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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

Ⅲ　参考資料

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

北海道立文書館 11 丸本柳田商店 文久期～昭和20年代 10,064
個人情報等一部非
公開あり

北海道立文書館 11 東京庵
1873（明治6）年～
1908（明治41）年

98

北海道立文書館 16 真宗大谷派江差別院茂尻説教場
1905（明治38）年～
1953（昭和28）年

26

北海道立文書館 16 札幌招魂社
1933（昭和8）年～
1935（昭和10）年

5

北海道立文書館 16 蓮華寺
1877（明治10）年～
1943（昭和18）年

81

北海道立文書館 11･12 藤田商店・浜益水産組合
1890（明治23）年～
1915（大正4）年

362

北海道立文書館 11 択捉漁業株式会社
1942（昭和17）年～
1944（昭和19）年
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

▽調査・研究委員会が平成27年12月3日付け全史調研第13号で実施したアンケート調査「地域の組織・団体

アーカイブズに関する調査および学校アーカイブズに関する調査」において、全国の各機関が所蔵する「地

域の組織・団体アーカイブズ」について尋ねたところ（「地域の組織・団体アーカイブズに関する調査」質問４【別表

１】）、多数の回答を得ることができ、各機関でさまざまな組織・団体アーカイブズが所蔵されていることが

わかった。このデータはたいへん有益であることから、委員会としてはこれを報告書に掲載し広く共有すべ

きと判断した。そこで、寄せられた回答のうち、報告書への掲載許可が得られた319データにつき、ここに一

覧として紹介する。表記は基本的に回答を踏襲した。 

 

▽なお、データは必ずしも網羅的なものでなく、多数のアーカイブズを所蔵する機関の中には、そのうちの

代表的なもののみを報告してもらった場合もある。また、内容、数量、内容年代に関してもあくまで概略を

回答してもらうにとどめている。それゆえこのデータは、全国的な概要をつかむためのひとつの目安として

利用いただければ幸いである。 

 

▽一覧の「区分」は、アンケート調査時に委員会で設定した以下の「組織・団体アーカイブズの種別」での

№を示している。 

【組織・団体アーカイブズの種別】 

 ①地域づくり・まちづくりに関するもの(協議会など)   

 ②自治会・町内会・婦人会・子供会・老人クラブ等によるもの(含、地域交流センターに関するもの) 

 ③社会福祉に関するもの(協議会・施設等)         

 ④文化団体・文化施設によるもの     

 ⑤観光協会・観光施設によるもの  

 ⑥国際交流団体によるもの               

 ⑦環境保護団体によるもの       

 ⑧社会運動団体によるもの 

 ⑨保育所(園)・児童館・学童保育によるもの(含、子育て支援団体によるもの)               

 ⑩大学その他各種研究機関によるもの          

 ⑪企業・銀行・商店・工場などによるもの        

 ⑫農業・漁業・森林組合、その他産業組合によるもの   

 ⑬水利・用水組合によるもの      

 ⑭医療機関によるもの  

 ⑮駅によるもの 
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

北海道立文書館 3 日本赤十字社北海道支部
1887（明治20）年～
1947（昭和22）年

68

北海道立文書館 2 愛国婦人会北海道支部函館幹事部
1907（明治40）年～
1918（大正7）年

1

北海道立文書館 11 帝国製麻月形亜麻工場（樺戸製線工場）
1907（明治40）年～
1956（昭和31）年

67
個人情報等一部非
公開あり

北海道立文書館 11 本間商店・藤見合名会社
1695（元禄8）年～
1954（昭和29）年

189

北海道立文書館 12 一本木用水組合
1890（明治23）年～
1989（平成元）年

89

北海道立文書館 11 北海道開進会社
1870（明治3）年～
1932（昭和7）年

483

北海道立文書館 11 棒二荻野呉服店
1893（明治26）年～
1935（昭和10）年

356

北海道立文書館 11･12 佐藤商店・喜茂別村産業組合
1911（明治44）年～
1933（昭和8）年

63

北海道立文書館 11 長谷川商店
1878（明治11）年～
1937（昭和12）年

44

北海道立文書館 11 藤山要吉商店
1908（明治41）年～
1918（大正7）年

3

北海道立文書館 11 丸一本間合名会社
1881（明治14）年～
1954（昭和29）年

2682 一部非公開あり

北海道立文書館 16 元浦河教会
1884（明治17）年～
1982（昭和57）年

2382
個人情報等一部非
公開あり

北海道立文書館 11 北海道拓殖銀行
1908（明治41）年～
1998（平成10）年

309
個人情報等一部非
公開あり

北海道立文書館 11 笠原本店ほか 文化年間～大正年間 5148

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

12 青森県旋網漁業協同組合 昭和24年～昭和53年 305

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

11 青霞堂写真館 大正末～昭和60年頃 494

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

12 八戸産馬畜産組合 昭和2年～昭和50年代 211

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

11 山勝商店 明治4年～昭和6年 142

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

16 新羅神社 明治2年～昭和40年 約400

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

12 八戸畜産組合 明治37年～昭和44年 約500

八戸市立図書館歴史資料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

11 三春屋 明治～昭和 1112

能代市教育委員会 4 NPO法人能代市芸術文化協会 昭和58年～ 40

大仙市総務部総務課公文
書館設置準備室

2 東今泉部落会 昭和30年から 10

大仙市総務部総務課公文
書館設置準備室

2 刈和野　内町町内会 明治期から 30

日立市郷土博物館 17 水木公民館 昭和35～48年 22 一部非公開あり

日立市郷土博物館 12 会瀬漁業協同組合 戦前～昭和40年代 370
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

日立市郷土博物館 12 河原子漁業協同組合 戦前～昭和48年代 840

日立市郷土博物館 12 川尻漁業協同組合 昭和20年代～40年代 3700

日立市郷土博物館 17 日立港期成協議会 昭和30年代 300

日立市郷土博物館 8 日立地区協議会 昭和24年～平成元年 132

日立市郷土博物館 4 日立の現代史の会 昭和13年～平成3年 253

日立市郷土博物館 4 鉱山の歴史を記録する市民の会 明治末～昭和62年 128

日立市郷土博物館 4 日立市の戦災と生活を記録する会 昭和52～57年 34

日立市郷土博物館 11 日立電鉄（株） 昭和期 未整理

古河市三和資料館 2 山田行政区 明治～昭和 637
所蔵者の許可があ
れば公開可

古河市三和資料館 2 上片田行政区
江戸（寛文元年）～
昭和

1190
所蔵者の許可があ
れば公開可

古河市三和資料館 2 下片田行政区 明治～昭和 1034
所蔵者の許可があ
れば公開可

栃木県立文書館 10
宇都宮大学・作新学院大学・國學院大學栃
木短期大学ほか

昭和～平成

小山市文書館 4 昭和図書館文書 514 一部非公開

小山市文書館 4 昭和図書館図書 1329 一部非公開

群馬県立文書館 2 赤城村第五区有文書 近現代 2375
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 赤城村第七区有文書 近現代 137
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 赤城村第八区有文書 近現代 94

群馬県立文書館 2 赤城村第九区有文書 近世～近現代 200

群馬県立文書館 2 吾妻町大戸区有文書 近世～近現代 1924
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 4 天川史跡保存会文書 近世 5

群馬県立文書館 2 大胡町上大屋区有文書 近世～近現代 1210
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 大胡町茂木第二区有文書 近世～近現代 1121
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 笠原壮健文書 近世 5

群馬県立文書館 2 旧赤城村津久田区有文書 近世～近現代 5327
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 宮城村苗ヶ島区有文書 近世～近現代 885
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 旧前橋市元総社地区文書 近現代 15588
個人情報等一部非
公開あり
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

群馬県立文書館 4 京ヶ島公民館文書 近現代 93
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 子持村北牧惣代管理文書 近世～近現代 2172
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 高崎市根小屋町区有文書 近世～近現代 1469
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市龍蔵寺町自治会文書 近世～近現代 813
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 長野原町応桑区有文書 近世～近現代 1825
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 利根村柿平区有文書 近世～近現代 328
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 長野原町第六区有文書 近世～近現代 39
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 長野原町長野原区有文書 近世～近現代 461
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 長野原町羽根尾区有文書 近世～近現代 2275
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 新治村猿ヶ京区有文書 近世～近現代 248
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 新治村須川笠原惣代文書 近世～近現代 562
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 新治村須川区有文書 近世 4

群馬県立文書館 17 新治村村有文書 近世～近現代 212

群馬県立文書館 2 新治村布施区有文書 近世～近現代 1548
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 富士見村時沢区有文書 近世～近現代 1459
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 富士見村原之郷区有文書 近世～近現代 1029

群馬県立文書館 2 前橋市池端町自治会文書 近世～近現代 327
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市上細井町自治会文書 近世～近現代 783
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市川原町自治会文書 近現代 447
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市小神明町自治会文書 近世～近現代 2246
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市新堀自治会文書 近世～近現代 137
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市関根町自治会文書 近世～近現代 1523
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市西善町矢田自治会文書 近世～近現代 366

群馬県立文書館 2 前橋市日輪寺町自治会文書 近世～近現代 616
個人情報等一部非
公開あり

群馬県立文書館 2 前橋市富士見町徳沢自治会文書 近世～近現代 35

群馬県立文書館 2 前橋市文京町二丁目自治会文書 近世～近現代 258
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

群馬県立文書館 9 前橋市立荒子小学校文書 近現代 3

埼玉県立文書館 15 国労大宮工場支部 昭和 400

埼玉県立文書館 17 旧日本社会党埼玉本部 昭和 8000

埼玉県立文書館 11 埼玉銀行 明治～昭和 3602

埼玉県立文書館 12 埼玉県蚕糸業協会 明治～昭和 563 一部非公開あり

埼玉県立文書館 16 埼玉県仏教会 明治～昭和 237
整理中につき一部
非公開

埼玉県立文書館 2 埼玉県連合青年団 昭和 600

埼玉県立文書館 12 全金同盟埼玉地方金属 昭和 114

埼玉県立文書館 13 全水道埼玉県南水道労働組合 昭和 200

埼玉県立文書館 12 繊維労連中央本部 昭和 778

埼玉県立文書館 13 見沼土地改良区 江戸～昭和 536

埼玉県立文書館 13 荒川右岸用排水土地改良区 江戸～昭和 74

埼玉県立文書館 11 日本煉瓦製造株式会社 明治～昭和 758

埼玉県立文書館 13 備前渠土地改良区 江戸～昭和 41 一部非公開あり

埼玉県立文書館 11 羽生信用組合 明治～昭和 400

埼玉県立文書館 13 羽生領用悪水路土地改良組合 江戸～昭和 158

埼玉県北本市教育委員会
生涯学習課

5 まちづくり観光協会

埼玉県北本市教育委員会
生涯学習課

2 北本市婦人会

埼玉県北本市教育委員会
生涯学習課

10 聖学院大学

戸田市立郷土博物館 16 美女木八幡社 江戸期～昭和 50 一部非公開

品川区立品川歴史館 13 三田用水普通水利組合 明治～大正 約270 一部非公開

世田谷区郷土資料館 17 区立小中学校の周年記念誌 戦後のもの 161

世田谷区郷土資料館 12 砧農業協同組合 1977年・1996年 2

世田谷区郷土資料館 12 世田谷目黒農業協同組合 1995年 1

世田谷区郷土資料館 12 千歳農業協同組合 1967年 1

世田谷区郷土資料館 12 玉川全円耕地整理組合 1955年
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

世田谷区郷土資料館 12 成城自治会 2015年

世田谷区郷土資料館 12 喜多見東土地区画整理組合 2013年

葛飾区郷土と天文の博物
館

13 上千葉村土地整理組合文書 1950年代 1300

神奈川県立公文書館 2
県内の自治会で区有文書等を保存している
ところ

江戸期～昭和期 数千点
県史編さん時に採
訪

神奈川県立公文書館 3 神奈川県社会福祉協議会 昭和期～ 数百点

神奈川県立公文書館 5 神奈川県観光協会 昭和期～ 数百点

神奈川県立公文書館 10 県内に所在する大学等の研究紀要類 昭和期～ 数百点

神奈川県立公文書館 11 社史類 昭和期～ 数百点

神奈川県立公文書館 12 農協、漁協等活動報告類 昭和期～ 数百点

神奈川県立公文書館 14 県内に所在する病院史類 昭和期～ 数百点

神奈川県立公文書館 16 宗教法人設立認可関係 明治期～ 数千点
個人情報等一部非
公開あり

寒川文書館 2 大蔵自治会 明治32～昭和49 861 寄託

寒川文書館 2 小谷自治会 明治9～昭和48 365 寄託

寒川文書館 2 大曲自治会 明治8～昭和51 70 寄託

寒川文書館 2 宮山下町内会 安政4～昭和61 239 寄託

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

16 営所通新潟教会 昭和9～18年 74

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

12 中野小屋農協 昭和18～平成2年 719

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

16 平賀　誓慶寺（小村収集）文書 文化8～安政5年 31

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

16 坂井3　真敬寺文書 明和年間～明治期 614

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

12 新潟県土地家屋調査士会収集文書 明治 39

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

11 新潟鉄工所文書 明治～昭和 290

新潟市文化スポーツ部歴
史文化課歴史資料整備室

11 新潟商工会議所文書 昭和～平成 171

福井県文書館 1 玉川区有文書
1677年（延宝5）～
1948年（昭和23）

387
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

長野市公文書館 1 住民自治協議会 平成 4
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 2 区有文書 近世～平成 多数
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 3 社会福祉協議会 昭和50年代～ 約50点
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 5 観光協会 昭和20年代以降 4
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 6 長野オリンピック関係等 平成 多数
個人情報・放映
権・所蔵権等によ
り一部非公開あり

長野市公文書館 7 長野県自然保護研究所 平成 2
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 8 長野市連合青年団 昭和 250
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 10 国文学研究資料館、大学等 近世～平成 多数

長野市公文書館 11 書店、薬局等所蔵文書 近世～ 140
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 12 合資会社 明治 24
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 13 水利組合 近世～ 多数
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 14 日本赤十字社（社史） 昭和 3
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 15 国鉄長野工場 明治～ 200
個人情報等一部非
公開あり

長野市公文書館 16 善光寺関係 近世～ 多数
個人情報・所蔵権
等により一部非公
開あり

松本市文書館 2 松本市青年団文書 1954年～1999年 686

小布施町文書館 4 小布施巴錦保存会 平成12～27年 3

小布施町文書館 4 小布施町郷土史の会 昭和48～平成24年 4

小布施町文書館 2 自治会 昭和53年～平成25年 34

小布施町文書館 11 企業 平成8～27年 41

小布施町文書館 14 医療法人新生病院 平成24年 1

小布施町文書館 2 小布施町体育協会 平成20年 1

小布施町文書館 3 社会福祉法人小布施町社会福祉協議会 平成2～27年 73

小布施町文書館 4 北斎館 昭和51年～平成27年 20

小布施町文書館 4 日本のあかり博物館 不明～平成27年 7

小布施町文書館 4 小布施町文化協会 昭和58年～平成27年 9
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

小布施町文書館 1 ア・ラ・小布施 平成19～27年 10

小布施町文書館 12 小布施町商工会 平成26年 3

小布施町文書館 12 小布施町農業協同組合 平成2年 1

多治見市図書館郷土資料
室

2 昭和婦人会
昭和20年代～60年ご
ろ

57

多治見市図書館郷土資料
室

2 大針婦人会 昭和12年～29年 4

多治見市図書館郷土資料
室

2 多治見連合婦人会 昭和30年代～40年代 39

多治見市図書館郷土資料
室

16 二福寺（寄託） 近世、近代 1008

多治見市図書館郷土資料
室

1 青少年まちづくり市民会議 平成 3

多治見市図書館郷土資料
室

2 市之倉区 近代 452
個人情報等一部非
公開あり

多治見市図書館郷土資料
室

2 小名田区 近代 63

多治見市図書館郷土資料
室

11 多治見市陶磁器工業協同組合 近代、現代 97

多治見市図書館郷土資料
室

2 根本区 近代、現代 1405

磐田市歴史文書館 2 自治会等 近世以降
個人情報等一部非
公開あり

磐田市歴史文書館 4 磐田市文化協会・磐南文化協会等 未整理 未集計

磐田市歴史文書館 5 磐田市観光協会 未整理 未集計

磐田市歴史文書館 6 磐田国際交流協会 未整理 未集計

磐田市歴史文書館 13 竜洋町土地改良区等 未整理 未集計
個人情報等一部非
公開あり

磐田市歴史文書館 17 万瀬外財産区 未整理 未集計
個人情報等一部非
公開あり

沼津市明治史料館 2 上石田地区
1886～1947（明治19
年～昭和22年）

571

沼津市明治史料館 2 東椎路地区
1672～1964（寛文12
年～昭和39年）

373

沼津市明治史料館 2 東熊堂地区
1629～1933（寛永5年
～昭和8年）

176

沼津市明治史料館 2 西熊堂地区
1672～1964（寛文12
年～昭和39年）

906

沼津市明治史料館 2 西椎路地区
1683～1964（天和3年
～昭和39年）

495

沼津市明治史料館 2 岡宮地区
1536～1972（天文5年
～昭和47年）

1384

沼津市明治史料館 2 東沢田地区
1866～1930（慶応2年
～昭和5年）

671

沼津市明治史料館 2 平沢地区
1864～1962（文久4年
～昭和37年）

426
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

沼津市明治史料館 2 岡一色地区
1672～1969（寛文12
年～昭和44年）

620

沼津市明治史料館 2 西沢田地区
1672～1981（寛文12
年～昭和56年）

252

沼津市明治史料館 2 中沢田地区
1672～1959（寛文12
年～昭和34年）

512

沼津市明治史料館 2 日吉地区
1885～1931（明治18
年～昭和28年）

228

沼津市明治史料館 2 高田地区
1863～1973（文久3年
～昭和48年）

175

沼津市明治史料館 2 沢田地区 1933（昭和8）年 4

沼津市明治史料館 2 久連地区
1594～1964年（文禄3
年～昭和39年）

1394

沼津市明治史料館 2 足保地区
1852～1970年（嘉永5
年～昭和45年）

3656

沼津市明治史料館 2 我入道地区
1678～1979年（延宝6
年～昭和54年）

468

沼津市明治史料館 4 沼津史談会
1967～2015年（昭和
42年～平成27年）

66

沼津市明治史料館 4 双葉俳句会
1951～2001年（昭和
26年～平成13年）

584

沼津市明治史料館 12 長浜漁業協同組合
1793～1971年（寛政5
年～昭和46年）

1050

沼津市明治史料館 17 旧金岡村
1887～1957年（明治
20年～昭和32年）

4607

沼津市明治史料館 17 旧愛鷹村
1875～1959年（明治8
年～昭和34年）

1098

沼津市明治史料館 17 旧西浦村
1884～1957年（明治
17年～昭和32年）

6380

沼津市明治史料館 17 旧内浦村
1873～1964年（明治6
年～昭和39年）

422

沼津市明治史料館 17 旧浮島村
1889～1965年（明治
22年～昭和40年）

88

大阪市公文書館 3 各区社会福祉協議会 昭和63～ 5

大阪市公文書館 11 大阪地下街株式会社 昭和51～平成18 5

大阪市公文書館 4 大阪都市協会 昭和14～平成17 104

大阪市公文書館 5 大阪観光協会 昭和24～平成11 14

大阪市公文書館 4 大阪市博物館協会 平成13～ 64

大阪市公文書館 6 国際交流センター 平成2～ 32

大阪市公文書館 10 大阪市立大学 昭和8～ 453

大阪市公文書館 12 大阪市農業協同組合 昭和63～ 8

大阪市公文書館 13 大和川や淀川右岸・左岸の水防事務組合 昭和35～ 32
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

大阪市公文書館 1 町会会議録 大正13～大正15 5
個人情報等一部非
公開あり

枚方市教育委員会文化財
課市史資料室

13 中之町井戸仲間
近世（寛政期）と明
治・大正

39
原則非公開だが寄
託者の了解があれ
ば公開

枚方市教育委員会文化財
課市史資料室

12 河内素麺同業組合 明治・大正・昭和 276

神戸市文書館 2 八多中自治会文書 近世・近代 312

尼崎市立地域研究史料館 8 尼崎大気汚染公害訴訟原告団・患者会等
昭和50年代頃～平成
13年

約1200点
個人情報等一部非
公開あり

尼崎市立地域研究史料館 4
近松応援団（近松門左衛門に関する学習グ
ループ）

平成元～25年 211点

和歌山県立文書 11 山裾織布場文書 明治～大正 348

和歌山県立文書 11 天善鉱山文書 4

和歌山県立文書 8 和歌の浦景観保全訴訟関係資料 昭和 200

和歌山県立文書 11 海南市日方鍵村商店資料 200

和歌山県立文書 8 守先文庫 220

和歌山県立文書 8 和歌山県同和教育研究協議会資料 昭和 1000

和歌山県立文書 2 孟子区有文書 江戸～昭和 200

和歌山県立文書 2 瑞祥菴文書 江戸～昭和 100

和歌山県立文書 2 正法寺文書 江戸～平成 50

和歌山県立文書 2 小阪区有文書 江戸～明治 200

岡山県立記録資料館 11 倉敷村商家亀田屋資料（塩飽家） 江戸～明治 約250

岡山県立記録資料館 11
賀陽郡八田部村亀山家資料（西戎家・新戎
家）

江戸～昭和 約600
要審査のため一部
非公開あり

岡山県立記録資料館 2
松本氏寄贈資料・仙田氏収集資料・窪屋郡
川入村秋岡家資料他　（愛国婦人会他）

明治～昭和 約70
要審査のため一部
非公開あり

岡山県立記録資料館 16
白川門流日題派政所講中資料(白川門流日題
派政所講中)

鎌倉～昭和 約530
要審査のため一部
非公開あり

岡山県立記録資料館 13 賀陽郡川入村犬養家資料（湛井用水） 江戸 約20

岡山県立記録資料館 17
岡山県中学校体育連盟収集資料（岡山県中
学校体育連盟）

昭和 約290 未整理

岡山県立記録資料館 17 傷痍軍人会寄贈資料（岡山県傷痍軍人会） 昭和 約300 未整理

広島県立文書館 17 広島県安佐郡村八木村・緑井村ほか 江戸・明治～昭和 188点

広島県立文書館 17 広島県山県郡芸北町役場 江戸・明治～昭和 3508点

広島県立文書館 2 広島県賀茂郡黒瀬町市飯田区 江戸・明治～昭和 804点 非公開
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

広島県立文書館 11 廣島銀行 明治～昭和 3564点

広島県立文書館 8 広島県青年連合会 昭和 356点

広島県立文書館 17 広島県深安郡山野村役場 江戸・明治～昭和 11615点

広島県立文書館 12 広島県安芸郡坂町漁業協同組合 昭和 1369点

広島県立文書館 11 広島証券取引所 昭和 145点

広島県立文書館 17 広島株式事務研究会 昭和 167点

広島県立文書館 11 広島信用金庫 大正～平成 1154点 非公開

広島県立文書館 8 山県郡東中部部落解放研究協議会 7箱

広島県立文書館 17 広島築港百年史編纂委員会 明治～昭和 674点

広島県立文書館 17 日本社会党広島県連合会 昭和 302点

広島県立文書館 4 劇団月曜会 昭和 188点

広島県立文書館 12 橋山施業森林組合 昭和 5点

広島県立文書館 3 財団法人広島県傷痍軍人会 昭和 59点

広島県立文書館 11 広島県信用組合 昭和～平成 259箱 非公開

広島市公文書館 17
広島市に関係する法人（定期刊行物・年
報・パンフレット等）

1977年～ 5284
個人情報等一部非
公開あり

山口県文書館 2 坂本自治会文書 近世近代現代 70

山口県文書館 13 上矢田井手文書 近世近代現代 55

山口県文書館 13 御所河内大堤水子中文書 近世近代 58

山口県文書館 12 湊浦負債整理組合文書 近代 44

山口県文書館 12 六連島漁協文書 近世近代 33

山口県文書館 16 厳島神社祭礼堅田中組水上会講文書 近世近代現代 172

山口県文書館 16 厳島神社念仏踊堅田下組流田会講文書 近世近代現代 67

徳島県立文書館 2 木津野村文書 近世・近代 466

徳島県立文書館 11 筒井製糸株式会社文書 明治～昭和 667
個人情報等一部非
公開あり

香川県立文書館 2 牟礼町宮前自治会文書 明治～昭和 224

香川県立文書館 2 香川郡西下笠居村亀水町共有文書 江戸～昭和 150 一部非公開あり
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

香川県立文書館 14 三豊・観音寺医師会文書 明治～昭和 未定数
現在整理中の為非
公開

香川県立文書館 12 庵治漁業協同組合文書 大正・昭和 728 一部非公開あり

香川県立文書館 12 香川県水産試験場文書 江戸～平成 3249 一部非公開あり

香川県立文書館 12 埼玉県立水田農業研究所文書 明治～平成 168 一部非公開あり

三豊市文書館 2 財田町遺族会文書 昭和～平成 30 要審査

坂出市史編さん所 3 金山地区社会福祉協議会 2013年 1

坂出市史編さん所 4 坂出市文芸協会 2012～2015年 4

坂出市史編さん所 4 史友 2009～2015年 70

坂出市史編さん所 4 坂出市文化協会 2013～2014年 2

坂出市史編さん所 6 坂出市国際交流協会 2015年 2

坂出市史編さん所 12 川津町土地改良区 1991年 1

西予市城川文書館 9 保育所 昭和30年代 98

西予市城川文書館 2 青年益友会（青年団） 明治28年～昭和16年 145

北九州市文書館 1
各区まちづくり協議会（東谷地区他７カ
所）

平成16年～平成26年 10

北九州市文書館 2 各区自治会（戸畑区他2カ所） 昭和39年～平成21年 7

北九州市文書館 3 各区公民館（八幡中央公民館他７カ所） 昭和26年～平成10年 340

北九州市文書館 3
社会福祉協議会（八幡西社会福祉協議会他
７カ所）

昭和29年～平成10年 92

北九州市文書館 4 市芸術文化振興財団他１６ヶ所 昭和38年～平成17年 66

北九州市文書館 7 北九州のＥＳＤ 平成25年 10

北九州市文書館 11 銀行（福岡銀行他５） 昭和28年～平成6年 90

北九州市文書館 11
商店街・商店（小倉北区旦過地区他８ヵ所
／個人商店５）

昭和51年～平成27年 13

北九州市文書館 11 工場（八幡製鉄所他６） 昭和25年～平成9年 31

北九州市文書館 13 笹尾川水利組合事績 昭和31年～平成16年 329

北九州市文書館 14 社会福祉法人・市福祉事業団 昭和53年～平成27年 33

北九州市文書館 15 駅（門司港駅他１３ヶ所） 大正2年～平成27年 57

太宰府市公文書館 2 観世音寺区（寄託） 明治～昭和 68件 （104点）
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

太宰府市公文書館 2 五条公民館（複写） 大正～昭和50年代 26件 （50点）

太宰府市公文書館 3 社会福祉協議会 平成 約30点

太宰府市公文書館 4 （公財）太宰府市スポーツ振興財団 平成 約30点

太宰府市公文書館 4 （公財）古都大宰府保存協会 昭和60年代～平成 約60点 一部非公開

太宰府市公文書館 5 太宰府観光協会 平成 17点

太宰府市公文書館 6 （公財）太宰府市国際交流協会 平成 約10点

太宰府市公文書館 16 観世音寺（複写） 戦国期～昭和40年代 244件（321点）

太宰府市公文書館 16 西正寺（寄託・複写） 近世中期～明治 28件 （34点）

柳川古文書館 16 真勝寺文書 近世～明治28年 85点

柳川古文書館 16 西方寺文書 近世～昭和24年 119点

柳川古文書館 16 順光寺文書 近世～明治20年 24点

柳川古文書館 16 八幡神社文書
明治20年代～昭和20
年代

215点

柳川古文書館 16 日吉神社文書 近世～昭和52年 91点

柳川古文書館 16 鷹尾神社文書 中世～明治20年代 約60点

柳川古文書館 11 柳河新報 明治36～昭和53年 約1400点

天草アーカイブズ 17
天草自治会館資料（天草郡町村会・離島振
興協議会熊本県支部・架橋期成会など約15
団体）

昭和初期～平成8年 7286 一部利用制限あり

天草アーカイブズ 17
町村会資料（天草郡町村会・天草郡町村議
会議長会・空港期成会など）

昭和初期～平成18年 1795 一部利用制限あり

天草アーカイブズ 17 天草広域連合文書 昭和・平成 （箱数108） 一部利用制限あり

天草アーカイブズ 4 教育会館本館文書 昭和・平成 （箱数197）
未整理のため非公
開

天草アーカイブズ 4 天草図書館収蔵図書 明治～平成 9578

天草アーカイブズ 14 天草市在宅介護支援センター資料 昭和・平成ヵ （箱数43）
未整理のため非公
開

天草アーカイブズ 14 伝染病院資料 昭和・平成ヵ （箱数4）
未整理のため非公
開

天草アーカイブズ 4 天草馬術協会 昭和・平成ヵ （箱数1）
未整理のため非公
開

天草アーカイブズ 4 天草映画祭実行委員会 平成 （箱数1）
未整理のため非公
開

天草アーカイブズ 5 天草観光協会 昭和・平成ヵ （箱数12）
未整理のため非公
開

沖縄県公文書館 17 八一会（琉球政府金融検査庁OB会） 434
個人情報等一部非
公開あり
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 1　各機関が所蔵する地域の組織・団体アーカイブズ一覧

機関名 区分 組織・団体名 年代 数量 備考

沖縄県公文書館 17 （財）郵便事業住宅事業等協会 139
個人情報等一部非
公開あり

沖縄県公文書館 17 沖縄社会大衆党 266
個人情報等一部非
公開あり

沖縄県公文書館 17 対米請求権協会 198
個人情報等一部非
公開あり

沖縄県公文書館 3 沖縄県社会福祉事業団 148
個人情報等一部非
公開あり
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 ２　各機関が所蔵する学校アーカイブズ一覧

Ⅲ　参考資料

機関名 学校名 年代 数量 内容 備考

八戸市立図書館歴史資料グ
ループ

轟木小学校
文政3年～明治18
年

412 教科書

埼玉県立文書館 粕壁小学校 昭和 355
昭和30～50年代の社会科教科
書.指導案

埼玉県北本市教育委員会生
涯学習

北本市立石戸小学校
明治・大正・昭
和

170
周年記念誌／古写真／学校日誌
(コピー)

一部非公開

埼玉県北本市教育委員会生
涯学習

北本市立中丸小学校
明治・大正・昭
和

70
周年記念誌／学校日誌(部分コ
ピー)

一部非公開

戸田市立郷土博物館 戸田第一小学校 戦前から戦後 25
戸田第一小学校開校百年記念事
業関係

世田谷区立郷土資料館 世田谷区立の小学校 戦後のもの 143 周年記念誌

世田谷区立郷土資料館 瀬田学率の中学校 戦後のもの 18 周年記念誌

葛飾区郷土と天文の博物館 金町小学校 1945年 学童集団疎開実施に関する資料

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立新潟小学校 明治～昭和 4

身体検査統計表，公立新潟小学
校沿革史，沿革史（新潟・等小
学校），学校沿革史（新潟小学
校）

一部非公開

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立豊照小学校 明治 17
学校沿革史，市示達・指令綴，
鴻爪（こうそう）稿（学校の出
来事を綴ったもの）

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立栄小学校 昭和 47
学校給食関係，映画教育関係，
卒業記念帳など

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立酒屋小学校 明治 1
明治31年 村立酒屋尋常高等小
学校沿革誌

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立沼垂小学校 江戸～昭和 1139
宝永4年 御目録四通写，学事報
告書，公文書綴，沿革誌

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立山潟小学校 明治～昭和 69

備品原簿，学校日誌，山潟青年
会関係，山潟公民館関係綴，石
山地区衛生組合関係綴，山潟地
区自治連合会協議会関係

一部非公開

２　各機関が所蔵する学校アーカイブズ一覧

▽調査・研究委員会が平成27年12月3日付け全史調研第13号で実施したアンケート調査「地域の組織・団体アーカイブズに

関する調査および学校アーカイブズに関する調査」において、全国の各機関が所蔵する「学校アーカイブズ」について尋

ねたところ（「学校アーカイブズに関する調査」質問5 【別表3】）、多数の回答を得ることができ、各機関でさまざまな

学校アーカイブズが所蔵されていることがわかった。このデータはたいへん有益であることから、委員会としてはこれを

報告書に掲載し広く共有すべきと考えた。そこで、寄せられた情報のうち、報告書への掲載許可が得られた54データにつ

き、ここに一覧として紹介する。なお、表記は回答を基本的に踏襲した。 

 

▽アンケート調査の質問5では、各機関が所蔵する学校アーカイブズのうち、特に群としてまとまりをもって移管・収集さ

れたものを対象に回答をお願いした。また、多数のアーカイブズを所蔵する機関の中には、代表的なもののみ報告しても

らったところも多く、内容、数量、内容年代に関してもあくまで概略を示してもらった。そのためデータは、必ずしも網

羅的なものでないが、概要をつかむためのひとつの目安として利用いただければ幸いである。 
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 ２　各機関が所蔵する学校アーカイブズ一覧

機関名 学校名 年代 数量 内容 備考

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立万代小学校 昭和 1
教育事実に即せる小学校教育の
実際

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立上所小学校 明治 1 上所校沿革誌

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟県立新潟工業高等
学校

昭和 11
学徒動員関係史料，殉職職員・
生徒に関する綴

一部非公開

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟県立新潟商業高等
学校

江戸～昭和 5
平島村明細帳（嘉永6年），産
業調査報告

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟県立新潟南高等学
校

昭和 21 教務日誌，勤労学徒に関する綴

新潟市文化スポーツ部歴史
文化課歴史資料整備室

新潟市立明鏡高等学校 昭和 87

新潟市立定時制高校生徒会の文
書。沼垂定時制・鏡ヶ岡高校・
明鏡高校の入学式宣誓・卒業式
式辞など，生徒会の日誌・会計
簿など

長野市公文書館 小学校 明治～平成 468
明治時代中期以降の学校運営に
関わる資料

長野市公文書館 小学校 明治～昭和 98
明治～昭和時代の長野市の教育
行政に関する資料

尼崎市立地域研究史料館 武庫小学校 昭和14～16 3

武庫尋常高等小学校分教場「半
島民子弟教育基礎調」「総務部
第二九号本校々規」「武庫小学
校分教場概要」（許可を得て複
製を公開）

尼崎市立地域研究史料館 市内各学校 昭和戦後～ 約200点
要覧など学校が製作した刊行物
のうち未整理のもの（将来的に
公開予定）

岡山県立記録資料館 県立福渡高校 191

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立琴浦高等学校 113

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立児島高等学校 17

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立日本原高等学校 99

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立矢掛商業高等学校 39

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立備前東高等学校 188

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立弓削高等学校 13

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など
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 ２　各機関が所蔵する学校アーカイブズ一覧

機関名 学校名 年代 数量 内容 備考

岡山県立記録資料館 県立備作高等学校 74

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立大原高等学校 615

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立岡山操山高等学校 56

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立成羽高等学校 206

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立至道高等学校 385

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館
県立高梁城南高等学校
川上校地

182

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立江見商業高等学校 189

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館 県立吉備北陵高等学校 91

職員会議録・学校行事関係綴
り・学校日誌・学校要覧・学校
案内・卒業アルバム・行事写真
など

岡山県立記録資料館
岡山県公衆衛生看護学
校

391
講義資料・教育課程表・パンフ
レット・学校日誌・職員会議資
料など

広島県立文書館
広島県立広島観音高等
学校

昭和24～62年度 20点
校舎等の施設工事に関する文
書。

広島県立文書館 広島県立大和高等学校
昭和33～平成23
年度

１点
同窓会名簿ほか，同窓会に関す
る文書。

広島県立文書館
広島県立広島工業高等
学校

明治41～昭和49
年度

138点
備品，物品の管理に関する文
書，学校日誌ほか。

徳島県立文書館
徳島工業高等学校（現
徳島科学技術高校）
（徳島市）

明治～昭和（戦
後）

260

設置関係・県庁往復文書・職員
関係・日誌・校友会関係・皇太
子行啓関係・創立記念式典関
係・学徒動員関係・入学考査関
係・各種建造物建築仕様書、他

香川県立文書館 多度津水産高等学校
戦中～平成20年
頃

70

普通科と違い海洋技術科、海洋
生産科、海洋工学科コースを持
ち、また海洋での実習の為、学
校が実習船を持つ。そのため海
洋関係の書類を含む。

香川県立文書館 善通寺西高等学校
戦前～平成20年
頃

368

普通科と工業科デザイン科、家
庭科生活文化科を持った学校。
そのためデザイン関係の文書が
多い。卒業アルバムや生徒作品
に関する写真資料が豊富であ
る。
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 ２　各機関が所蔵する学校アーカイブズ一覧

機関名 学校名 年代 数量 内容 備考

香川県立文書館 大川東高等学校
戦後～平成10年
頃

849

香川県立三本松高校分校として
始まり、農業科造園科と家庭科
別科を持つ、そのため農業関係
の資料や分校より独立する際の
書類などを含有する。LHR日誌
や学級日誌等生徒の活動に関す
る資料が豊富である。

三豊市文書館
統廃合になった学校・
幼稚園

整理中 整理中 整理中

坂出市史編さん所

東部小学校・府中小学
校・松山小学校・香川
大学教育学部附属坂出
小学校・川津小学校

1962～2009年 6 創立周年記念誌

坂出市史編さん所
東部中学校・白峰中学
校・香川大学教育学部
附属坂出中学校

1997～2013年 3 創立周年記念誌

坂出市史編さん所
坂出第一高等学校・坂
出商業高等学校

2007～2015年 2 創立周年記念誌

西予市城川文書館 昭和30年代 122 中学校の設計図

熊本博物館 健軍小学校
18世紀半頃～20
世紀前半

約300点

ほとんどは小学校と直接関係の
ない健軍村（当時）関係の近世
～近代文書。ただし、作文簿や
小学校建築控えなどの健軍小文
書もある。

天草市立天草アーカイブズ 閉校学校資料（複数） 昭和初期～現在
文書箱
300箱

閉校時に学校から移管された資
料。学校沿革、行事関係、過去
の永年保存文書、モノ資料等
（モノ資料は資料館が保存）
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