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資料１：内閣制度発足以降の歴代内閣に関する歴史資料等の所在状況調査 

 

【凡例】 

 

・「第１部 アーカイブ所蔵機関を対象とした調査」＞「１内閣制度発足以降の歴代内閣に

関する歴史資料等の所在状況の調査」＞「１．４調査の結果」の資料編である。 

・調査に当たっては、『平成 28 年度 歴史公文書等の所在把握及び所在情報の一体的提供

を目的とした調査・検討《資料編》』（以下、『平成 28年度 報告書』という。）及び『平

成 29年度 歴史公文書等の所在把握及び所在情報の一体的提供を目的とした調査・検討

《資料編》』（以下、『平成 29年度 報告書』という。）の調査結果をふまえつつ、ウェブ

調査、電話による聞き取り調査等により記述内容の最新化を図った。調査において参考と

した主な文献等については、各表下に記した。 

・各記述項目については、以下のように記載した。 

・タイトル（ISAD(G) 3.1.2）は、対象とする資料群名または資料名を記載した。資料群

に含まれる個別の資料名については、主なものを「資料内容（ISAD(G) 3.3.1）」に記載

した。 

・作成年月日（ISAD(G) 3.1.3）は、対象とする資料群名または資料名の年代を記した。 

・数量・サイズ（ISAD(G) 3.1.5）は、対象とする資料群名または資料名の点数を記した。 

・入手先（ISAD(G) 3.2.5）は、対象とする資料群名または資料名の来歴等を記した。 

・資料内容（ISAD(G) 3.3.1）は、対象とする資料群名または資料名の概要を記した。タ

イトル（ISAD(G) 3.1.2）において資料群名を記載した場合は、主な資料名を記した。

また、必要に応じて、請求番号等を記載している。 

・検索手段（ISAD(G) 3.4.6）は、目録等の有無を記し、ウェブ等で検索できる場合はそ

の旨を記した。 

・調査結果は、歴代内閣順、国務大臣を務めた人物ごとに記した。複数の内閣で国務大臣を

担当した者に関しては、初出の内閣の項のみに記し、重複を避けた。
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１．伊藤博文内閣（初代・第５代・第７代・第 10代） 

（１）宮城県図書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 伊藤博文告辭 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 昭和 34年（1959） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) １冊 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) ― 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 底本：明治 12年仙臺商工會議所藏自筆本 写真版 

（請求番号：KM601.1/イ 1） 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』113～114頁 

・宮城県図書館 叡智の杜 Web 宮城県図書館古典籍類所蔵資料 

https://www.library.pref.miyagi.jp/eichi/eichi-cataloglib.html 

・伊藤博文告辭 https://eichi.library.pref.miyagi.jp/da/detail?data_id=040-59107-0 

 

（２）鳥取県立図書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 伊藤博文より作間一介宛書状 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 14年（1881） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) １点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 寄贈 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 伊藤博文より作間一介宛書状 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) ― 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』261～262頁 

・鳥取県立図書館 http://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja 

・展示資料一覧 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/928936/siryou.pdf 

 

２．山縣有朋内閣（第３代、第９代） 

２．１ 陸奥宗光（第 1 次山縣有朋内閣の農商務大臣、第１次松方正義内閣の農商務大臣、

第２次伊藤博文内閣の外務大臣） 

（１）和歌山県立図書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 陸奥宗光関係資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 慶応頃 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) ３点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) － 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 陸奥宗光自筆書簡（商方之愚案）など 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) ― 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』250～251頁 

・和歌山県立図書館 https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja 
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・ホーム> 和歌山県立図書館（本館）> 探す・調べる> 貴重書 

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/honkan/sagasu/post.html 

 

３．松方正義内閣（第４代、第６代） 

３．１ 蜂須賀茂韶（第２次松方正義内閣の文部大臣） 

（１）徳島県立文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 蜂須賀家文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 江戸から昭和 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 1,543点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 寄託文書 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 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。蜂須賀茂韶（貴族院列席ノ伝宣書）（古文書番

号：ﾊﾁｽ 00183000)、蜂須賀茂韶（勲章授与ニツキ参内通

知）（古文書番号：ﾊﾁｽ 00192000）など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』277頁 

・徳島県立文書館 文書館の資料を探す https://archiv.tokushima-ec.ed.jp/srch/srch_arch.php 

 

４．大隈重信内閣（第８代） 

（１）北九州市立文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 大隈重信感謝状 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 30年（1897） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) １点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 八幡東区役所 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 大隈重信伯からの感謝状。官営八幡製鐵所（明治 34 年

創業）の誘致にあたり、用地の買い上げ等に尽力した八

幡村長芳賀種義氏に当時の農商務省大臣大隈重信から

贈られた感謝状。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) ― 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』350頁 

・北九州市立文書館について https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/file_7281.html 

 

５．桂太郎内閣（第 11代、第 13代、第 15 代） 

５．１ 後藤新平（第２次・第３次桂太郎内閣の逓信大臣、寺内正毅内閣の内務大臣・外務
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大臣、第２次山本權兵衞内閣の内務大臣） 

（１）名古屋大学附属図書館医学部分館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 後藤新平に関連する資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 13年（1880）～昭和 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 20件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) ― 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 後藤新平肖像写真、ローレツ・後藤新平肖像写真、[愛

知醫學校]醫學卒業候事など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』828頁 

・名古屋大学蔵書検索 https://nagoya-opac.nul.nagoya-u.ac.jp/?page_id=13 

・近代医学黎明デジタルアーカイブ https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/index.html 

 

６．西園寺公望内閣（第 12代、第 14代） 

（１）国立公文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 西園寺公望関係文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治～昭和 15年（1940） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 13件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 昭和 48 年（1973）12 月に御遺族より３点寄贈（寄贈

00019～00021）、10 点寄託（寄贈 02112～02121）。平成

23年（2011）４月に全てを寄贈に変更。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 自筆の演説草稿の他、勲章、勅語、誄（しのびごと）等。

西園寺公望演説草稿（請求番号：寄贈 00019100～

00021100）、勲一等瑞宝章（請求番号：寄贈 02112100）

など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（紙・インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』32頁 

・国立公文書館デジタルアーカイブ

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F2011092110232141068 

 

（２）京都府立京都学・歴彩館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 京都府立京都学・歴彩館（西園寺公望関係資料） 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治６年（1873）～昭和 15年（1940） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 24件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) － 
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資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 「貫属華士族以下秦任以上奉職者履歴書（簿冊番号：

明 06-0025）」「西園寺公望の国葬に関する資料（簿冊

番号：昭 15-0008、昭 15-0079）」ほか 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』348頁 

・京都府立京都学・歴彩館 京の記憶 アーカイブ http://www.archives.kyoto.jp/ 

 

６．１ 林董（第 1次西園寺公望内閣の外務大臣、第 2次西園寺公望内閣の逓信大臣） 

（１）外務省外交史料館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 林董関係文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） － 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 421点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 平成 10年（1998）に御遺族より寄贈 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 公文書，書簡，草稿類，漢詩・漢文，雑。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』42頁 

・外務省外交史料館所蔵史料検索システム https://www.da.mofa.go.jp/DAS/meta/default 

・熊本史雄「外交史料館所蔵『林董関係文書』について」『外交史料館報』第 15号、2001 年 

 

７．山本權兵衞内閣（第 16代、第 22代） 

７．１ 井上準之助（第２次山本權兵衞内閣の大蔵大臣、浜口雄幸内閣の大蔵大臣、第２次

若槻禮次郎内閣の大蔵大臣） 

（１）日本銀行金融研究所アーカイブズ 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 井上準之助関係資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） － 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 106ファイル 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 寄贈 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 「普通銀行制度ニ関スル調査」ノ特別委員会報告（検索

番号：77742）、御前講演（検索番号：77736）など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』92～93頁 

・日本銀行金融研究所アーカイブ 目録（寄贈資料）77～90頁 

https://www.imes.boj.or.jp/archives/mokuroku/201903_kizoushiryou.pdf 
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８．原敬内閣（第 19代） 

（１）岩手県立図書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 原敬文書、原敬首相より北田親氏盛岡市長宛書簡 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 14年（1881）～大正 14年（1925） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 原敬文庫：797 冊（図書のみ。雑誌は個別にデータ登録

しておらず正確な数は不明）。 

原敬首相より北田親氏盛岡市長宛書簡：１通 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 原敬御遺族より寄贈 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 原敬文庫：ジャーナリズム関係はじめ、哲学、宗教、法

学、アジア諸国地誌などの各種図書および雑誌。 

原敬首相より北田親氏盛岡市長宛書簡（請求記号：

K/289.1/ﾊﾗ/）：大正 9 年 11 月付け、盛岡市長・北田親

氏（ちかうじ）宛て。岩手県立図書館設立にあたっての

寄付を申し出る旨。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』107頁 

・岩手県立図書館 http://www.library.pref.iwate.jp/index.html 

・岩手県立図書館編『岩手県立図書館原敬文庫目録』岩手県立図書館、2006年 

・原敬首相より北田親氏盛岡市長宛書簡 [請求記号：K/289.1/ﾊﾗ/] 

http://www.library.pref.iwate.jp/dli/viewer/k289_1-hara/index.html 

 

９．田中義一内閣（第 26代） 

（１）山口県文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 田中義一文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治～昭和 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 1,603件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 田中の死後、田中義一伝編纂会が組織されたが、戦争に

より事業中止となり、田中家伝来の文書および収集史料

類は田中家で保管。戦後、田中義一伝記刊行会が再組織

され、写真集・伝記を出版。事業終了後、文書・収集史

料が一括して文書館に寄託。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 田中義一の活動に関わって作成、接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。「帝国国防方針案（田中私案

草稿）（請求番号:田中義一８）など 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 



資料 1 - 6 

・『平成 28年度 報告書』269頁。 

・山口県文書館 田中義一文書 

http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/msearch/cls_search.php?op=search&id=2132 

 

10．近衛文麿内閣（第 34代、第 38代、第 39代） 

10.１ 中島知久平（第１次近衛文麿内閣の鉄道大臣、東久邇宮稔彦王内閣の軍需大臣、商

工大臣） 

（１）群馬県立図書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 「中島文庫」（中島知久平コレクション） 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） ― 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 14,192点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 昭和 30年（1955）に遺族から群馬県議会に寄贈があり、

議会図書館室で保存されていたものを、昭和 60 年に当

館に移管。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 中島知久平氏が、昭和６年（1931）に組織した「国政研

究会」で調査・研究のために収集した政治・経済及び航

空機関系の資料。「基本訓練教程（請求記号：/N-

03983//）」「三つの統制経済（請求記号：/N-07110//）」

など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（紙） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』139頁 

・『中島文庫図書目録 和書』群馬県立図書館（自館複製）、1989年 

・『中島文庫図書目録 洋書』群馬県立図書館（自館複製）、1989年 

・『中島文庫図書目録 追加』群馬県立図書館（自館複製）、1989年 

・群馬県立図書館 デジタルライブラリー 「中島文庫と国策研究会」 

https://www1.library.pref.gunma.jp/winj/opac/theme-list.do?key=0000000233&lang=ja 

 

11．小磯國昭内閣（第 41代） 

11.１ 津島壽一（小磯國昭内閣の大蔵大臣、東久邇宮稔彦王内閣の大蔵大臣） 

（１）香川県立図書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 津島洋書文庫 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 15年（1882）～昭和 42年（1967） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 509冊 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 津島寿一氏所蔵の洋書を昭和 51 年（1976）に綾子夫人

より寄贈。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 津島寿一氏が昭和 2年（1927）から９年（1934）にかけ

て、英仏駐在財務官として活躍していた当時、現地で購

入したものが多く含まれる。中心は政治・経済の分野に
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わたる図書であるが、趣味に関するものや読み物なども

多く含まれる。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』290～291頁 

・香川県立図書館 Tsushima Collection of foreign books NO.1～432 

https://www.library.pref.kagawa.lg.jp/ 

 

12．東久邇宮内閣（第 43代） 

（１）京都府立京都学・歴彩館（東久邇宮稔彦王関係資料） 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 東久邇宮稔彦王関係資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 昭和 12年（1937）～昭和 22年（1947） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 41件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) － 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 東久邇稔彦王（第 43 代内閣総理大臣）関係。貴顕来往

簿。「東久邇稔彦王殿下御旅行の件（簿冊番号：昭 15-

0064）」「東久邇稔彦王殿下・井野農相（簿冊番号：昭 18-

0023）」など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』349頁 

・京都府立京都学・歴彩館 京の記憶 アーカイブ http://www.archives.kyoto.jp/ 

 

13．吉田茂（第 45 代、第 48～51代） 

（１）外務省外交史料館（吉田茂元総理関係史料） 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 吉田茂元総理関係史料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） － 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 約 320点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 昭和 63 年（1988）７月に（財）吉田茂国際基金より寄

贈。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 吉田茂元総理の書簡、書および写真等 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) － 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』45頁 

 

13.１ 加藤鐐五郎（第５次吉田茂内閣の国務大臣、法務大臣） 

（１）名古屋大学大学文書資料室 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 加藤鐐五郎関係資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 13年（1880）～平成 14年（2002） 
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数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 2,874件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 加藤延夫（寄託） 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 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及び個人

資料（万覚書 1 月 1 日～13 日の日記も含む）（識別番

号： 920120006319）、（日記ｶ（ママ））（識別番号：

920120007721）など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』66頁 

・名古屋大学大学文書資料室 オンライン資料検索システム http://133.6.182.70/search/ 

 

（２）愛知県公文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 加藤鐐五郎関係資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 30年代～昭和 40年代 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 227点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 寄託 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 吉田茂、芦田均などの書簡、昭和４～44年（1929～1969）

までの日記・手帳（欠あり）、スクラップブック、選挙

関係書類、葬儀関係書類、伝記原稿など。博文館当用日

記（請求番号：W16-2352）など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』198頁 

・愛知県公文書館所蔵資料検索システム http://asp01.dbcenter.ne.jp/koubunsho/index.php 

 

14．片山哲内閣（第 46代） 

14．１ 森戸辰男（片山哲内閣の文部大臣、芦田均内閣の文部大臣） 

（１）広島大学文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 森戸辰男関係文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治～平成 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 22,522点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 平成 16年度に広島大学附属図書館より移管 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 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。「帝国憲法改正案」（目録番号：

MO01020100100）、「社会党修正案」（目録番号：

MO01020101800）など。 
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検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・広島大学文書館 森戸辰男関係文書 

https://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/catalog/morito.html 

・小池聖一「資料 森戸辰男関係文書解題」『広島大学史紀要』第 1号、1999年 

 

15．芦田均内閣（第 47代） 

（１）京都府立京都学・歴彩館（芦田均書状） 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 芦田均書状 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 10月 5日 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) １件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 吉井勇（明治から大正、昭和にかけて活躍した歌人、劇

作家、小説家）。吉井は、晩年京都を拠点としながら、

短歌、戯曲、小説、随筆などの著述を残し、また数多く

の文化人と交わった。その中で蓄積された資料群。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 資料管理番号：文学 004、資料群名：吉井勇資料 

文書番号：268、文書名：芦田均書状 

差出人：芦田均、宛先：吉井勇。手書き。切手なし。封

筒の表に「清瀧荘主人持参」と書かれている。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』349～350頁 

・京都府立京都学・歴彩館 京の記憶 アーカイブ http://www.archives.kyoto.jp/ 

 

16．佐藤榮作内閣（第 61～63代） 

（１）国立公文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 佐藤榮作関係文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 昭和 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 291件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 御遺族より、昭和 56年（1981）に 99点寄託（平成 2年

（1990）寄贈に変更）。平成９年（1997）に 160点寄贈。

平成 11年（1999）に、「佐藤栄作日記」40冊寄託（平成

23年寄贈に変更）。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 佐藤榮作の、位記、辞令、勲章等のほか、写真アルバム、

日記など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（紙・インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』29頁 

・国立公文書館デジタルアーカイブ 
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https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F2011092110232141068 

 

16．１ 瀬戸山三男（第 1次佐藤榮作内閣の建設大臣、福田赳夫内閣の法務大臣、第 1次中

曽根康弘内閣の文部大臣） 

（１）天草市立天草アーカイブズ（瀬戸山三男資料） 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 瀬戸山三男資料 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 明治 43年（1910）～平成 9年（1997） 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 452点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 旧自治体より寄贈 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 自著５冊を含めた瀬戸山三男の所蔵図書。内容は政治関

係や自身の関心のある分野。80冊ほどは洋書。『俳句三

代集 第 5巻』（S14,山本三生,改造社）、『ギリシア史研

究 第一』（S17,原随園,株式会社創元社）など。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 館内検索用電子データ（エクセル）及び館内閲覧用目録

（紙）有 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』494～495頁 

 

17．大平正芳内閣（第 68～69代） 

（１）香川県立図書館（大平文庫） 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 大平文庫 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 1857年 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 8,593冊 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 大平正芳記念館（観音寺市、平成 27 年（2015）３月閉

館）に所蔵していた、元内閣総理大臣大平正芳氏の蔵書

や氏の著作、研究書、大平正芳記念賞作品などを、公益

財団法人大平正芳記念財団から寄贈。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 政治・経済だけにとどまらず、哲学・歴史・文学など多

岐にわたる。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』289～290頁 

・香川県立図書館 大平文庫目録 https://www.library.pref.kagawa.lg.jp/oh 

 

17．１ 森山欽司（第１次大平正芳内閣の運輸大臣） 

（１）栃木県立図書館（森山文庫） 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 森山文庫 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 昭和 40～50年代 
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数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 5,340 点 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 昭和 62年９月９日に森山欽司氏遺族より寄贈。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 故森山欽司氏の蔵書。社会労働・郵政関係を中心とする

資料。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（紙） 

（参考） 

・『平成 29年度 報告書』134～135頁 

・栃木県立図書館編『森山文庫目録』（栃木県立図書館、1989年） 

 

18．鈴木善幸内閣（第 70代） 

（１）国立公文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 鈴木善幸関係文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 昭和 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) 37件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 平成 23年（2011）に尾崎護氏より寄贈。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 鈴木善幸内閣で内閣総理大臣秘書官であった尾崎護氏

が作成した資料。 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（紙・インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』29頁 

・国立公文書館デジタルアーカイブ 

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F2011092110232141068 

 

19．竹下登内閣（第 74代） 

（１）国立公文書館 

タイトル(ISAD(G) 3.1.2) 竹下登旧蔵文書 

作成年月日（ISAD(G) 3.1.3） 昭和 

数量・サイズ(ISAD(G) 3.1.5) １件 

入手先（ISAD(G) 3.2.5) 平成 23年（2011）に御遺族より寄贈。 

資料内容（ISAD(G) 3.3.1) 平成（元号）の書（請求番号：寄贈 02111100） 

検索手段（ISAD(G) 3.4.6) 目録有（紙・インターネット検索可） 

（参考） 

・『平成 28年度 報告書』29頁 

・国立公文書館デジタルアーカイブ

https://www.digital.archives.go.jp/das/meta/F2011092110232141068 
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資料２：平成 30年度に新設したアーカイブズ所蔵機関を対象とした調査 

 

１ 須坂市文書館 

名称の典拠形 

（ISDIAH 5.1.2） 

須坂市文書館 

名称の平行形式 

（ISDIAH 5.1.3） 

すざかしぶんしょかん 

アーカイブズ所蔵機関の種類 

（ISDIAH 5.1.5） 

地方公共団体の機関等 

所在地及び住所 

（ISDIAH 5.2.1） 

〒382-0013 

長野県須坂市大字須坂 812-2（旧上高井郡役所内） 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/ 

item.php?id=5ba1abcd88b06 

アーカイブズ所蔵機関の歴史 

（ISDIAH 5.3.1） 

2018年 4月：開館 

 

指令／権限の根拠 

（ISDIAH 5.3.3） 

須坂市文書館条例（平成 30年３月 23日条例第３

号） 

アーカイブズ及びその他の所蔵資料 

（ISDIAH 5.3.7） 

移管行政文書、古文書、複製文書、所蔵図書 

検索手段、手引書及び出版物 

（ISDIAH 5.3.8） 

- 

アクセス及び利用条件 

（ISDIAH5.4.2） 

須坂市公文書館 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/ 

item.php?id=5ba1abcd88b06 
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２ 東御市文書館 

名称の典拠形 

（ISDIAH 5.1.2） 

東御市文書館 

名称の平行形式 

（ISDIAH 5.1.3） 

とうみしぶんしょかん 

アーカイブズ所蔵機関の種類 

（ISDIAH 5.1.5） 

地方公共団体の機関等 

所在地及び住所 

（ISDIAH 5.2.1） 

〒389-0404 

長野県東御市大日向 337番地（北御牧庁舎） 

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/ 

kyoikuiinkai/149694.html 

アーカイブズ所蔵機関の歴史 

（ISDIAH 5.3.1） 

2018年４月：開館 

指令／権限の根拠 

（ISDIAH 5.3.3） 

東御市文書館条例（平成 30年 3月 30日東御市条

例第 3号） 

アーカイブズ及びその他の所蔵資料 

（ISDIAH 5.3.7） 

東御市、旧町村時代の行政文書、江戸時代の役所

文書、庄屋文書など古文書。 

検索手段、手引書及び出版物 

（ISDIAH 5.3.8） 

深井家文書目録（xlsx 393kb） 

https://www.city.tomi.nagano.jp/file/ 

123422.xlsx 

荻原家文書目録（xlsx 844kb） 

https://www.city.tomi.nagano.jp/file/ 

123424.xlsx 

アクセス及び利用条件 

（ISDIAH5.4.2） 

東御市文書館 

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/ 

kyoikuiinkai/149694.html 
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３ 安曇野市文書館 

名称の典拠形 

（ISDIAH 5.1.2） 

安曇野市文書館 

名称の平行形式 

（ISDIAH 5.1.3） 

あづみのしぶんしょかん 

アーカイブズ所蔵機関の種類 

（ISDIAH 5.1.5） 

地方公共団体の機関等 

所在地及び住所 

（ISDIAH 5.2.1） 

〒399-8211 

長野県安曇野市堀金烏川 2753番地 1 

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/ 

bunsho/ 

アーカイブズ所蔵機関の歴史 

（ISDIAH 5.3.1） 

2018年 10月：開館 

指令／権限の根拠 

（ISDIAH 5.3.3） 

安曇野市文書館条例（平成 30年３月 23日条例第

18号） 

アーカイブズ及びその他の所蔵資料 

（ISDIAH 5.3.7） 

非現用となった公文書、地域に残されてきた古文

書・刊行物等。 

検索手段、手引書及び出版物 

（ISDIAH 5.3.8） 

文書目録（文書館） 

https://www.city.azumino.nagano.jp/ 

site/bunsho/45083.html 

アクセス及び利用条件 

（ISDIAH5.4.2） 

開館時間・休館日・入館料 

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/ 

bunsho/44394.html 

 


