書から評価選別し
た非現用公文書。市内を中心とした個人・団体等から寄贈・寄託された古
書・古文書。市内の写真や地図、参考図書など。

代表的な資料
芥川龍之介自筆資料、藤沢市文書館寄託　岩本院文書、藤沢市文書館寄
託　　ID23文書

国に関係した資料 片山哲名誉市民選定関係資料

No.70

施設名称 寒川文書館

郵便番号 〒253-0106

所在地 神奈川県高座郡寒川町宮山135-1

TEL 0467-75-3691

FAX 0467-75-3758

E-mail等 bunshokan@town.samukawa.kanagawa.jp

ホームページ等 http://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/opac/bunsyo/index.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等
寒川文書館年報（年1回）、寒川町史研究（年1回）、寒川町史調査報告書
（年1回）、寒川文書館だより（年2回）

設立年月日 2006年11月1日

開館日・開館時間 平日：午前9時～午後7時、土曜・日曜・祝日：午後5時まで

所蔵資料の区分名称 現用公文書、非現用公文書、古文書、写真版古文書、行政刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 公文書：明治22年、古文書：天正20（1592）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 公文書：平成24年、古文書（民間資料）：平成初年

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 97,253点

入手先・移管元等 各町課から移管、資料所蔵者から寄贈または寄託

資料内容（資料の説明）

保存年限切れの公文書から選別した「非現用公文書」、文書取扱規程で
永年の扱いになっている「現用公文書」、個人・団体所蔵から寄贈または
寄託していただいた「古文書」、町史編さん事業でマイクロフィルムに撮影
した「写真版古文書」、寒川町や神奈川県が発行した印刷物である「行政
刊行物」などがある。

代表的な資料 寒川神社文書、大蔵自治会文書、入沢章家文書

国に関係した資料 －

No.71

施設名称 上越市公文書センター
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郵便番号 〒943-0595

所在地 新潟県上越市清里区荒牧18番地　清里区総合事務所内

TEL 025-528-3110

FAX 025-528-3188

E-mail等 soumukanri@city.joetsu.lg.jp

ホームページ等
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/koubunsho/gyosei-
koubunsyokan.html

目録・データベース等
歴史公文書簿冊目録（上越市制以前の一部）
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/koubunsho/rekishikoubunsyomok
uroku.html

定期刊行物等 －

設立年月日 2011年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前8時30分～午後5時15分

所蔵資料の区分名称
歴史公文書、古文書、絵葉書・古写真、マイクロフィルム、写真、寄贈資料
等、図書資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量
歴史公文書20,401冊、古文書149,160件、絵葉書・古写真6,240枚、マイク
ロフィルム2,528本、写真13,947点、寄贈資料等16,418冊、図書資料等
7,805冊（平成27年7月31日現在）

入手先・移管元等 文書作成課からの移管、機関・団体・個人からの寄贈

資料内容（資料の説明）

保存期限を過ぎた公文書のうち歴史的価値があると認められる「歴史公文
書」、個人等から寄贈された「古文書」「寄贈資料」、合併前の市町村史編
さん時に撮影した古文書の「マイクロフィルム」、全国の市町村史及び上越
市の刊行物からなる「図書資料」、上越市史編さん時に撮影した「写真」な
どを所蔵している。

代表的な資料 高田町年寄森家文書、上杉景勝書状

国に関係した資料 －

No.72

施設名称 富山市公文書館

郵便番号 〒939-2798

所在地 富山県富山市婦中町速星754番地

TEL 076-465-3530

FAX 076-465-3140

E-mail等 koubunsho@city.toyama.lg.jp

ホームページ等 http://archives.city.toyama.toyama.jp/archives/

目録・データベース等
富山市公文書館　資料検索システム：
http://archives.city.toyama.toyama.jp/archives/contents

定期刊行物等 －

設立年月日 2010年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、8：30～17：15

所蔵資料の区分名称 公文書・旧役場文書、行政刊行物（市町村史）等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 15,839
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入手先・移管元等
市町村合併前の旧市町村役場各課より移管、合併後の市役所各課より移
管

資料内容（資料の説明） 旧市町村役場各課及び現市役所各課より移管された「公文書」

代表的な資料 富山市会議事録・議案綴

国に関係した資料 －

No.73

施設名称 長野市公文書館

郵便番号 〒380-0801

所在地 長野県長野市箱清水1-3-8　長野市城山分室内

TEL 026-232-8050

FAX 026-232-8051

E-mail等 shomu-9@city.nagano.lg.jp

ホームページ等 www.city.nagano.nagano.jp/naganoarchives/

目録・データベース等
所蔵資料目録：
http://www.city.nagano.nagano.jp/naganoarchives/mokuroku.html

定期刊行物等 市誌研究ながの（年1回）、長野市公文書館便り（年4回）

設立年月日 2007年11月20日

開館日・開館時間 日曜日～金曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書・旧役場文書、古文書、行政刊行物、複製資料、図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 120,191点

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 松代真田家文書、更科家文書、寺尾村役場文書

国に関係した資料 －

No.74

施設名称 松本市文書館

郵便番号 〒390-0837

所在地 長野県松本市鎌田2丁目8-25

TEL 0263-28-5570

FAX 0263-24-2110

E-mail等 bunshokan@city.matsumoto.nagano.jp

ホームページ等 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/kyoiku/bunsyokan/

目録・データベース等
『松本市文書館史料目録』第1集～第4集、松本市文書館収蔵資料検索シ
ステム（館内利用のみ）

定期刊行物等 松本市史研究―松本市文書館紀要―（年1回）

設立年月日 1998年10月1日

開館日・開館時間
火曜日～日曜日（年末年始、祝日の場合を除く）、午前9時から午後5時ま
で

所蔵資料の区分名称 公文書、地域文書、写真資料、図書等、地図・航空写真

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸時代初期

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代初期～

数量 214,700
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入手先・移管元等 松本市役所からの移管、一般市民からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）

公文書・・・昭和期に松本市に合併した旧村の役場が作成・保管していた
文書
地域文書・・・市民から寄贈・寄託された松本市域に関する文書
写真資料・・・松本市域に関する文書を、個人・団体・他の公共機関などに
調査に行ったり、文書を借用したりして写真撮影したもの
図書等・・・松本市域に関する書籍、自治体誌など
地図・航空写真・・・国土地理院作成の地形図、松本市作成の都市計画
図、松本市役所資産税課より移管された航空写真など

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.75

施設名称 小布施町文書館

郵便番号 〒381-0297

所在地 長野県上高井郡小布施町大字小布施1491－2

TEL 026-214-9114

FAX 026-247-3113

E-mail等 archives@town.obuse.nagano.jp

ホームページ等 http://www.town.obuse.nagano.jp/site/bunshokan/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 町広報紙へ「文書館だより」の掲載、リーフレット「文書館だより」の発行

設立年月日 2013年4月24日

開館日・開館時間 火曜日～土曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書・旧役場文書、古文書、行政刊行物、図書等、その他（写真等）

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 9,096

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈・寄託、町の実施機関から移管

資料内容（資料の説明）
個人・団体等から寄贈・寄託された古文書や写真、町の実施機関から移管
された公文書などがある。

代表的な資料 平松家文書、広報写真

国に関係した資料 －

No.76

施設名称 高山市公文書館

郵便番号 〒506-0101

所在地 岐阜県高山市清見町牧ケ洞2447

TEL 0577-68-2424

FAX 0577-68-2424

E-mail等 soumu@city.takayama.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004141/1004307/1004309.html

目録・データベース等
保存文書一覧：
http://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004141/1004307/1004309.html

定期刊行物等 －

設立年月日 2010年8月10日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午後１時から午後５時まで

所蔵資料の区分名称 公文書、刊行物、記録写真・映像
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資料作成年代：最も古い年・年代 明治20年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成24年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和

数量 36,575

入手先・移管元等 高山市（合併前の町村を含む。）

資料内容（資料の説明）

高山市（合併町村を含む。）で作成した行政文書のほか、合併前のそれぞ
れの町村で作成した「町村の史誌」、「広報紙」、「記録写真」、「祭などのイ
ベントの映像」を所蔵している。なお、当館は民間からの資料取集は行って
おりません。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.77

施設名称 磐田市歴史文書館

郵便番号 〒438-0292

所在地 静岡県磐田市岡729-1

TEL 0538-66-9112

FAX 0538-66-9722

E-mail等 chiikishi@city.iwata.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisetsu/entry/shisetsu100352.php

目録・データベース等 －

定期刊行物等 文書館だより（年1回）、福田町史だより（年1回）

設立年月日 2008年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時から午後5時

所蔵資料の区分名称
公文書、地域資料（古文書）、行政資料、一般図書、その他（映像・地図・
写真など）

資料作成年代：最も古い年・年代 弘治3（1551）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代、明治時代、大正時代、昭和時代

数量 194,606件

入手先・移管元等 主に各課などからの移管、個人などからの寄贈

資料内容（資料の説明）

明治期以降の各町村役場文書、旧磐田市・旧豊田町・旧竜洋町・旧福田
町・旧豊岡村・新磐田市の非現用文書「公文書」、旧5市町村史の編さん事
業で収集した古文書・古写真等、市民から寄贈された歴史資料、または提
供されて複製した歴史資料「地域資料」、旧5市町村及び新市が発行した
冊子・パンフレット類「行政資料」、郡誌、旧5市町村の市町村史、明治期か
ら現在に至るまでに刊行された歴史図書、郷土で出版された歴史関連図
書「一般図書」、現在に至るまでに主に郷土で撮影された「映像」、現在に
至るまでに主に郷土で撮影された「写真」、主に旧5市町村及び新市で作
成された「地図」
※旧5市町村…平成17年3月31日において存在した旧磐田市・旧豊田町・
旧竜洋町・旧福田町・旧豊岡村のこと。　以下「旧5市町村」と表示する

代表的な資料 －

国に関係した資料 兵事資料

No.78

施設名称 守山市公文書館

郵便番号 〒524-8585

所在地 滋賀県守山市吉身3-6-3

TEL 077-514-1050
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FAX 077-514-1051

E-mail等 kobunsho@city.moriyama.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.moriyama.lg.jp/kobunsho/kobunshojigyou.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 2000年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、8:30～17:15

所蔵資料の区分名称 （公文書、古文書、複製資料、刊行物）

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 －

入手先・移管元等 －

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.79

施設名称 尼崎市立地域研究史料館

郵便番号 〒660-0881

所在地 兵庫県尼崎市昭和通2-7-16

TEL 06-6482-5246

FAX 06-6482-5244

E-mail等 ama-chiiki-shiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp

ホームページ等
ホームページ：　http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/
フェイスブック：　https://www.facebook.com/AmagasakiMunicipalArchives
ブログ：　http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/blog/

目録・データベース等

所蔵史料検索DB
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/collections/opac/
古文書類目録PDF
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/collections/records/catalogs
/
絵はがきDB”あまがさきPCD”
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/digital/pcd/

定期刊行物等
紀要「地域史研究」（年1回）
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/publishing/bulletin/contents/

設立年月日 1975年1月10日

開館日・開館時間 水曜日～月曜日、午前9時～午後5時30分

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書・近現代文書類、図書・逐次刊行物、その他

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 363,000

入手先・移管元等 尼崎市役所庁内、尼崎市民、民間団体・個人等

資料内容（資料の説明）
歴史的公文書、古文書・近現代文書類、図書、地図や写真、絵はがき、ビ
ラ・チラシなど、尼崎及び歴史的関連地域の歴史に関する文書・記録・史
料類

代表的な資料 橋本治左衛門氏文書(1)、尼崎大気汚染公害訴訟関係資料

国に関係した資料 －
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No.80

施設名称 高松市公文書館

郵便番号 〒769-0192

所在地 香川県高松市国分寺町新居1298　高松市国分寺支所2階

TEL 087-874-4147

FAX 087-874-4151

E-mail等 soumu2181@city.takamatsu.lg.jp

ホームページ等 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/24260.html

目録・データベース等
高松市公文書館目録検索システム
http://archives.city.takamatsu.kagawa.jp/archives/

定期刊行物等 －

設立年月日 2015年3月26日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 歴史公文書、行政資料（刊行物等）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 約13,700冊

入手先・移管元等 主に高松市の各実施機関から移管、個人から寄贈

資料内容（資料の説明）

高松市の各実施機関から移管された高松市（合併により高松市となった町
村を含む。）の歴史公文書（歴史資料として重要な行政文書）、各実施機関
から提供された国、香川県及び高松市の統計書、広報刊行物等の行政資
料、個人から寄贈された高松市に関する刊行物等がある。

代表的な資料 議会文書

国に関係した資料 －

No.81

施設名称 三豊市文書館

郵便番号 〒768-0103

所在地 香川県三豊市山本町財田西375番地

TEL 0875-63-1010

FAX 0875-63-1006

E-mail等 bunsho@city.mitoyo.kagawa.jp

ホームページ等 http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7206

目録・データベース等

歴史公文書の目録
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7211
行政資料等の目録
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7806

定期刊行物等 三豊市文書館だより「七宝」（年4回）

設立年月日 2013年6月26日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、9時～17時

所蔵資料の区分名称 歴史公文書、行政資料、地域資料

資料作成年代：最も古い年・年代 貞享2(1685)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 45,850冊

入手先・移管元等 三豊市 総務課及び各課、個人・団体等から寄贈または寄託
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資料内容（資料の説明）

歴史公文書：三豊市及び旧7町が作成した文書のうち保存期限が満了した
ものから、選別され文書館に移管されたもの。行政資料：三豊市総務課及
び各課より移管された行政刊行物等。地域資料：歴史公文書に類する寄
贈を受けた文書。古い教科書などが中心。

代表的な資料 議会議事録、御車のあと― 讃岐写真帳帖―

国に関係した資料 －

No.82

施設名称 西予市城川文書館

郵便番号 〒797-1701

所在地 愛媛県西予市城川町土居335番地

TEL 0894-82-1117

FAX 0894-82-0349

E-mail等 s-kyouiku@city.seiyo.ehime.jp

ホームページ等 －

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 1999年4月21日

開館日・開館時間 月・水・木曜日、8:30～17:15

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書・地域史料等、刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄16（1703）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 明治初期～昭和29（1954）年頃

数量 約16,789、約350箱

入手先・移管元等 関係機関から移管。個人から寄贈。

資料内容（資料の説明）
個人から寄贈された古文書・地域史料。関係機関から移管された旧村役
場文書（公文書）。

代表的な資料 旧魚成村役場文書

国に関係した資料 －

No.83

施設名称 福岡県市町村公文書館

郵便番号 〒818-0041

所在地 福岡県筑紫野市上古賀1-3-1

TEL 092-919-6166

FAX 092-919-6168

E-mail等 kobunsyokan@pref.fukuoka.lg.jp

ホームページ等 http://kobunsyokan.pref.fukuoka.lg.jp/

目録・データベース等
福岡共同公文書館 所蔵資料検索システム:
http://archiveskensaku.pref.fukuoka.lg.jp/

定期刊行物等 年報（年1回）、公文書館だより（年2回）

設立年月日 2012年4月1日

開館日・開館時間
9時～17時（閉館日：月、祝（祝日が月曜日に当たるときはその翌日も）、年
末年始（12月28日から1月4日）、特別整理期間

所蔵資料の区分名称 公文書、行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 －
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数量 23,387冊

入手先・移管元等 主に福岡県内の58市町村（政令市除く）

資料内容（資料の説明）
福岡県内の58市町村（政令市除く）から移管された「公文書」と、市町村及
びその他の行政機関等が作成した刊行物・広報誌である「行政資料」があ
る。

代表的な資料 市（町・村）会議事録

国に関係した資料 （戦争に関するもの）

No.84

施設名称 太宰府市公文書館

郵便番号 〒818-0110

所在地 福岡県太宰府市御笠五丁目3-1

TEL 092-921-2322

FAX 092-921-2322

E-mail等 kobunshokan@city.dazaifu.lg.jp

ホームページ等
http://www.city.dazaifu.lg.jp/bunsyo-
bun/kobunshokan/dazaifushikobunshokantop.html

目録・データベース等
太宰府市公文書館公開地域資料目録：
http://www.city.dazaifu.lg/bunsyo-
bun/kobunshokan/dazaifushikobunshokantop.html

定期刊行物等
太宰府市公文書館紀要―年報太宰府学―（年1回）、太宰府市公文書館
報（年1回）

設立年月日 2014年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、8:30～17:00

所蔵資料の区分名称 行政文書、古文書、刊行物、複製資料、図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 長保3（1001）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量
行政文書約3,000箱、古文書6101件、刊行物1,961件、複製資料4,856件、
図書等10,300件 （平成27年9月時点）

入手先・移管元等
主に本庁より移管・収集（行政文書・刊行物）、個人・機関等から寄贈・寄
託・公開許可（古文書・複製資料）

資料内容（資料の説明）
本庁より移管された行政文書、随時収集している市の刊行物、市史編さん
の頃より調査収集し寄贈・寄託を受けた古文書・公開許可を受けた複製資
料、個人・機関等より寄贈を受けたり、書店より購入した図書等がある。

代表的な資料 水城村役場文書、中川家文書、高原（日）家文書

国に関係した資料 －

No.85

施設名称 天草市立天草アーカイブズ

郵便番号 〒863-2201

所在地 熊本県天草市五和町御領2943番地  天草市五和支所内

TEL 0969-25-5515

FAX 0969-25-5515

E-mail等 a-archives120@city.amakusa.lg.jp

ホームページ等 http://hp.amakusa-web.jp/a0695/MyHp/Pub/

目録・データベース等 －

定期刊行物等 天草アーカイブズ年報
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設立年月日 2002年4月1日

開館日・開館時間 火曜日～日曜日、午前9時～午後4時30分

所蔵資料の区分名称 行政資料、地域史料、刊行物、図書等、複製資料、映像資料

資料作成年代：最も古い年・年代 万治2年（1659年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年（2015年）

資料作成年代：中心となる年・年代 戦後

数量 －

入手先・移管元等 天草市、合併前旧自治体、市内団体、市内個人

資料内容（資料の説明） －

代表的な資料 中西本家文書、天草自治会館資料

国に関係した資料 瀬戸山三男資料

No.86

施設名称 北谷町公文書館

郵便番号 〒904-0192

所在地 沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地

TEL 098-982-7739

FAX 098-936-8596

E-mail等 koubunsyo@chatan.jp

ホームページ等 http://www.chatan.jp/yakuba/1/573.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 町広報誌へ「北谷町公文書館報」の掲載（毎月）

設立年月日 1992年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、午前9時～午後5時

所蔵資料の区分名称 公文書、刊行物等、複製資料

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 約72,000件

入手先・移管元等 北谷町役場及び教育委員会からの引渡。個人団体等からの寄贈。

資料内容（資料の説明）
北谷町役場及び教育委員会から引き渡された「行政文書」がある。個人や
団体等から寄贈された「写真・刊行物等」がある。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －

No.87

施設名称 戸田市アーカイブズ・センター

郵便番号 〒335-0021

所在地 埼玉県戸田市大字新曽1707番地

TEL 048-443-5600

FAX 048-442-8988

E-mail等 hakubutu@city.toda.saitama.jp

ホームページ等
戸田市立郷土博物館　http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/377/
戸田市アーカイブズ・センター
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/377/hakubutsu-archives.html

目録・データベース等 －

定期刊行物等 郷土博物館だより（年1回）、研究紀要（年1回）

設立年月日 2009年6月9日
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開館日・開館時間 午前10時～12時、午後1時～16時30分

所蔵資料の区分名称 公文書、古文書、地域文献、地図資料、写真資料、新聞記事、映像・音響資料

資料作成年代：最も古い年・年代 －

資料作成年代：最も新しい年・年代 －

資料作成年代：中心となる年・年代 近世、近代、現代

数量 266,264

入手先・移管元等 主に市役所文書所管課等から収集又は個人、団体等から寄贈等

資料内容（資料の説明）

戸田市で作成又は収受した文書等で、その保存年限が経過し廃棄されよ
うとするもののうち、歴史的資料価値があるもの。戸田市域内の近世から
現代までの諸家文書。戸田市をはじめ、各地方公共団体等が発行した各
種行政資料等。

代表的な資料 武内家文書、秋元家文書

国に関係した資料 －

No.88

施設名称 東近江市公文書センター

郵便番号 〒527-0113

所在地 滋賀県東近江市池庄町505

TEL 0749-45-3704

FAX 0749-45-1570

E-mail等 bunsho@city.higashiomi.shiga.jp

ホームページ等 －

目録・データベース等 －

定期刊行物等 －

設立年月日 2009年4月1日

開館日・開館時間 月曜日～金曜日、8時30分～17時15分

所蔵資料の区分名称 公文書、図面図書等、歴史的文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治16（1883）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年度

資料作成年代：中心となる年・年代 －

数量 101,033件

入手先・移管元等 各課・支所（H17・18、1市6町合併による引継ぎを含む。）等から引継ぎ。

資料内容（資料の説明）
行政機関が作成した公文書、図面図書等を各部署より引継いだもの及
び、廃棄年限の到来により、「東近江市歴史的公文書等の収集及び保存
に関する規程」に基づき歴史的文書として移管したもの。

代表的な資料 －

国に関係した資料 －
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【資料3-1】資料概要：国立公文書館等

施設名称 独立行政法人国立公文書館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 817,063冊

入手先・移管元等 主に各府省等から移管

資料内容（資料の説明） 「行政文書」は、外務省・宮内庁を除く各府省等から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 司法文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治7（1874）年

数量 45,606冊

入手先・移管元等 主に司法機関から移管

資料内容（資料の説明）

「司法行政文書」「裁判文書」「民事判決原本」から構成される。
「民事判決原本」は、10の国立大学に一時保管され、その後、各国立
大学から平成12～22年度に受け入れた民事裁判の判決書。作成年代
は明治7（1874）年から昭和18（1943）年まで。「裁判文書」は、民事事
件の判決原本に加え、民事事件の事件記録等が含まれ、各裁判所に
おいて保存されてきたもの。作成年代は明治8（1875）年から昭和37
（1962）年まで。「司法行政文書」は、最高裁判所において作成・取得さ
れ、移管された文書。

所蔵資料の区分名称 法人文書

数量 20,043冊

入手先・移管元等 独立行政法人等から移管

資料内容（資料の説明）
国立公文書館、科学技術振興機構、農林水産消費安全技術セン
ター、経済産業研究所、平和祈念事業特別基金などの独立行政法人
等から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 寄贈・寄託文書

数量 4,803冊

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈または寄託

資料内容（資料の説明）

寄贈又は寄託された文書。西園寺公望関係文書、佐藤榮作関係文
書、竹下登旧蔵文書、鈴木善幸関係文書など。「寄贈・寄託文書一覧」
（http://www.archives.go.jp/information/pdf/h26/shiryou3-8.pdf）を参
照。

所蔵資料の区分名称 内閣文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 延喜8（908）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 20世紀

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代・明治時代

数量 479,500件

資料内容（資料の説明）

江戸幕府の紅葉山文庫・昌平坂学問所・医学館等から明治政府が継
承した書籍、明治初期に政府が資料収集の一環として購入した文書
等を含む「和書」・「漢書」、明治以降、政府が調査や業務の参考のた
めに購入した英・米・仏各国の政治・法律等の書籍を含む「洋書」から
構成される。

施設名称 外務省外交史料館

所蔵資料の区分名称 外務省記録

数量 約98,000冊

入手先・移管元等 外務省から移管

資料内容（資料の説明）
外務省創設以来の外交活動に伴う在外公館との往復文書等を案件毎
に整理しファイリングしたもの。

所蔵資料の区分名称 幕末期外交史料

資料作成年代：中心となる年・年代 安政6（1859）年～慶応4（1868）年
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数量 2,104巻

作成者 徳川幕府，外務省

資料内容（資料の説明）

いわゆる「開国」後の安政6年と万延元年の外交文書を徳川幕府が編
集した「通信全覧」320巻，及び「通信全覧」の後をうけて文久元年から
慶応４年までの編年文書に修好・貿易などの事項別部門を加えて外
務省が編集・分類した「続通信全覧」1,784巻。

所蔵資料の区分名称 条約書、国書・親書等

資料作成年代：中心となる年・年代 幕末～昭和20年

数量 約23,000点

入手先・移管元等 外務省から移管

資料内容（資料の説明）
幕末から第二次大戦終結までにわが国が締結した戦前期の条約書，
戦前期に諸外国元首等から送られた国書・親書等。

所蔵資料の区分名称 個人文書・書簡類

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和30年代

入手先・移管元等 個人・団体からの寄贈等

資料内容（資料の説明） 沢宣嘉関係文書，林董関係文書，吉田茂元総理関係資料等。

施設名称 国立大学法人東北大学学術資源研究公開センター史料館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23年

数量 約6,700

作成者 東北大学および包括学校

入手先・移管元等 東北大学学内

資料内容（資料の説明） 東北大学各部局から移管された法人文書

所蔵資料の区分名称 学内刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

数量 約12,000

作成者 東北大学および包括学校

入手先・移管元等 東北大学学内

資料内容（資料の説明） 東北大学学内各部局及び関係団体から寄贈された刊行物

所蔵資料の区分名称 個人資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治15年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成元年頃

数量 150資料群

作成者 東北大学の教員・学生等

入手先・移管元等 東北大学の退職教員・卒業生等

資料内容（資料の説明）
東北大学の退職教員・卒業生等の個人文書。在学・在職中の資料を
中心とする。

施設名称 国立大学法人東京大学文書館

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 1869年（明治2年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2010年（平成22年）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 97シリーズ

作成者 東京大学の本部および各部局
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入手先・移管元等 東京大学の本部および各部局

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 東京大学の本部および各部局から移管された文書

所蔵資料の区分名称 歴史資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 1847年（弘化4年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2014年（平成26年）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 179フォンド

作成者 東京大学に関係のある個人・団体など

入手先・移管元等 東京大学に関係のある個人・団体など

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 東京大学に関係のある個人・団体などから寄贈・寄託される資料

施設名称 国立大学法人名古屋大学大学文書資料室

所蔵資料の区分名称 名古屋大学から移管された特定歴史公文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 大正

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 10,631

作成者 名古屋大学および名古屋大学の前身学校

入手先・移管元等 名古屋大学

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 －

資料内容（資料の説明） 名古屋大学の各課等から移管された法人文書

所蔵資料の区分名称 その他の特定歴史公文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 延宝4（1676）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和、平成

数量 17,750

作成者 名古屋大学、名古屋大学に関連する個人・団体等

入手先・移管元等 名古屋大学、名古屋大学に関連する個人・団体等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 －

資料内容（資料の説明）

名古屋大学および名古屋大学前身学校等が印刷・発行した資料、名
古屋大学および名古屋大学の前身学校等に関連する個人（在校生、
卒業生、教職員、元教職員など）および団体（同窓会、運動・文化部、
運動・文化サークル等）の資料

施設名称 国立大学法人京都大学大学文書館

所蔵資料の区分名称 法人文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治30（1897）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26（2014）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治30（1897）年以降

数量 13,361

作成者 京都大学の事務本部・各部局

入手先・移管元等 京都大学の事務本部・各部局から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明）
京都大学が保有する法人文書のうち、「京都大学における法人文書の
管理に関する規程」に定められたところの、保存期間が満了して事務
本部・各部局から移管された資料群。
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所蔵資料の区分名称 寄贈・寄託資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成14（2002）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治以降

数量 24,698

作成者 京都大学に関係する個人や団体

入手先・移管元等 京都大学に関係する個人や団体から寄贈・寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明） 京都大学に関係する個人や団体から寄贈・寄託された資料群。

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和7（1932）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26（2014）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に平成以降

数量 7,316

作成者 京都大学ならびに学外の各組織

入手先・移管元等 京都大学ならびに学外の各組織から寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明） 京都大学ならびに学外の各組織が発行した刊行物。

所蔵資料の区分名称 写真

資料作成年代：最も古い年・年代 明治22（1889）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和61（1986）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治30（1897）年以降

数量 1,019

作成者 京都大学ならびに学外の各組織

入手先・移管元等 京都大学ならびに学外の各組織から寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明） 京都大学の歴史に関係する写真。

施設名称 国立大学法人大阪大学アーカイブズ

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等（法人文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 1939年

資料作成年代：最も新しい年・年代 2008年

数量 344

作成者 大阪大学

入手先・移管元等 大阪大学

資料内容（資料の説明） 大阪大学から移管された法人文書。

所蔵資料の区分名称 歴史資料等（寄贈資料等）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治期

資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年

数量 37,682

資料内容（資料の説明）
個人・団体等から寄贈された資料、大阪大学の刊行物、大阪大学50
年史編纂資料等からなる。

施設名称 国立大学法人神戸大学附属図書館大学文書史料室

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等（法人文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 主に戦後の新制大学発足以降
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数量 32,470件

入手先・移管元等 国立大学法人神戸大学（附属機関等含む）から移管

資料内容（資料の説明）
明治初期以降に設置された前身諸学校・諸機関を含む国立大学法人
神戸大学の法人文書。

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等（寄贈・寄託資料）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 7,520件

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈又は寄託

資料内容（資料の説明）

主に現旧教職員・卒業生・遺族・同窓会・課外活動団体・教職員組合
等の個人・団体等から寄贈又は寄託された神戸大学の歴史に係る各
種史料。旧制神戸高等商業学校初代校長水島銕也遺品、旧制神戸商
業大学初代学長田崎愼治旧蔵文書、旧制神戸商業大学予科同窓会
凌霜思誠会旧蔵史料、神戸大学児童文化研究会関係史料、各種同窓
会機関誌など。

所蔵資料の区分名称 参考図書

数量 2,776件

入手先・移管元等 他大学等

資料内容（資料の説明） 主に他大学から寄贈を受けた学校年史等。

施設名称 国立大学法人広島大学文書館

所蔵資料の区分名称 法人文書（行政文書を含む）

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 17,102点

入手先・移管元等 広島大学

資料内容（資料の説明） 広島大学から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 学術的資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 140,304点（平成27年4月1日現在）

資料内容（資料の説明）

（１）広島大学および前身諸校の教職員・卒業生の関係文書、（２）広島
大学の歴史と関わりのある人物の個人文書、（３）『広島大学25年史』・
『広島大学50年史』編纂の過程で収集された文書、等から構成され
る。

施設名称 国立大学法人九州大学大学文書館

所蔵資料の区分名称 法人文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治34年

数量 7,459冊

入手先・移管元等 学内各部局から移管

資料内容（資料の説明） 建築物図面等

所蔵資料の区分名称 寄贈資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12年

数量 541

入手先・移管元等 個人、同窓会等からの寄贈

資料内容（資料の説明）
初代学長　大森治豊資料、元附属病院長　伊東祐彦資料、福岡高等
学校一覧

施設名称 日本銀行金融研究所アーカイブ
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所蔵資料の区分名称 日本銀行からの移管受入公文

数量 87,059

入手先・移管元等 日本銀行

所蔵資料の区分名称 寄贈資料

数量 1,227

入手先・移管元等 法人その他の団体又は個人
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【資料3-2】資料概要：都道府県

施設名称 北海道立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 安政2（1855）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 58,616点

作成者
箱館奉行所、開拓使、三県（札幌県・函館県・根室県）、北海道庁、北海道
等

入手先・移管元等 主に道庁各部・各振興局及び各部・各振興局の出先機関

資料内容（資料の説明）
「公文書」は幕末以来、北海道を管轄した歴代行政庁によって代々引き継
がれ、また道庁内各組織から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 私文書

資料作成年代：最も古い年・年代 建武3（1324）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成22（2010）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治以降

数量 46,170点

入手先・移管元等 主に個人･団体等からの寄贈又は寄託

資料内容（資料の説明）
北海道の歴史に関する政治家・行政担当者の政治・経済・社会的活動を
示す文書、移住関係文書など。

所蔵資料の区分名称 刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和時代

数量 163,248点

入手先・移管元等 道の各組織等からの収集、個人・団体からの寄贈、購入

資料内容（資料の説明） 道の行政刊行物、古記録、新聞、地図、参考文献等。

施設名称 青森県公文書センター

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 1,137冊（箱、ケース）　

入手先・移管元等 各課等から移管

資料内容（資料の説明） 「公文書」は、各課等から移管された文書。

施設名称 宮城県公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 貞享・元禄の記述あり

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年度

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和41年度

数量 37,114冊　（平成27年3月31日現在）

作成者 宮城県

入手先・移管元等 宮城県

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 ホームページ掲載あり

資料内容（資料の説明） 宮城県庁からの移管公文書

所蔵資料の区分名称 絵図面

資料作成年代：最も古い年・年代 天和年間の記述あり
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資料作成年代：最も新しい年・年代 明治後期か（作成時期がある程度特定できる資料）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治２０年か（作成時期がある程度特定できる資料）

数量 1,565枚　（平成27年3月31日現在）

作成者 宮城県

入手先・移管元等 宮城県

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 ホームページ掲載あり

資料内容（資料の説明） 宮城県庁からの移管資料

所蔵資料の区分名称 行政資料（刊行物等）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治28年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和63年

数量 8,582冊　（平成27年3月31日現在）

作成者 宮城県

入手先・移管元等 宮城県

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 ホームページ掲載あり（県政情報公開室）

資料内容（資料の説明） 宮城県庁からの移管資料

施設名称 秋田県公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21年度

資料作成年代：中心となる年・年代 明治・大正・昭和戦前戦後・平成期の公文書

数量 75,335

入手先・移管元等 主に県等から移管

資料内容（資料の説明） 「公文書」は、県等から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 68,945

入手先・移管元等 秋田藩から秋田県に移管、個人からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
秋田藩から秋田県庁に移管された秋田県庁旧蔵文書、秋田県立図書館
及び秋田県立博物館から移管された文書群等から構成されている。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治16年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和戦後以降

数量 26,133

入手先・移管元等 県からの移管、国及び他県または県外資料保存機関等からの寄贈

資料内容（資料の説明）
官報、国会会議録、秋田県公報、県政映画フィルム、行政刊行物等を所
蔵。

所蔵資料の区分名称 複製物

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 27,249

資料内容（資料の説明）
原史料は個人・機関が所蔵しているが、秋田県の歴史研究に資すると考
えられる史料群をマイクロ撮影して、写真帳で公開し、閲覧に供している。

施設名称 福島県歴史資料館

所蔵資料の区分名称 公文書
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資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 48,876冊

入手先・移管元等 福島県からの寄託

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

数量 158,940冊

入手先・移管元等 個人・団体等からの寄贈・寄託

施設名称 茨城県立歴史館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治6(1873)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成11(1999)年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 86,596

入手先・移管元等 主に総務部総務課から引き渡される

資料内容（資料の説明） 総務部総務課から引き渡される保存期間が経過した県庁各課の文書など

所蔵資料の区分名称 古文書・和書・漢籍

資料作成年代：最も古い年・年代 元暦2(1185)年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に近世以降

数量 270,375

入手先・移管元等 寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
近世武家・地方文書が主体、一部中世文書を含む。ほとんどが家文書。和
書･漢籍には購入したものも含まれる。

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治7(1874)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26(2014)年

資料作成年代：中心となる年・年代 平成

数量 71,847

入手先・移管元等 主に行政情報センター、県庁各課、議会事務局

資料内容（資料の説明）
行政刊行物(県庁各課が作成した刊行物)、議会刊行物(県議会の議事録、
議案書等)

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2(1869)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

資料作成年代：中心となる年・年代 平成

数量 90,754

資料内容（資料の説明）
茨城県に関する郷土資料(含新聞・雑誌)並びに歴史全般の資料を中心に
構成される。一般図書としては、各種研究機関による紀要及び報告書等を
所蔵する。

施設名称 栃木県立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 56,552冊

入手先・移管元等 主に知事部局

資料内容（資料の説明） 公文書は管理委任文書、引継文書、収集文書、布達からなる

所蔵資料の区分名称 古文書
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資料作成年代：最も古い年・年代 文和3（1354）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代から明治時代

数量 298,993点

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈又は寄託

資料内容（資料の説明）
個人・団体等から寄贈又は寄託された文書、主に近世以降の地方文書。
当館HP「史料室」（http://www.pref.tochigi.lg.jp/m58/）を参照。

所蔵資料の区分名称 マイクロフィルム

資料作成年代：最も古い年・年代 鎌倉期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代から明治時代

数量 4,107巻

資料内容（資料の説明） 栃木県史編さん時に収集した史料、寄贈・寄託文書の一部等

所蔵資料の区分名称 マイクロフィルム焼付け（写真）

資料作成年代：最も古い年・年代 鎌倉期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代から明治時代

数量 8,032冊

資料内容（資料の説明） 栃木県史編さん時に収集した史料、寄贈・寄託文書の一部等

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 26,527冊

資料内容（資料の説明）
栃木県の歴史に関する図書、他都道府県の歴史に関する図書類があり、
購入又は寄贈により取得。

施設名称 群馬県立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

数量 172,749

作成者 県庁各課、県議会、教育委員会等

入手先・移管元等 県庁各課、県議会事務局、教育委員会等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 群馬県行政文書簿冊目録第1～7集、収蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明）
県庁各課、県議会、教育委員会等の旧永年保存文書、保存期間満了廃棄
後収集した公文書等。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天治元年(1124)(古文書)

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成19年(2007)(古文書)

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代(1968-1912)(古文書)

数量 462,419

作成者 主に、旧名主、戸長などを含む個人・団体

入手先・移管元等 県内個人・団体からの寄贈・寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 群馬県立文書館収蔵文書目録1～31。収蔵資料検索目録。

資料内容（資料の説明）
群馬県内に伝わった文書や群馬と関わりのある文書。江戸時代に県内に
置かれた藩関係の文書や町や村の名主文書、明治初期の戸長文書、商
家文書などがある。

所蔵資料の区分名称 県史編さん資料

数量 12,706

作成者 主に旧領主、名主、戸長などを含む個人・団体

入手先・移管元等 県内個人・団体所蔵文書をマイクロ撮影、紙焼き、製本
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目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 収蔵資料検索目録

資料内容（資料の説明）
昭和49年度～平成4年度に実施された群馬県史編纂事業で、調査収集さ
れた古文書などの中世・近世・近現代の各部会が、県内外にわたって写真
撮影により収集した複製資料である。2,092件。

所蔵資料の区分名称 マイクロフィルム

資料作成年代：最も古い年・年代 天治元年(1124年)(古文書)

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成5年(1993年)(古文書)

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代(1968-1912)(古文書)

数量 3,243巻

作成者 旧藩主、名主などを含む個人・団体

入手先・移管元等 県内個人・団体所蔵文書をマイクロ撮影

資料内容（資料の説明）

県内外から文書館がマイクロ収集した文書のフィルム。上野国在藩の大
名・家臣関係、蚕糸関係、温泉関係、関所関係、郷土誌など、群馬県を特
徴づけるテーマを設定し、収集を行った。焼き付けプリント、製本の上、利
用に供している。

所蔵資料の区分名称 焼付けプリント

資料作成年代：最も古い年・年代 天治元年(1124年)(古文書)

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成5年(1993年)(古文書)

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代(1968-1912)(古文書)

数量 9,882冊

作成者 旧藩主、名主などを含む個人・団体

入手先・移管元等
県内個人・団体所蔵文書をマイクロ収集した文書を焼付プリント、製本した
もの

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 収蔵資料検索目録

資料内容（資料の説明）
県内外から文書館がマイクロ収集した文書を焼き付けプリント、製本した
もの。

所蔵資料の区分名称 図書行政資料

数量 78,509

入手先・移管元等
図書（購入、寄贈、県史編さん室収集）、行政資料（県民センター、県庁各
課より収集）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 収蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明）
業務及び利用者の参考資料としての図書、県各課で作成された行政刊行
物

施設名称 埼玉県立文書館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 183,502

入手先・移管元等 主に県庁各課等から管理委任、歴史的資料は移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等

収蔵資料検索システム：http://www.i-
repository.net/infolib/meta_pub/OdnCsvDefault.exe?DEF_XSL=default&G
RP_ID=G0000069&DB_ID=G0000069OUDAN&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=def
ault

資料内容（資料の説明） 管理委任文書、歴史的資料

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 貞観13年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成13年
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資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代・明治時代

数量 396,233

入手先・移管元等 個人・団体

資料内容（資料の説明）
県内の近世の名主や寺社、武家、近代の個人や組合など、中世から近現
代の家・団体などに伝えられた文書。

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 47,470

入手先・移管元等 県政資料登録制度、県政情報センターから移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等

収蔵資料検索システム：http://www.i-
repository.net/infolib/meta_pub/OdnCsvDefault.exe?DEF_XSL=default&G
RP_ID=G0000069&DB_ID=G0000069OUDAN&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=def
ault

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料作成年代：最も古い年・年代 宝亀3年

資料作成年代：最も新しい年・年代 20世紀

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代

数量 8,082

資料内容（資料の説明）
展示用に作成した古代・中世の県外所在の本県関係史料のレプリカと、マ
イクロフィルムで全国から収集した埼玉関係の近世～近代資料。

所蔵資料の区分名称 県史編さん資料

資料作成年代：最も古い年・年代 天平勝宝8年

資料作成年代：最も新しい年・年代 20世紀

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代

数量 46,465

入手先・移管元等 旧県史編さん室

資料内容（資料の説明）
新編埼玉県史編さん事業（昭和52～平成3年）のため、県内外の関係機
関・個人から撮影等によって収集した複製資料。

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 61,966

入手先・移管元等 寄贈、購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等

収蔵資料検索システム：http://www.i-
repository.net/infolib/meta_pub/OdnCsvDefault.exe?DEF_XSL=default&G
RP_ID=G0000069&DB_ID=G0000069OUDAN&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=def
ault

所蔵資料の区分名称 地図資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 74,917

入手先・移管元等 寄贈、購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等

収蔵資料検索システム：http://www.i-
repository.net/infolib/meta_pub/OdnCsvDefault.exe?DEF_XSL=default&G
RP_ID=G0000069&DB_ID=G0000069OUDAN&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=def
ault

資料内容（資料の説明） 地図、空中写真等
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施設名称 千葉県文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治5年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和40年以降

数量 85,983

作成者 県（知事部局）

入手先・移管元等 県（知事部局）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 公文書目録検索システム

資料内容（資料の説明） 県（知事部局）が作成した公文書（土地改良事業、寺院明細・神社明細等）

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 治暦5（1069）年〈当館の所蔵物は後年の写〉

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成3（1991）年

資料作成年代：中心となる年・年代 近世、近代

数量 507,784

入手先・移管元等 主に個人・団体等からの寄贈・寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部目録有

資料内容（資料の説明） 千葉県等に関する古文書（歴史的な資料）

所蔵資料の区分名称 県史編さん収集資料

資料作成年代：最も古い年・年代 長治3（1106）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和55（1980）年

資料作成年代：中心となる年・年代 近現代

数量 325,790

入手先・移管元等 財団法人千葉県史料研究財団より移管

資料内容（資料の説明） マイクロフィルム、紙焼き資料中心

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 1880年

資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和、平成

数量 97,019

作成者 県、市町村、国等

入手先・移管元等 県、市町村、国等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 データベース有

資料内容（資料の説明）
県が発行した印刷物のほか、市町村や国が作成した千葉県に関する印刷
物、統計関係資料、環境関係資料などを収集、保存

施設名称 東京都公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書（府・市文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 慶応4年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和18年

数量 1,470,646件

入手先・移管元等 東京都総務局文書課→都政史料館（当館の前身）

資料内容（資料の説明）
東京都の前身である東京府及び東京市が作成・取得した文書。郡役所・
区役所・東京市編入町村文書の一部を含む。（国指定重要文化財）

所蔵資料の区分名称 公文書（都文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和18年7月

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成25年度

数量 898,800件
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入手先・移管元等 原則として東京都知事部局、労働委員会、収用委員会

資料内容（資料の説明） 昭和18年7月1日都制施行から現在までの引継文書

所蔵資料の区分名称 古書（史料）

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸期・明治期

数量 8,000冊

入手先・移管元等 東京府文庫からの移管、東京市史編さん参考資料として購入等

資料内容（資料の説明）
江戸幕府・東京府・東京市等から引き継いだ歴史資料類。御府内備考、撰
要永久録、藤岡屋日記、八丈島・三宅島民政資料（東京都有形文化財）等

所蔵資料の区分名称 庁内刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治期

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

数量 65,900冊

入手先・移管元等 東京府・東京市（都政史料館）、東京都庁内各局、都外郭団体等

資料内容（資料の説明）
東京都及びその前身である東京府・東京市が発行した刊行物。東京都・
府・市公報、東京市会決議録、議事速記録、統計書、各種調査報告書等

所蔵資料の区分名称 図書類

資料作成年代：最も古い年・年代 明治期

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 13,300冊

入手先・移管元等
個人・団体からの寄贈、東京都（東京府・東京市）、市史編さん資料として
購入

資料内容（資料の説明）
江戸東京関係の図書類、道府県史、市町村史、学校史、紀要、各機関発
行の目録等。（著作権保護期間内にある図書類は非公開）

所蔵資料の区分名称 地図類

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸期・明治期

数量 約1,500点

入手先・移管元等 都政史料館（東京府・東京市）、市史編さん資料として購入　等

資料内容（資料の説明） 江戸幕府、東京府､東京市等が作成・取得した江戸図、東京図 等

施設名称 神奈川県立公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 223,682

入手先・移管元等 県の各機関

資料内容（資料の説明）
公安委員会を除く県の各機関が作成し、保存期間が満了して公文書館に
引き渡された公文書のうち、歴史的に重要なもの

所蔵資料の区分名称 古文書・私文書

資料作成年代：最も古い年・年代 承久3（1221）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 近世後期以降

数量 159,587

入手先・移管元等 主に県内の旧家

資料内容（資料の説明） 寄贈又は寄託された文書。

所蔵資料の区分名称 行政刊行物・図書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 164,644
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入手先・移管元等 県及び県内市町村等

資料内容（資料の説明） 管理換え又は寄贈されたもの。

所蔵資料の区分名称 フィルム類

数量 32,194

入手先・移管元等 主に当館で撮影したもの

資料内容（資料の説明）
公文書及び古文書のうち原資料保護の上から複製作成が必要なものをマ
イクロフィルム化したもの及び寄贈された16ミリフィルム・ビデオテープ類

所蔵資料の区分名称 県史編集資料

数量 141,428

資料内容（資料の説明）
神奈川県史編纂のために全国から採訪した古代から近現代の資料を撮影
したものを製本したもの。

施設名称 新潟県立文書館

所蔵資料の区分名称 管理委任文書（公文書）／移管文書（公文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12（1879）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 16,035

資料内容（資料の説明） 管理を委任された県庁各課作成の公文書／県庁各課より移管された文書

所蔵資料の区分名称 寄贈・寄託文書（古文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 元亀2（1571）年

資料作成年代：中心となる年・年代 近世・近代

数量 244,000

資料内容（資料の説明） 寄贈または寄託された文書

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料作成年代：中心となる年・年代 近世・近代

数量 170,000

資料内容（資料の説明） 新潟県史編さん時の撮影資料

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和46（1971）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 現代

数量 36,300

資料内容（資料の説明） 県庁各課・市町村が発行した刊行物

所蔵資料の区分名称 図書

数量 16,100

資料内容（資料の説明） 購入・寄贈図書

施設名称 富山県公文書館

所蔵資料の区分名称 現用保存公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 14,324箱

作成者 富山県

入手先・移管元等 富山県（現用文書）

資料内容（資料の説明） 富山県が作成・入手した現用文書

所蔵資料の区分名称 寄贈・寄託文書（古文書）

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸、明治期

数量 26,000点
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入手先・移管元等 個人等から寄贈、寄託

資料内容（資料の説明）
おもな寄贈史料：浅野家文書、石川家文書、伊藤家文書、海内家文書、高
堂家文書、高浪家文書、三辺家文書など

所蔵資料の区分名称 複製資料

数量 2,913冊

入手先・移管元等 富山県史編さん室

資料内容（資料の説明） 県史編さん室より引き継いだ史資料(複写物が多い)を製本。

所蔵資料の区分名称 行政刊行物・図書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 16,000冊

入手先・移管元等 関係機関からの寄贈が中心

資料内容（資料の説明）
都道府県史、県内市町村史、富山県報、富山県統計年鑑、国機関・他都
道府県文書館・大学・研究機関の紀要など

所蔵資料の区分名称 戦前公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和22年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治、大正、昭和(おもに戦前)

数量 1,905冊

入手先・移管元等 富山県より移管

資料内容（資料の説明） 地方自治法施行以前に完結した公文書

施設名称 福井県文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1881年（明治14）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2011年（平成23）

数量 51,559

入手先・移管元等 福井県

資料内容（資料の説明） 福井県各部局、行政委員会、出先機関から選別・収集した歴史的公文書

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1497年（明応6）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2005年（平成17）

数量 272,362

入手先・移管元等
福井県史編さんによって調査・撮影した複製資料、主に福井県下を出所と
する個人・団体等からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明） 福井県下を出所とする個人・団体等の資料群

所蔵資料の区分名称 刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 1882年（明治15）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年（平成27）

数量 23,517

資料内容（資料の説明）
主に福井県が作成した行政刊行物、アーカイブズ類縁機関の報告書・研
究紀要

施設名称 長野県立歴史館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 文久年間

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23（2011）年

数量 57,149
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入手先・移管元等 長野県庁

資料内容（資料の説明） 行政文書は、知事部局、教育委員会等から移管された文書

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 室町時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和時代（戦前）

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代

数量 195,160

入手先・移管元等 多岐（主に寄贈）

資料内容（資料の説明） 主に江戸時代の地方文書

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治19（1886）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成25（2013）年

数量 19,713

入手先・移管元等 長野県庁

資料内容（資料の説明） 県が作成・刊行した印刷物

所蔵資料の区分名称 絵地図

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和39（1964）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 17,898

施設名称 岐阜県歴史資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 29,198

入手先・移管元等 主に県行政機関

資料内容（資料の説明） 県行政機関から移管された文書

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 永享6（1434）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代後期（1800年代）

数量 428,252

入手先・移管元等 個人・団体等

所蔵資料の区分名称 図書等

数量 20,613

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈・購入

資料内容（資料の説明） 近県県史、他機関発行図書、古文書読解用資料

施設名称 愛知県公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸末期

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 90,123冊・巻・点

入手先・移管元等 主に県の各機関から移管・収集

資料内容（資料の説明）
昭和初期以降作成の県の公文書、名古屋藩庁文書（幕末～明治初期）、
愛知県庁文書（明治～昭和初期）、郡役所文書（明治～大正）等。

所蔵資料の区分名称 古文書等
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資料作成年代：最も古い年・年代 寬永12（1635）年（確認されているもの）

数量 4,437冊・巻・点　

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
愛知県の地域に関係のある古文書・私文書等。愛知県教育委員会等文
書、宮脇家文書、大塚家文書、大脇家文書等。

所蔵資料の区分名称 刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 84,343冊・巻・点

入手先・移管元等 県の各機関からの収集及び個人・団体等からの寄贈

資料内容（資料の説明）
県の機関が発行した行政刊行物、県内市町村や他機関等から寄贈された
刊行物等。

施設名称 三重県総合博物館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 宝永7（1710）～享保2（1717）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治

数量 32,017（平成27年9月）

作成者 県庁各部局

入手先・移管元等 文化振興課から移管

資料内容（資料の説明）
明治時代以降県庁に残された公文書や絵図・地図と平成6年度以降文化
振興課等で選別された歴史的公文書で構成される。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 承久4（1222）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 66,778

入手先・移管元等 古書店からの購入、文化振興課から移管、個人からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
津藩初代藩主藤堂高虎、桑名藩松平家、鳥羽藩内藤家に関する武家文
書、津町に関する町方文書、村方文書で構成される。それらは現在の三重
県域にあたる伊勢国・伊賀国・志摩国・紀伊国に所在した文書群である。

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

数量 36,291（平成27年9月）

作成者 県庁各部局

入手先・移管元等 情報公開課から移管

資料内容（資料の説明） 県庁各部局で作成発行された行政刊行物で構成される。

所蔵資料の区分名称 図書類

数量 91,942（平成27年9月）

入手先・移管元等 書店からの購入、個人や団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明） 主に博物館等の図録・年報・紀要及び三重県に関する書籍

施設名称 滋賀県県政史料室

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶応4（1868）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30年代

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期～昭和戦前期

数量 9,222（平成27年9月）
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入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明）
明治期～昭和30年代にかけて作成された公文書で、県庁文書庫において
歴史的資料として特別に管理されているもの

施設名称 京都府立総合資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 宝暦9年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成年間

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和年間

数量 85,870

入手先・移管元等 主に京都府庁から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」

資料内容（資料の説明）
京都府から移管された「行政文書」、郡役所、豊岡県第十四・十五大区区
務所・宮津藩から移管された「行政文書」

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 奈良時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和時代

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代～明治年間

数量 128,012

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈、購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」

資料内容（資料の説明）

東寺百合文書（国宝）、革嶋家文書（重文）、古久保家文書（府指定）をはじ
め、幕府の京都大工頭を務めた中井家文書、淀藩家老の田辺家文書、土
御門家の家司を務めた若杉家文書、綴喜郡井手の庄屋を務めた宮本守
三家文書など、京都に関する古文書。

所蔵資料の区分名称 近代文学資料

資料作成年代：中心となる年・年代 明治年間～昭和年間

数量 23,788

入手先・移管元等 個人からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」

資料内容（資料の説明）
実業家の小林政治（天眠）が、歌人の与謝野寛・晶子など文学者と親交を
深める中で蓄積した資料。歌人の吉井勇が残した書状、原稿等の資料。

所蔵資料の区分名称 写真資料

資料作成年代：中心となる年・年代 明治年間～昭和年間

数量 66,747

入手先・移管元等 個人からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」

資料内容（資料の説明）
京都の写真家黒川翠山の撮影した写真、京都府が所蔵していた旧一号書
庫写真資料、建築史家の近藤豊の撮影した写真など

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和年間～平成年間

数量 105,870

入手先・移管元等 寄贈・購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」

資料内容（資料の説明） 公的機関が編集・出版した行政刊行物

施設名称 大阪府公文書館
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所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 15,834点

作成者 大阪府

入手先・移管元等 大阪府各課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明）
大阪府が作成した行政文書のうち、保存期間が満了し歴式的文化的価値
を有するもの

所蔵資料の区分名称 近世・近代資料

資料作成年代：最も古い年・年代 1456（康正2）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 12,740点

入手先・移管元等 主に寄贈資料

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明） 主に寄贈を受けた庄屋文書

所蔵資料の区分名称 公報

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 24,671点

作成者 大阪府

入手先・移管元等 大阪府法務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明） 大阪府が作成した『大阪府公報』

所蔵資料の区分名称 官報・国会会議録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 7,391点

作成者 国立印刷局、衆議院、参議院

入手先・移管元等 大阪府官報販売所、衆議院、参議院

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明） 国が発行した『官報』。衆議院、参議院が発行した『会議録』

所蔵資料の区分名称 行政資料・刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 92,712点

作成者 大阪府、国、府県、市町村、その他機関

入手先・移管元等 大阪府、国、府県、市町村、その他機関

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明）
大阪府、国、府県、市町村が作成した行政資料、および大阪府、国、府
県、市町村、その他機関が作成した刊行物等

所蔵資料の区分名称 写真資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成
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資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 7,393点

作成者 大阪府

入手先・移管元等 大阪府

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明） 大阪府が撮影した写真資料

所蔵資料の区分名称 その他

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 5,349点

作成者 大阪府

入手先・移管元等 大阪府、国立公文書館等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 大阪府

資料内容（資料の説明） 大阪府関係資料のマイクロフィルム等

施設名称 兵庫県公館県政資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治元(1868)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 26,041冊

入手先・移管元等 県庁各課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 公文書目録

資料内容（資料の説明）
県庁各課から移管された非現用文書で、歴史的価値があると判断された
もの。

所蔵資料の区分名称 刊行物等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治8(1875)年

数量 34,365冊

入手先・移管元等 県史編集室から移管、個人・団体の寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 刊行物目録

資料内容（資料の説明） 歴史・行政関係で寄贈を受けたもの、県史編集室からの移管図書

所蔵資料の区分名称 布達・公報・官報

資料作成年代：最も古い年・年代 明治5(1872)年

数量 2,742冊、10簿冊

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 布達・公報目録、官報目録

資料内容（資料の説明） 県作成発行の布達・県公報と、政府発行の官報

所蔵資料の区分名称 民間資料

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和61(1986)年

数量 6,569点

入手先・移管元等 県史編集室の購入、個人・団体の寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 民間資料目録

資料内容（資料の説明） 県史編集室創設以来、購入、寄贈をうけた史料

所蔵資料の区分名称 複製資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 古代

資料作成年代：最も新しい年・年代 近代

数量 20,585点、5,652編冊

入手先・移管元等 県史編集室より移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 県史収集史料目録

資料内容（資料の説明） 県史編集室の編集のため、撮影・複写された原本史料
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所蔵資料の区分名称 文書管理システムによる電子文書

資料作成年代：最も古い年・年代 平成14年(2002)

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成20年(2008)

数量 76

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 収蔵資料目録

資料内容（資料の説明） 電子文書で歴史的価値を有するものとして選別されたもの

所蔵資料の区分名称 現代資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和30年代

数量 1,758点

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 現代資料

資料内容（資料の説明） 県史編集に関連して収集された戦後資料、県史関連のイベント資料など

施設名称 奈良県立図書情報館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 13,841

入手先・移管元等 旧奈良県立図書館からの引継ぎ、奈良県庁から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 蔵書検索システム、紙目録

資料内容（資料の説明）

公文書は、旧奈良県立図書館から引継いだ「明治・大正・昭和公文書」と、
平成13年3月に奈良県行政文書管理規則が公布されてからの「移管行政
文書」がある。明治期と大正期の公文書は平成21年3月30日付で奈良県
指定文化財に指定された。

所蔵資料の区分名称 古文書（絵図を含む）

資料作成年代：最も古い年・年代 1500年代

資料作成年代：最も新しい年・年代 1930年代

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代・明治時代

数量 29,574

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈または寄託、古書店からの購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 蔵書検索システム

資料内容（資料の説明）
主に寄贈又は寄託された文書。大和国宇陀郡稲戸村薄木家文書、大和国
添上郡下三橋村今西家文書、大和国吉野郡下市村永田家文書ほか。「ま
ほろばデジタルライブラリー」に古文書の一覧あり。

所蔵資料の区分名称 古書

資料作成年代：最も古い年・年代 1680年代

資料作成年代：最も新しい年・年代 1980年代

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代・明治時代

数量 18,001

入手先・移管元等 個人・団体から寄贈、古書店からの購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 蔵書検索システム

資料内容（資料の説明）
和書・漢書類。その他に『今西文庫』『藤田文庫』といった手稿資料、『奈良
県風俗誌』などがある。「まほろばデジタルライブラリー」の中で「ふるさとコ
レクション」として一部デジタル公開している。

施設名称 和歌山県立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成
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数量 29,200

入手先・移管元等 県庁から引継収集

資料内容（資料の説明） 知事部局から引継収集した文書。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 延暦19（800）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成3（1991）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代後期～明治期

数量 94,800

入手先・移管元等 県立図書館から移管、個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
県立図書館から移管された旧藩庁文書、個人・団体等から寄贈・寄託され
た文書。

所蔵資料の区分名称 行政資料・歴史図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 41,500

入手先・移管元等 県庁から納本、個人・団体等から寄贈

資料内容（資料の説明） 行政刊行物、歴史に関する図書や新聞。

施設名称 鳥取県立公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶応3（1867）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和期

数量 49,618

入手先・移管元等 県庁各課等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 簿冊情報検索システム：http://bunsho.pref.tottori.lg.jp/

資料内容（資料の説明） 県庁各課、地方機関、議会から移管された公文書綴り

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治13（1880）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 平成期

数量 57,127

入手先・移管元等 県庁各課及び市町村等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 行政刊行物検索DB、統計刊行物検索DB

資料内容（資料の説明）
主に県庁各課、市町村等から受領した行政刊行物（各機関の業務年報
等）、統計刊行物（調査年報等）

所蔵資料の区分名称 県史編さん収集資料

資料作成年代：最も古い年・年代 文政12（1829）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和56年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 379(原本のみ)

入手先・移管元等 法人、個人

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 県史編纂室収集文書目録

資料内容（資料の説明）
日置村等旧役場資料、岡嶋正義家旧蔵資料、本部泰関係資料等、県史編
さんを目的として収集した資料

所蔵資料の区分名称 寄贈資料

資料作成年代：最も古い年・年代 貞享2（1685）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成24年
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資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 9,972

入手先・移管元等 法人、個人

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 資料群ごとの目録

資料内容（資料の説明） 旧山手村区有文書（八上郡山手村百姓持株改帳）等寄贈された文書

所蔵資料の区分名称 複製本

資料作成年代：最も古い年・年代 不明

資料作成年代：最も新しい年・年代 不明

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 1,617

入手先・移管元等 法人、個人

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 複製資料目録

資料内容（資料の説明） 県告示、例規、職員名簿等の複製本

施設名称 島根県公文書センター

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 16,030

入手先・移管元等 本庁各課等から移管

資料内容（資料の説明） 行政文書

施設名称 広島県立文書館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治17（1884）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23（2011）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和20年代以降

数量 56,566

作成者 主に県職員

入手先・移管元等 主に県の各機関から移管

資料内容（資料の説明） 「行政文書」は、県の各機関から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 建武2（1335）年

数量 263,758

入手先・移管元等 個人・団体

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治13（1880）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26（2014）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和20年代以降

数量 102,005

入手先・移管元等 県の各機関等から移管

資料内容（資料の説明）
「行政資料」は、県や県内各市町村、国、その他の団体が作成した行政刊
行物。

所蔵資料の区分名称 複製資料

数量 40,000

入手先・移管元等 各所蔵者（機関・個人）

資料内容（資料の説明）
広島県史等の編纂過程で撮影したもの，および，文書館で撮影収集したも
の
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所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和20年代以降

数量 22,250

資料内容（資料の説明） 購入したもの，および寄贈を受けたもの

施設名称 山口県文書館

所蔵資料の区分名称 藩政文書

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸

数量 93,512

資料内容（資料の説明） 江戸時代の藩政に関する文書群

所蔵資料の区分名称 諸家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 鎌倉

数量 138,384

資料内容（資料の説明） 山口県内の諸家・企業・団体・個人等によって作成伝来された文書群

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

数量 77,662

資料内容（資料の説明） 明治以降の山口県の行政に関する文書群

所蔵資料の区分名称 行政資料

数量 148,898

資料内容（資料の説明） 明治以降、山口県等が作成した刊行物を主体とする資料群

所蔵資料の区分名称 図書その他

数量 34,232

施設名称 徳島県立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和期

数量 23,276冊

作成者 県庁の部課他、各機関

入手先・移管元等 県庁の部課他、各機関から移管

資料内容（資料の説明） 県庁の部課他、各機関から移管を受けた文書

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 応永26（1419）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸期・明治期

数量 169,435

入手先・移管元等 個人及び団体から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
徳島県内外約200家から寄贈・寄託を受けた文書。井口家文書（上月文
書）を始めとし、さまざまな徳島県に関連する文書群が含まれている。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和期

数量 73,206

入手先・移管元等 国・県・市町村を含む行政機関・自治体その他
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資料内容（資料の説明）
国・県・市町村を含む行政機関・自治体その他が作成する行政刊行物（印
刷物）ポスター、パンフレット、CD等の電子媒体などを含む。

所蔵資料の区分名称 その他

数量 28,995

入手先・移管元等 寄贈もしくは購入

資料内容（資料の説明）
寄贈された徳島県に関する「古写真」、寄贈又は購入した「参考図書」な
ど。

施設名称 香川県立文書館

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和戦後

数量 3,661

作成者 県庁各課及び出先機関

入手先・移管元等 県庁各課及び出先機関

資料内容（資料の説明）
県が作成した公文書のうち歴史的価値があると認め文書館に移管された
文書

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 中世（室町時代）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸後期（文化・文政期）～明治期

数量 110,592

入手先・移管元等 寄贈・寄託による

資料内容（資料の説明）
主に県内の古文書所有者より、寄贈・寄託を受けた文書群、又、開館前後
を中心とした購入文書群。古文書の内容は多岐にわたる。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 114,548

資料内容（資料の説明） 香川県、県内外の自治体、国等が発行した文書

施設名称 福岡県立公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治4（1871）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21（2009）年

数量 27,867冊

入手先・移管元等 県の知事部局、議会、各種委員会

資料内容（資料の説明） 「公文書」は、県の知事部局、議会、各種委員会から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治16（1884）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

数量 19,215冊

入手先・移管元等 県及びその他の行政機関等

資料内容（資料の説明） 「行政資料」は、県及びその他の行政機関等が作成した刊行物・広報誌。

施設名称 大分県公文書館
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所蔵資料の区分名称 公文書（電子公文書含む）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 55,000

作成者 主に大分県

入手先・移管元等 県の各所属等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） 保存期間満了後、県の各所属から引き渡しを受けた文書等

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 30,000

作成者 主に大分県

入手先・移管元等 県の各所属等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） 主に県の各所属等で作成される印刷物（電子も含む。）

所蔵資料の区分名称 地域資料（大分県関係資料）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 2,200

入手先・移管元等 個人、団体等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） （公文書及び行政資料を除く）大分県に関する資料

所蔵資料の区分名称 複製資料（複製本・マイクロフィルム等）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 明治・大正

数量 5,600

作成者 大分県公文書館

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） 所蔵資料の複製物

所蔵資料の区分名称 写真・フィルム

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 33,000

作成者 大分県

入手先・移管元等 県の担当所属からの引渡し

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） 広報写真など

施設名称 沖縄県公文書館

所蔵資料の区分名称 沖縄県文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1881年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 1972年～1993年
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数量 60,012

作成者 沖縄県

入手先・移管元等 沖縄県

資料内容（資料の説明）
「沖縄県文書」は、沖縄県の各機関が職務上作成又は取得し保管していた
文書。

所蔵資料の区分名称 琉球政府文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1945年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1972年

資料作成年代：中心となる年・年代 1945年～1972年

数量 172,397

作成者 琉球政府

入手先・移管元等 沖縄県

資料内容（資料の説明）
「琉球政府文書」は、沖縄の本土復帰に伴い琉球政府から沖縄県へ引き
継がれた文書。

所蔵資料の区分名称 沖縄県刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 1880年

資料作成年代：最も新しい年・年代 2015年

資料作成年代：中心となる年・年代 1960年～2015年

数量 14,078

作成者 沖縄県

入手先・移管元等 沖縄県

資料内容（資料の説明）
「沖縄県刊行物」は、沖縄県の各機関または外郭団体及び公社が発行し
た刊行物。

所蔵資料の区分名称 USCAR文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1945年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1972年

資料作成年代：中心となる年・年代 1945年～1972年

数量 39,677

作成者 米国政府

入手先・移管元等 米国国立公文書館

資料内容（資料の説明）
「USCAR文書」は、米国国立公文書館から収集。戦後の沖縄を施政権返
還まで統治した琉球列島米国民政府を出処とする文書。

所蔵資料の区分名称 沖縄関係資料（USCAR文書を除く）

資料作成年代：最も古い年・年代 1590年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 57,182

資料内容（資料の説明）

沖縄関係資料には、個人文書として、大田政作、松岡政保、平良幸市、岸
秋正、エドワード・フライマス、ジョージH．カー、比嘉太郎、湧川清栄等が
あり、団体文書として、沖縄県祖国復帰協議会、海洋博覧会記念公園管
理財団、対米請求権事業協会等の資料群がある。USCAR以外の在米機
関から収集した文書群も含む。

施設名称 宮崎県総務部総務課（宮崎県文書センター）

所蔵資料の区分名称 歴史資料文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄2（1969）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和46（1971）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和

数量 70,319冊（平成27年9月）
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入手先・移管元等 県庁各課

資料内容（資料の説明）
歴史資料文書は、県庁各課から引き継がれた歴史的価値があると判断さ
れた文書

所蔵資料の区分名称 県史資料文書

数量 3,812冊（マイクロフィルム製本を含む）

資料内容（資料の説明）
県史資料文書は、県内の収蔵家から提供のあった資料をマイクロフィルム
化及び製本したもの。（※原本を所蔵していないため、年代については回
答していません。）
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【資料3-3】資料概要：政令市

施設名称 札幌市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治7(1874)年

数量 5,215

資料内容（資料の説明） 札幌市（区）に関係する、もしくは札幌市（区）が作成した文書

所蔵資料の区分名称 私文書

資料作成年代：最も古い年・年代 文化2(1805)年頃

数量 20,641

入手先・移管元等 個人・団体等からの寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
個人・団体等からの寄贈・寄託された文書など（屏風の下張から発掘され
た高沢家資料など）

所蔵資料の区分名称 刊行物等

数量 49,420

資料内容（資料の説明）
札幌市が刊行した行政資料、他自治体・他機関の刊行物、地域史・学校史
等資料、一般図書など

所蔵資料の区分名称 写真

資料作成年代：最も古い年・年代 明治4(1871)年

数量 69,591

資料内容（資料の説明）
文化資料室時代から収集してきた明治から昭和にかけての札幌に関する
写真（原本、複写）と、旧写真ライブラリーから移管を受けた比較的新しい
写真資料がある。

所蔵資料の区分名称 絵はがき

資料作成年代：最も古い年・年代 明治40年代

数量 7,160

資料内容（資料の説明） 札幌に関する絵はがき

所蔵資料の区分名称 地図

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2(1869)年

数量 1,160

資料内容（資料の説明） 札幌に関する地図（原本・複製）

施設名称 川崎市公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 4,664

入手先・移管元等 川崎市作成文書及び旧町村文書

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000041978.html

資料内容（資料の説明） 行政活動のために作成された文書。市制施行以前の旧町村文書を含む。

所蔵資料の区分名称 古文書・複製古文書等

資料作成年代：最も古い年・年代 天文18（1549）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 4,008

入手先・移管元等 市民からの寄贈・寄託等及び借用して複製

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/19-4-5-0-0-0-0-0-0-
0.html
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資料内容（資料の説明）
歴史的資料として市民の方々などから寄贈された文書及び借用し複製し
た古文書のうち整理が終了し一般利用が可能な複製古文書。
市史編さん時に調査し、収集した古文書及びその複製。

所蔵資料の区分名称 市史編さん資料等

資料作成年代：最も古い年・年代 大正

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 923

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000041978.html

資料内容（資料の説明） 「川崎市史」、「川崎空襲・戦災の記録」を刊行するにあたり収集した資料

所蔵資料の区分名称 市政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和10（1935）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

数量 19,498

入手先・移管元等 川崎市作成刊行物及び川崎市に関連する他自治体刊行資料等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000041978.html

資料内容（資料の説明）
市議会会議録、市統計書、市公報、主要施策説明書、予算・決算書、その
他。他自治体刊行資料（情報公開関係等）

施設名称 相模原市立公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 24,486

作成者 相模原市のほか市域に存在した市、町、村

資料内容（資料の説明） 後世に残すべき重要な公文書で歴史的公文書選別基準に該当するもの

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 大正13年

数量 2,521

作成者 相模原市のほか市域に存在した市、町、村

資料内容（資料の説明）
本市が行政運営上使用することを目的に作成し、又は取得した冊子その
他の印刷物であって、一般に公表しても行政運営上支障が無いと明らか
に認められるもの（広報資料を除く）

所蔵資料の区分名称 広報的資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

数量 182

作成者 相模原市

資料内容（資料の説明）
本市の施策、事業、制度等の周知及び普及啓発を行うことを目的に作成
し、又は取得したチラシ、リーフレット、ポスター、パンフレットその他の印刷
物又はノベルティーグッズその他の物品

施設名称 名古屋市市政資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 22,560

入手先・移管元等 名古屋市の各局区室等

資料内容（資料の説明） 名古屋市の各局区室等から引渡しを受けた文書。

所蔵資料の区分名称 行政資料
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資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

数量 90,633

資料内容（資料の説明）
名古屋市及び関係団体等が編集、発行した刊行物や名古屋市にとって特
に行政的及び歴史的、文化的に価値があると思われる刊行物。その他、
地籍図や旧土地台帳など。

所蔵資料の区分名称 市史資料

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代・明治時代

数量 2,620

資料内容（資料の説明）

武家に関する資料、藩政に関する資料、村方に関する資料、町方に関す
る資料、熱田に関する資料、社寺に関する資料、愛知県・名古屋市に関す
る文書。名古屋を代表する商家、いとう呉服店（のちの松坂屋）の創業家
である「伊藤次郎佐衞門家資料」など。

施設名称 大阪市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治6（1873）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成25（2013）年

資料作成年代：中心となる年・年代 市制施行（明治22（1889）年）以降

数量 137,757冊（平成27年3月31日現在）

作成者 本市の機関等の職員

入手先・移管元等 本市の機関等から移管

資料内容（資料の説明）
本市の機関等の職員が職務上作成し、又は取得した公文書のうち歴史資
料として重要な公文書等（保存期間満了分）

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治23（1890）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 市制施行（明治22（1889）年）以降

数量 10,113件（平成27年3月31日現在）

作成者 本市の機関等

入手先・移管元等 本市の機関等から移管

資料内容（資料の説明）
本市の機関及び本市が設立した地方独立行政法人等が作成した本市行
政に関する刊行物。一部個人、団体等から寄贈・寄託を受けたものを含
む。

施設名称 神戸市文書館

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 応永5（1398）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代から明治時代

数量 66,528点以上

入手先・移管元等 個人団体等から寄贈・寄託及び購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 整理したものについて、目録有（来館者は閲覧可）

資料内容（資料の説明）
寄贈又は寄託された文書。井上善右衛門家文書、井上好太郎家文書、松
尾家文書、岡方文書、鹿島秀麿〔かしま　ひでまろ〕文書、朝民家文書、小
畑家文書等　神戸市文書館ホームページ参照

所蔵資料の区分名称 図書・刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12年
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資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

数量 18,079

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵の書籍目録あり（ホームページで閲覧可）

資料内容（資料の説明）
新修神戸市史の編纂に関係する書籍等を中心に、寄贈等による図書・刊
行物を所蔵している。種別としては、各歴史関係のほか、神戸の自然、人
物、産業経済、統計、地図等を所蔵している。

所蔵資料の区分名称 写真

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初期

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 戦前

数量 12,283（データ件数）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵の目録有（非公開）

資料内容（資料の説明）
フィルム、ネガ、データで所蔵。平成元年に市制100周年を記念して編集し
た写真集「神戸100年」にあわせて収集した写真、市史編纂に関して収集し
た写真のほか、寄贈等によるものを所蔵している。

所蔵資料の区分名称 新聞

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 戦前

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵の目録あり（来館者は閲覧可）

資料内容（資料の説明）

マイクロフィルム、紙焼き（コピー）、データで所蔵。ヒョーゴ・アンド・オーサ
カ・ヘラルドやヒョーゴ・ニューズ等の旧居留地の英字新聞や明治から昭和
にかけて発行された神戸又新日報（こうべゆうしんにっぽう）等、主に神戸
市域の日刊紙等。神戸市文書館ホームページ参照。

施設名称 広島市公文書館

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和21年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 27,049件

入手先・移管元等 広島市の各課、関係施設

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 広島市行政資料目録

資料内容（資料の説明）
広島市が作成した計画書、調査報告書、事業概要、広報紙等の刊行物の
うち、戦後発行されたもの

所蔵資料の区分名称 役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長6年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和60年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 41,347

入手先・移管元等 合併町村役場文書を管理していた主管課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 各役場文書目録

資料内容（資料の説明）
本市と合併した町村役場が作成または保管していた近世から合併時まで
の文書

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治1年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和
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数量 25,724件

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 図書目録

資料内容（資料の説明）
広島の地域や歴史に関する刊行物や他都市刊行自治体史、地図、ポス
ター、チラシ等

所蔵資料の区分名称 写真

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 97,000件

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 絵はがき目録、写真目録など

資料内容（資料の説明）
広島市の戦前・戦中・戦後の市民生活・風景を収めた絵はがきや広島市
広報課撮影写真等

所蔵資料の区分名称 その他歴史資料（寄贈資料）

資料作成年代：最も古い年・年代 慶安2年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 11,599

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 受贈資料目録Ⅰ、Ⅱ

資料内容（資料の説明） 個人や団体からの寄贈資料

施設名称 北九州市立文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12（1879）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 62,142冊

入手先・移管元等 主に市から移管

資料内容（資料の説明）
旧市各種事跡、市合併以前の復興土地区画関係資料、北九州地域の公
害防止関係資料等

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治5（1872）年

数量 11,172冊

資料内容（資料の説明） 旧五市発行刊行物、北九州市発行刊行物、国・県・他郡が発行した刊行物

所蔵資料の区分名称 私家文書など

資料作成年代：最も古い年・年代 明治3（1870）年

数量 11,214冊

資料内容（資料の説明） 近代芳賀家、生田家、荻原家文書等

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12（1879）年

数量 45,076冊

資料内容（資料の説明） 各課が保管している第一種公文書

所蔵資料の区分名称 寄贈文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治19（1886）年

数量 7,888冊

資料内容（資料の説明）
産業関係文書（小林鉱業、日立製作所若松工業など）、柳田桃太郎関係
文書

施設名称 福岡市総合図書館
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所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20（1887）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 29,073冊

作成者 福岡市等

入手先・移管元等 福岡市等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 公文書資料目録

資料内容（資料の説明） 福岡市等で作成された公文書で移管された文書

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 69,575

入手先・移管元等 寄贈，寄託，購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 古文書資料目録（年1回）

資料内容（資料の説明） 中世，近世及び近現代の福岡に関係する歴史資料（古文書）

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 45,132

作成者 福岡市等

入手先・移管元等 福岡市等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 福岡市総合図書館検索システム

資料内容（資料の説明）
福岡市等で作成された定期刊行物，年報，チラシ等で送付された資料
https://opac.toshokan.city.fukuoka.lg.jp/licsxp-opac/
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【資料3-4】資料概要：市区町

施設名称 常陸大宮市文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長15年（1610）カ（美和村役場文書）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 16,000

入手先・移管元等 市役所・旧町村役場から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 常陸大宮市公文書目録（館内閲覧のみ）

資料内容（資料の説明） 保存年限が満了し、市役所・旧町村役場から移管された文書

所蔵資料の区分名称 地域史料

資料作成年代：最も古い年・年代 弘治元（1555）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 20世紀

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 9,000件

入手先・移管元等 個人、団体、古書店等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 常陸大宮市地域史料目録（館内閲覧のみ）

資料内容（資料の説明）
常陸大宮市ゆかりの個人や団体から寄贈や寄託を受けた史料。古書店等
からの購入を含む。

所蔵資料の区分名称 図書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和～平成

数量 11,000冊

入手先・移管元等 市役所からの移管、個人や団体からの寄贈・寄託、購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 常陸大宮市文書館図書目録（館内閲覧のみ）

資料内容（資料の説明）
常陸大宮市に関する刊行物（行政刊行物を含む）、郷土史、歴史学、アー
カイブズ学に関する図書

施設名称 小山市文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料内容（資料の説明） 行政文書（最終合併前）、議会文書、行政文書。

所蔵資料の区分名称 諸家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元亀3年（1572）年

数量 約90,000

所蔵資料の区分名称 諸団体文書

数量 1,843

所蔵資料の区分名称 地域文献

資料内容（資料の説明） 新聞・チラシ、リーフレット、ポスター。

所蔵資料の区分名称 地域情報

資料内容（資料の説明）
市史編纂収集資料複写製本、その他、市広報撮影写真焼付け、ネガ・ベ
タ、リバーサル、その他。

所蔵資料の区分名称 図書

数量 約10,000

施設名称 芳賀町総合情報館

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書
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資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 4,499件

作成者 芳賀町役場

入手先・移管元等 芳賀町役場

資料内容（資料の説明）
歴史的公文書は、平成14年度から移管が開始された保存期間満了文書
のうち選別保存した文書をいう。

所蔵資料の区分名称 旧町村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30年代

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 2,923件

入手先・移管元等 芳賀町

資料内容（資料の説明）

「旧町村役場文書」は、祖母井町役場、南高根沢村役場、水橋村役場で作
成、収受された文書のうち、芳賀町町制施行時に芳賀町役場の永年保存
文書として引き継がれなかった文書群である。支所、公民館に保存されて
おり、その後平成6年度から本格的に開始された芳賀町史編さんで整理目
録作成が行われた。なお、南高根沢村役場文書群は、公民館兼支所の場
所で保管されていたこともあり、芳賀町合併後の公民館活動文書を含む。

所蔵資料の区分名称 芳賀町関係刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 1,471件

入手先・移管元等 芳賀町

資料内容（資料の説明）
芳賀町に関する冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター等の資
料類。

所蔵資料の区分名称 複製資料（古文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 中世

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 22,842件

資料内容（資料の説明）
芳賀町史編さん事業で調査した古文書のうち、マイクロフィルム化した資
料。古文書については、悉皆調査を行っているが、大型絵図や和本等一
部資料については、資料撮影されていないものも含まれる。

施設名称 中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」

所蔵資料の区分名称 古文書(旧町村文書/複製資料含む)

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和40年代

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和初期

数量 618件

入手先・移管元等 中之条町役場

資料内容（資料の説明） 中之条町役場から移管された文書

施設名称 久喜市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成
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数量 16,745

入手先・移管元等 各課

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

数量 9,430

入手先・移管元等 主に、市内の個人、団体から寄贈、寄託によるもの

資料内容（資料の説明） 市内の個人、団体から寄贈、寄託を受けた古文書、書画等

施設名称 八潮市立資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和47（1972）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成21（2009）年

数量 23,201

入手先・移管元等 原課から移管

資料内容（資料の説明）
「公文書」とは、保存年限を超え廃棄対象となった文書のうち、歴史的公文
書として収集した公文書

所蔵資料の区分名称 旧役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治3（1870）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和47（1972）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代以降

数量 7,062

入手先・移管元等 昭和51年度より進められた市史編さん事業で収集した資料を移行

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 データベース化（目録として一部刊行）

資料内容（資料の説明）
「旧役場文書」とは、合併以前の各村役場（八條村・八幡村・潮止村）及び
合併以後の八潮村・八潮町で作成・取得された公文書

所蔵資料の区分名称 諸家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長17（1612）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成12（2000）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 8,756

入手先・移管元等 購入及び個人・団体等からの寄贈又は寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 データベース化（目録として一部刊行）

資料内容（資料の説明） 「諸家文書」とは、市内の旧家で集積された文書類

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治33（1900）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26（2014）年

数量 30,707

入手先・移管元等 購入又は個人・団体からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 データベース化

資料内容（資料の説明） 自治体史・展示目録・人文科学関係の図書が中心

施設名称 板橋区公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和7（1932）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成25年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和から平成

数量 37,704

作成者 各所管課

入手先・移管元等 各所管課
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目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）
公文書は、毎年度全庁的に各所管別文書目録から抜き出した廃棄予定リ
ストにより移管選別作業を行い、収集・整理・保管・提供している。

所蔵資料の区分名称 （自治体史を含む）刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治15（1882）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和、平成

数量 13,396

作成者 区、関係機関、団体、企業等

入手先・移管元等 区政情報課、区史編さん室、寄贈先

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）
刊行物は登録制度があり、区発行のものはすべて収集される。区史編さ
んの過程で戦前のものを含め広く収集した。民間の刊行物は、寄贈・購
入・依頼により収集。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正6（1917）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 戦前

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 6,674

作成者 村役場・区議会ほか

入手先・移管元等 栗原佐吉（元村議会、区議会議員）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明） 上板橋村の議会資料、板橋区議会の資料ほか

所蔵資料の区分名称 複製資料（古文書等）

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 47,883

作成者 諸家、寺社、区外関係機関

入手先・移管元等 諸家、寺社、区外関係機関

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）
区史編さんの過程で収集した近世の区内諸家を中心とした古文書。現物
は各家・機関保存又は資料館等に寄贈又は寄託されている。

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治25(1892）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 39,496

入手先・移管元等 櫻井徳太郎氏ほか

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）

民俗学者で板橋区史編さんの責任者であった櫻井徳太郎氏から寄贈され
た歴史・民俗等の文献・雑誌等35,000点余のほか、区史編さん室及び公文
書館で購入または寄贈を受けた歴史刊行物、自治体史などを収蔵してい
る。

所蔵資料の区分名称 写真資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 61,729

作成者 板橋区ほか
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入手先・移管元等 区広報課ほか

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 写真検索システム、アルバム、写真目録（紙、エクセル）

資料内容（資料の説明）

写真資料は、区広報用の記録や区史等で使用したもの、寄贈されたもの
などをデータベースに整理し、提供している。街並みの変遷や区のイベン
ト・施設等の記録などが年代別に揃っており、昭和30～40年代のものを中
心にマスコミや団体等の利用が多い。

所蔵資料の区分名称 地図資料

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成20年代

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 939

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）
地図は、近世以降の地形図や区分図、住宅地図などを収蔵し、地歴の調
査や居住地の確認などで利用が多い。

所蔵資料の区分名称 映像資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和30（1955）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 1,416

作成者 板橋区ほか

入手先・移管元等 広報課ほか

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）
区民ニュースを中心とした広報用ビデオと節目で作成した特集映像を収集
し貸し出している。

所蔵資料の区分名称 パネル

資料作成年代：最も古い年・年代 平成

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 平成

数量 627

作成者 公文書館

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙

資料内容（資料の説明）
年2回の庁内展示や事業に伴う特別展示の際、作成したパネルを再活用
し、希望者に貸し出している。図書館や金融機関などの利用が多い。

施設名称 武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 791

入手先・移管元等 武蔵野市

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 武蔵野ふるさと歴史館　歴史公文書目録

資料内容（資料の説明） 武蔵野市より移管された「行政文書」

施設名称 府中市立ふるさと府中歴史館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治10年代

数量 5,370

入手先・移管元等 府中市内部
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目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 簿冊単位のみあり

資料内容（資料の説明） 府中市内部に保管されていた資料を整理、収蔵。

所蔵資料の区分名称 地域資料（行政資料）

数量 11,284

入手先・移管元等 主に市内部

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 独自検索システムあり

資料内容（資料の説明）
施設としての「ふるさと府中歴史館」を充足させることを踏まえ、市域に関
する情報（資料）をバランスよく配している。

施設名称 藤沢市文書館

所蔵資料の区分名称 現用公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治8(1875)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成25(2013)年

数量 17,006箱、6,852冊

入手先・移管元等 庁内各課等から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 市情報公開システム・市公文書検索システム

資料内容（資料の説明） 庁内各課等から移管された現用の行政文書

所蔵資料の区分名称 非現用公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治8(1875)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成22(2010)年

数量 48,420点

入手先・移管元等 廃棄予定の行政文書

資料内容（資料の説明） 廃棄予定の行政文書から評価選別した歴史的公文書

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 享徳4(1455)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 戦後

数量 169,800点

入手先・移管元等 市内を中心とした個人・団体等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部目録化済

資料内容（資料の説明） 市内を中心とした個人・団体等から寄贈・寄託された古書・古文書。

所蔵資料の区分名称 写真版古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 保元3(1158)年

数量 2,100冊

入手先・移管元等 市内を中心とした個人・団体等

資料内容（資料の説明）
市内を中心とした個人・団体等から寄贈・寄託・借用された古文書等を写
真撮影し、合本したもの

所蔵資料の区分名称 図書等（写真・地図含）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

数量 67,000冊

入手先・移管元等 庁内各課等、個人・団体等

資料内容（資料の説明）
藤沢市・神奈川県関係図書や、歴史参考図書および市広報課で撮影した
写真、文書館で収集した地図等。

施設名称 寒川文書館

所蔵資料の区分名称 現用公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治22年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成24年

数量 850箱
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入手先・移管元等 総務課行政総務担当

資料内容（資料の説明） 文書取扱規程で永年保存とされた公文書

所蔵資料の区分名称 非現用公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和24年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23年

数量 291箱

入手先・移管元等 総務課行政総務担当

資料内容（資料の説明）
文書取扱規程上3年、5年、10年保存で、保存期間満了後に原課が廃棄を
決定したものの中から選別して保存する。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天正20年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成初年

数量 8,325点

入手先・移管元等 個人・団体

資料内容（資料の説明） 個人や団体から寄贈または寄託していただいたもの

所蔵資料の区分名称 写真版古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天文年間

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和40年代

数量 約52,000点

資料内容（資料の説明） 町史編さん事業で収集・整理した資料をマイクロフィルムに収めたもの

所蔵資料の区分名称 行政刊行物等

数量 35,787冊

資料内容（資料の説明）
町の各課などから移管・収集した行政刊行物等、および各機関と資料交換
により収集した自治体史等

施設名称 上越市公文書センター

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 20,401冊（平成27年7月31日現在）

入手先・移管元等 文書作成課から移管

資料内容（資料の説明）
現上越市及び合併前上越市・旧13市町村が作成した公文書から選別した
文書。簿冊目録の一部をホームページ上で公開。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天正7（1579）年

数量 149,160点(平成27年7月31日現在）

入手先・移管元等 主に個人からの寄贈

資料内容（資料の説明）
「高田町年寄森家文書」をはじめとする榊原家治世下の町方・地方文書が
中心。

所蔵資料の区分名称 絵葉書・古写真

数量 6,240枚

入手先・移管元等 主に個人からの寄贈

資料内容（資料の説明）
当初、古文書等と一緒に個人から寄贈された資料群から、選別して抜き出
したもの。作成・撮影の時期は、明治・大正・昭和前期。

所蔵資料の区分名称 マイクロフィルム

数量 2,528本

作成者 合併前の各市町村史編さん室

入手先・移管元等 合併前の各市町村史編さん室から移管

7 / 18 ページ



資料内容（資料の説明）
上越市史・柿崎町史・吉川町史・板倉町史・三和村史の各編さん室が撮影
したもの。

所蔵資料の区分名称 写真

数量 13,947点

作成者 上越市史編さん室

入手先・移管元等 上越市史編さん室から移管

資料内容（資料の説明）
上越市史編さん時に撮影したネガ・ポジフィルム。これを印刷したアルバム
199冊も所蔵。

所蔵資料の区分名称 寄贈資料等

数量 16,418冊

入手先・移管元等 機関・団体・個人からの寄贈

資料内容（資料の説明）
平成19年9月末に廃止された高田測候所から寄贈された7,981冊の資料を
はじめとする各機関・団体・個人からの寄贈資料。

所蔵資料の区分名称 図書資料等

数量 8,171冊（平成27年7月末現在）

資料内容（資料の説明）
図書交換により寄贈された全国の市町村史及び刊行物、上越市の刊行
物。

施設名称 富山市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書・旧役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 15,778

入手先・移管元等
市町村合併前の旧市町村役場各課より移管、合併後の市役所各課より移
管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有

資料内容（資料の説明） 「公文書」は、旧市町村役場各課及び現市役所各課より移管された文書

所蔵資料の区分名称 行政刊行物（市町村史）

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和33年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 61

入手先・移管元等 富山県内の各市町村、全国の市

資料内容（資料の説明） 富山県内の各市町村史、全国から寄贈された市史

施設名称 長野市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書・旧役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶安

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 25,993点

入手先・移管元等 市役所

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 寛永

資料作成年代：最も新しい年・年代 慶応

資料作成年代：中心となる年・年代 文化～天保

数量 19,950点
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所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和～平成

数量 2,518点

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料作成年代：最も古い年・年代 嘉応2（1170）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 文化～天保

数量 40,271点

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 永享3（1431）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 31,459点

施設名称 松本市文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初期

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 76,000

入手先・移管元等 松本市役所

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 松本市文書館収蔵資料検索システム

所蔵資料の区分名称 地域文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸時代初期

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代初期～昭和

数量 50,000

入手先・移管元等 市民からの寄贈・寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 松本市文書館史料目録、松本市文書館収蔵資料検索システム

所蔵資料の区分名称 写真資料

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸時代初期

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代初期～昭和

数量 80,000

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 松本市文書館収蔵資料検索システム

所蔵資料の区分名称 図書等

数量 8,000

入手先・移管元等 書店からの購入、市民からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 松本市文書館収蔵資料検索システム

所蔵資料の区分名称 地図・航空写真

数量 700

入手先・移管元等 国土地理院からの購入、市役所内部署からの移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 松本市文書館収蔵資料検索システム

施設名称 小布施町文書館

所蔵資料の区分名称 公文書・旧役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 625
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入手先・移管元等 町の実施機関から移管

資料内容（資料の説明） 町の実施機関から移管された文書

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 6,839

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明） 個人宅や自治会等から寄贈・寄託された文書

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 465

入手先・移管元等 町の実施機関から移管

資料内容（資料の説明） 町が発行した冊子・リーフレット等の刊行物

所蔵資料の区分名称 図書等

数量 913

入手先・移管元等 購入等

資料内容（資料の説明） 各種辞典等

所蔵資料の区分名称 その他（写真等）

数量 254

入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈・寄託

資料内容（資料の説明） 個人・団体等から寄贈・寄託された写真等

施設名称 高山市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成24年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和

数量 34,600

入手先・移管元等 高山市（合併前の町村を含む。）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部公開

資料内容（資料の説明） 全て高山市（合併前の町村を含む。）が作成した行政文書

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和6年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和

数量 975

入手先・移管元等 高山市（合併前の町村を含む。）

資料内容（資料の説明）
主に高山市（合併前の町村を含む。）が作成した刊行物（一部他の自治体
から寄贈されたものを所蔵）

所蔵資料の区分名称 記録写真・映像

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和元年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成17年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に昭和

数量 1,000

入手先・移管元等 高山市（合併前の町村を含む。）

資料内容（資料の説明） 全て高山市（合併前の町村を含む。）が作成したもの
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施設名称 磐田市歴史文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成時代

資料作成年代：中心となる年・年代 平成時代

数量 70,892件　（平成27年12月31日現在）

入手先・移管元等 本庁・各支所及び市内公共施設

資料内容（資料の説明）
明治期以降の各町村役場文書、旧磐田市・旧豊田町・旧竜洋町・旧福田
町・旧豊岡村・新磐田市の非現用文書

所蔵資料の区分名称 地域資料（古文書）

資料作成年代：最も古い年・年代 弘治3（1551）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成12（2000）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代、明治時代

数量 87,056件　（平成27年12月31日現在）

入手先・移管元等 個人からの寄贈

資料内容（資料の説明）
旧5市町村史の編さん事業で収集した古文書・古写真等、市民から寄贈さ
れた歴史資料、または提供されて複製した歴史資料

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和25（1950）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和時代・平成時代

数量 13,667件　（平成27年12月31日現在）

作成者 主に旧5市町村及び新市

入手先・移管元等
主に旧5市町村及び新市の各課からの送付または移管公文書内からの移
管

資料内容（資料の説明） 旧5市町村及び新市が発行した冊子・パンフレット類

所蔵資料の区分名称 一般図書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和5（1930）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和時代・平成時代

数量 4,926件　（平成27年12月31日現在）

入手先・移管元等 主に寄贈

資料内容（資料の説明）
郡誌、旧5市町村の市町村史、明治期から現在に至るまでに刊行された歴
史図書、郷土で出版された歴史関連図書

所蔵資料の区分名称 その他（映像・地図・写真など）

資料作成年代：最も古い年・年代
映像…昭和30（1955）年、地図…明治25（1892）年、写真…明治44（1911）
年

資料作成年代：最も新しい年・年代
映像…平成26（2014）年、地図…平成23（2011）年、写真…平成26（2014）
年

数量 16,834件　（平成27年12月31日現在）

作成者 主に行政機関及び個人

入手先・移管元等 移管公文書及び個人寄贈

資料内容（資料の説明）
映像・写真…現在に至るまでに、主に郷土で撮影された映像・写真
地図…主に旧5市町村及び新市で作成されたもの

施設名称 守山市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

数量 37,359
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所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 寛永13(1613)年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代後期

数量 6,700

入手先・移管元等 自治会、個人

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料作成年代：最も古い年・年代 永禄4(1561)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和27(1952)年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代後期

数量 11,600

入手先・移管元等 自治会、個人

所蔵資料の区分名称 刊行物

数量 5,402

施設名称 尼崎市立地域研究史料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 19,200

作成者 尼崎市

入手先・移管元等 庁内

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 市販ソフトウェアにて目録を作成

資料内容（資料の説明）
例年の庁内年限廃棄公文書から歴史的公文書として選別・収集した文書
及び、引継ぎを受けた旧永年文書等。

所蔵資料の区分名称 古文書・近現代文書類

資料作成年代：最も古い年・年代 永正16年

数量 166,700

入手先・移管元等 主に民間から

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部あり

資料内容（資料の説明）

「徳田善五郎氏文書」「太田善夫氏文書」「西村亀氏文書」「川端正和氏文
書」「古田嘉章氏文書」「門田隆夫氏文書」など主に町方文書、村方文書の
寄贈・寄託文書から構成される。なお、現在も尼崎関係の史料を収集して
いる。

所蔵資料の区分名称 図書・逐次刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 寛政10（1798）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

数量 102,100

入手先・移管元等 著者、発行元、各自治体、大学、研究機関等より寄贈または購入

資料内容（資料の説明）
尼崎市・市内企業・団体等の刊行物、尼崎及び周辺・歴史的関連地域の
歴史・現状等に関する刊行物、全国の地域史誌・自治体史類、歴史関係
の基本文献、史料集、紀要・雑誌等

所蔵資料の区分名称 写真・地図・絵はがき等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 75,000

入手先・移管元等 寄贈または購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
写真：写真DB（内部運用）、地図："史料検索"、絵はがき："あまがさき
PCD"
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資料内容（資料の説明）

写真：史料館撮影、広報課撮影ほか他課からの移管写真、個人・団体等
から寄贈されたもの。
地図：尼崎市と周辺地域の地形図・市街図など。
絵はがき：尼崎市と周辺地域を対象としたもの。

施設名称 高松市公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治10（1877）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23（2011）年

数量 約7,700冊

作成者 高松市の各実施機関から移管

資料内容（資料の説明）
高松市の各実施機関から移管された高松市（合併により高松市となった町
村を含む。）の歴史公文書（歴史資料として重要な行政文書）

所蔵資料の区分名称 行政資料（刊行物等）

数量 約6,000冊

入手先・移管元等 高松市の各実施機関から提供、個人から寄贈

資料内容（資料の説明）
高松市の各実施機関から提供された国、香川県及び高松市の統計書、広
報刊行物等の行政資料、個人から寄贈された高松市に関する刊行物等

施設名称 三豊市文書館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治（一部、寛文・貞享・宝永・安政年間の検地帳等を含む）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 37,500冊

作成者 三豊市及び旧7町（高瀬・山本・三野・豊中・詫間・仁尾・財田）

入手先・移管元等 三豊市 総務課及び各課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
歴史公文書の目録
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7211

資料内容（資料の説明）
三豊市及び旧7町が作成した文書のうち保存期限が満了したものから、選
別され文書館に移管されたもの。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和4(1929)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27(2015)年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 7,000冊

作成者 三豊市及び旧7町（高瀬・山本・三野・豊中・詫間・仁尾・財田）

入手先・移管元等 三豊市 総務課及び各課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
行政資料等の目録
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7806

資料内容（資料の説明） 三豊市 総務課及び各課より移管された行政刊行物等。

所蔵資料の区分名称 地域資料

資料作成年代：最も古い年・年代 文化6(1809)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成23(2011)年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 1,350冊

13 / 18 ページ



入手先・移管元等 個人・団体等から寄贈または寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
愛媛県下讃岐国三野郡比地村絵図目録、財田町財田中大西茂家旧蔵書
籍目録

資料内容（資料の説明） 歴史公文書に類する寄贈を受けた文書。古い教科書などが中心。

施設名称 西予市城川文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初期

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治20年代～昭和29（1954）年頃

数量 10,762、約350箱

作成者 旧村役場（～昭和29（1954）年）。旧町各課（昭和30年（1955）年以降）。

入手先・移管元等 旧村役場文書は関係機関（倉庫や公民館）。旧町文書は旧町（各課）。

所蔵資料の区分名称 古文書・地域史料等

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄16年（1703）年

資料作成年代：中心となる年・年代 幕末～明治30年代

数量 約5,700

入手先・移管元等 主に個人から寄贈。

資料内容（資料の説明） 藩政期の庄屋文書が主である。

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 明治38（1905）年

資料作成年代：中心となる年・年代 大正～昭和20年代

数量 569

資料内容（資料の説明） 行政刊行物が主である。

施設名称 福岡県市町村公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成24（2012）年

数量 21,336冊

作成者 福岡県内の市町村（政令市除く）

入手先・移管元等 福岡県内の市町村（政令市除く）

資料内容（資料の説明） 「公文書」は、福岡県内の58市町村（政令市除く）から移管された文書。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和26（1951）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年

数量 2,051冊

作成者 福岡県内の市町村（政令市除く）

入手先・移管元等 福岡県内の市町村（政令市除く）

資料内容（資料の説明）
「行政資料」は、県内60市町村及びその他の行政機関等が作成した刊行
物・広報誌。

施設名称 太宰府市公文書館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 平成
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数量 約3,000箱 （平成27年9月時点）

作成者 太宰府市

入手先・移管元等 本庁より移管

資料内容（資料の説明） 「行政文書」は本庁より移管を受けた文書。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料作成年代：最も古い年・年代 万治2（1659）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 近代

数量 6,101件 （平成27年9月時点）

入手先・移管元等 個人・機関等より寄贈・寄託

資料内容（資料の説明）
「古文書」は市史編さんの頃より調査収集し寄贈・寄託を受けた文書（一部
モノ資料を含む）。

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 平成

数量 1,961件 （平成27年9月時点）

作成者 太宰府市

入手先・移管元等 本庁より収集

資料内容（資料の説明） 「刊行物」は市が発行したもので随時収集。

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料作成年代：最も古い年・年代 長保3（1001）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 近代

数量 4,856件 （平成27年9月時点）

入手先・移管元等 個人・機関等から公開許可

資料内容（資料の説明） 「複製資料」は市史編さんの頃より調査し公開許可を受けた文書。

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 大正

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 10,300件 （平成27年9月時点）

入手先・移管元等 個人・機関等から寄贈、書店より購入

資料内容（資料の説明） 「図書等」は個人・機関等より寄贈を受けたり、書店より購入した書籍等。

施設名称 天草市立天草アーカイブズ

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 17,923箱（ダンボール）

入手先・移管元等 天草市、合併前旧自治体から移管

資料内容（資料の説明） 自治体の各部署から全量移管された文書であり、順次選別を行う。

所蔵資料の区分名称 地域史料

資料作成年代：最も古い年・年代 万治2年（1659年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 近世後期、戦後昭和

数量 約3,100箱

入手先・移管元等 個人、団体
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目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部目録有り（館内閲覧用）

資料内容（資料の説明）

古文書、旧郡立図書館図書、郷土史家調査資料、郷土新聞、町村会等団
体文書、旧自治体史編纂資料、写真。　個人や団体から受寄した文書や、
合併前旧自治体から移管された中から地域史料として保管転換した文
書。目録作成率は約50％。

所蔵資料の区分名称 刊行物

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和、平成

数量 8,781件

入手先・移管元等 天草市、合併前旧自治体

資料内容（資料の説明） 行政が発行した広報、書籍、ポスター、パンフレット、小冊子等

所蔵資料の区分名称 図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和、平成

数量 5,467冊

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 館内閲覧用目録有り

資料内容（資料の説明）
参考図書室の開架、閉架図書。国内の他施設、自治体からの寄贈刊行物
も含む。

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 平成

数量 702件

作成者 天草アーカイブズ　ほか

入手先・移管元等 合併前旧自治体

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部目録有り

資料内容（資料の説明） 旧庄屋家文書、郷土新聞、旧自治体広報。

所蔵資料の区分名称 映像資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和（戦後）

数量 約16万7000点（デジタル化分のみ）

入手先・移管元等 個人からの寄贈等、天草市・旧自治体からの移管。

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 一部目録有り（館内用）

資料内容（資料の説明）
天草市や旧自治体広報写真、学校写真が9割を占める。風景、災害、イベ
ント、生活等の写真。

施設名称 北谷町公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和20年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成18年（4種）文書

数量 19,984（収集）、35,438（整理中）

入手先・移管元等 役場及び教育委員会からの引渡

資料内容（資料の説明） 「行政文書」は役場及び教育委員会から引渡された文書。

所蔵資料の区分名称 刊行物等

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27（2015）年
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数量 約24,000

入手先・移管元等 主に役場や教育委員会の各課から提供

資料内容（資料の説明） 行政機関が発行した刊行物。

所蔵資料の区分名称 複製資料

入手先・移管元等 主に北谷町史編集事務局より移管

資料内容（資料の説明）
北谷町史編纂時に収集した新聞や古文書などのマイクロフィルムや紙焼
きの複写資料。

所蔵資料の区分名称 写真資料

資料作成年代：最も古い年・年代 1970年代

数量 約12,000件

入手先・移管元等 北谷町役場広報担当部署からの移管、個人や団体からの寄贈

資料内容（資料の説明） 北谷に関する写真（印画紙・ネガ・デジタルデータ）

所蔵資料の区分名称 新聞スクラップ

資料作成年代：最も古い年・年代 平成4（1992）年

数量 約60,000件

作成者 北谷町公文書館

資料内容（資料の説明） 北谷に関する新聞記事

施設名称 戸田市アーカイブズ・センター

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：中心となる年・年代 現代

数量 3,174

入手先・移管元等 主に戸田市役所の文書所管課

資料内容（資料の説明）
戸田市で作成又は収受した文書等で、その保存年限が経過し廃棄されよ
うとするもののうち、歴史的資料価値があるもの

所蔵資料の区分名称 古文書

数量 23,481

資料内容（資料の説明） 戸田地域に伝わる近世から近現代までの古文書

所蔵資料の区分名称 地域文献

資料作成年代：中心となる年・年代 現代

数量 6,193

資料内容（資料の説明） 戸田市、各地方公共団体、関係団体等が作成した資料

所蔵資料の区分名称 地図資料

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 現代

数量 1,276

入手先・移管元等 戸田市作成、個人、団体等からの寄贈

資料内容（資料の説明） 主に戸田市域に関する地図、絵図等

所蔵資料の区分名称 写真資料

資料作成年代：中心となる年・年代 現代

数量 168,234

入手先・移管元等 広報取材写真、戸田市、各地方公共団体、関係団体、個人等

資料内容（資料の説明）
広報取材写真、戸田市、各地方公共団体、関係団、個人体等が撮影した
もの

所蔵資料の区分名称 新聞記事

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成
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数量 62,366

資料内容（資料の説明） 近代以降の戸田市域に関する記事

所蔵資料の区分名称 映像・音響資料

資料作成年代：中心となる年・年代 現代

数量 1,540

資料内容（資料の説明） 主に戸田市域に関する映像・音響資料

施設名称 東近江市公文書センター

所蔵資料の区分名称 公文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

数量 94,336冊

入手先・移管元等 各課、支所等より引継ぎ。

資料内容（資料の説明） 「公文書」は、各課、各支等より引継がれた文書。

所蔵資料の区分名称 図面図書等

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和34（1959）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成26年度

数量 3,204冊・本（筒）

入手先・移管元等 各課、支所等より引継ぎ。

資料内容（資料の説明） 「図面図書等」は、各課、支所等より引継がれたもの。

所蔵資料の区分名称 歴史的文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治16（1883）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成10（1998）年

数量 3,493冊、本（筒）

入手先・移管元等 各課、支所等より引継ぎ

資料内容（資料の説明）
「歴史的文書」は、各課、支所よりの引継文書で、保存年限が到来したもの
のうち、「東近江市歴史的公文書等収集及び保存に関する規程」に基づき
収集したもの。

18 / 18 ページ



【資料4-1】代表的な資料・国に関係した資料：国立公文書館等

施設名称 独立行政法人国立公文書館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料（群）名称 御署名原本

資料作成年代：最も古い年・年代 明治19（1886）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和54（1979）年

数量 49,635件

作成者 内閣記録保存部局

入手先・移管元等 内閣・総理府から昭和46、平成元、5年度に移管

資料内容（資料の説明） 憲法、法律、条約、勅令、政令、予算等の公布原本

資料（群）名称 道路関係四公団民営化推進委員会関係

資料作成年代：中心となる年・年代 平成14（2002）年～平成15（2003）年頃

数量 131件

作成者 内閣府本府道路関係四公団民営化推進委員会事務局　ほか

入手先・移管元等 内閣府より移管

資料内容（資料の説明） 「高速道路の建設に関する基準等世論調査関係」など。

作成者に関する情報

道路関係四公団民営化推進委員会は、「特殊法人等整理合理化計
画」（平成13年12月19日閣議決定）に基づき、日本道路公団、首都高
速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に代わる
民営化を前提とした新たな組織及びその採算性の確保について一体
的に検討するため、平成14（2002）年に道路関係四公団民営化推進委
員会設置法により、内閣府に設置。平成14年12月に「意見書」を内閣
総理大臣に提出し、平成17（2005）年9月30日に廃止。

資料（群）名称 （東日本大震災に関するもの）

資料作成年代：最も古い年・年代 平成23（2011）年

入手先・移管元等 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、防衛省等から移管

資料（群）名称 西園寺公望関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 13件

作成者 西園寺公望　等

入手先・移管元等 西園寺公望御遺族より寄贈

資料内容（資料の説明） 「西園寺公望演説草稿」など。

作成者に関する情報
西園寺 公望（さいおんじ きんもち、嘉永2（1849）年10月22日～昭和15
（1940）年11月24日）は、内閣総理大臣（第12・14代）などを歴任。

施設名称 宮内庁書陵部図書課宮内公文書館

資料（群）名称 儀式録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治3(1870)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和53(1978)～昭和54(1979)年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治以後

数量 455件

入手先・移管元等 主に宮内省・宮内府・宮内庁から移管

資料内容（資料の説明） 宮中儀式に関する記録資料

資料（群）名称 授爵録

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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資料作成年代：最も古い年・年代 明治8(1875)～明治9(1876)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和22(1947)年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治

数量 32件

入手先・移管元等 主に宮内省・宮内府・宮内庁から移管

資料内容（資料の説明） 授爵の裁可に関する記録資料

資料（群）名称 幸啓録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2(1869)～明治3(1870)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和58(1983)年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治以後

数量 1,740件

入手先・移管元等 主に宮内省・宮内府・宮内庁から移管

資料内容（資料の説明） 行幸啓に関する記録資料

資料（群）名称 大喪に関する記録資料

資料作成年代：最も古い年・年代 大正1(1912)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成15(2003)年

数量 350件

入手先・移管元等 宮内省・宮内庁からの移管

資料内容（資料の説明） 明治天皇から香淳皇后までの崩御に関する記録資料

資料（群）名称 大礼に関する記録資料

資料作成年代：最も古い年・年代 大正2(1913)～大正3(1914)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成6(1994)年

数量 726件

入手先・移管元等 宮内省・宮内庁からの移管

資料内容（資料の説明） 大正天皇，昭和天皇及び今上陛下の御大礼に関する記録

資料（群）名称 皇居造営録

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和28(1953)～昭和44(1969)年

数量 807件

入手先・移管元等 宮内庁からの移管

資料内容（資料の説明） 宮殿の造営に関する記録資料

施設名称 外務省外交史料館

所蔵資料の区分名称 戦前期条約書

資料（群）名称 日米修好通商条約（安政５年(1858)／重要文化財）

入手先・移管元等 外務省より移管

所蔵資料の区分名称 外務省記録

資料（群）名称 戦前期「外務省記録」

資料作成年代：中心となる年・年代 明治初年～昭和20年

数量 約48,000冊

作成者 外務省

入手先・移管元等 外務省より移管

資料内容（資料の説明）
外務省創立以来第2次大戦終結までの約80年にわたり，外務省が整
理・編さんした記録文書

所蔵資料の区分名称 外務省記録

資料（群）名称 外交記録公開（戦後期外交記録）

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和20年～昭和50年代

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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数量 約50,000冊

作成者 外務省

入手先・移管元等 外務省より移管

資料内容（資料の説明） 外務省が公開した1940年代半ば以降の外交記録

資料（群）名称 （昭和39年東京オリンピックに関するもの）

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和39(1964)年

入手先・移管元等 外務省より移管

資料（群）名称 吉田茂元総理関係資料

数量 約320点

入手先・移管元等 （財）吉田茂国際基金

資料内容（資料の説明） 吉田茂元総理の書簡，書および写真等。

施設名称 国立大学法人東北大学学術資源研究公開センター史料館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料（群）名称 評議会議事録

資料作成年代：最も古い年・年代 大正4(1915)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和58(1983)年

数量 48冊

作成者 東北大学事務局総務課

入手先・移管元等 東北大学総務部総務課

資料内容（資料の説明） 評議会の議事録

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料（群）名称 仙台医学専門学校文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20(1997)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正7(1918)年

数量 271冊

作成者 仙台医学専門学校

入手先・移管元等 東北大学庶務部庶務課

資料内容（資料の説明） 仙台医学専門学校の事務文書

施設名称 国立大学法人東京大学文書館

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等

資料（群）名称 文部省往復

資料作成年代：最も古い年・年代 1871年（明治4年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 1961年（昭和36年）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 317点

作成者 東京大学／東京帝国大学　庶務課

入手先・移管元等 東京大学本部総務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 東京大学と文部省との間の往復文書の綴り

所蔵資料の区分名称 歴史資料等

資料（群）名称 内田祥三関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 1917年（大正6年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 607点

作成者 内田祥三

入手先・移管元等 内田美祢（祥三妻）・内田祥哉（祥三息子）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 内田祥三の個人資料のうち、東京帝国大学に関するもの

作成者に関する情報
東京帝国大学建築学科教授。営繕課長を兼務し総合図書館等の設計
にあたる。のち東京帝国大学第14代総長（昭和18～20年）として、終
戦前後の対応にあたる。

資料（群）名称 文部省往復

資料作成年代：最も古い年・年代 1871年（明治4年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 1961年（昭和36年）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 317点

作成者 東京大学／東京帝国大学　庶務課

入手先・移管元等 東京大学本部総務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 明治10年の東京大学設立等の組織改編に関する文書を含む

資料（群）名称 大学制度改革関係

資料作成年代：最も古い年・年代 1917年（大正6年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 1975年（昭和50年）

資料作成年代：中心となる年・年代 大正～昭和

数量 78点

作成者 東京大学／東京帝国大学　庶務課

入手先・移管元等 東京大学本部総務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 新制東京大学設置申請関係文書を含む

資料（群）名称 重要書類彙集・文部大臣達・秘書他

資料作成年代：最も古い年・年代 1869年（明治2年）

資料作成年代：最も新しい年・年代 1948年（昭和23年）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 49点

作成者 東京大学／東京帝国大学　庶務課

入手先・移管元等 東京大学本部総務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 マイクロソフト社のアクセスおよびエクセルで作成

資料内容（資料の説明） 関東大震災関係文書を含む

施設名称 国立大学法人名古屋大学大学文書資料室

所蔵資料の区分名称 名古屋大学から移管された特定歴史公文書等

資料（群）名称 名古屋高等商業学校等行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正11（1922）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和62（1987）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和前期

数量 1,507

作成者
名古屋高等商業学校、名古屋経済専門学校、名古屋工業経営専門学
校、名古屋大学法経学部、名古屋大学経済学部

入手先・移管元等 名古屋大学大学院経済学研究科・経済学部

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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資料内容（資料の説明）

名古屋大学大学院経済学研究科・経済学部で保存されていた、名古
屋大学経済学部の前身にあたる名古屋高等商業学校、名古屋工業経
営専門学校、名古屋経済専門学校、名古屋大学法経学部の行政文
書、および初期の名古屋大学経済学部の行政文書

作成者に関する情報

名古屋高等商業学校（1920～44年）、名古屋工業経営専門学校（名高
商を再編、1944～46年）、名古屋経済専門学校（名高商を再編、1944
～51年）、名古屋大学法経学部（1948～50年、50年に法学部、経済学
部に分離）

所蔵資料の区分名称 その他の特定歴史公文書等

資料（群）名称 柴田邵平関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 延宝4（1676）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治29（1896）年

資料作成年代：中心となる年・年代 近世～明治

数量 944

作成者 柴田邵平（原所蔵者）

入手先・移管元等 柴田義守

資料内容（資料の説明）
名古屋大学医学部の前身である愛知医学校等の教師であった柴田邵
平の、医学関係を中心にした蔵書類、個人資料など

作成者に関する情報

1825年尾張国生、のち京都、江戸で西洋医術を学び、1871年美濃国
今尾藩英学教授、1873年名古屋仮病院当直医、1874年医学校創立
係となり愛知県の医学校設立を指導、愛知医学校では一等助教諭と
して後藤新平校長を支える。1883年退職、1886年熱田避病院医長。

所蔵資料の区分名称 その他の特定歴史公文書等

資料（群）名称 渋沢元治関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治7（1874）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成13（2001）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～大正～昭和中期

数量 1,080

作成者 渋沢元治（原所蔵者）

入手先・移管元等 渋沢元治記念館

資料内容（資料の説明） 名古屋大学の初代総長である渋沢元治の全生涯にわたる個人資料

作成者に関する情報

1876年埼玉県生、渋沢栄一の甥、近代日本における代表的な電気工
学者、1900年東京帝国大学工科大学卒業、欧米への留学後、1906年
逓信省入省し、日本の電気保安行政を確立、1919年同省電気局技術
課長、1924年東京帝国大学工学部教授（専任）、1929年同大学工学
部長、アメリカ電気学会名誉会員、1938年帝国学士院会員、1939年名
古屋帝国大学初代総長（～1946年）、1955年文化功労者、1975年死
去。

資料（群）名称 加藤鐐五郎関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治13（1880）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成14（2002）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和（前～中期）

数量 2,874

作成者 加藤鐐五郎（原所蔵者）

入手先・移管元等 加藤延夫（寄託）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 名古屋大学大学文書資料室資料閲覧室に目録あり

資料内容（資料の説明）
名古屋大学医学部の前身にあたる愛知県立医学専門学校の卒業生
で、戦前から戦後にかけての愛知県を代表する政治家の１人であった
加藤鐐五郎の蔵書類および個人資料

◆国に関係した資料
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作成者に関する情報

1883年愛知県生、1905年愛知県立医学専門学校卒業、1913年名古
屋市会議員、1915愛知県会議員、1924衆議院議員（立憲政友会、政
友本党、日本進歩党、自由民主党など、1963年まで計約30年間在
職）、1954年国務大臣、法務大臣、1958衆議院議長、1970年死去。

施設名称 国立大学法人京都大学大学文書館

所蔵資料の区分名称 法人文書

資料（群）名称 評議会議事録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治32（1899）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和58（1983）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治32（1899）年以降

数量 44

作成者 主に京都大学庶務部

入手先・移管元等 京都大学総務部から平成13年度以降に移管。

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明） 京都大学の最高意思決定機関であった評議会の議事録。

作成者に関する情報 京都大学の全学的な庶務等の事務をつかさどるための組織。

所蔵資料の区分名称 寄贈・寄託資料

資料（群）名称 第三高等学校関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和29（1954）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治2（1869）年～昭和25（1950）年

数量 6,554

作成者 主に第三高等学校

入手先・移管元等 京都大学教養部（のち総合人間学部）から移管。

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 所蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明）
第三高等学校（三高）が所蔵していた公文書・刊行物・その他の資料
群。

作成者に関する情報

三高前身の舎密局は明治2(1869)年大阪に開講、以後度重なる制度
の改編を経て、1886年第三高等中学校となり、1889年京都に移転、
1894年第三高等学校となる。第二次大戦後の学制改革によって1949
年京都大学に包括され、1950年に廃校。

施設名称 国立大学法人神戸大学附属図書館大学文書史料室

所蔵資料の区分名称 特定歴史公文書等(法人文書）

資料（群）名称 旧制神戸高等商業学校文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治35（1902）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和4（1929）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治・大正期

数量 約900件

作成者 旧制神戸高等商業学校

入手先・移管元等 国立大学法人神戸大学（主に旧庶務部庶務課及び経済学研究科）

資料内容（資料の説明）
神戸大学の代表的な前身校である旧制神戸高等商業学校で作成又
は取得された公文書等。

作成者に関する情報
主な作成者は旧制神戸高等商業学校の庶務課、学生課、会計課、学
友会等。

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆国に関係した資料
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資料（群）名称 阪神・淡路大震災関係文書

資料作成年代：中心となる年・年代 平成7（1995）年

作成者 国立大学法人神戸大学

入手先・移管元等 国立大学法人神戸大学

資料内容（資料の説明）

阪神・淡路大震災当時の主に学内被災状況・犠牲者追悼式等の写真
史料。なお、本件に関連する他の重要な法人文書は、大半が原課で
の「30年保存」対象であり保存期間が満了していないため、まだ移管さ
れていない。

作成者に関する情報
作成者である神戸大学は、平成7年の阪神・淡路大震災の主な被災地
にキャンパスがあり、周辺住民の避難所や自衛隊基地としても利用さ
れ、災害ボランティア活動の拠点となった。

施設名称 国立大学法人広島大学文書館

所蔵資料の区分名称 学術的資料

資料（群）名称 森戸辰男記念文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 大正・昭和

数量 広島大学所蔵分22,522点、横浜市所蔵分14,053点

作成者 森戸辰男

入手先・移管元等
広島大学附属図書館より平成16年度移管、横浜市史史料室より平成
17年度長期貸し出し

資料内容（資料の説明） 日記、講演原稿、書簡をはじめとする森戸辰男の生涯にわたる文書類

作成者に関する情報
文部大臣（片山・芦田内閣）、広島大学初代学長、中央教育審議会会
長、文化功労者

所蔵資料の区分名称 学術的資料

資料（群）名称 平和学術文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 44,072点（平成27年4月1日現在公開分）

作成者
大牟田稔、金井利博、小野増平、平岡敬、パグウオッシュ会議、ビル・
シェリフなど

入手先・移管元等 遺族または本人からの寄贈

資料内容（資料の説明）
広島大学関係者の携わった原爆被害の実態解明や、平和への取り組
みに関わる資料

作成者に関する情報
大牟田稔(中国新聞社論説委員会主幹・広島平和文化センター理事
長）、金井利博（中国新聞社論説主幹）、平岡敬(中国放送社長・広島
市長）など

所蔵資料の区分名称 学術的資料

資料（群）名称 梶山季之文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 不明

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 不明（現在、順次受贈継続中）

作成者 梶山季之

入手先・移管元等 遺族より受贈

◆代表的な資料
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資料内容（資料の説明）
原稿、書簡、蔵書をはじめとする作家・梶山季之の著述活動に関する
文書類

作成者に関する情報 広島高等師範学校卒業生、小説家

資料（群）名称 森戸辰男記念文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 大正・昭和

数量 広島大学所蔵分22,522点、横浜市所蔵分14,053点

作成者 森戸辰男

入手先・移管元等
広島大学附属図書館より平成16年度移管、横浜市史史料室より平成
17年度長期貸し出し

資料内容（資料の説明） 日記、講演原稿、書簡をはじめとする森戸辰男の生涯にわたる文書類

作成者に関する情報
文部大臣（片山・芦田内閣）、広島大学初代学長、中央教育審議会会
長、文化功労者

施設名称 国立大学法人九州大学大学文書館

所蔵資料の区分名称 法人文書

資料（群）名称 施設部移管図面

資料作成年代：最も古い年・年代 明治34年

数量 479

作成者 施設部

入手先・移管元等 施設部

資料内容（資料の説明） 主に建築物の図面

所蔵資料の区分名称 法人文書

資料（群）名称 実習報告書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正3年

数量 2,141

作成者 旧工学部（採鉱学科、資源工学科、応用化学科）

入手先・移管元等 旧工学部（採鉱学科、資源工学科、応用化学科）

資料内容（資料の説明） 学生の実習記録を綴ったもの

所蔵資料の区分名称 法人文書

資料（群）名称 学位綴

資料作成年代：最も古い年・年代 明治44年

数量 661

作成者 学務部

入手先・移管元等 学務部

資料内容（資料の説明） 学位記の原本を綴ったもの

◆代表的な資料

◆国に関係した資料
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【資料4-2】代表的な資料・国に関係した資料：都道府県

施設名称 北海道立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 箱館奉行所文書

資料作成年代：最も古い年・年代 安政2（1855）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 慶応4（1868）年

数量 原本167点（ほかに他機関所蔵分の複製あり）

作成者 箱館奉行所

入手先・移管元等 北海道を管轄した歴代行政庁によって代々引き継がれてきた。

資料内容（資料の説明）
箱館が開港場し、蝦夷地が幕府直轄となったことで設置された箱館奉行所
の文書。国指定重要文化財。

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 開拓使文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治2（1869）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治19（1885）年

数量 原本7,832点（ほかに他機関所蔵分の複製あり）

作成者 開拓使

入手先・移管元等 北海道を管轄した歴代行政庁によって代々引き継がれてきた。

資料内容（資料の説明）
明治期初頭に、北海道・樺太（明治8年まで）・千島の開拓と地方行政を担
当した開拓使の文書。前身である箱舘府と大蔵省旧開拓使残務整理委員
文書も含めた原本7，832点は、国指定重要文化財。

所蔵資料の区分名称 私文書

資料（群）名称 柳田家資料

資料作成年代：最も古い年・年代 文久3（1863）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和45（1970）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代

数量 13,099点（整理済分）

作成者 柳田藤吉ほか

入手先・移管元等 柳田商店社長（当時）より寄贈

資料内容（資料の説明）

北海道の函館･根室にて幕末から明治末まで豪商として活躍した柳田藤吉
とその後継者達が残してきた資料。
柳田商店の諸種の経営資料や参考とした図書類、書簡、写真類の他、藤
吉を始め柳田家の個人に関する資料も混在している。

作成者に関する情報

柳田藤吉（やなぎだ　とうきち　天保8（1837）年12月8日～明治42（1909）年
5月10日）
　陸中国盛岡六日町生まれ。安政4（1857）年に箱館で自分の店を持った
あと、幕末から明治初期にかけて箱館奉行所や開拓使等の官との接触を
深めて御用商人的性格を濃くする。
　明治2（1869）年以降、根室での漁業経営を始め、その後、根室郡総代
人、根室鮭営業組合頭取、根室鰊営業組合取締、根室銀行頭取を歴任
し、明治34（1901）年に北海道会議員、同37（1904）に衆議院議員に当選し
た。根室地方の水産業界のリーダーとしてだけでなく、政治的リーダーとし
て活動し、根室の産業発展に貢献した。

施設名称 青森県公文書センター

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 県議会議案

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料作成年代：最も古い年・年代 昭和27（1952）年度　　　※完結年度

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和58（1983）年度　　　※完結年度

数量 294冊

作成者 総務部財政課

入手先・移管元等 総務部財政課から、平成25、26年度に移管

資料内容（資料の説明） 県議会議案

施設名称 宮城県公文書館

所蔵資料の区分名称 絵図面全般

資料（群）名称 絵図面（宮城郡国分荒浜（二））

資料内容（資料の説明） 宮城郡国分荒浜全図ほか

施設名称 秋田県公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 秋田県行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治4(1871)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和22(1947)年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 20,748件

入手先・移管元等 県からの移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 『秋田県庁文書群目録』全8集刊行、HPで標題及び件名目録データ公開

資料内容（資料の説明） 明治4（1871）年から昭和22（1947）年にかけて県が作成・取得した公文書

施設名称 茨城県立歴史館

所蔵資料の区分名称 古文書・和書・漢籍

資料（群）名称 一橋徳川家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 近世中期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和期

資料作成年代：中心となる年・年代 近世・近代

数量 6,517

入手先・移管元等 徳川宗敬氏

資料内容（資料の説明） 御三卿の生活をうかがうことができる資料

資料（群）名称 鹿島開発関係

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和40年代

作成者 開発部鹿島開発第一課・鹿島開発第二課　ほか

入手先・移管元等 総務部総務課から引き渡される

資料内容（資料の説明） 鹿島開発の経過をたどることができる資料など

作成者に関する情報
開発部は、鹿島臨海工業地帯の造成・研究学園都市の建設・原子力関係
施設に関することなど、本県の大事業を担当している。鹿島開発第一課
は、同二課と共に鹿島開発に関することなどを分掌事務としている。

施設名称 栃木県立文書館

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 徳川将軍家朱印状

資料作成年代：最も古い年・年代 天正19（1591）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 万延2（1860）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 855点

入手先・移管元等 栃木県立図書館

資料内容（資料の説明） 徳川将軍による下野国内社寺宛て朱印状

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 大金重晴家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 中世末

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正初期頃

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 3,097点

入手先・移管元等 個人

資料内容（資料の説明） 侍塚古墳発掘関係史料、那須郡小口村名主伝来文書

施設名称 群馬県立文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 群馬県行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸末期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 明治、大正、昭和戦前期

数量 17,858点

作成者 群馬県・栃木県および前身の県・藩等行政機関

入手先・移管元等 群馬県学事文書課、県議会図書室

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 群馬県行政文書簿冊目録第1～6集、収蔵資料検索システム

資料内容（資料の説明）
群馬県および前身の県・藩等行政機関において、作成、収受、編綴された
永年保存文書を中心とする近代地方行政文書群。国重要文化財

作成者に関する情報 国や郡役所等他機関で作成され、収受・編綴した文書も含む。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 元禄十五年上野国絵図

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄15（1702）年

数量 1

作成者 前橋藩酒井家

入手先・移管元等 購入

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 収蔵資料検索目録

資料内容（資料の説明）
元禄期に江戸幕府が前橋藩に命じて作成・献上させた上野国絵図の控図
と考えられる。県指定重要文化財。

作成者に関する情報 前橋藩酒井家は、江戸時代初期から寛延２(1749)年まで前橋藩主。

施設名称 埼玉県立文書館

所蔵資料の区分名称 重要文化財

資料（群）名称 埼玉県行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和22年

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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数量 11,259点

入手先・移管元等 県庁各課等から管理委任

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等

収蔵資料検索システム：http://www.i-
repository.net/infolib/meta_pub/OdnCsvDefault.exe?DEF_XSL=default&G
RP_ID=G0000069&DB_ID=G0000069OUDAN&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=def
ault

資料内容（資料の説明） 明治期、大正期、昭和戦前期　一部原本保全作業済

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 安保文書

資料作成年代：最も古い年・年代 文保2年

資料作成年代：最も新しい年・年代 永禄12年

資料作成年代：中心となる年・年代 室町時代

数量 37

作成者 安保氏

資料内容（資料の説明）
中世の武藏武士として北武蔵を中心に鎌倉～戦国時代に活躍した安保氏
に関する文書。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 小室家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 貞観13年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和29年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代後期～明治時代

数量 6,377

作成者 小室家

資料内容（資料の説明）

小室家は、江戸時代中期頃から比企郡番匠村で産科を専門とする蘭方
医。文書群は医学関係文書、村方文書、俳諧関係、書画等のほか、好古
家として蒐集した史料に、東寺百合文書の一部や太政官牒等が含まれ
る。

施設名称 千葉県文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 千葉県寺院明細帳・千葉県神社明細帳

資料作成年代：最も古い年・年代 明治15年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治15年

数量 51冊

作成者 千葉県

入手先・移管元等 千葉県学事課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 目録有

資料内容（資料の説明） 明治12年の国からの通知により作成された寺院と神社の明細帳

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 千葉県庁伝来文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天正19（1591）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 万延元（1860）年

数量 34

入手先・移管元等 県庁伝来

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 目録有

資料内容（資料の説明） 徳川氏歴代将軍の朱印状

施設名称 東京都公文書館

◆代表的な資料
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所蔵資料の区分名称 公文書（府・市文書）

資料（群）名称 東京府文書、東京市文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶応4年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和18年

数量 1,470,646件

入手先・移管元等 東京都総務局文書課→都政史料館（当館の前身）

資料内容（資料の説明）
東京都の前身である東京府及び東京市が作成・取得した文書。郡役所・
区役所・東京市編入町村文書の一部を含む。（国指定重要文化財）

所蔵資料の区分名称 資料（個人アーカイブ等）

資料（群）名称 内田祥三関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治後期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和60年

資料作成年代：中心となる年・年代 大正後期から昭和

数量 9,783件

入手先・移管元等 個人からの寄贈

資料内容（資料の説明）

元東京大学総長で建築学者、建築家の故内田祥三氏の遺族から寄贈さ
れた資料。関東大震災後の建築復興関係資料や戦後の都市計画委員会
資料、各種建築雑誌等がまとまった形で残されている貴重なコレクションで
ある。

所蔵資料の区分名称 庁内刊行物

資料（群）名称 公報（東京都・警視庁東京府・東京市）

資料作成年代：最も古い年・年代 明治22年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

数量 約1,500冊（目録件名情報：約31万件）

入手先・移管元等
東京都総務局文書課（及びその前身組織）、都政史料館（東京府・東京
市）

資料内容（資料の説明） 東京都及びその前身である東京府・東京市が作成した公報

施設名称 神奈川県立公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書

資料（群）名称 郡役所文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治12（1879）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正15（1926）年

数量 149冊

作成者 各郡役所

入手先・移管元等 各郡役所から移管

資料内容（資料の説明）
寺院明細帳、地理回議、土木回議、震災書類、土地買収調書、町村制回
議等

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書

資料（群）名称 県会・参事会文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正13（1924）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和22（1947）年

数量 260冊

作成者 知事官房庶務課

入手先・移管元等 知事官房庶務課から移管

資料内容（資料の説明） 通常県会議案原稿、参事会議案原稿

所蔵資料の区分名称 古文書・私文書

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料（群）名称 武蔵国橘樹郡神奈川宿本陣石井家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 寛文7（1667）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治30（1897）年

数量 1,063件

作成者 石井家

入手先・移管元等 石井家より寄贈

資料内容（資料の説明） 御休泊記録ほか本陣関係資料

資料（群）名称 東京オリンピック関係資料

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和38,39年

数量 19件

作成者 神奈川県オリンピック課

入手先・移管元等 神奈川県オリンピック課より移管

資料内容（資料の説明） 国民運動関係、聖火リレー関係、江の島ヨットハーバー、展覧会関係等

作成者に関する情報 県内でも競技が行われたため、庁内に設置された課である。

資料（群）名称 関東大震災関係資料

資料作成年代：中心となる年・年代 大正12,13年

数量 10冊

作成者 橘樹郡、三浦郡、鎌倉郡、津久井郡　各郡役所

入手先・移管元等 上記郡役所から移管

資料内容（資料の説明） 震災無償配給、救護等に関する資料

施設名称 富山県公文書館

所蔵資料の区分名称 寄贈文書

資料（群）名称 浅野家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長6(1601)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治37(1904)年

数量 425点

入手先・移管元等 個人からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
富山県公文書館文書目録　歴史文書11。富山県公文書館所蔵資料管理
システムでも検索可。

資料内容（資料の説明）
富山藩士浅野氏が戦国期を経て富山藩士に到る過程の史料。役職故の
他藩主書状、縁組、知行、下賜目録など。明治期の役所関連資料を含む。

所蔵資料の区分名称 寄贈文書

資料（群）名称 伊藤家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治時代

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 262点

入手先・移管元等 個人からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等
富山県公文書館文書目録　歴史文書4。富山県公文書館所蔵資料管理シ
ステムでも検索可。

資料内容（資料の説明）

加賀藩政初期以来代々十村を勤めた新川郡島尻村（現、魚津市）の伊藤
家に関する史料群。伊藤家は代々刑部を襲名したが、特に三代・四代刑
部に関する一紙・記録類は十村としての備忘録といえ、当時の農政や十村
の動向などを知ることの出来る貴重な史料。

資料（群）名称 富山県設置の太政官達

◆国に関係した資料

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

6 / 18 ページ



資料作成年代：最も古い年・年代 明治16(1883)年

数量 1件

入手先・移管元等 富山県より移管

資料内容（資料の説明）
明治16（1883）年5月9日に、富山県・佐賀県・宮崎県の3県の設置が太政
官布告で正式に決定。同日、太政官から富山県に出された通達。

資料（群）名称 行幸啓関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和22（1946）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成16（2004）年

数量 267件

作成者 富山県

入手先・移管元等 富山県（現用文書）

資料内容（資料の説明） 皇族の来県に関して富山県が作成・入手した文書

資料（群）名称 黒四ダム関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和33（1958）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和36（1961）年

数量 11件

作成者 富山県

入手先・移管元等 富山県（現用文書）

資料内容（資料の説明） 関西電力黒部川第四発電所（黒四ダム）の建設に係る許認可関係文書

施設名称 福井県文書館

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 山内秋郎家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1497年（明応6）

資料作成年代：最も新しい年・年代 2004年（平成16）

数量 1,556

入手先・移管元等 寄贈（2004年）

資料内容（資料の説明）

当家文書は1,556点、うち撮影資料は825点である。上坂家(現越前町上坂
一夫家)に伝わった資料群と、山内秋郎氏関係の資料群からなり、前者は
さらに上坂家伝来の資料と、上坂津右衛門関係資料に分けられる。これ以
外に、明治期を中心に大量の教科書類を収集されており、同時に寄贈。

作成者に関する情報
資料群目録の「組織歴および履歴」参照
http://www.archives.pref.fukui.jp/archive/detail.do?id=291902&smode=1

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称
（その他の古文書資料群の概要については、以下の詳細検索参照）
http://www.archives.pref.fukui.jp/archive/search_details.do?d_ch=fkiarc_co
l20

施設名称 岐阜県歴史資料館

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料（群）名称 織田信長文書

資料作成年代：最も古い年・年代 永禄7（1564）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 天正2（1574）年

資料作成年代：中心となる年・年代 元亀2（1571）年

数量 ７点

作成者 織田信長

入手先・移管元等 個人・古書店

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料内容（資料の説明） 戦国期に信長が小豪族に宛てた書状

作成者に関する情報 戦国期を代表する人物

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料（群）名称 美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長16（1611）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1870年代

資料作成年代：中心となる年・年代 1800年代

数量 約7,400点

作成者 美濃郡代笠松陣屋堤方役所

入手先・移管元等 岐阜県図書館から昭和52年に移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 美濃郡代笠松陣屋堤方役所文書目録、館ホームページで公開

資料内容（資料の説明） 美濃地方の近世期の幕府の治水行政に関する資料

作成者に関する情報 笠松陣屋堤方役所の役人

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料（群）名称 飛騨郡代高山陣屋文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄5（1692）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1870年代

資料作成年代：中心となる年・年代 1800年代

数量 約23,000点

作成者 飛騨郡代高山陣屋

入手先・移管元等 岐阜県図書館から昭和52年に移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 飛騨郡代高山陣屋文書目録、館ホームページで公開

資料内容（資料の説明） 飛騨地方の近世期の山林行政に関する資料

作成者に関する情報 高山陣屋役所の役人

施設名称 愛知県公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 地籍図・地籍帳

資料作成年代：最も古い年・年代 明治17年

数量 地籍図2,199枚、地籍帳2,424冊

入手先・移管元等 愛知県文化会館から昭和61年に移管。

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 地籍図閲覧システム

資料内容（資料の説明） 明治17年頃、地籍編さん事業により村ごとに作成された地図及び冊子。

施設名称 三重県総合博物館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 三重県行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 宝永7（1710）～享保2（1717）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和時代

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代

数量 11,634点

作成者 三重県各部局

入手先・移管元等 文化振興課から移管

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料内容（資料の説明）

明治時代以降県庁に残された公文書や絵図・地図で構成される。公文書
には、三重県布達、地租改正反対一揆、町村合併、内国勧業博覧会関係
資料が含まれる。絵図・地図は、江戸時代の城郭図や明治時代の地籍図
等で構成される。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 伊藤又五郎家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大永2（1522）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 幕末期

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代前期

数量 134点

入手先・移管元等 古書店より購入

資料内容（資料の説明）
津藩の城下町であった津町に関する古文書で、初代藩主藤堂高虎からの
書状をはじめ、町方に触れられた法令が多数含まれる。

施設名称 滋賀県県政史料室

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 旧藩県引継書類

資料作成年代：最も古い年・年代 慶応4（1868）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治32（1899）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治初年

数量 23冊

作成者 滋賀県土木課、滋賀県地理課

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明） 旧藩・旧県の普請等に関わる引継ぎ文書

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 琵琶湖疎水関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治16（1883）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正15（1926）年

数量 15冊

作成者 滋賀県土木課、滋賀県地理課

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明） 明治18年から23年にかけて建設された琵琶湖疎水に関わる文書

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 大津事件関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治24（1891）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治26（1893）年

数量 3冊

作成者 滋賀県知事官房、滋賀県秘書課、滋賀郡役所

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明） 明治24年に来県したロシア皇太子が遭難した大津事件に関わる文書

資料（群）名称 行幸啓関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治9（1876）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和16（1941）年

◆代表的な資料

◆国に関係した資料
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数量 35冊

作成者 滋賀県知事官房、滋賀県行幸行啓御用掛、滋賀県秘書課

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明） 皇室の行幸啓に関わる文書

資料（群）名称 内国勧業博覧会関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治9（1876）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治45（1912）年

数量 17冊

作成者 滋賀県勧業課

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明） 第1～5回内国勧業博覧会出品に関わる書類

資料（群）名称 関東大震災関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正12（1923）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和8（1933）年

資料作成年代：中心となる年・年代 大正12（1923）年

数量 18冊

作成者 滋賀県社会課

入手先・移管元等
滋賀県の主務課から引継ぎを受け、平成19年度から歴史的文書として取
り扱う

資料内容（資料の説明） 大正12年に起こった関東大震災の救護・義捐金に関わる書類

施設名称 京都府立総合資料館

所蔵資料の区分名称 京都府行政文書

資料（群）名称 京都府行政文書

資料作成年代：最も古い年・年代 宝暦9年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成年間

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和年間

数量 15,407

作成者 京都府ほか

入手先・移管元等 主に京都府庁から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 オンライン検索目録「京の記憶アーカイブ」

資料内容（資料の説明）
京都府から移管された府庁文書と府庁史料、郡役所の作成した郡役所文
書、明治初期の豊岡県第十四・十五大区区務所、宮津藩から郡役所を経
て府庁に移管された宮津藩政記録など。2002年に国の重文指定。

所蔵資料の区分名称 東寺百合文書

資料（群）名称 東寺百合文書

資料作成年代：最も古い年・年代 奈良時代

資料作成年代：最も新しい年・年代 江戸時代

資料作成年代：中心となる年・年代 室町時代

数量 18,646点

入手先・移管元等 東寺

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 東寺百合文書WEB（http://hyakugo.kyoto.jp/）

資料内容（資料の説明）
京都市南区の東寺（教王護国寺）に伝えられた文書。宗教活動、寺院経
済、荘園経営などの内容で、中世史研究の基本資料。1997年に国宝指
定。2015年10月にユネスコ記憶遺産に登録決定。

◆代表的な資料
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施設名称 大阪府公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 方面委員一件書類

資料作成年代：最も古い年・年代 大正

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 大正

数量 26点

作成者 大阪府内務部救済課

入手先・移管元等 大阪府地域保健福祉室地域福祉課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明） 民生委員の前身で、大阪府を発祥とする方面委員に関する文書

所蔵資料の区分名称 近世・近代資料

資料（群）名称 川中家文書、平池家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1456（康正2）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 11,491点

入手先・移管元等 川中家、平池家

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明） 江戸時代の庄屋文書

所蔵資料の区分名称 公報

資料（群）名称 大阪府公報

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～平成

数量 24,671点

作成者 大阪府

入手先・移管元等 大阪府法務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有り

資料内容（資料の説明）
明治21年発行の第1号から現在に至るものまで、全てを電子データで大阪
府公文書館ホームページで公開

施設名称 兵庫県公館県政資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 兵庫県令神田孝平事務引継演説書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治9（1876）年

数量 1

作成者 神田孝平

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 公文書目録

資料内容（資料の説明） 後任に仕事を引き継ぐために作成された

作成者に関する情報 神田は博学、開明的な人物とされている

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 兵庫県漁業慣行録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治22(1889)年

数量 65

作成者 兵庫県勧業課

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 公文書目録

資料内容（資料の説明） 近代漁業の施策資料として作成された

所蔵資料の区分名称 民間資料

資料（群）名称 但馬国豊岡藩猪子家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天和2(1682)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治28(1895)年

数量 902

入手先・移管元等 県史編集室

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 民間資料目録

資料内容（資料の説明） 猪子家は家老になれる家格の家で、藩政関係資料と書状が多数ある

施設名称 奈良県立図書情報館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 奈良公園史編纂資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治5（1872）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和54（1979）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治・大正・昭和

数量 120点

作成者 奈良県庁公園課/観光課ほか

入手先・移管元等 奈良公園管理事務所

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 蔵書検索システム

資料内容（資料の説明）
昭和57（1982）年に奈良公園開設百周年を記念して奈良県が刊行した『奈
良公園史』の基礎資料

作成者に関する情報 奈良公園を管理していた課

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 大和国吉野郡下市村永田家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 1600年代後半

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和20年代

資料作成年代：中心となる年・年代 近代

数量 約4,800点（平成27年3月末現在）

入手先・移管元等 個人からの寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 蔵書検索システム

資料内容（資料の説明）
幕末期から明治初期の下市村の庄屋・戸長関係史料、吉野鉄道、吉野銀
行、鉱山、山林経営などの企業関係史料などがある。（整理作業途中。順
次蔵書検索システムに登録し、公開している。）

所蔵資料の区分名称 古書

資料（群）名称 藤田文庫

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 398点

作成者 藤田祥光

資料内容（資料の説明）
藤田祥光氏の編著および手写記録類。藤田祥光氏が、奈良の研究を志し
て写した手写記録類や文献資料。特に江戸から明治期の奈良の史料が多
く収録されている。

作成者に関する情報
藤田祥光（1877-1950）。奈良市の人。はじめ煙草商を営み、明治38年から
紙商となる。能楽や南画も学び、歌人かつ郷土史家。

施設名称 和歌山県立文書館

◆代表的な資料
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所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 紀州家中系譜並ニ親類書書上

資料作成年代：最も古い年・年代 寛政8（1796）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治4（1871）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代後期

数量 約15,000

入手先・移管元等 県立図書館から移管

資料内容（資料の説明） 旧和歌山藩士族系譜

施設名称 鳥取県立公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 鳥取県廃止による土地人民受取の島根県布達

資料作成年代：最も古い年・年代 明治9年

数量 1件

作成者 島根縣令佐藤信寛代理島根縣七等出仕星野輝賢

入手先・移管元等 県庁内

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 簿冊情報検索システム：http://bunsho.pref.tottori.lg.jp/

資料内容（資料の説明）
明治9年8月21日、全国的な府県大廃合の一環として、鳥取県は廃止さ
れ、島根県に併合された。旧鳥取県の土地人民の受取を告げる島根県布
達元第一号。

作成者に関する情報 島根県大書記官

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 鳥取県再置による土地人民受取開庁の鳥取県布達

資料作成年代：最も古い年・年代 明治14年

数量 1件

作成者 鳥取縣令山田信道

入手先・移管元等 県庁内

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 簿冊情報検索システム：http://bunsho.pref.tottori.lg.jp/

資料内容（資料の説明）
明治14年9月12日鳥取県が再置された。同年11月25日に開庁する旨を告
げる置県後最初の県布達甲第一号。

作成者に関する情報 島根県から分離され再置後の初代鳥取県知事

資料（群）名称 鳥取県廃止による土地人民受取の島根県布達

資料作成年代：最も古い年・年代 明治9年

数量 1件

作成者 島根縣令佐藤信寛代理島根縣七等出仕星野輝賢

入手先・移管元等 県庁内

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 簿冊情報検索システム：http://bunsho.pref.tottori.lg.jp/

資料内容（資料の説明）
明治9年8月21日、全国的な府県大廃合の一環として、鳥取県は廃止さ
れ、島根県に併合された。旧鳥取県の土地人民の受取を告げる島根県布
達元第一号。

作成者に関する情報 島根県大書記官

資料（群）名称 鳥取県再置による土地人民受取開庁の鳥取県布達

資料作成年代：最も古い年・年代 明治14年

数量 1件

作成者 鳥取縣令山田信道

入手先・移管元等 県庁内

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆国に関係した資料
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目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 簿冊情報検索システム：http://bunsho.pref.tottori.lg.jp/

資料内容（資料の説明）
明治14年9月12日鳥取県が再置された。同年11月25日に開庁する旨を告
げる置県後最初の県布達甲第一号。

作成者に関する情報 島根県から分離され再置後の初代鳥取県知事

施設名称 岡山県立記録資料館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 長官事務引継書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和20（1945）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和22（1947）年

数量 4冊

入手先・移管元等 平成13年本庁秘書課より収集

資料内容（資料の説明） 土木部・商工課・保安課等の事務引継

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 犬養毅書簡

資料作成年代：最も古い年・年代 明治33年

数量 28点

作成者 犬養毅

入手先・移管元等 寄贈・購入

資料内容（資料の説明） 礼状・悔状他

作成者に関する情報 第29代内閣総理大臣

所蔵資料の区分名称 複写資料

資料（群）名称 公聴広報課引継写真

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和25（1950）年

数量 約40万コマ

作成者 県公聴広報課

入手先・移管元等 県公聴広報課

資料内容（資料の説明）
県広報誌「おかやま」および「グラフおかやま」作成のために撮影された県
内の出来事・行事・事件などの写真

資料（群）名称 瀬戸大橋関係

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和32（1957）年

数量 998冊

作成者 瀬戸大橋対策室・大気保全課・監理課他

入手先・移管元等 瀬戸大橋対策室・大気保全課・監理課他

資料内容（資料の説明）
瀬戸大橋経済調査報告書、 瀬戸大橋建設関係写真集、本州四国連絡道
路地質調査（第三次）備讃瀬戸報告、本土と四国を結ぶ瀬戸大橋の早期
建設に関する意見書など。

作成者に関する情報

瀬戸大橋対策室は本庁企画部に昭和49（1974）年に設置、昭和63年4月
に瀬戸大橋が供用を開始したのち平成2年に閉室。瀬戸大橋に係る「促進
及び総合調整に関すること。」、「漁業補償に関すること」、「用地事務の調
整に関すること」、「地域振興及び開発調整に関すること」を主たる事務分
掌としていた。

施設名称 広島県立文書館

所蔵資料の区分名称 古文書

◆国に関係した資料

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料（群）名称 広島県深安郡山野村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄13（1700）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和50（1975）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 11,615点

作成者 広島県深安郡 山野村

入手先・移管元等 山野郷土資料保存会

資料内容（資料の説明）
広島県深安郡山野村（現福山市）役場に伝来した近世文書，近代・現代の
行政文書ほか。

作成者に関する情報
（山野村・矢川村）→（山野村）→（加茂町）→（福山市）と変遷し，現在に至
る

施設名称 山口県文書館

所蔵資料の区分名称 藩政文書

資料（群）名称 毛利家文庫

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸

数量 39,675

資料内容（資料の説明） 萩藩の公記録を毛利家編纂所で整備した文書群

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料（群）名称 県庁文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

数量 77,662

資料内容（資料の説明）
明治期以降、山口県庁で作成・収受された文書群。国指定重要文化財
12,597点を含む。

所蔵資料の区分名称 藩政文書

資料（群）名称 両公伝史料

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸

数量 3,139

資料内容（資料の説明） 毛利敬親・元徳の伝記編纂用に作成された写本類

資料（群）名称 田中義一文書

数量 1,603

資料内容（資料の説明）
田中義一の活動に関わって作成、授受された文書で構成される。年代的
には、日清戦争前後から昭和初期の首相就任にいたる時期のもの

作成者に関する情報

田中義一(1864〜1929)は、明治〜昭和戦前期に活躍した陸軍軍人・政治
家。元治元年萩に生まれる。大正10年陸軍大将、同14年政友会総裁。大
正7年原敬内閣、同12年第２次山本内閣で陸相を務め、昭和2年、内閣総
理大臣兼外務大臣に就任。同4年総辞職。同年9月死去。

施設名称 徳島県立文書館

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 井口家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 応永26（1419）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

数量 182点

入手先・移管元等 井口家より寄託

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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資料内容（資料の説明）
播磨国赤松家の重臣上月城主であった上月家とその関連資料。徳島県指
定文化財。

作成者に関する情報
播磨国赤松家の重臣上月城主であった上月家とその関連資料。江戸時代
以来現在まで伝播をしてきた井口家文書を含む。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 栗本家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治

数量 2,001点

入手先・移管元等 寄託文書

資料内容（資料の説明）
阿波国那賀郡和田津新田を江戸中期より新田開発を行った、新田名主栗
本家の古文書。新田開発下札・絵図などを含む。

作成者に関する情報
阿波国那賀郡富岡の商人紀伊国屋栗本家の出身。3代目茂平は和田津
新田名主と共に組頭庄屋を兼ねる。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 露口家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治

数量 1,190点

入手先・移管元等 寄託文書

資料内容（資料の説明）
阿波国那賀郡花瀬村の肝煎・林目付であった露口家文書。近世・近代の
阿波における林野行政のあり方を知ることができる。

資料（群）名称 中川家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 明治・大正期

数量 579点（マイクロフィルムにて収集）

資料内容（資料の説明）
明治・大正期の国会議員で、実業家の中川虎之助に関する文書（マイクロ
フィルムにて収集）

作成者に関する情報
徳島県板野郡上板町出身、砂糖製造業を営み、沖縄県石垣島の開発など
を手懸けた実業家で、明治・大正期の国会議員。四国架橋推進などで知ら
れる。

資料（群）名称 蜂須賀家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 江戸

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 明治

数量 1,543点

入手先・移管元等 寄託文書

資料内容（資料の説明）
元徳島藩主蜂須賀家の資料。熱海にあった別邸の関係資料。侯爵で貴族
院議長などを歴任した蜂須賀茂韶の文書を含む。

作成者に関する情報
蜂須賀茂韶は、民部官・少議官・各国大使・貴族院議員・枢密顧問官。貴
族院議長などを勤めた。子の蜂須賀正韶は貴族院議員、貴族院副議長を
勤めている。

施設名称 福岡県立公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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資料（群）名称 辞令原簿

資料作成年代：最も古い年・年代 明治4（1871）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30（1955）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期から大正期

数量 111冊

作成者 福岡県

入手先・移管元等 福岡県

資料内容（資料の説明） 官員等に辞令が交付された日付、役職、氏名等が記載されている。

資料（群）名称 （国鉄民営化に関するもの）

作成者 福岡県

入手先・移管元等 福岡県

資料内容（資料の説明） 「国鉄精算事業団（買受意向調査）」、「国鉄再建」ほか

作成者に関する情報

・国鉄事業団の福岡県内保有土地一覧表及び保有地買受意向調査等綴
・九州国鉄問題調査部会の調査結果綴、日本国有鉄道改革法案が閣議
決定し、第3次特定地方交通線の廃止が実施されることによる知事コメント
ほか

資料（群）名称 （阪神・淡路大震災に関するもの）

資料作成年代：最も古い年・年代 平成6（1994）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成7（1995）年

作成者 福岡県

入手先・移管元等 福岡県

資料内容（資料の説明） 「阪神・淡路大震災（支援状況）」ほか

作成者に関する情報 阪神・淡路大震災に係る義捐金の支援需給状況等について ほか

資料（群）名称 （戦争に関するもの）

作成者 福岡県

入手先・移管元等 福岡県

資料内容（資料の説明） 「靖国神社合祀者名簿」ほか

施設名称 大分県公文書館

所蔵資料の区分名称 明治・大正期公文書

資料（群）名称 特になし

資料作成年代：最も古い年・年代 明治期

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正期

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 1,140冊（簿冊数）

作成者 主に大分県

入手先・移管元等 旧県立図書館等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） 行政文書

施設名称 沖縄県公文書館

所蔵資料の区分名称 琉球政府文書

資料（群）名称 土地所有申請書

資料作成年代：最も古い年・年代 1946年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1951年

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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数量 5,337冊

作成者 市町村

入手先・移管元等 沖縄県教育委員会

資料内容（資料の説明）

沖縄戦によって従来の権利関係を記載していた公図・公簿がほとんど焼失
してしまったため、米国海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料蒐
集に関する件」(1946年)にもとづき、土地所有権の認定調査を実施した。こ
の時に作成された文書。

作成者に関する情報
市町村は、字土地所有権委員と市町村委員を任命し、土地所有者からの
申請書を受理・審査させた。

所蔵資料の区分名称 琉球政府文書

資料（群）名称 軍雇用員カード

資料作成年代：最も古い年・年代 1946年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1966年

資料作成年代：中心となる年・年代 1960年代

数量 20万枚

作成者 在沖米軍

入手先・移管元等 沖縄県教育委員会

資料内容（資料の説明）
1946年以降、米国海軍政府、米国陸軍政府、琉球列島米国民政府が在沖
米軍施設に働く沖縄住民の労務管理のために作成した個人別の労務記
録カード。

作成者に関する情報 在沖米軍から琉球政府労働局雇用手続事務所に移管された。

所蔵資料の区分名称 沖縄県文書

資料（群）名称 琉球政府関係写真資料

資料作成年代：最も古い年・年代 1950年

資料作成年代：最も新しい年・年代 1972年

資料作成年代：中心となる年・年代 1960年代

数量 約5万枚

作成者 琉球政府

入手先・移管元等 沖縄県総務部広報課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 「写真が語る沖縄」（画像検索DB）

資料内容（資料の説明） 琉球政府が撮影した広報広聴用の写真。

作成者に関する情報 琉球政府時代からのストックを県広報課が公文書館に引渡したもの。

施設名称 宮崎県総務部総務課（宮崎県文書センター）

資料（群）名称 官報

資料作成年代：最も古い年・年代 明治16（1883）年

数量 2,635冊

作成者に関する情報 宮崎県設置以降のすべての官報を保存しています。

資料（群）名称 地方長官会議

資料作成年代：最も古い年・年代 明治32（1906）年

数量 42冊

◆国に関係した資料
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【資料4-3】代表的な資料・国に関係した資料：政令市

施設名称 札幌市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 開拓使・札幌区時代の公文書群

資料作成年代：最も古い年・年代 明治7（1874）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治・大正時代

数量 275件

資料内容（資料の説明） 札幌区会綴等の明治・大正期の札幌に関する公文書

施設名称 川崎市公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的公文書

資料（群）名称 川崎市役所の位置を定める件を許可する文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正13（1924）年

作成者 神奈川県

資料内容（資料の説明）
大正13年7月1日に、神奈川県知事が川崎市役所を設置することを許可し
た文書です。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 旧支所・出張所（登戸村関係）旧蔵文書（近世・近代）

資料作成年代：最も古い年・年代 寛文5（1665）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治5（1872）年

数量 1,028点

作成者 旧登戸村

入手先・移管元等 旧稲田町

資料内容（資料の説明）
明治時代に行政機構の末端である神奈川県橘樹郡登戸村の戸長役場で
作成、蓄積された近世・近代行政文書です。

作成者に関する情報
登戸村は江戸時代に成立し、明治の大区小区制、郡区町村編制を経て、
明治22（1889）年に町村制施行時に近隣村と合併し稲田村に。昭和7
（1932）年に稲田町となった後、昭和13（1938）年に川崎市に編入しました。

資料（群）名称 ローム斜面崩壊実験事故関係書類等

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和46（1971）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和49（1974）年

数量 11冊

作成者 川崎市、ローム斜面崩壊実験事故調査委員会等

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 川崎市歴史的公文書Ｂ197～Ｂ207

資料内容（資料の説明）
昭和46（1971）年11月11日に、川崎市生田緑地で実施した国のローム斜
面崩壊実験で発生した事故に関する文書群です。

作成者に関する情報
ローム斜面崩壊実験事故調査委員会は、事故原因究明のため総理府に
設けられた学識経験者による委員会。事故直後に設置され、昭和49年6月
に調査報告を公表しました。

資料（群）名称 第二京浜国道関係書綴

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和10（1935）年

数量 1冊

作成者 新京浜国道期成会、川崎市

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 川崎市歴史的公文書Ａ197

資料内容（資料の説明） 「新京浜国道期成会」創立総会議事録、陳情書、土地収用関係書類

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆国に関係した資料
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作成者に関する情報
「新京浜国道期成会」は、東京商工会議所、横浜商工会議所、川崎商工協
会、東京府、神奈川県、東京市、横浜市、川崎市を中心に、現在の第二京
浜国道の建設のために結成された団体です。

施設名称 名古屋市市政資料館

資料（群）名称 名古屋オリンピック関係文書

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和52(1977)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和60(1985)年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和56(1981)年

数量 115

入手先・移管元等 総務局

資料内容（資料の説明） 「IOC・NOC・IF調査団の来名記録」など

作成者に関する情報
名古屋市での開催を目指していた1988年夏季オリンピック誘致に関する書
類などを綴った文書。

施設名称 大阪市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 米騒動を契機として進められた社会事業関連文書を編綴する簿冊

資料作成年代：最も古い年・年代 大正4年

資料作成年代：中心となる年・年代 大正～昭和初期

数量 10件程度

作成者 大阪市財政局ほか

入手先・移管元等 大阪市財政局ほか

資料内容（資料の説明） 大阪市事務報告書、生業資金例規綴、米価暴騰関係書類

所蔵資料の区分名称 行政刊行物

資料（群）名称 大阪市公報

資料作成年代：最も古い年・年代 明治41年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成27年

数量 75（マイクロフィルム含む）件

作成者 大阪市総務局

入手先・移管元等 大阪市総務局

資料内容（資料の説明） 大阪市公報

施設名称 神戸市文書館

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 井上善右衛門家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 宝暦10（1761）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和9（1934）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 996件

入手先・移管元等 個人から寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 目録有（来館者は閲覧可）

資料内容（資料の説明）
江戸時代屋号を日向屋と称し、兵庫西出町で絞油業・廻船問屋を営んで
いた豪商の家に伝存した文書群。絞油業関係・廻船問屋関係の文書、町
方関係文書、書翰、旅行記等がある。

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 岡方文書

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長7年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和15年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 2,711件

入手先・移管元等 地域団体から寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 冊子目録、解題・翻刻有（原本複写不可）

資料内容（資料の説明）
江戸時代、兵庫津の自治を担った三方のうち「岡方」に伝存した文書、記
録、絵図等の文書群。江戸時代から明治にかけての兵庫津・兵庫地域の
港湾運営や土地課税・町方の実情が解明できる。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 鹿島秀麿〔かしま　ひでまろ〕文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治3（1870）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和35（1960）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治時代

数量 3,748件

入手先・移管元等 個人から寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 目録有（来館者は閲覧可）

資料内容（資料の説明）

明治から大正期の政治家・実業家である鹿島秀麿に関する文書群。鹿島
秀麿は慶応義塾出身で、兵庫県会議員、神戸市選出の衆議院議員を勤
めた（改進党系）。また、数多くの会社の設立にも関わり、神戸市の近代化
に大きく貢献した。書状・書簡、政党関係・選挙関係資料、写真等の文書
がある。

施設名称 広島市公文書館

所蔵資料の区分名称 役場文書

資料（群）名称 戸坂村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治8年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治

数量 3,976冊

作成者 戸坂村役場

入手先・移管元等 戸坂村役場

資料内容（資料の説明）
合併時に戸坂村役場より移管された資料。明治初期の文書から継続的に
保管されており、移民の海外渡航、伝染病、戦中・戦後の郡役所等からの
通知等、当時の市民生活を知る上で重要な資料が含まれている。

作成者に関する情報 昭和30年4月10日広島市に合併。

所蔵資料の区分名称 その他歴史資料（寄贈資料）

資料（群）名称 藤本千万太寄贈資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和24年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和20年代

数量 111件

入手先・移管元等 藤本千万太氏

資料内容（資料の説明） 広島の復興計画、平和記念公園のコンペティション等の関係資料

作成者に関する情報
（寄贈者に関する情報）広島市の元職員、「広島平和記念都市建設法」の
成立や広島の平和記念公園の整備等に担当者としてかかわる。

◆代表的な資料
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所蔵資料の区分名称 その他歴史資料（寄贈資料）

資料（群）名称 寺光忠資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治27年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和62年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和24年

数量 43件

入手先・移管元等 寺光忠氏

資料内容（資料の説明）
「広島平和記念都市建設法」の第1次案から第5次案までの原稿、広島平
和記念都市法成立に関する資料など

作成者に関する情報
広島出身の法律家。「広島平和記念都市建設法」成立当時、参議院の議
事部長として文案の作成に関わる。

施設名称 北九州市立文書館

所蔵資料の区分名称 歴史的文書

資料（群）名称 大隈重信の書簡

資料作成年代：最も古い年・年代 明治30（1897）年

入手先・移管元等 八幡東区役所

資料内容（資料の説明） 大隈重信伯からの感謝状

施設名称 福岡市総合図書館

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 伊丹資料

資料作成年代：最も古い年・年代 慶長6（1601）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正2（1917）年

資料作成年代：中心となる年・年代 主に江戸時代

数量 1,191点

作成者 伊丹家

入手先・移管元等 個人より寄贈

資料内容（資料の説明） 福岡藩士伊丹家に伝来した資料群

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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【資料4-4】代表的な資料・国に関係した資料：市区町

施設名称 常陸大宮市文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 旧緒川村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治3（1870）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和40（1965）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 4,125件

入手先・移管元等 旧緒川村→茨城県立歴史館（寄託）→常陸大宮市教育委員会（返還）

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 常陸大宮市旧町村役場文書目録（館内閲覧のみ）

資料内容（資料の説明）
旧緒川村のうち、昭和30年合併以前の八里村分の役場文書。偏差はある
が村政全般についての文書が残る。

作成者に関する情報
旧八里村役場（昭和30年に旧小瀬村と合併して緒川村）の公文書。昭和
30年に小瀬村と合併して緒川村となったあとの旧八里分の文書を含む

所蔵資料の区分名称 地域史料

資料（群）名称 小舟区有文書

資料作成年代：最も古い年・年代 寛永18（1641）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和32（1957）年

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代

数量 1,732件

入手先・移管元等 常陸大宮市小舟区

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 常陸大宮市地域史料目録（館内閲覧のみ）

資料内容（資料の説明）
小舟区に伝来する近世初期以来の区有文書。近世の小舟村の村政史料
から近代の行政区になるまでの史料群。代々の区長が文書箪笥ごと引き
継いできたもの（2014年寄贈）。

作成者に関する情報 近世の小舟村→近代の小舟区

資料（群）名称 香川敬三関係史料（地域史料）

資料作成年代：中心となる年・年代 明治30年代

数量 13通

作成者 香川敬三、香川志保子（敬三娘）

入手先・移管元等 購入

資料内容（資料の説明）
香川敬三、香川志保子（敬三娘）書簡。うち9通は香川敬三から中川通純
（元水戸藩士、内務省・宮内省等勤務）に宛てたもので、徳川昭武一行の
上洛案内を依頼する内容等。

作成者に関する情報

香川敬三（1841-1915）は常陸大宮市下伊勢畑出身。藤田東湖に師事。討
幕派として岩倉具視の下で活動。宮内省において皇后宮大夫を務める。
従一位、伯爵を与えられる。若くして生家・養家（ともに常陸大宮市内）を中
川通純とは藤田東湖門下以来の旧知。

施設名称 板橋区公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 東京都板橋区乳用牝牛貸付規程（制定・廃止）

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和29（1954）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和37（1962）年

数量 2原議（計14ページ）

作成者 板橋区

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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入手先・移管元等 総務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙。区ホームページ（電子展示室）で紹介。

資料内容（資料の説明）
区内酪農業の発展を図るため、乳用牝牛の貸付を行うことで、乳牛の増産
及び牛乳の生産量拡大を図る制度の創設等の経過を記したもの。戦後の
復興期における経済政策のあり方を示す貴重な資料。

所蔵資料の区分名称 図書等

資料（群）名称 櫻井徳太郎文庫

資料作成年代：最も古い年・年代 明治25(1892）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成12(2000）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和・平成

数量 37,877

入手先・移管元等 櫻井徳太郎氏

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 エクセルとPDF、紙。区ホームページ、電子展示室で紹介。

資料内容（資料の説明）

民俗学者で板橋区史編さんの責任者であった櫻井徳太郎氏から寄贈され
た歴史・民俗等の文献・雑誌を閲覧に供している。氏が70年余にわたり集
めた資料群は、民俗学者としての足跡を示すもので全国からの見学者も
多い。

施設名称 藤沢市文書館

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料（群）名称 芥川龍之介自筆資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治35(1902)年頃

数量 565件

作成者 芥川龍之介

入手先・移管元等 親族より寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 芥川龍之介自筆資料目録

資料内容（資料の説明） 文書館所蔵の芥川龍之介の自筆資料をまとめたもの

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料（群）名称 藤沢市文書館寄託　岩本院文書

資料作成年代：最も古い年・年代 享徳4(1455)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和40(1965)年

数量 1,155件

入手先・移管元等 所蔵者より寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 藤沢市史資料所在目録稿

資料内容（資料の説明）
相模国江島惣別当岩本院および後身の岩本楼旅館で作成・収受・保存さ
れてきた中世から現代までの資料

所蔵資料の区分名称 古書・古文書

資料（群）名称 藤沢市文書館寄託　　ID23文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元和4(1618)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和15(1940)年

数量 約12,500件

入手先・移管元等 所蔵者より寄託

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 藤沢市史資料所在目録稿

資料内容（資料の説明） 相模国高座郡羽鳥村名主家文書

資料（群）名称 片山哲名誉市民選定関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和44(1969)年

数量 2件

◆代表的な資料

◆国に関係した資料
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作成者 秘書課

入手先・移管元等 現用公文書

資料内容（資料の説明） 藤沢市に在住した元内閣総理大臣片山哲の履歴など

施設名称 寒川文書館

所蔵資料の区分名称 写真版古文書

資料（群）名称 寒川神社文書

資料作成年代：最も古い年・年代 天正19（1591）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和37（1962）年

数量 1,714点

入手先・移管元等 寒川神社

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 資料所在目録第3集

資料内容（資料の説明） 寒川神社所蔵の古文書、刊本、祝詞

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 大蔵自治会文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治32（1899）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和49（1974）年

数量 861点

入手先・移管元等 大蔵自治会

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 資料所在目録第7集

資料内容（資料の説明）
自治会で保存してきた記録が文書館に寄託。特に戦中・戦後の役場から
の通達文書が多く残り、銃後の暮らしを知る貴重な史料。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 入沢章家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 寛文6（1666）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和30（1995）年

数量 6,099点

入手先・移管元等 入沢章氏

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 資料所在目録第4集

資料内容（資料の説明）
一之宮村の名主文書、江戸の薬種問屋の経営記録、一之宮寄場組合関
係文書など。

施設名称 上越市公文書センター

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 高田町年寄森家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 宝永元(1624)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正4(1915)年

数量 1,204点

入手先・移管元等 平成19（2007）年に所蔵者から上越市史編さん室に寄贈

資料内容（資料の説明）
高田開府以来、終始町年寄を勤め、明治維新後は高田藩市長（以前の町
年寄を改称）─高田県第２大区戸長─柏崎県第40区戸長─新潟県第8大
区小4区戸長などを歴任した森家に伝来した史料群。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 上杉景勝書状

数量 1点

作成者 上杉景勝

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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入手先・移管元等 平成23 (2011)年に財団法人宇野茶道美術館から寄贈

資料内容（資料の説明）
天正7（1579）年の3月19日付で、上杉景勝が直臣である上田衆の浅間修
理亮へあて、景勝と景虎が跡目を争った「御館の乱」末期のようすを記した
書状。

施設名称 富山市公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 富山市会議事録・議案綴

資料作成年代：最も古い年・年代 明治22年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和55年

数量 400

作成者 富山市

入手先・移管元等 富山市財政課から移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 有

資料内容（資料の説明） 議案及び決議

施設名称 長野市公文書館

所蔵資料の区分名称 複製資料

資料（群）名称 松代真田家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 承応

資料作成年代：最も新しい年・年代 明治

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代～明治時代

数量 3,350点

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 更科家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 元禄

資料作成年代：最も新しい年・年代 大正

資料作成年代：中心となる年・年代 江戸時代～明治時代

数量 約3,000点

所蔵資料の区分名称 旧役場文書

資料（群）名称 寺尾村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和

資料作成年代：中心となる年・年代 明治～昭和

数量 約2,000点

施設名称 小布施町文書館

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 平松家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 近世

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 2,907

入手先・移管元等 個人から寄託

資料内容（資料の説明） 整理中につき未公開

所蔵資料の区分名称 公文書

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料（群）名称 広報写真

資料作成年代：最も古い年・年代 明治

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 372

入手先・移管元等 町の実施機関から移管

資料内容（資料の説明） 広報用に撮影された写真等

施設名称 磐田市歴史文書館

資料（群）名称 兵事資料

資料作成年代：最も古い年・年代 大正2（1913）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和18（1943）年

資料作成年代：中心となる年・年代 大正・昭和時代

数量 31

作成者 敷地村役場

入手先・移管元等 市町村からの移管

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 －

資料内容（資料の説明） 敷地村の徴兵に関する書類（兵事書類、徴兵書類）

作成者に関する情報

終戦直後、陸軍などの命令で、県から市町村に対し、戦争関連資料を焼
却するように指示され、全国では多くの関係書類が焼却されたが、敷地村
では焼却されずに保存されていた。なお、敷地村は昭和30年の合併で豊
岡村になり、平成17年の合併では磐田市になった。

施設名称 尼崎市立地域研究史料館

所蔵資料の区分名称 近世文書

資料（群）名称 橋本治左衛門氏文書(1)

資料作成年代：最も古い年・年代 寛文元年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和26年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治期

数量 5,275点

作成者 橋本治左衛門家

入手先・移管元等 橋本治左衛門氏、橋本泰治氏

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明） 尼崎藩領、村関係、新田株仲間。

作成者に関する情報 橋本治左衛門家は尼崎領道意新田の庄屋家であった。

所蔵資料の区分名称 近現代文書

資料（群）名称 尼崎大気汚染公害訴訟関係資料

資料作成年代：最も古い年・年代 平成10年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成12年

数量 44点

作成者 尼崎大気汚染公害訴訟原告団

入手先・移管元等 尼崎大気汚染公害訴訟原告団

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 あり

資料内容（資料の説明）
平成12.1.31に神戸地裁で判決が言い渡された、尼崎大気汚染公害訴訟に
関する資料。判決集、原告最終準備書面等計31冊。被告側（国・阪神高速
道路公団）の採集準備書面等13点。

◆国に関係した資料

◆代表的な資料
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作成者に関する情報
平成12年1月31日に神戸地裁で判決が言い渡された尼崎大気汚染公害訴
訟に関する本文書群を、平成13・14年の2回に分けて原告団が史料館へ
寄贈。

施設名称 高松市公文書館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料（群）名称 議会文書

資料作成年代：最も古い年・年代 大正2（1913）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和57（1982）年

数量 280冊

入手先・移管元等 高松市議会から移管

資料内容（資料の説明） 会議録、議案等

施設名称 三豊市文書館

所蔵資料の区分名称 歴史公文書

資料（群）名称 議会議事録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治23(1890)年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和59(1894)年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 450冊

作成者 旧7町（高瀬・山本・三野・豊中・詫間・仁尾・財田）及び旧村

入手先・移管元等 三豊市 総務課

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 三豊市公文書目録(旧町議会議事録)

資料内容（資料の説明） 旧村および旧町の議会議事録。

所蔵資料の区分名称 行政資料

資料（群）名称 御車のあと　― 讃岐写真帳帖―

資料作成年代：最も古い年・年代 昭和4(1929)年

数量 1冊

作成者 香川県下小学校教員児童

入手先・移管元等 三豊市立箱浦小学校より閉校時に移管

資料内容（資料の説明）
昭和天皇即位大嘗祭にあわせて作られた、三豊市域をはじめとする香川
県内の昭和天皇ゆかりの地の写真集。

施設名称 西予市城川文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 旧魚成村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治初期

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和29（1954）年

資料作成年代：中心となる年・年代 明治30年代～昭和29（1954）年

数量 約5,500件

作成者 魚成村役場

入手先・移管元等 魚成村役場土蔵（倉庫）

資料内容（資料の説明） 明治23年～昭和29年に存在した魚成村（愛媛県東宇和郡）の公文書。

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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施設名称 福岡県市町村公文書館

所蔵資料の区分名称 公文書

資料（群）名称 市（町・村）会議事録

資料作成年代：最も古い年・年代 明治20（1887）年

数量 約550冊

作成者 福岡県内の市町村（政令市除く）

入手先・移管元等 福岡県内の市町村（政令市除く）

資料内容（資料の説明） 市（町・村）議会議事録等が綴られている事蹟。

資料（群）名称 （戦争に関するもの）

作成者 福岡県内の市町村（政令市除く）

入手先・移管元等 福岡県内の市町村（政令市除く）

資料内容（資料の説明） 「空爆犠牲者台帳」「徴兵名簿」「海外引揚者台帳」ほか

施設名称 太宰府市公文書館

所蔵資料の区分名称 行政文書

資料（群）名称 水城村役場文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治35（1902）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和21（1946）年

資料作成年代：中心となる年・年代 大正

数量 21件

作成者 水城村

入手先・移管元等 本庁より移管

資料内容（資料の説明） 昭和30年の町村合併以前の水城村役場文書。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 中川家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 万治2（1659）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和49（1974）年

資料作成年代：中心となる年・年代 幕末～明治

数量 702件

入手先・移管元等 個人より寄贈

資料内容（資料の説明） 太宰府の在村医の家に伝わる資料群。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 高原（日）家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 明治40年代

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和10年代

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 128件

入手先・移管元等 個人より寄贈

資料内容（資料の説明） 日蓮宗僧侶高鍋日統に関する資料群。

施設名称 天草市立天草アーカイブズ

所蔵資料の区分名称 地域史料

資料（群）名称 中西本家文書

資料作成年代：最も古い年・年代 万治2年（1659年）

◆国に関係した資料

◆代表的な資料

◆代表的な資料

◆代表的な資料
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資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和40年代

資料作成年代：中心となる年・年代 近世、近代

数量 13,700件

作成者 中西本家

入手先・移管元等 個人からの寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 目録調査報告書の刊行有り

資料内容（資料の説明） 近世、近代の政治・家経営・諸活動に関する資料

作成者に関する情報 近世、近代にかけて天草の政治、経済に大きく関わった家。

所蔵資料の区分名称 地域史料

資料（群）名称 天草自治会館資料

資料作成年代：最も古い年・年代 大正末

資料作成年代：最も新しい年・年代 昭和62年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和（戦後）

数量 約7,000件

作成者 天草郡町村会、天草架橋期成会、天草国立公園期成会　等団体

入手先・移管元等 団体から寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 館内閲覧用目録有り

資料内容（資料の説明） 天草の行政関連文書

資料（群）名称 瀬戸山三男資料

資料作成年代：最も古い年・年代 明治43（1910）年

資料作成年代：最も新しい年・年代 平成9（1997）年

資料作成年代：中心となる年・年代 昭和

数量 452点

入手先・移管元等 旧自治体より寄贈

目録、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等 館内閲覧用目録有り

資料内容（資料の説明） 瀬戸山三男自著、蔵書（政治関係、洋書）

作成者に関する情報
瀬戸山三男（1904年～1997年）は、天草出身、結婚して宮崎県都城市へ。
第25代建設大臣、第36代法務大臣、第103代文部大臣を務める。

施設名称 戸田市アーカイブズ・センター

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 武内家文書

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 445

資料内容（資料の説明）
武内家は、江戸時代に旧下戸田村の「年寄役」や「名主役」を務めた家。
「諸大名様御通行留帳」「戸田渡船場微細書上帳」「御割附写」等。

所蔵資料の区分名称 古文書

資料（群）名称 秋元家文書

資料作成年代：中心となる年・年代 近世

数量 2,092

入手先・移管元等 寄贈

資料内容（資料の説明）
秋元家は、旧美女木村の江戸時代後期の名主、明治期の戸長。天保年間
に旧美女木村を揺るがした村方騒動の顛末、明治時代に近隣の村々の名
主たちが集まり設立した「蕨宿物産会社」関係文書等。

◆代表的な資料

◆国に関係した資料

8 / 8 ページ


	【資料1】調査機関一覧.pdf
	【資料2-1】基本情報：国立公文書館等
	【資料2-2】基本情報：都道府県
	【資料2-3】基本情報：政令市
	【資料2-4】基本情報：市区町
	【資料3-1】資料概要：国立公文書館等
	【資料3-2】資料概要：都道府県
	【資料3-3】資料概要：政令市
	【資料3-4】資料概要：市区町
	【資料4-1】代表的な資料・国に関係した資料：国立公文書館等
	【資料4-2】代表的な資料・国に関係した資料：都道府県
	【資料4-3】代表的な資料・国に関係した資料：政令市
	【資料4-4】代表的な資料・国に関係した資料：市区町

