
タイトル 資料名 請求番号

I 東京と西京

1 大久保利通の大坂遷都論 参与大久保利通遷都ノ議ヲ上ル 太00013100

2 町奉行を廃止し市政裁判所を設置 社寺裁判所民政裁判所及ヒ市政裁判所ヲ江戸ニ置ク 太00016100

3 江戸を東京と定める 江戸ヲ東京ト称ス 太00001100 

4 東京府を設置 市政裁判所ヲ廃シ東京府ヲ置ク 太00062100 

5 江戸城を皇居と定め東京城と改称
車駕東京ニ至ル大総督熾仁親王鎮将三条実美東京府知事烏丸光徳等品川ニ奉迎シ三等官以上及ヒ諸侯ハ坂下門外ニ奉迎ス是日江戸城ヲ以テ東幸ノ皇居ト為シ改メ
テ東京城ト称ス

太00050100

6 公議所設置の布告 公議所設置及開議ノ旨趣ヲ諸藩公議人ニ諭示ス 太00021100

7 太政官の東京移転を決定 太政官ヲ東京ニ移転ス 太00023100 

8 明治天皇、東京へ再び行幸 東京著御ノ旨ヲ西京ニ報ス 太00051100 

9 全国を3府73県に 諸県廃置御布告伺 公00468100

10 東京警視庁を設置 東京警視庁ヲ置キ官等ヲ定ム 太00240100

11 『明治東京全図』 明治東京全図 177-0506

12 東京府に15区を設置 東京府大小区画ヲ廃シ区郡名称ヲ定ム附合併改称 太00624100

13 市制・町村制 御署名原本・明治二十一年・法律第一号・市制及町村制 御00178100

14 東京市に市制の特例を適用 東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設ク 類00386100

15 北海道上川郡に「離宮」設置 北海道石狩国上川郡ノ内ニ於テ一都府ヲ立テ離宮ヲ設ケラルヽニ付北海道庁ニ令シテ計画施設セシム 類00459100

16 帝都復興に関する詔書 御署名原本・大正十二年・詔書九月十二日・帝都復興ニ関スル件 御14039100

17 東京都制 東京都制ヲ定メ〇府県制中〇市制中〇大正十一年法律第一号中〇地方税法中〇地方分与税法中ヲ改正ス 類02671100

18 地方自治法 地方自治法 類03042100

19 首都建設法 日本国憲法第九十五条の規定に基く首都建設法 類03464100

20 首都圏整備法 御署名原本・昭和三十一年・第三巻・法律第八三号・首都圏整備法 御36672100

II 江戸から東京へ

21 新橋・横浜間鉄道図 公文附属の図・五号 新橋横浜間鉄道之図 附A00005100

22 馬車・荷車の「四大橋」通行を許可 四大橋馬車荷車通行ヲ許ス 太00400100

23 東京両国橋写真 公文附属の図・三八号 東京両国橋新架写真 附A00038100

24 東京吾妻橋写真 公文附属の図・九四号 東京府下吾妻橋写真 附A00094100

25 馬車鉄道の設置を認可 東京府下市街馬車轍路設置ノ件 公02892100

26 内国勧業博覧会の開催について 内国勧業博覧会開設ノ儀再伺并布告ノ儀伺二条 公01859100

27 東京上野公園地実測図 公文附属の図・一三六号 東京上野公園地実測図 附A00136100

28 太政官庁舎の新築図 公文附属の図・一二八号 太政官新築図 附A00128100

29 明治12年の市街掃除規則 市街掃除規則附厠構造並屎尿汲取規則 単01304100

30 東京地方衛生会規則 東京地方衛生会規則ヲ定ム 太00707100 

31 芳川顕正東京府知事の「市区改正」意見書 東京市区改正ノ件 公03711100

32 東京市区改正条例の制定 東京市区改正条例及東京市区改正委員会ノ組織権限ヲ定ム 類00380100

33 渋沢栄一・益田孝を市区改正臨時委員に任命 従四位渋沢栄一益田孝東京市区改正臨時委員ヲ命スルノ件 任A00264100

34 東京の上水道計画を認可 東京市区改正水道設計ヲ認可ス 類00513100

35 三多摩を東京府に編入 東京府及神奈川県境域ヲ変更ス 類00631100

36 荒川改修工事も早期完成を求める請願 東京埼玉聯合治水大会代表者提出荒川改修工事速成ノ請願ニ対スル内務次官回答 纂01415100

III 帝都への道

37 東京市区改正条例を大阪市等にも準用 東京市区改正条例中ヲ改正シ○京都市、大阪市其ノ他ノ市区改正ニ関シ東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則ヲ準用シ得ルノ件ヲ定ム 類01268100

38 都市計画法と市街地建築法を制定 都市計画法○市街地建築物法ヲ定ム 類01299100

39 『大正大震災誌』 大正大震災誌 ヨ369-0026

40 『大正震災志』 大正震災志 ヨ369-0036 

41 臨時震災救護事務局を設置 臨時震災救護事務局官制ヲ定ム 類01456100

42 帝都復興に関する根本方針 帝都復興に関する根本方針 別00231100

43 帝都復興審議会を設置 帝都復興審議会官制ヲ定ム 類01455100

44 帝都復興審議会に初めて諮問 内閣総理大臣より帝都復興審議会総裁宛諮詢第一号 資00072100

45 後藤新平内務大臣を帝都復興院総裁に任命 兼任帝都復興院総裁　内務大臣　子爵後藤新平 別00222100

46 帝都復興計画案の大綱 帝都復興計画案ノ大綱 類01483100

47 「帝都復興」期の街路計画図 都市計画附図・東京都市計画並都市計画事業及其ノ執行年割ノ外四件 附B01006100

48 神田駿河台付近の街路新設改修計画を変更 都市計画附図・東京都市計画土地区劃整理ニ依ル街路ノ新設、改修中変更ノ件 附B01014100

都市計画附図・東京都市計画地域並地区指定ノ件 1

東京都市計画地域並地区指定ノ件 2

50 全国初の「美観地区」指定 東京都市計画美観地区決定ノ件 纂02058100

51 東京港の国際港化に反対する意見書 東京港修築並開港反対ニ関スル件 （横浜市会議長田辺徳五郎） 東北00201100 

52 東京港を国際港として開港 横浜東京両港ノ統合ニ関スル件ヲ定ム 類02536100

53 砧・小金井・舎人などの緑地計画を決定 東京都市計画街路及広場第一街路中追加〇東京都市計画道路決定〇東京都市計画緑地及同事業並其ノ執行年度割決定ノ件 纂02580100

IV 東京再生

54 戦災復興院の設置 戦災復興院官制 類02895100 

55 戦災地復興計画基本方針を決定 戦災地復興計画基本方針 類02950100

56 戦災復興のために特別都市計画法を制定 特別都市計画法を定める 類03028100 

57 町村合併促進法 町村合併促進法 類03800100

58 東京都府中市の誕生 市町村の廃置分合（北多摩郡西府村、府中町、多摩村を廃し府中市を置く） 昭51自治00160100

59 東京都調布市の誕生 市町の廃置分合（北多摩郡調布町、神代町を廃し調布市を置く） 昭51自治00161100 

60 新宿副都心計画事業の推進 東京都　東京都市計画新宿副都心計画事業の特許について 昭53建設87600040

61 城北地帯工業用水道の緊急整備について 東京都城北地帯工業用水道の緊急整備に関する請願について 昭63通産00031100

62 首都高速道路計画の検討について 東京都　首都高速道路計画の検討について 昭53建設38600060

63 放射第18号関係などの埋め立て竣功 東京港内公有水面埋立工事のしゅん功について（都市計画街路放射第18号線及び分岐点関係） 昭62運輸00036100 

64 「枝川8号埋立地」の設計変更 東京港内公有水面埋立工事設計変更について（東京都）ほか5件（昭27～36） 昭62運輸00024100

65 巣鴨書庫前～志村橋間「都電」の廃止 巣鴨車庫前～志村橋間軌道運輸事業の廃止許可申請について 昭48建設83100020 

66 東京モノレールの運行開始 東京モノレール株式会社の羽田、モノレール浜松町間地方鉄道運輸開始認可の承認について 平12運輸02599100

67 上野公園～今井橋無軌条電車の工事許可 東京都無軌条電車上野公園、今井橋間工事施行及び特別設計について 平12運輸00401100

68 上野公園～今井間無軌条電車の廃止 東京都今井、上野公園間無軌条電車運輸事業廃止許可 平12運輸02741100

69 都市計画法 御署名原本・昭和四十三年・第四巻・法律第百号・都市計画法 御43763100

附B0200210049 東京に商業・工業・住居地域等を指定
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