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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県職員録（令和3年
5月1日）

総務課 21010102001 ¥400 A5

千葉県職員録（令和4年
5月1日）

人事課 22010105501 ¥430 A5

令和３年度6月補正予算
案について

財政課 20010103003 ¥340 A4

令和３年度9月補正予算
案について

財政課 20010103001 ¥90 A4

令和４年度当初予算案
について

財政課 21010103002 ¥950 A4

令和４年度9月補正予算
案について

財政課 22010103001 ¥100 A4

令和５年度当初予算案
について

財政課 22010103002 ¥1,050 A4

千葉県税務統計書　第
６５集　(令和元年度版）

税務課 20010104001 ¥550 A4

千葉県税務統計書　第
６６集　(令和２年度版）

税務課 21010104001 ¥530 A4

千葉県税務統計書　第
６７集　(令和３年度版）

税務課 22010104001 ¥520 A4

情報公開事務の手引
（平成31年4月）

審査情報課 19010106002 ¥610 A4

本書は、千葉県情報公開条例の解釈運用基準、知事
が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱
等を収録し、「千葉県の情報公開制度」に関する条例、
規則、要綱等を網羅しています。

情報公開事務の手引
（令和2年４月）

審査情報課 20010106501 ¥850 A4

本書は、千葉県情報公開条例の解釈運用基準、知事
が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱
等を収録し、「千葉県の情報公開制度」に関する条例、
規則、要綱等を網羅しています。

個人情報保護の手引き
（改訂第五版）

政策法務課 16010106003 ¥750 A4

本書は、千葉県情報公開条例の解釈運用基準、知事
が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱
等を収録し、「千葉県の情報公開制度」に関する条例、
規則、要綱等を網羅しています。

個人情報保護の手引き
（改訂第六版）

審査情報課 18010106501 ¥770 A4

本書は、千葉県個人情報保護条例の解釈運用基準、
知事が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要
綱等を収録し、「千葉県の個人情報保護制度」に関す
る条例、規則、要綱等を網羅しています。

総務部
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行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県公文書公開審査
会答申集(概要版とセッ
ト)

文書課 01010112003 ¥680 A4

千葉県私学要覧（令和２
年度）

学事課 20010113002 ¥100 A4

令和3年度　千葉県私立
学校名簿

学事課 21010113001 ¥410 A4

市町村財政の状況（平
成30年度）

市町村課 20010117004 ¥470 A4

市町村資料集（令和２年
度版）

市町村課 21010117003 ¥510 A4

市町村資料集（令和３年
度版）

市町村課 22010117001 ¥510 A4

平成３０年  市町村職員
の状況

市町村課 18010117001 ¥400 A4

令和２年度版 市町村税
の概況

市町村課 21010117001 ¥460 A4

令和２年度版 市町村税
の徴収状況等の概要

市町村課 21010117002 ¥520 A4

千葉県市町村合併推進
構想（18年12月）

市町村課 06020117005 ¥430 A4

「現在まで我々が造り上げてきた豊かな社会を、次の
世代に引き継ぐにはどうしたらよいのか」、「分権型社
会における基礎自治体のあるべき姿はどういうもの
か」。県では、市町村合併はこれらを実現するための一
つの有効な手段であると考えています。この構想をもと
に、短期的な利害得失にとらわれず、中長期的な視点
に立って充分に考え、様々な知恵を出しながら議論して
いきましょう。

千葉県史１　千葉県の
歴史　通史編原始・古代
１

文書館 06020136003 ¥5,000 A5
旧石器時代から古墳時代までの房総の成り立ちを東ア
ジア、また日本列島での房総の位置付けを意識しなが
ら、明らかにしました。

千葉県史２　千葉県の
歴史　通史編古代２

文書館 00010136023 ¥4,900 A5
奈良・平安時代を中心に、政治・社会・文化などの諸様
相について記述します。文献史料だけでなく、考古史料
の成果も取り入れて、古代房総の姿を描いています。

総務部出先機関
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行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県史３　千葉県の
歴史　通史編中世

文書館 06020136004 ¥5,500 A5

源頼朝が武家政権樹立に動き出した１１８０（治承４）年
から、１５９０（天正１８）年の豊臣秀吉による小田原合
戦までの房総の歴史を３編にわけて記述しました。第
一編は鎌倉時代、第二編は南北朝・室町時代、第三編
は戦国時代という形で時代を区分をしています。鎌倉
幕府の成立に重要な役割を果たした千葉氏などの房
総武士団、村単位でまとまりを示すようになった農民、
江戸湾の物流と湊町をめぐる争い、戦国大名に成長し
た里見氏など、それぞれ地域の特性を踏まえながら、
中世の房総の歴史を明らかにしています。

千葉県史４　千葉県の
歴史　通史編近世１

文書館 06020136005 ¥5,000 A5

本巻は、徳川家康の関東入部から、江戸時代を中心に
明治維新の変革期も視野においた通史です。また、附
録として「天保国絵図（下総国・上総国・安房国）」を９枚
に分割し函詰めしています。

千葉県史５　千葉県の
歴史　通史編近世２

文書館 07020136003 ¥5,200 A5

「通史編　近世１」の続編で、江戸時代の房総に生きた
人々の様子が具体的にみえるように、交通や物資の流
通、豪農や豪商が地域社会において果たした役割、さ
まざまな身分と人々の日々の暮らしや信仰、文学や美
術などについて記述されています。

千葉県史6　千葉県の歴
史　通史編近現代１

文書館 01010136001 ¥4,600 A5

本書は、明治初年から大正初めまでを対象にした通史
編で、第１編から第３編までの３編から構成されていま
す。第１編は、政治の流れを理解できるように時代を
追って重要な事項や人物を中心に叙述しています。第
２編は、産業・経済の分野を中心に、第３編は、社会・
文化の各領域を対象として、千葉県の特徴となってい
る事項や人物を取り上げています。

千葉県史7　千葉県の歴
史　通史編近現代２

文書館 04020136003 ¥4,700 A5

本巻では、大正から昭和戦前期の千葉県の歴史を四
編に分けて記述しています。第一編は、大正デモクラ
シー期の県下の政治、昭和恐慌、関東大震災などを、
第二編は、工業・金融・商業の発展、労働争議や社会
運動の展開を、第三編は、都市化の進展とそれに伴う
農漁村社会の変化の様子などを、第四編は、日中戦争
以後の戦時下の産業、教育・文化、県民の暮らしの様
相を具体的に記述しています。

千葉県史８　千葉県の
歴史　通史編近現代３

文書館 08020136003 ¥4,900 A5

第二次世界大戦の終了から１９９０年頃までの戦後の
千葉県を対象としており、序章についで本論は４編で構
成されています。敗戦後の混乱からの復興、占領下で
の民主化、新憲法下における地方自治の出発、京葉臨
海工業地帯の形成や産業経済の発展、開発にともなう
地域や生活の変貌、教育や文化の多様化など、大きく
変化してきた本県と県民の姿についてわかりやすく述
べられています。

千葉県史９　千葉県の
歴史　資料編考古１　旧
石器、縄文

文書館 00010136024 ¥9,700 A4

千葉県には、東内野遺跡・加曾利貝塚・堀之内遺跡な
どを代表とする旧石器・縄文時代の遺跡が多数ありま
す。そのなかでも重要な遺跡を精選し、その概要を紹
介します。主な内容は、次のとおりです。　・旧石器時代
の遺跡　・縄文時代草創期の遺跡　・縄文時代早期の
遺跡　・縄文時代前期の遺跡縄文時代前期の遺跡　・
縄文時代中期の遺跡縄文時代中期の遺跡　・縄文時
代後期の遺跡　・縄文時代晩期の遺跡

千葉県史10　千葉県の
歴史　資料編考古２　弥
生、古墳時代

文書館 02020136001 ¥9,800 A4

本県では、開発に伴う発掘調査が数多く行われ多くの
学術上貴重な成果が得られています。本書は、これら
の成果等に基づき弥生時代から古墳時代までの房総
をわかりやすく解説しました。また、弥生・古墳時代の
主要な３００の遺跡を取り上げ、写真や図表等を用いな
がら最新の調査成果を紹介しました。第I部　本書を解
説するために　弥生時代、古墳時代　第II部　資料　弥
生時代、古墳時代
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行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県史１１　千葉県の
歴史　資料編考古３　奈
良、平安

文書館 00010136025 ¥9,800 A4

奈良・平安時代の250遺跡を取り上げています。膨大な
発掘資料の中から、房総の古代を知る上で欠かせない
遺構・遺物を収録しています。主な内容は、次のとおり
です。　・安房国　安房国分寺・嶺岡東上牧遺跡等　・上
総国　上総国分僧寺・尼寺・草刈遺跡等　・下総国　下
総国府・鳴神山遺跡　・

千葉県史12　千葉県の
歴史　資料編考古4　遺
跡、遺構、遺物

文書館 03020136003 ¥9,800 A4

旧石器時代から平安時代までの遺跡・遺構・遺物など
を、近年の発掘調査も含めた多くの資料をもとに集成・
解説し、房総の原始・古代の考古学的効果を収録して
います。

千葉県史13　千葉県の
歴史　資料編古代　文
献、出土文字

文書館 00010136026 ¥5,400 A4

この巻は、最新の研究成果をもとに古代の房総三国に
関する資料を網羅し、編年で配列し一点ずつ要旨を付
けて活用しやすくしてあります。主な内容　　「本書を理
解するために」　・はじめに　・文字資料にみる古代の房
総　　「資料」　・編年史料編　・木簡・正倉院文書等　・
将門記（写真版）　・人名・地名索引　　「別冊」　・出土
文字資料集成

千葉県史14　千葉県の
歴史　資料編中世1　考
古資料

文書館 00010136027 ¥7,200 A4

中世考古の研究成果によって、文献史学とは異なる角
度から房総中世史像を明らかにするため、村落・宗教
関連・城館など128遺跡を取り上げています。主な内容
は、次のとおりです。　・安房国　水岡やぐら・千手印や
ぐら群他　・上総国　外箕輪遺跡・岩川館跡他　・下総
国　篠本城跡・千葉城跡他

千葉県史16　千葉県の
歴史　資料編中世3　県
内文書2

文書館 01010136009 ¥4,900 A5

県内各地に残されている寺院・神社、大名・武士、商
人・職人などに関する多様な中世文書を収録していま
す。鋸南町の古刹に伝えられた「妙本寺文書」は、はじ
めて全容が明らかにされます。

千葉県史17　千葉県の
歴史　資料編中世４　県
外文書１

文書館 02020136002 ¥4,000 A5

本書は2部構成になっており、県外各地に残された中世
文書のうち、東日本に所在するものを収録しています。
本書からは、中世房総をめぐる諸権力の動きや領主層
による所領支配と人々の暮らし、他地域との交流のあ
りさまなどを具体的に知ることができます。第１部の「本
書を理解するために」では、第2部「資料編」から選んだ
資料に読み下し文や現代語訳をつけ、中世の人々の
生活の一端をわかりやすく解説しています。第2部で
は、東日本に所在する約2，000点の古文書を所蔵者別
に掲載しています。

千葉県史18　千葉県の
歴史　資料編中世5
県外文書２、記録典籍

文書館 04020136004 ¥5,100 A5

本書は2部構成になっており、県外各地に残された中世
文書のうち、西日本に所在するものと、日記や記録等
の資料を収録しています。第１部の「本書を理解するた
めに」では、第2部「資料編」から選んだ資料に読み下し
文や現代語訳をつけ、中世の人々の生活の一端をわ
かりやすく解説しています。第２部では、県外文書とし
て西日本に所在する中世房総に関わる文書を掲載して
います。また公家や貴族の日記、東国の武家の記録な
どを広く収録しています。

千葉県史19　千葉県の
歴史　資料編近世1　房
総全域

文書館 05020136003 ¥5,200 A5

本巻では、安房・上総・下総の三国にわたる広域的な
資料を取り上げています。領主と地域支配、物資の輸
送、さまざまな身分、信仰、文化活動、災害や飢饉、幕
末の政治問題などで構成しています。また、民衆の生
活の具体的姿がイメージできるよう、絵馬・浮世絵など
の絵画資料も掲載しています。

千葉県史20　千葉県の
歴史　資料編近世2　安
房

文書館 00010136029 ¥4,300 A5

安房の国における近世の資料を、調査によって新たに
発掘された中から取り上げています。庶民の眼から
人々の生活を明らかにする事を念頭において構成しま
した。主な内容は、次のとおりです。　・安房の人々と支
配　・漁業と漁民の生活　・物と人の流れ　・安房の人々
の生業と生活　・嶺岡牧　・安房の寺院と神社　・海防と
安房の村々
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千葉県史21　千葉県の
歴史　資料編近世3　上
総１

文書館 01010136010 ¥4,700 A5

上総国における近世村落の確立・展開・変容のなかで
の村人の生活のあり様、生業の前提となる用水や山野
の利用、村々と領主との関係についての豊富な資料を
収録しています。第一部の「本書を理解するために」で
は、上総地域の特徴を概観する上で基礎的な資料を取
り上げました。第二部の「資料編」では、全体を６章に分
け資料を掲載しました。

千葉県史22　千葉県の
歴史　資料編近世４　上
総２

文書館 01010136002 ¥4,900 A5

上総国に関わる資料として、九十九里浜の漁業などの
諸産業とその流通過程、市場や交通の展開、江戸奉
公、信仰・宗教、文化活動について多彩な史料を収録
しています。

千葉県史23　千葉県の
歴史　資料編近世５　下
総１

文書館 03020136004 ¥5,000 A5

本書は、江戸時代の下総地域の庶民の暮らしについて
知るための史料が掲載されています。県史編さんに当
たり、新たに発見した資料を中心に利根川・江戸川の
流路やその他の用水、佐倉・小金牧、豪農商、寺院・神
社等に関する資料を掲載し、下総地域の特質を捉える
ことができるよう構成しています。

千葉県史24　千葉県の
歴史　資料編近世６　下
総２

文書館 04020136005 ¥5,100 A5

本書は２部構成になっており、下総１に次いで下総地
域に特徴的な近世文書を収録しています。
第１部の「本書を理解するために」では、下総地域の特
徴を概観するうえで特徴的な資料の現代語訳をつけ、
この時代の地域的特色や人々の生活の一端をわかり
やすく解説しています。第２部では、醤油醸造業・漁業
などの諸産業、利根川流域の都市などについての史料
を掲載し、下総地域の特質を抑えることができるよう構
成しています。

千葉県史25　千葉県の
歴史　資料編近現代１
政治・行政１

文書館 00010136030 ¥4,100 A5

千葉県の歴史「資料編近現代」は、千葉県の近現代全
般を扱う初めての資料集で、県内外の資料のうち、未
公開の資料を中心にしていますが、この「資料編　近現
代１」は、明治維新から日露戦争までの間における千
葉県の政治行政に関する資料を収録したものです。主
な内容は、次のとおりです。　「本書を理解するために」
・はじめに　・資料に見る近代の千葉　　「資料」　・千葉
県の成立　・三新法下の行政と政治　・地方自治制と千
葉県地方自治制と千葉県　・府県制下の千葉県

千葉県史26　千葉県の
歴史　資料編近現代２
政治・行政２

文書館 00010136031 ¥4,200 A5

千葉県の歴史「資料編近現代」は、千葉県の近現代全
般を扱う初めての資料集で、県内外の資料のうち、未
公開の資料を中心にしていますが、この「資料編　近現
代２」は、千葉県における日露戦争から第二次世界大
戦終了までの政治・行政の状況のわかる新出の資料を
収録しています。アメリカ国立公文書館等の翻訳資料
は資料的価値の高いものです。主な内容は、次のとお
りです。　・日露戦争後の千葉県　・大正デモクラシー期
の千葉県　・戦時体制下の千葉県　・戦争末期の千葉
県

千葉県史２７　千葉県の
歴史　資料編近現代３
政治・行政３

文書館 07020136004 ¥4,600 A5

昭和２０年８月の敗戦から１９７０年代前半の高度経済
成長の終えんまでの政治・行政に関する資料を収録し
ており、その前半を占領期、後半を講和後として大きく
時代区分し、戦後政治における本県の特徴を位置付け
ようとしています。また、戦後の政治制度等の激変の中
で、県や県民がどのように対応してきたかが理解できる
ようにしました。
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千葉県史28　千葉県の
歴史　資料編近現代４
産業・経済１

文書館 00010136032 ¥4,400 A5

千葉県の歴史「資料編近現代」は、千葉県の近現代全
般を扱う初めての資料集で、県内外の資料のうち、未
公開の資料を中心にしていますが、この「資料編　近現
代４」は、明治初年から昭和二十年までの産業・経済の
うち下総台地の開墾、印旛沼開発、大利根用水事業、
堀田家が行った農業試験場での事業、明治初年の漁
法、房総各地における戦時期を含めた水産業の様子な
ど第一次産業の状況を収録しています。主な内容は、
次のとおりです。　「本書を理解するために」　・はじめに
・農作業と農法の改良　・土地改良と利水・治水　・農業
改良の浸透　・下総台地の開墾 ・地主と小作人 ・農業
生産の展開 ・房総の漁法 ・漁民のくらし 「資料編」 ・土
地と水 ・農業の発達 ・水産業

千葉県史29　千葉県の
歴史　資料編近現代5
産業・経済２

文書館 01010136011 ¥4,400 A5

明治初年から敗戦までの間の商工業及び都市化の基
盤整備を特徴づける資料を収録しています。具体的に
は、本県を代表する産業である醤油醸造業をはじめ、
水運・鉄道業、金融業や水道・電力の普及などを取り
上げました。

千葉県史30　千葉県の
歴史　資料編近現代6
産業・経済３

文書館 05020136004 ¥4,400 A5

本巻では、第二次大戦後から１９８０年代までの産業・
経済に関する資料を収録しています。京葉臨海工業地
帯の開発を契機として急速に工業化が進み、産業構造
も大きく変化し、また県北西部を中心にして都市化が進
み、人々の生活や街の様子が一変しました。その一方
で、農業や水産業も戦前と同様に引き続き盛んで全国
でも上位の生産額を上げています。現在の千葉県の礎
を築いてきた産業や経済の動きが理解できるよう、多
方面から貴重な資料を収集しています。

千葉県史31　千葉県の
歴史　資料編近現代７
社会・教育・文化１

文書館 00010136033 ¥4,700 A5

千葉県の歴史「資料編近現代」は、千葉県の近現代全
般を扱う初めての資料集で、県内外の資料のうち、未
公開の資料を中心にしていますが、この「資料編　近現
代７」は、千葉県における明治初年から大正初期まで
の社会・教育・文化の状況のわかる新出の資料を収録
しています。伊藤左千夫を中心とした「阿羅々木」をめ
ぐる人々の書簡集は資料的価値の高いものです。主な
内容は、次のとおりです。　・明治初期の房総社会　・明
治維新と宗教　・教育と地域社会　・明治の地方文化　・
社会思想と地域の状況　・医療と衛生

千葉県史32　千葉県の
歴史　資料編近現代８
社会・教育・文化２

文書館 02020136003 ¥4,500 A5

第一次世界大戦から日中戦争、敗戦までの時期の千
葉県の社会・教育・文化に関する特徴ある資料を掲載
しています。主な内容は、次のとおりです。・第１編　戦
前期の社会・教育・文化（県の教育と教師の実践、関東
大震災と地域の対応、青年団と処女会、労働運動の展
開、農民運動とその転換、県民の生活と社会、文学と
美術）　・第２編　戦時下の社会・教育・文化（日中戦争
と県民、教育と文化、生活の統制と動員、戦争と社会運
動、太平洋戦争期の社会）

千葉県史33　千葉県の
歴史　資料編近現代９
社会・教育・文化３

文書館 06020136006 ¥4,700 A5

敗戦直後から1980年代までの社会・教育・文化に関す
る資料を収録しました。戦後復興・高度経済成長・大衆
消費社会を経て、県民の生活が戦後どのように変貌し
てきたのかを理解することができます。

千葉県史34　千葉県の
歴史　別編民俗１　総論

文書館 00010136034 ¥6,500 A4

千葉県に見られる民俗の全体像を把握するために１０
０項目の民俗分布地図を作成し、そこから地域の特性
や地域相互の関連性を明らかにしています。主な内容
は、次のとおりです。　・人々の絆　・暮らしの組み立て
・年中行事　・社寺と祭り　・伝説と唄　・民族文化から
みる地域　・地域をかたちづくる民俗　・房総民俗研究
のあゆみ

千葉県史35　千葉県の
歴史　別編民俗２　各論

文書館 01010136003 ¥5,700 A4

県内の特定地域を取り上げて、その地域の民俗事象を
具体的に紹介しています。主な内容は、次のとおりで
す。第１部　海と生活　第２部　谷津・台地・低地の生活
第３部　町の生活　第４部　ムラとイエの民俗　第５部
房総の心性
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千葉県史37　千葉県の
歴史　別編地誌２　地域
誌

文書館 00010136036 ¥9,400 A4

千葉県内の各地域・各市町村ごとに地理的特色を取り
上げています。大きく変容した千葉県の様子や、県内
の自然・産業・社会などの特徴を明らかにしました。主
な内容は、次のとおりです。　・千葉県の地理的性格　・
湾岸地域　・東葛地域　・下総・利根地域　・九十九里地
域　・南房総地域

千葉県史38　千葉県の
歴史　別編地誌３　地図
集

文書館 01010136004 ¥9,200 A4

各種地図類を用いて千葉県の現況を捉えるとともに、
地域の著しい変貌を描き出すことを試みました。また、
県庁各課への調査をもとに作成した『千葉県作成地図
一覧』を巻末に掲載しました。主な内容は、次のとおり
です。　・千葉県の自然環境　・千葉県の産業　・千葉県
の社会　・千葉県における地形図　・地形図にみる地域
の変容　・資料　千葉県作成地図一覧

千葉県史39　千葉県の
歴史別編　年表

文書館 08020136004 ¥2,400 A5

これまで刊行してきた　『千葉県の歴史』　の通史編や
資料編の成果を踏まえ、多くの関係資料を基にして作
成した本県の歴史年表です。旧石器時代から現在に至
るまでの間に房総に起こった様々な出来事を年代順に
できるだけ分かりやすい表現で記述しました。 また、国
内外の出来事も併せて記載しており、房総の出来事と
関連付けて見ることができます。なお、「主要な人名索
引」や「戦国時代の房総の城郭と城主」「房総諸藩から
千葉県への変遷」「市町村の区域とその変遷」等を掲
載しており、本書を利用する際の参考となります。

千葉県史40　千葉県の
自然誌　本編１　千葉県
の自然

文書館 00010136037 ¥8,900 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻はその第１巻で総論編
です。千葉県の自然の生い立ちと現状、日本の自然の
中に占める位置・特徴、環境保全などを内容とし、最新
の研究成果をもとに、フルカラーの写真や図表を豊富
に取り入れ、分かりやすく簡潔にまとめあります。主な
内容は、次のとおりです。　・千葉県の台地と気候（大
地の生い立ち、現在の千葉県等）　・千葉県の生物（陸
及び海の菌類・植物・動物）　・千葉県の環境保全（生
活環境とその保全、自然保護、天然記念物、自然環境
保全地域、自然公園

千葉県史42　千葉県の
自然誌　千葉県の気候・
気象

文書館 00010136039 ¥9,100 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻はその第３巻で各論編
です。千葉県の豊かな気候と気象について、気象要
素・気象災害、気候と人々の生活や産業との関わりな
どをさまざまな視点から明らかにします。主な内容は、
次のとおりです。　・気温　・降水量　・風　・日照日射　・
霧　・台風　・梅雨　・局地気流　・はげしい気象　・都市
気候　・大気汚染と環境問題　・千葉県の気候区分　・
気候・気象と民俗・生活　・気候・気象と産業　・生物気
候

千葉県史43　千葉県の
自然誌　千葉県の植物
１

文書館 00010136040 ¥9,700 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻はその第４巻で各論編
です。千葉県の豊かな生物相の中から細菌類・菌類・
地衣類・藻類・コケ類について、その分布や他の生物と
のかかわりなどさまざまな視点から明らかにします。主
な内容は、次のとおりです。　・千葉県の細菌・ウイルス
・千葉県の菌類とその生態　・千葉県の藻類とその生態
・千葉県のコケ類とその生態

千葉県史44　千葉県の
自然誌　本編５　千葉県
の植物2

文書館 01010136012 ¥9,800 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻はその第５巻で各論編
です。千葉県のすべての自然環境に見られる生物相の
うち、シダ植物・種子植物を取り上げました。
なかでも、特に植物の生態(植生)を中心に、環境別に
紹介しています。本巻では、先ず千葉県の特徴ある地
形や気候から植生をとらえ、さらに植生の変遷や動物
との関係、環境条件とのかかわりなど様々な観点から
考察し、まとめました。
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千葉県史45　千葉県の
自然誌　本編６　千葉県
の動物１

文書館 01010136005 ¥9,800 A4
県内に生息する陸と淡水の動物を、原生動物から哺乳
類まで全ての動物郡を網羅し、紹介します。最新の研
究成果を踏まえ、写真も豊富です。

千葉県史46　千葉県の
自然誌　本編７　千葉県
の動物２

文書館 00010136041 ¥8,700 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻はその第７巻で各論編
です。変化に富んだ千葉県の海には様々な動物が息
づいています。各地の海の紹介と千葉県で見られる動
物群を原生動物から鯨まで全て紹介します。主な内容
は、次のとおりです。　総論　・千葉県各地の海の動物
・浅海から深海の動物　　各論　・原生動物　・後生動物
亜界　・海綿動物・軟体動物から脊椎動物（魚類から鳥
類、爬虫類、哺乳類）まで

千葉県史47　千葉県の
自然誌　本編８　変わり
ゆく千葉県の自然

文書館 03020136005 ¥8,100 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻は既刊の本編第７巻の
まとめの内容を目指し、千葉県の生い立ち、人間生活
の質的変化と規模の拡大によって変容しつつある千葉
県の自然などについて、主として歴史的視野から人と
自然の関わりなどを含めて総合的に記載しています。

千葉県史48　千葉県の
自然誌　別編１　千葉県
地学写真集

文書館 04020136006 ¥7,500 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌ですが、この巻は、千葉県における地
学の最新情報をわかりやすく紹介するとともに、既に刊
行した地学分野の４巻を補足しつつ、写真を主として掲
載し、千葉県の自然のすばらしさ、自然の保全・保護や
自然災害等への認識をより一層高めることを目指して
います。

千葉県史49　千葉県の
自然誌　別編２　千葉県
植物写真集

文書館 05020136005 ¥7,500 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌で、本巻はその別編の第２巻で、親し
みやすくかつ見やすくわかりやすい写真集としていま
す。千葉県の多様な環境の中で生育する様々な植物
について、その生態や生育環境をわかりやすく紹介す
るとともに、特に「千葉県の保護を要する植物」の章を
設け、県民が千葉県の自然のすばらしさを改めて認識
すると同時に環境保全や自然保護の重要性にも目を
向けていくように、自然環境の変化などから絶滅に瀕し
ている植物の写真を掲載しています。

千葉県史50　千葉県の
自然誌　別編３　千葉県
動物写真集

文書館 05020136006 ¥7,500 A4

『千葉県の自然誌』１２巻は全国に先駆けて編さんする
本格的な自然誌で、本巻はその別編の第３巻で、親し
みやすくかつ見やすくわかりやすい写真集としていま
す。特に本巻は、「写真集」そのものを図鑑的ではなく
物語的にまとめ、千葉県に生育する動物を「街」、「水田
や草地」、「川や沼」、「森や林」、「海や海辺」の５つの
環境別にまとめ、紹介するとともに、ストーリー性を持た
せて、県民が千葉県の自然のすばらしさや豊かな自然
と共存する生活について改めて認識すると同時に自然
環境の保全や生物の保護の重要性にも目を向けていく
ような内容とするよう努めました。

収蔵文書目録第六集
諸家文書目録３

文書館 00010136042 ¥2,280 B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している古文書のう
ち、次の９家の古文書を目録化したものです。なお、本
目録には、各家ごとに当館への受け入れの経緯・地域
の歴史・古文書の概要等の解説が付されています。　・
東庄町笹川ろ　鹿野戸区有文書　・三芳村上堀　上堀
区有文書　・勝浦市浜勝浦　久我家文書　・千葉市稲毛
区稲毛東　永原家文書　・夷隅町作田　吉原家文書　・
東金市田間　古川家文書　・四街道市大日　後藤家文
書　・栄町安食台　飯嶋家文書
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収蔵文書目録第七集
諸家文書目録４

文書館 00010136043 ¥2,850 B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している古文書のう
ち、次の９家の古文書を目録化したものです。なお、本
目録には、各家ごとに当館への受け入れの経緯・地域
の歴史・古文書の概要等の解説が付されています｡　・
市原市村上　伊藤（平）家文書　・小見川町貝塚　菅谷
家文書　・佐倉市並木町　斉藤（き）家文書　・習志野市
東習志野　上村家文書　・芝山町菱田　小川家文書　・
千葉市若葉区富田町　仲田家文書　・東金市押堀　志
賀家文書　・市原市若宮　畠家文書　・千葉市美浜区高
洲　苅米家文書

収蔵文書目録第十一集
清水(友)家文書目録上

文書館 02020136009 ¥2,360 B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している清水（友）家
文書＜５，４１４点＞の目録です。上巻には、このうちの
２，１８０点を収録しています。清水家は、下大多喜村
（現大多喜町）の名主等をつとめた家です。同家文書中
には、名主・戸長役場・村役場及び郡役所の職務に関
する文書等があります。
本目録には、当館への受け入れの経緯・内容及び近世
～近代の下大多喜村の状況等についての概説等が記
載されています。

収蔵文書目録第十二集
清水(友)家文書目録下

文書館 02020136010 ¥2,390 B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している清水（友）家
文書＜５，４１４点＞の目録です。下巻には、このうちの
３，２３４点を収録しています。清水家は、下大多喜村
（現大多喜町）の名主等をつとめた家です。同家文書中
には、名主・戸長役場・村役場及び郡役所の職務に関
する文書等があります。

収蔵文書目録第十三集
諸家文書目録５

文書館 02020136011 ¥2,390 B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している古文書のう
ち、次の９家の古文書を目録化したものです。・大原町
大原　青柳家文書　・君津市南小安　苅込家文書　・印
西市草深　香取家文書　・八日市場市長岡　　勝股家
文書　・清瀬市元町　湯原家文書　・さいたま市鹿手袋
柴山家文書　・横芝町小堤　神保家文書　・鴨川市東江
見　江見共有文書　・千葉市中央区登戸　藤代家文書

収蔵文書目録第十四集
立野家文書目録

文書館 01010136014 ¥980 B5

本目録は当館が収蔵している古文書の目録です。市原
市飯沼の立野家文書（４，１６８点）を収録しています。
肥料商経営、千葉県獣医、千葉県農林技手、千葉県畜
産組合聨合会技手、種牡牛検査員等に関する文書が
あります。

収蔵文書目録第十五集
大室家・中村(信）家文書
目録

文書館 01010136007 ¥900 B5

本目録は当館が収蔵している古文書の目録です。市原
市中野の大室家文書（６３８点）と中村家文書（１，９０５
点）を収録しています。大室家文書は収集文書で、市原
市草刈の鴇田家文書・菊間藩文書・千葉県会議日誌等
があります。中村家文書には、中野村（市原市）の名主
関係文書等があります。

収蔵文書目録第十六集
諸家文書目録６

文書館 02020136007 ¥1,600 B5

本目録は、当館が収蔵している古文書等の目録です。
収蔵文書（８件・３，３３６点）の概要等については、次の
とおりです。＜銚子市牛久　稲葉家文書　２点＞江戸時
代の裁判の記録を編さんした資料及び牛久町六番組
の物品・金銭の出入りを記録した帳簿　＜佐倉市宮小
路町　木村家文書　９８点＞幕末に佐倉藩の兵制改革
を推進した木村軍太郎に関する文書等　＜千葉市中央
区川戸町　片山家　４８点＞徳川家の祖から家康まで
の筆跡を記した「三河国後風土記」　＜成田市美郷台
大谷家文書　４３点＞大原村（現多古町）の名主文書等

収蔵文書目録第十七集
小幡家文書目録

文書館 03020136001 ¥1,190 B5
本書は、市原市高滝に所在する小幡家から文書館が
受け入れた文書の目録で２９０３点を収録した刊行物で
す。

収蔵文書目録第十八集
土屋家・菱沼区有文書
目録

文書館 04020136001 ¥1,200 B5
本目録は、千葉県文書館が収蔵する文書の目録で東
金市菱沼土屋家（１，５８４点）、東金市菱沼区有文書
（１，７９８点）を収録しています。
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収蔵文書目録第十九集
諸家文書目録７

文書館 05020136001 ¥1,190 B5

「収蔵文書目録」は、文書館が収蔵している古文書の
目録です。第１９集は、「諸家文書目録７」として次の５
家の古文書を収録しました。<構成>・富津市千種新田
各務家文書　・千葉市中央区松浪　宇井家文書　・いす
み市岬町谷上　鵜澤家文書　・東金市二又　石田家文
書　・千葉市緑区刈田子町　高梨家文書

収蔵文書目録第二十集
諸家文書目録８

文書館 06020136001 ¥1,190 B5

「収蔵文書目録」は、文書館が収蔵している古文書の
目録です。第２０集は、次の５件の文書を収録しまし
た。　・一宮町一宮　一宮町史収集文書　・東庄町小南
小南区有文書　・富津市鶴岡　小熊家文書　・南房総市
千倉町平舘　堀江家文書　・木更津市中島　小原家・秋
楽家文書

収蔵文書目録第二十一
集　鳥飼家文書目録　上

文書館 07020136001 ¥1,190 B5

本目録は、当館が収蔵している古文書の目録で、袖ケ
浦市奈良輪の鳥飼家文書（7374点）のうち、3582点を
収録しています。
本目録には、江戸時代から昭和にかけての次の文書
を収録しています。
・名主関係文書・大惣代関係文書・奈良輪宿役人関係
文書・戸長関係文書・県議会議員関係文書・君津、望
陀、周准、天羽郡書記関係文書・奈良輪村村会議員関
係文書・千葉県水産試験場関係文書・奈良輪漁業協同
組合他関係文書

収蔵文書目録第二十二
集　鳥飼家文書目録　下

文書館 08020136001 ¥1,190 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録で、袖ヶ浦
市奈良輪の鳥飼家文書（7374点）のうち、3792点を収
録しています。本目録には、江戸時代から昭和にかけ
ての次の文書等を収録しています。　・奈良輪村の領主
であった旗本上原家　・鳥飼家の親戚の佐久間家　・製
塩、養魚、酒造、養蛎、養蚕、運送　・奈良輪漁業協同
組合　・保険代理店　・銀行代理店　・地主経営　・大区
会議事務　・望陀周准天羽郡役所　・楢葉村議会　・千
葉県水産事務所

収蔵文書目録第二十三
集　諸家文書目録９

文書館 09020136001 ¥1,190 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の
６件の古文書を収録しています。　＜富里市根古名　石
井家文書　３９４点＞根古名村の名主文書等　＜茂原
市上茂原　武田家文書　３１３点＞上茂原村の村政や
板倉胤臣に関する文書等＜勝浦市浜勝浦　久我家文
書１点＞「日本総図」＜多古町御所台　並木家文書　２
５点＞蹴鞠等に関する文書＜茂原市緑町　加藤家文
書　１８８０点＞加藤氏が収集したもので、茂原市早野
の今関家文書・山武市森の土屋家文書・東金市堀上の
篠原家文書等＜勝浦市鵜原　柴代家文書　５３６点＞
鵜原村の名主文書や漁業等に関する文書。

収蔵文書目録第二十四
集　東金市台方　有原家
文書目録（上）

文書館 10020136001 ¥690 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金
市台方の有原家文書（６６７１点）のうち３０５８点を収録
しています。江戸時代から昭和にかけての次の文書等
を収録しています。村役人・用掛・台方小学校・東金町
学務委員・台方青年会等

収蔵文書目録第二十五
集　東金市台方　有原家
文書目録（下）

文書館 11010136002 ¥690 B5

 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東
金市台方の有原家文書(6671点)のうち3613点を収録し
ています。江戸時代から昭和にかけての次の文書等を
収録しています。地主経営・米穀売買・油屋経営・木材
販売・農業・桑生産等

収蔵文書目録第二十六
集　東金市台方　前嶋家
文書目録　２

文書館 12010136002 ¥800 B5

 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東
金市台方の前嶋家文書のうち4110点を収録していま
す。江戸時～明治時代の台方村の村政等に関する文
書があります。
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収蔵文書目録第二十七
集　東金市台方　前嶋家
文書目録　３

文書館 13010136001 ¥670 B5

 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東
金市台方の前嶋家文書のうち3700点を収録していま
す。江戸時代から明治にかけて地主経営について、会
計・土地・小作・年貢・納税等に関する文書を収録して
います。

収蔵文書目録第二十八
集　東金市台方　前嶋家
文書目録　４

文書館 14010136001 ¥560 B5

 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東
金市台方の前嶋家文書のうち2911点を収録していま
す。東金町助役・山武郡会議員・商業活動・縁戚等に
関する文書があります。

収蔵文書目録第二十九
集　東金市台方　前嶋家
文書目録　５

文書館 15010136001 ¥950 B5

 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東
金市台方の前嶋家文書のうち3008点を収録していま
す。明治時代の学校、前嶋治兵衛の日記、無尽講、金
毘羅信仰、社寺、旅などに関する文書を収録していま
す。前嶋家文書目録の最終巻です。

収蔵文書目録第三十集
諸家文書目録10

文書館 16010136001 ¥970 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の
4件の古文書を収録しています。＜茂原市上茂原 武田
家文書1876点＞上茂原村の村政、戸長、郡会議員等
に関する文書＜いすみ市岬町中原 吉野家文書275点
＞中原村の村政・学務委員・漁業等に関する文書＜山
武市富田 大髙家文書63点＞大高亀足の句集「亀足
集」等＜千葉市若葉区西都賀 富樫家文書172点＞富
樫千代吉（陸軍・民間航空会社のパイロット）に関する
大正10年代～昭和戦前期の写真等

収蔵文書目録第三十一
集　諸家文書目録11

文書館 17010136002 ¥970 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の
5件の古文書を収録しています。＜千葉市中央区松ケ
丘町 若松家文書2点＞江戸時代の裁許証文と鷹場組
合の村々の証文＜市原市君塚 君塚村文書6点＞江戸
時代の君塚村の新田や塩場の絵図や検地帳等＜東金
市下谷 鵜沢(金)家文書125点＞江戸時代の上総国山
辺郡下谷新田・上谷村・上谷新田の村方文書＜九十九
里町下貝塚 齋藤(功)家文書258点＞寄託者が収集し
たもの。本盛寺・池田小学校・島小学校等に関する文
書＜一宮町東浪見 秋葉家文書1567点＞東浪見村の
村政・秋葉家の家業・旗本土方家・鶴舞町役場・市西村
役場等に関する文書

収蔵文書目録第三十二
集　諸家文書目録12

文書館 18010136002 ¥980 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の
6件の古文書を収録しています。
＜岐阜県関ケ原町野上　高木（清）家文書目録4点＞
＜いすみ市岬長者　清水（豊）家文書目録6点＞
＜東京都杉並区宮前　荻生家文書目録55点＞
＜勝浦市串浜　黒汐資料館家文書目録1243点＞
＜八千代市米本　安田家文書目録84点＞
＜旭市飯岡　小田家文書目録557点＞

収蔵文書目録第三十三
集　岡田（利）家文書目
録１

文書館 19010136002 ¥980 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原
市分目の岡田（利）家文書（12147点）のうち2245点を収
録しています。近世から近代にかけて、岡田家が公職
を務めたことにより伝来したと思われる文書を９の大項
目に分けて収録しています。

収蔵文書目録第三十四
集　岡田（利）家文書目
録2

文書館 20010136002 ¥980 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原
市分目の岡田（利）家文書（12147点）のうち2304点を収
録しています。明治十年代以降、岡田家が公職を務め
たことにより伝来したと思われる文書を12の大項目に
分けて収録しています。

収蔵文書目録第三十五
集　岡田（利）家文書目
録3

文書館 21010136002 ¥970 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原
市分目の岡田（利）家文書（12147点）のうち、檀家や氏
子など岡田家や分目村を取り巻く宗教的諸関係により
伝来した文書、岡田家の家族や親類に関する文書、
1896点を収録しています。
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収蔵文書目録第三十六
集　岡田（利）家文書目
録4

文書館 22010136002 ¥990 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原
市分目の岡田（利）家文書（12147点）のうち、岡田家の
近世期及び明治期以降の土地所有と地主経営に関す
る文書、1966点を収録しています。

千葉県史料　中世編　県
外文書

文書館 00010136004 ¥4,500 A5 県外の中世文書977点を収録

千葉県史料　中世編　諸
家文書　補遺

文書館 00010136005 ¥5,500 B5 千葉県史料　中世編　諸家文書　補遺

千葉県史料　近世編　伊
能忠敬書状

文書館 00010136006 ¥2,060 A5 伊能忠敬の公私にわたる直筆書簡１６０通を解読配列

千葉県史料　近世編　佐
倉藩紀氏雑録

文書館 00010136007 ¥4,220 A5 佐倉藩の諸記録、藩の編纂物

千葉県史料　近世編　佐
倉藩紀氏雑録続集

文書館 00010136008 ¥4,120 A5 佐倉藩の諸記録、藩の編纂物

千葉県史料　近代編　明
治初期６

文書館 00010136009 ¥2,880 A5 明治11年の千葉県の歴史

千葉県史料　近代編　明
治初期７

文書館 00010136010 ¥3,600 A5 明治12年の千葉県の歴史

千葉県史料　近代編　郡
制　上

文書館 00010136011 ¥4,420 A5 県内の郡関係資料（明治11年～明治36年）

千葉県史料　近代編　郡
制　下

文書館 00010136012 ¥4,630 A5 県内の郡関係資料（明治37年～大正15年）

おとづれ文庫文書仮目
録（上）

文書館 00010136044 ¥1,100 A4

『おとづれ文庫文書仮目録』は、千葉県文書館が収蔵
している「おとづれ文庫文書」（古代～近現代の古文
書・古書籍等約34,000点）を3分冊に目録化したもので
す。そのうち、本目録（上巻）には、文書番号ア1からサ
1406までの約12,000点を収録しています。

おとづれ文庫文書仮目
録（中）

文書館 00010136045 ¥1,100 A4

『おとづれ文庫文書仮目録』は、千葉県文書館が収蔵
している「おとづれ文庫文書」（古代～近現代の古文
書・古書籍等約34,000点）を3分冊に目録化したもので
す。 そのうち、本目録（中巻）には、文書番号シ1からニ
162までの約10,000点を収録しています。

おとづれ文庫文書仮目
録（下）

文書館 00010136046 ¥1,100 A4

『おとづれ文庫文書仮目録』は、千葉県文書館が収蔵
している「おとづれ文庫文書」（古代～近現代の古文
書・古書籍等約34,000点）を3分冊に目録化したもので
す。 そのうち、本目録（下巻）には、文書番号ヌ1～も
162の約12,000点を収録しています。
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県史研究　創刊号 文書館 00010136013 ¥1,300 B5

千葉県史研究は、県史編さん事業の過程で行われた
最新の調査・研究の成果を広く公表するための刊行物
です。＜創刊号の主な内容＞論文　・鎌倉時代中期の
千葉氏―法橋長専の周辺―　・磨製石斧概論　　研究
ノート　・平良文と将門の乱―『大法師浄蔵伝』所引『外
記日記』逸文の検討―　・漁撈民俗をめぐる諸問題―
海洋人類学の足跡と漁民研究―　・大気汚染からみた
千葉県の地域特性　　資料紹介　・秋田城跡出土の上
総国関係木簡　・陸奥二本松藩の江戸湾防備と預地
・千葉県下の軍事施設及び演習場

千葉県史研究　第3号 文書館 00010136015 ¥1,300 A4

千葉県史研究は、県史編さん事業の過程で行われた
最新の調査・研究の成果を広く公表するための刊行物
です。＜第3号の主な内容＞　論文　・上総国藻原荘に
ついて―「施入帳」の検討を中心として　　調査報告　・
上総国畔蒜庄横田郷の荘園調査報告　　研究ノート　・
近世房総をめぐる物流と海船　・瓦と建物、そのイメー
ジと原風景に関する覚書―千葉県内の寺院遺跡の調
査例を中心として　　資料紹介　・千葉県庁舎と火除地

千葉県史研究　第5号 文書館 00010136017 ¥1,300 A4

千葉県史研究は、県史編さん事業の過程で行われた
最新の調査・研究の成果を広く公表するための刊行物
です。＜第5号の主な内容＞　論文　・中世寺院におけ
る修学の歴史的性格―特に妙本寺と関東天台との関
係を通じて―　・肥前千葉氏に関する基礎的考察―地
域と交流の視点から―　・自作地主経営の戦前から戦
後への転換　　研究ノート　・村政に関する元禄～享保
期の記録編纂作業―下総佐原伊能景利の事例から―
書評　・『千葉県の歴史』資料編　古代　・『千葉県の歴
史』資料編　近現代1(政治・行政)　・『千葉県の歴史』別
編　地誌1(総論)

千葉県史研究　第7号 文書館 00010136019 ¥1,900 A4

千葉県史研究は、県史編さん事業の過程で行われた
最新の調査・研究の成果を広く公表するための刊行物
です。＜第7号の主な内容＞　論文　・小泉次大夫吉次
の歴史的位置―特に安房妙本寺・駿河久遠寺との関
係を通じて―　・東国中世村落の景観変化と画期―西
上総、周東・周西郡内の事例を中心に―　・市にみる商
いと取引の諸相―夷隅郡六斎市を例として―　　講演
記録　・墳丘墓から見た東アジアの古代国家　　研究
ノート　・千葉氏の嫡宗権と妙見信仰―『源平闘諍録』
成立の前提　　書評　・『千葉県の歴史』資料編　考古3
（奈良・平安時代）　・『千葉県の歴史』資料編　中世1
（考古資料）　・『千葉県の歴史』資料編　近現代7（社
会・教育・文化1）

千葉県史研究　第7号別
冊

文書館 00010136020 ¥700 A4

○十七世紀後半における「惣百姓」について
　－上総国長柄郡本小轡村を事例として－
○元禄期の村と村役人
　－上総国長柄郡千沢村を事例として－
○東上総における幕末の月並俳諧流行の実態
　-上総国長柄郡本小轡村藤乗家日記を事例として-
○東上総地域における酒の生産と流通
　－上総国埴生郡矢貫村今関家を中心として－
○東上総南岸地域の漁業社会構造
　－上総国夷隅郡鵜原村を事例として－
○十九世紀前半の沿岸防備政策と上層農民
　－九十九里兵の町奉行与力給知を中心に－
○十九世紀における相給村落の内と外
　－上総国埴生郡立木村高橋家「御用留」を素材として
－
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県史研究　第8号 文書館 00010136021 ¥700 A4

○口絵　印西市木苅峠遺跡出上の後期旧石器
○論文 ・東鰒と隠壱鰒
・中世東国の法華宗寺院における住持と隠居
　－安房妙本寺の口要・口我・日侃を中心として－
・『源平闘語録』と千葉氏嫡宗権の成立について
・近世安房国における新義真言宗の寺院組織
・木苅峠再訪－房総半島小型石槍の変遷－
○研究ノート ・近世－近代村方地主の消費生活
　－下総国香取郡鏑木村鏑木治郎兵衛家を素材として
－
○書評 ・『千葉県の歴史　資料編　近世2(安房)』
・『千葉県の歴史　別編　民俗1(総論)』
・『千葉県の歴史　別編　地誌2(地域誌)』
○資料紹介 ・君津市浅間神社古墳測量調査報告
○近世史部会から
○県史編さん業務の状況

千葉県史研究　第10号 文書館 02020136005 ¥700 A4

県史編さん事業の過程で行われた最新の調査・研究
の成果を広く公表するための刊行物で、第10号には、
口絵「石原純・伊藤左千夫書簡」、論文「関東御公事賦
課と小侍所」などが掲載されています。

千葉県史研究　第10号
別冊

文書館 02020136006 ¥700 A4

県史編さん事業の過程で行われた最新の調査・研究
の成果を広く公表するための刊行物で、第10号別冊
は、近世の特集号として「近世における関宿周辺の治
水事情」、「近世鬼泪山の入会関係について」などが掲
載されています。

千葉県史研究　第1２号 文書館 04020106010 ¥630 A4

県史編さん事業の過程で行われた最新の調査・研究
の成果を広く公表するための刊行物で、第12号には、
口絵「妙本寺文書第八巻一号文書『唯我尊霊百日記断
簡』、論文「中世香取社領における土地売買の基本的
性格」などが掲載されています。

千葉県史編さん資料
本埜村海老原家文書

文書館 04020136009 ¥1,100 A4

本書は、千葉県史編さん事業のうち近世編・近現代編
編さん作業の一環として行っている現状記録調査の報
告書であり、印旛郡本埜村竜腹寺の海老原家に所蔵さ
れている文書群を収録している。

旧源村役場文書目録 文書館 00010136001 ¥2,740 A5

『旧源村役場文書目録』は、現在の東金市と山武町の
一部地域に存在した源村役場が、明治22年に村が誕
生してから昭和29年3月に消滅するまでの全期間にわ
たって、作成・収受した公文書等の史料約1万5千点の
目録です。千葉県文書館に寄託された後、当館で整理
作業を進め、全史料を22項目に分類し、３分冊で刊行
しました。各冊に収録した分類項目は以下のとおりで
す。〈第１集〉　法令　　議会　　選挙　　租税　　財務･会
計　　戸籍　　土地･家屋　　土木･建築･災害　　〈第２
集〉　農業　　産業･経済　　兵事　　寺社･宗教　　教育･
文化　〈第３集〉 生活・社会　統計　役場・庶務　国策・
時局　戦後政策　法務・警察　国際社会　雑　戸長役場

千葉県の文書館　第１２
号

文書館 06020136002 ¥480 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行してい
ます。＜構成＞・都道府県文書館における民間資料の
選別受入について　・アメリカ国立公文書館洪水被害
・幻となった合併構想　・江戸時代の旅事情　・八千代
市立郷土博物館の概要等

千葉県の文書館　第１３
号

文書館 07020136002 ¥480 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行してい
ます。＜構成＞・千葉県における文化財保存事業につ
いて・害虫捕獲調査について～ＩＰＭへのアプローチ～・
人を惹きつけるアーカイブズ・漂流貨物を拾得せよ・鋸
南町歴史民族資料館（菱川師宣記念館）等
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県の文書館　第１５
号

文書館 09020136002 ¥480 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行してい
ます。＜構成＞基本目録編成論-『鳥飼家文書目録を
素材に』-、「昭和十七年小谷仲次郎懐中日記」、-安房
郡水産会長などを務めた当時の状況を見る-、千葉県
史編さんで収集した資料の概要、資料の保存と修復-
アジアの資料保存を再考する-、収蔵資料の紹介、資
料保存利用施設の紹介、-いすみ市郷土資料館（田園
美術館）について-、収蔵文書（古文書）解説、催し物の
紹介（展示、千葉県史全巻刊行記念講演会、古文書講
座）、利用案内・編集後記

千葉県の文書館　第１６
号

文書館 10020136002 ¥630 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行してい
ます。＜構成＞近世後期上総国における酒造業経営と
関八州拝借株、-武射郡飯櫃村池田家を中心に-、長
福寿寺の住持と寺格、-延暦寺再興事業の前後を中心
に-、CAS文書をとおしてみた1950年前後の配給・統制
問題、資料の保存と修復、-資料保存は新しいニーズ
に応えているのか？-、収蔵資料の紹介、資料保存利
用施設の紹介、-浦安市郷土博物館-、収蔵文書（古文
書）解説、催し物の紹介（連続講座、古文書講座、県史
講演会、展示）、利用案内・編集後記

千葉県の文書館　第１７
号

文書館 11010136001 ¥540 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行してい
ます。＜構成＞兵士たちの日清・日露戦争、-千葉県出
身兵士たちの従軍日誌・軍事郵便などを読み解く-、町
村制の施行と実情、-東金町を例として-、資料の保存
と修復、-東日本大震災の被災現場に発生してから十
日目に入って-、収蔵資料の紹介、資料保存利用施設
の紹介、-鴨川市郷土資料館-、収蔵文書（古文書）解
説、催し物の紹介（連続講座、古文書講座、県史講演
会、展示）、利用案内・編集後記

千葉県の文書館　第２０
号

文書館 14010136002 ¥70 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行してい
ます。＜構成＞「篠原葵白日記―東金市堀上　篠原家
文書―を中心として」について、資料保存と修復『―時
代と共に変更を促される「資料保存」「修復」の概念と現
場―』について、収蔵紹介、資料保存利用施設の紹介
―鎌ケ谷市郷土資料館―、収蔵文書（古文書）解説、
催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２１
号

文書館 15010136002 ¥180 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。＜構成＞「郷学至徳堂と教授松下葵岡―主に「茶
臼阜構館肇規」に拠る研究ノート―」「茶臼阜構館肇
規」の全文とその内容を紹介し、「明倫館記録」との内
的関連性如何の手がかりを得る、「旧久留里藩士森勝
蔵の弘文天皇陵治定運動」旧久留里藩士森勝蔵が中
心となって展開した天皇陵治定運動の実態とその意義
を検討する、資料の保存と修復「育て！！デジタルの
保存・修復を担う人々」、収蔵資料の紹介、資料保存利
用施設の紹介―君津市立久留里城址資料館―、収蔵
文書（古文書）解説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２３
号

文書館 17010136001 ¥660 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。＜構成＞「平田国学と木更津の八釼伊勢―新出の
八釼伊勢宛平田篤胤・同銕胤書簡の釈文・年代比定と
検討―」、「田畑百貨店火災―千葉県初の高層建物火
災の経緯についてー」、資料保存利用施設の紹介「印
西市立木下交流の杜歴史資料センターについて」、収
蔵資料の紹介、収蔵文書の解説、催し物の紹介等
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県の文書館　第２４
号

文書館 18010136001 ¥240 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。
＜構成＞
・千葉県文書館開館３０周年記念号の刊行に当たって
・千葉県庁設立時の職制について－「県治条例」体制
下を中心に－
・山辺・武射郡（千葉県第五区）における初期衆議院議
員選挙の実情
－山武市松尾町広根 北田家文書から－
・「山武郡の桑園問題」について
・資料保存利用施設の紹介
－船橋市西図書館　郷土資料室について－
・収蔵資料（古文書）の紹介
・収蔵文書（古文書）の解説
・催し物の紹介（展示、歴史講演会、古文書講座、県史
講座、出前講座）

千葉県の文書館　第２５
号

文書館 19010136001 ¥170 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。
＜構成＞「医師 浜田昇の活動－医療・衛生の普及を
中心に－」、「明治初期における房総地方の日蓮宗不
受不施派」、収蔵資料の紹介「昭和三十九年八月 コレ
ラ発生と防疫に関する資料」「天保飢饉の記録」、資料
保存利用施設の紹介「市川市文学ミュージアム 展示室
を中心に」、収蔵文書(古文書)の解説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２６
号

文書館 20010136001 ¥220 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。
＜構成＞千葉県技手・後藤政二郎と公共建築
－中堅建築技術者の教育と役割に関する一考察－、
「江戸時代の山武林業地帯－旧源村域の林業を事例
に－」、収蔵資料の紹介「源村に電気がやってきた！－
山印電灯株式会社開業と電柱寄付をめぐって－」「房
総の安政コレラ流行～千葉町喜兵衛の書簡から～」、
資料保存利用施設の紹介「御宿町歴史民俗資料館の
あゆみ～先人達の偉大な功績の継承～」、収蔵文書

千葉県の文書館　第２７
号

文書館 21010136001 ¥200 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。＜構成＞千葉県庁における完結文書管理の制度
的変遷、米本城主村上綱清と上総－清宮秀堅『下総旧
事』をてがかりに－、収蔵資料の紹介「鳥飼家文書に
見る宿札と関連文書」「東京商工会と渋沢栄一～大蔵
卿松方正義宛ての書簡から～」、資料保存利用施設の
紹介「公益財団法人鋸山美術館～地域に遺された古
文書を今に生かす～」、収蔵文書(古文書)の解説、催し
物の紹介等

千葉県の文書館　第２８
号

文書館 22010136001 ¥200 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保
存の啓発及び本県の歴史の解明のため刊行していま
す。＜構成＞「特集　千葉県歴史公文書判定アドバイ
ザー制度」、「系統地理学習における『千葉県史』地誌
編の活用―高等学校「地理探究」における『別編地誌１
（総論）』の活用―」、収蔵資料の紹介「房総における組
合村の活動理念」「生類憐み政策に関する文書」、資料
保存利用施設の紹介「木更津市郷土博物館金のすず
～県内最古級の博物館施設～」、収蔵文書(古文書)の
解説、催し物の紹介等

総合企画部
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

CHIBA ちば＜日中(簡体
字)併記＞

国際課 13021701501 ¥240 A4

CHIBA ちば＜日英併記
＞

国際課 13021701504 ¥90 A4

CHIBA ちば＜日中(繁体
字)併記＞

国際課 15021701502 ¥270 A4

CHIBA ちば＜日独併記
＞

国際課 15021701503 ¥250 A4

CHIBA ちば＜日韓併記
＞

国際課 15021701505 ¥250 A4

CHIBA ちば＜日タイ併
記＞

国際課 15021701504 ¥270 A4

令和２年度　学校基本
統計（学校基本調査結
果報告書）

統計課 20021705001 ¥470 A4

令和３年度　学校基本
統計（学校基本調査結
果報告書）

統計課 21021705001 ¥460 A4

令和４年度　学校基本
統計（学校基本調査結
果報告書）

統計課 22021705003 ¥460 A4

令和2年度　学校保健統
計調査結果報告書

統計課 21021705002 ¥60 A4

令和3年度　学校保健統
計調査結果報告書

統計課 22021705004 ¥60 A4

平成１３年　事業所・企
業統計調査結果報告書
確報千葉県版

統計課 02011705008 ¥2,200 CD

事業所・企業統計調査（指定統計第２号）は、総務省統
計局が行う事業所及び企業の事業の種類や事業者数
などを地域別、産業別、規模別等の構造を明らかにし
基礎資料を得ることを目的とする統計調査ですが、本
書は千葉県の行政区域における調査結果(平成１３年）
を報告書として作成したものです。

平成26年　千葉県の商
業

統計課 16021705007 ¥560 A4

平成27年（2015年）千葉
県の工業－平成28年経
済センサス－活動調査
製造業結果報告書-〔総
括版〕

統計課 18021705006 ¥90 A4

平成31年・令和元年
(2019年）千葉県の工業
－工業統計調査結果速
報－（令和2年6月1日調
査）

統計課 20021705007 ¥60 A4
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

平成31年・令和元年
（2019年）　千葉県の工
業－2020年工業統計調
査結果報告書－

統計課 21021705007 ¥670 A4

令和２年千葉県鉱工業
指数年報（平成２７年基
準）

統計課 21021705006 ¥100 A4

令和３年千葉県鉱工業
指数年報（平成２７年基
準）

統計課 22021705005 ¥110 A4

平成31年・令和元年
（2019年）　千葉県の工
業－2020年工業統計調
査結果報告書（総括版）
－

統計課 21021705008 ¥110 A4

平成23年(2011年）千葉
県産業連関表

統計課 16021705006 ¥350 A4

平成27年(2015年）千葉
県産業連関表

統計課 20021705004 ¥490 A4

平成31年・令和元年　千
葉県毎月常住人口調査
報告書年報

統計課 19021705003 ¥910 A4

令和2年 千葉県毎月常
住人口調査報告書年報

統計課 20021705003 ¥850 A4

令和3年 千葉県毎月常
住人口調査報告書年報

統計課 21021705003 ¥830 A4

令和4年 千葉県毎月常
住人口調査報告書年報

統計課 22021705001 ¥1,290 A4

千葉県年齢別・町丁字
別人口　令和３年度

統計課 21021705005 ¥740 A4

千葉県年齢別・町丁字
別人口　令和４年度

統計課 22021705002 ¥750 A4

令和元年度　千葉県の
水道

水政課 20021706001 ¥250 A4

令和2年度　千葉県の水
道

水政課 21021706001 ¥250 A4

令和3年度　千葉県の水
道

水政課 22021706001 ¥250 A4

第4次千葉県男女共同
参画計画

男女共同参
画課

16021709002 ¥260 A4
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

第５次千葉県男女共同
参画計画

男女共同参
画課

21021709002 ¥750 A4

令和３年度　千葉県男
女共同参画白書

男女共同参
画課

21021709001 ¥430 A4

令和４年度　千葉県男
女共同参画白書

男女共同参
画課

22021709001 ¥460 A4

次世代への飛躍　輝
け！ちば元気プラン

政策企画課 17021716001 ¥1,590 A4

千葉県総合計画　 ～新
しい千葉の時代を切り開
く～

政策企画課 22021716001 ¥1,980 A4

千葉県石油コンビナート
等防災計画　平成２９年
度修正

消防課 17030603001 ¥370 A4
石油コンビナート等災害防止法に基づく千葉県の石油
コンビナート等特別防災区域における防災計画

千葉県石油コンビナート
等防災計画　令和2年度
修正

消防課 20030603001 ¥570 A4
石油コンビナート等災害防止法に基づく千葉県の石油
コンビナート等特別防災区域における防災計画

千葉県石油コンビナート
等防災計画　付属資料
編　平成２９年度修正

消防課 17030603002 ¥480 A4
石油コンビナート等災害防止法に基づく千葉県の石油
コンビナート等特別防災区域における防災計画付属資
料

千葉県石油コンビナート
等防災計画　（付属資料
編） 令和２年度修正

消防課 20030603002 ¥710 A4
石油コンビナート等災害防止法に基づく千葉県の石油
コンビナート等特別防災区域における防災計画付属資
料

千葉県地震防災地図 防災政策課 16030604003 ¥3,650 B4

東日本大震災の記録 防災計画課
12030602003-

1
¥520 A4

千葉県地域防災計画
（本編)　平成29年度修
正

防災政策課 17030604001 ¥2,170 A4

千葉県地域防災計画
（本編)　令和２年度修正

防災政策課 20030604001 ¥2,530 A4

千葉県地域防災計画
（資料編)　平成２６年度
修正版

防災政策課 15030604002 ¥2,890 A4

千葉県地域防災計画
（資料編)　平成29年度
修正

防災政策課 17030604002 ¥1,860 A4

防災危機管理部
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
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行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

防災誌「風水害との闘
い」

消防地震防
災課

09020118002 ¥180 A4

平成26･27年度千葉県
地震被害想定調査報告
書

防災政策課
16030604004-

2
¥1,290 A4

千葉県の健康福祉行政
〔令和3年度〕

健康福祉政
策課

21041301001 ¥710 A4

千葉県の健康福祉行政
〔令和4年度〕

健康福祉政
策課

22041301001 ¥720 A4

千葉県保健医療計画(地
域医療構想・基準病床
数・評価指標）

健康福祉政
策課

16041301003 ¥300 A4

千葉県保健医療計画
（平成30年4月）

健康福祉政
策課

18041301003 ¥1,480 A4

千葉県保健医療計画 外
来医療・医師確保（令和
2年4月）

健康福祉政
策課

20041301003 ¥920 A4

千葉県保健医療計画
健康福祉政
策課

13041301003 ¥1,000 A4

千葉県保健医療計画
別冊１

健康福祉政
策課

13041301004 ¥1,020 A4

千葉県保健医療計画
別冊２

健康福祉政
策課

13041301005 ¥660 A4

令和４年度健康福祉部
の事業概要

健康福祉政
策課

22041301002 ¥570 A4

第三次千葉県地域福祉
支援計画

健康福祉政
策課

15041301003 ¥530 A4

第三次千葉県地域福祉
支援計画（中間見直し
版）

健康福祉政
策課

19041301004 ¥1,510 A4

千葉県病院名簿（令和3
年4月1日現在）

医療整備課 21041308001 ¥110 A4

千葉県病院名簿（令和4
年4月1日現在）

医療整備課 22041308001 ¥110 A4

健康福祉部
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県診療所名簿　一
般診療所　（令和２年６
月１日現在）

医療整備課 20041308002 ¥510 A4

千葉県診療所名簿　歯
科診療所　（令和２年６
月１日現在）

医療整備課 20041308003 ¥440 A4

千葉県診療所名簿　一
般診療所　（令和４年６
月１日現在）

医療整備課 22041308002 ¥500 A4

千葉県診療所名簿　歯
科診療所　（令和４年６
月１日現在）

医療整備課 22041308003 ¥440 A4

ちば健康福祉ブック
健康福祉指
導課

16041312001 ¥450 A4

ちば健康福祉ブック
〔2019〕

健康福祉指
導課

19041312001 ¥490 A4

ちば健康福祉ブック
〔2022〕

健康福祉指
導課

22041312001 ¥250 A4

千葉県精神保健福祉ガ
イドブック　平成24年3月

精神保健福
祉ｾﾝﾀｰ

12041352001 ¥290 A4

第三次千葉県環境基本
計画

環境政策課 19051410003 ¥970 A4

2020（令和2）年版　千葉
県環境白書

環境政策課 20051410001 ¥1,190 A4

2021（令和3）年版　千葉
県環境白書

環境政策課 21051410001 ¥1,210 A4

2022（令和4）年版　千葉
県環境白書

環境政策課 22051410001 ¥1,230 A4

令和元年版　千葉県環
境白書　（資料編）

環境政策課 19051410002 ¥380 A4

平成29年度公害苦情調
査結果報告書

環境政策課 18051410001 ¥180 A4

健康福祉部出先機関

環境生活部
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県水準測量成果表
（基準日平成27年1月1
日）

水質保全課 15051403002 ¥3,480 A4

千葉県レッドリスト 植
物・菌類編2017年改訂
版

自然保護課 16051404001 ¥90 A4

千葉県レッドリスト 動物
編2019年改訂版

自然保護課 18051404003 ¥120 A4

千葉県レッドデータブッ
ク　植物編・菌類編
2009改訂版

自然保護課 09041404002 ¥2,450 A4

令和３年度　千葉県鳥
獣保護区等位置図

自然保護課 21051404002 ¥350 B1

令和４年度　千葉県鳥
獣保護区等位置図

自然保護課 22051404002 ¥390 B1

千葉県レッドデータブッ
ク　動物編　2011改訂版

自然保護課
10041404002-

2
¥1,530 A4

本書は、千葉県の保護上重要な野生生物として絶滅の
おそれのある動物について、保護の重要性に応じたカ
テゴリー（段階別）に評価したレッドデータブック動物編
の2回目の改訂版です。

首都圏自然歩道　「関東
ふれあいの道」　千葉県
内ルートマップ

自然保護課 15051404002 ¥1,000
B4三
つ折り

首都圏自然歩道　「関東
ふれあいの道」　千葉県
内ルートマップ

自然保護課 22051404001 ¥1,000
B4三
つ折り

産業廃棄物処理業者名
簿(令和2年４月１日現
在)

廃棄物指導
課

20051416001 ¥2,210 A4

産業廃棄物処理業者名
簿(令和３年４月１日現
在)

廃棄物指導
課

21051416001 ¥1,790 A4

令和元年度　清掃事業
の現況と実績

循環型社会
推進課

21051412501 ¥560 A4

令和２年度　清掃事業
の現況と実績

循環型社会
推進課

22051412501 ¥560 A4

千葉県地球温暖化対策
実行計画

循環型社会
推進課

16051412502 ¥830 A4
本書は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ
き策定する、千葉県における地球温暖化対策の実行計
画（区域施策編）です。

千葉県廃棄物処理施設
の設置及び維持管理に
関する指導要綱集（平
成２８年９月１５日）

廃棄物指導
課

16051416002 ¥230 A4
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千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
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行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県廃棄物処理施設
の設置及び維持管理に
関する指導要綱集（平
成２９年４月１日）

廃棄物指導
課

17051416002 ¥220 A4

〔平成29年度〕　交通事
故相談の概要

くらし安全推
進課

18051418502 ¥90 A4

〔令和２年度〕　千葉県
交通安全対策の概要

くらし安全推
進課

20051418501 ¥310 A4

〔令和３年度〕交通安全
対策の概要

くらし安全推
進課

21051418501 ¥300 A4

〔令和４年度〕交通安全
対策の概要

くらし安全推
進課

22051418501 ¥320 A4

第３次千葉県消費生活
基本計画

くらし安全推
進課

19051418503 ¥210 A4

平成２２年　千葉県の賃
金事情※22年で終了

雇用労働課 10050504501 ¥180 A4

千葉県天然ガス開発・
利用図　（令和２年３月）

産業振興課 19060516001 ¥850

四六
判半
裁(折
畳)

千葉県天然ガス開発・
利用図　（令和４年３月）

産業振興課 22060516001 ¥860

四六
判半
裁(折
畳)

千葉県の商圏（平成30
年度消費者購買動向調
査）

経営支援課 18060518002 ¥2,140 A4

千葉県の商圏（平成２４
年度消費者購買動向調
査）

経営支援課 12060518001 ¥4,040 A4

千葉県商店街実態調査
報告書

経営支援課 18060518001 ¥2,830 A4

千葉県農林水産関係施
策概要〔令和３年度版〕

農林水産政
策課

21071501001 ¥350 A4

商工労働部

農林水産部
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行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉県農林水産関係施
策概要〔令和４年度版〕

農林水産政
策課

22071501001 ¥350 A4

千葉県農林水産業の動
向〔令和３年度版〕

農林水産政
策課

21071501002 ¥410 A4

千葉県農林水産業の動
向〔令和４年度版〕

農林水産政
策課

22071501002 ¥400 A4

千葉県の農業農村整備
〔２０２１年版〕

耕地課 21071505001 ¥290 A4

千葉県の農業農村整備
〔２０２２年版〕

耕地課 22071505001 ¥280 A4

千葉県農業農村整備事
業図　２０２1年版

耕地課 21071505002 ¥380 B1判

千葉県農業農村整備事
業図　２０２２年版

耕地課 22071505002 ¥400 B1判

主要農作物等施肥基準
平成３１年３月

安全農業推
進課

18071512001 ¥920 A4

主要農作物等施肥基準
安全農業推
進課

09061512001 ¥1,490 A4

令和２年度　千葉県森
林・林業統計書

森林課 21071517001 ¥510 A4

千葉県原種農場研究報
告　第1号

原種農場 00061540016 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第1号では以下の3課題
を収録しています。
・水稲・小麦・落花生種子の炭酸ガス封入密封貯蔵に
関する研究
・アレチウリ（Sicyos　angulatus　L.）種子の発芽促進に
関する研究
・火山灰土壌に適したウメ品種
本書は、昭和54年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第2号

原種農場 00061540015 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第2号では以下の3課題
を収録しています。
・水稲の障害型冷害年次産の種籾について
・ヤマトイモ（Dioscorea　oppsita　Thunb）の種いも採種
について
・日本ナシ新品種"清澄"について
本書は、昭和55年3月に発刊されました。

農林水産部出先機関
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千葉県原種農場研究報
告　第4号

原種農場 00061540014 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第４号では以下の３課題
を収録しています。
・水稲種子のコンバイン収穫に関する研究
・低温密封貯蔵した種籾の開封後の寿命に関する研究
・果樹接ぎ木における穂木・台木の大きさが苗木の生
育に及ぼす影響
本書は、昭和57年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第5号

原種農場 00061540013 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第５号では以下の２課題
を収録しています。
・干ばつ年に生ずる落花生種子の褐変幼芽について
・クリ「玉造」のつぎ木親和性について
本書は、昭和58年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第6号

原種農場 00061540012 ¥500 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第6号では以下の1課題
を収録しています。
・台風により発生した水稲褐変籾の種子適性に関する
研究
本書は、昭和59年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第7号

原種農場 00061540011 ¥500 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第7号では以下の1課題
を収録しています。
・イチゴ"宝交早生"の葯培養カルスから得られた一変
異株の特性
本書は、昭和60年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第8号

原種農場 00061540010 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第8号では以下の2課題
を収録しています。
・果樹の接ぎ木苗生産のための穂木貯蔵法の改善
・ネギ「坊主不知」の増殖に関する研究
本書は、昭和61年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第9号

原種農場 00061540009 ¥500 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第9号では以下の1課題
を収録しています。
・「坊主不知」ネギの生長点培養によるウィルスフリー
化とその実用性
本書は、昭和62年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第10号

原種農場 00061540008 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第10号では以下の2課題
を収録しています。
・千葉県の落花生採種栽培における作期と収量・品質
との関係
・水稲採種栽培におけるもち品種のうるち化現象　　第
１報　　発生機構と現在の対応
本書は、昭和63年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第11号

原種農場 00061540007 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第11号では以下の3課題
を収録しています。
・水稲採種栽培における倒伏軽減剤"イナベンフィド"の
収量・品質に及ぼす影響
・ユズ苗木生産における優良母樹の選定
・マルス類の生育と穂数を増加させるためのＢＡ・摘芯
処理法と台木の種類
本書は、平成元年3月に発刊されました。
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千葉県原種農場研究報
告　第12号

原種農場 00061540006 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第12号では以下の3課題
を収録しています。水稲採種栽培におけるもち品種の
うるち化現象
・水稲採種栽培におけるもち品種のうるち化現象　　第
２報　　品種と自然交雑防止方法
・「坊主不知」ネギの生長点培養によるウィルスフリー
化とその実用性　　第２報　　フリー化効果
・サトイモのウィルスフリー株の特性
本書は、平成2年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第13号

原種農場 00061540005 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第13号では以下の3課題
を収録しています。
・ワケネギのウィルスフリー化による収量および品質向
上効果
・ナシ苗木の乾燥程度が植付け後の生育に及ぼす影
響
・千葉県におけるショウガウィルス病の発生状況
本書は、平成3年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第14号

原種農場 00061540004 ¥600 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第14号では以下の4課題
を収録しています。
・ニホンナシ新品種"若光"について
・火山灰土壌におけるカキ苗木育成法の改善
・ニホンナシ"新高"の摘芯処理によるえき花芽抑制
・ニホンナシ"新高"の穂木の形質が苗木生育に及ぼす
影響
本書は、平成5年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第15号

原種農場 00061540003 ¥500 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第15号では以下の1課題
を収録しています。
・ショウガ"三州"のウィルスフリー株の生育特性と利用
効果
本書は、平成6年3月に発刊されました。

千葉県原種農場研究報
告　第16号

原種農場 00061540002 ¥500 B5

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第１６号では以下の２課
題を収録しています。
・水稲採種栽培における異型株の抜き取り適期
・カキ"三枝"系統の授粉樹としての特性
本書は、平成8年12月に発刊されました。

 千葉県原種農場研究報
告　第17号

原種農場 00061540001 ¥500 A4

当場の試験研究業績のうちから、特に有用と思われる
結果を取りまとめたものです。第１７号では以下の１課
題を収録しています。
 ・クシダネマによるナシ台木圃場のコガネムシ類幼虫
防除
　本書は、平成１０年１２月に発刊されました。

千葉県都市計画図 都市計画課 18080301003 ¥1,900 A0

千葉県都市計画図（3分
割図） その1

都市計画課 18080301004 ¥980
変形
四六
全版

県土整備部
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千葉県都市計画図（3分
割図） その2

都市計画課 18080301005 ¥980
四六
全版

千葉県都市計画図（3分
割図） その３

都市計画課 18080301006 ¥980
四六
全版

開発許可制度の解説
（都市計画法編）

都市計画課 21080301001 ¥420 A4

千葉県の住宅2021 住宅課 21080306001 ¥310 A4

千葉県の住宅2022 住宅課 22080306001 ¥300 A4

第3次千葉県住生活基
本計画

住宅課 16080306002 ¥860 A4

第4次千葉県住生活基
本計画

住宅課 22080306002 ¥510 A4

令和3年　地価公示 用地課 20081805001 ¥290 A4

令和4年　地価公示 用地課 21081805001 ¥260 A4

令和3年千葉県地価調
査

用地課 21081805002 ¥350 A4

令和4年千葉県地価調
査

用地課 22081805002 ¥340 A4

県有建築物の耐震化整
備プログラム・県有建築
物の耐震化状況〔令和3
年4月1日現在〕

施設改修課 21081818001 ¥300 A4

県有建築物の耐震化整
備プログラム・県有建築
物の耐震化状況〔令和4
年4月1日現在〕

施設改修課 22081818001 ¥640 A4

令和２年度　事業概要
〔葛南土木事務所〕

葛南土木事
務所

20081843001 ¥350 A4

令和３年度　事業概要
〔葛南土木事務所〕

葛南土木事
務所

21081843001 ¥350 A4

令和２年度　事業概要
（東葛飾土木事務所）

東葛飾土木
事務所

20081844001 ¥590 A4

県土整備部出先機関
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令和３年度　事業概要
（東葛飾土木事務所）

東葛飾土木
事務所

21081844001 ¥650 A4

令和４年度　事業概要
（東葛飾土木事務所）

東葛飾土木
事務所

22081844001 ¥480 A4

令和３年度　事業概要
〔柏土木事務所〕

柏土木事務
所

21081845001 ¥680 A4

令和４年度　事業概要
〔柏土木事務所〕

柏土木事務
所

22081845001 ¥630 A4

令和３年度事業概要
〔印旛土木事務所〕

印旛土木事
務所

21081846001 ¥440 A4

令和４年度事業概要
〔印旛土木事務所〕

印旛土木事
務所

22081846001 ¥450 A4

令和２年度　長生土木
事務所事業概要

長生土木事
務所

20081852001 ¥430 A4

令和３年度　長生土木
事務所事業概要

長生土木事
務所

21081852001 ¥430 A4

令和４年度　長生土木
事務所事業概要

長生土木事
務所

22081852001 ¥450 A4

令和３年度　事業概要
〔夷隅木事務所〕

夷隅土木事
務所

21081853001 ¥480 A4

令和４年度　事業概要
〔夷隅土木事務所〕

夷隅土木事
務所

22081853001 ¥470 A4

令和3年度　事業概要
〔安房土木事務所〕

安房土木事
務所

21081854001 ¥690 A4

令和4年度　事業概要
〔安房土木事務所〕

安房土木事
務所

22081854001 ¥760 A4

平成２８年度　市原土木
事務所　事業概要

市原土木事
務所

16081856001 ¥490 A4

管内概要２０２０〔千葉港
湾事務所〕

千葉港湾事
務所

20081857001 ¥650 A4

管内概要２０２１〔千葉港
湾事務所〕

千葉港湾事
務所

21081857001 ¥715 A4

管内概要２０２２〔千葉港
湾事務所〕

千葉港湾事
務所

22081857001 ¥750 A4
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令和2年度　管内概要
〔葛南港湾事務所〕

葛南港湾事
務所

20081858001 ¥290 A4

令和2年度　事業概要
〔木更津港湾事務所〕

木更津港湾
事務所

20081859001 ¥610 A4

令和3年度　事業概要
〔木更津港湾事務所〕

木更津港湾
事務所

21081859001 ¥610 A4

令和4年度　事業概要
〔木更津港湾事務所〕

木更津港湾
事務所

22081859001 ¥620 A4

令和4年度  一宮川改修
事務所事業概要

一宮川改修
事務所

22081863001 ¥310 A4

千葉県企業庁事業の軌
跡 本編

経営管理課 16112601001 ¥5,020 A4

千葉県企業庁事業の軌
跡 別編

経営管理課 16112601002 ¥4,450 A4

平成28年度　千葉県病
院事業決算及び事業報
告書

経営管理課 17123401001 ¥250 A4

令和2年度主要事業概
要〔教育委員会〕

教育政策課 20144008001 ¥140 A4

令和3年版千葉県教育
便覧

教育政策課 21144008002 ¥240
新書
判

令和4年版千葉県教育
便覧

教育政策課 22144008002 ¥310
新書
判

千葉教育　令和元年度
蓮号　（No.656）

総合教育セン
ター

19144121001 ¥70 A4

千葉教育　令和元年度
萩号　（No.657）

総合教育セン
ター

19144121002 ¥70 A4

病院局

教育庁

教育庁出先機関

企業局
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千葉教育　令和元年度
菊号　（No.658）

総合教育セン
ター

19144121003 ¥70 A4

千葉教育　令和元年度
梅号　（No.659）

総合教育セン
ター

19144121004 ¥70 A4

千葉教育　令和元年度
菜号　（No.660）

総合教育セン
ター

19144121005 ¥70 A4

千葉教育　令和元年度
桜号　（No.661）

総合教育セン
ター

19144121006 ¥70 A4

千葉教育　令和２年度
蓮号　（No.662）

総合教育セン
ター

20144121001 ¥100 A4

千葉教育　令和２年度
萩号　（No.663）

総合教育セン
ター

20144121002 ¥100 A4

千葉教育　令和２年度
菊号　（No.664）

総合教育セン
ター

20144121003 ¥100 A4

千葉教育　令和２年度
梅号　（No.665）

総合教育セン
ター

20144121004 ¥100 A4

千葉教育　令和２年度
菜号　（No.666）

総合教育セン
ター

20144121005 ¥100 A4

千葉教育　令和２年度
桜号　（No.667）

総合教育セン
ター

20144121006 ¥100 A4

千葉教育　令和３年度
蓮号　（No.668）

総合教育セン
ター

21144121001 ¥100 A4

千葉教育　令和３年度
萩号　（No.669）

総合教育セン
ター

21144121002 ¥100 A4

千葉教育　令和３年度
菊号　（No.670）

総合教育セン
ター

21144121003 ¥100 A4

千葉教育　令和３年度
梅号　（No.671）

総合教育セン
ター

21144121004 ¥100 A4

千葉教育　令和３年度
菜号　（No.672）

総合教育セン
ター

21144121005 ¥100 A4

千葉教育　令和３年度
桜号　（No.673）

総合教育セン
ター

21144121006 ¥100 A4

千葉教育　令和４年度
蓮号　（No.674）

総合教育セン
ター

22144121001 ¥100 A4

30 / 34 ページ



千葉県文書館有償頒布行政資料一覧（令和5年5月1
日現在）

行政資料名 課（所属）名 資料番号 販売単価 大きさ 抄録

千葉教育　令和４年度
萩号　（No.675）

総合教育セン
ター

22144121002 ¥100 A4

千葉教育　令和４年度
菊号　（No.676）

総合教育セン
ター

22144121003 ¥100 A4

千葉教育　令和４年度
梅号　（No.677）

総合教育セン
ター

22144121004 ¥100 A4

千葉教育　令和４年度
菜号　（No.678）

総合教育セン
ター

22144121005 ¥100 A4

千葉教育　令和４年度
桜号　（No.679）

総合教育セン
ター

22144121006 ¥100 A4

科学技術教育（通巻第２
３２号)

総合教育セン
ター

20144121007 ¥90 A4

科学技術教育（通巻第２
３３号)

総合教育セン
ター

21144121007 ¥90 A4

科学技術教育（通巻第２
３４号)

総合教育セン
ター

22144121007 ¥130 A4

令和2年　職員の期末手
当及び勤勉手当に関す
る報告及び勧告

給与課（給与
班）

20199502001 ¥50 A4

令和２年 職員の給与等
に関する報告

任用課 20199502002 ¥230 A4

令和3年 職員の給与等
に関する報告及び勧告

任用課 21199502001 ¥240 A4

令和4年 職員の給与等
に関する報告及び勧告

任用課 22199502001 ¥320 A4

犯罪の概要　平成２７年
刑事部刑事
総務課

16150000101 ¥560 A4

平成２８年　交通白書 17150000102 ¥370 A4 交通関係の各種資料、交通事故の分析、統計等。

人事委員会

警察本部
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販売中の『千葉県の文書館』一覧

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の歴史の解明のために刊行しています。

お買い求めは、千葉県文書館行政資料販売コーナーまで。　問合先：文書館行政資料室（043-223-2658）

行政資料名 資料番号
販売
単価

大きさ 抄録

千葉県の文書館　第１２
号

06020136002 ¥480 A4
＜構成＞・都道府県文書館における民間資料の選別受入について　・アメリカ
国立公文書館洪水被害　・幻となった合併構想　・江戸時代の旅事情　・八千
代市立郷土博物館の概要等

千葉県の文書館　第１３
号

07020136002 ¥480 A4
＜構成＞・千葉県における文化財保存事業について・害虫捕獲調査について
～ＩＰＭへのアプローチ～・人を惹きつけるアーカイブズ・漂流貨物を拾得せ
よ・鋸南町歴史民族資料館（菱川師宣記念館）等

千葉県の文書館　第１４
号

08020136002 ¥480 A4

＜構成＞上総の郷学至徳堂と正木幽谷、戌辰戦争と香取神宮、資料の保存
と修復-最後の力を資料保存に-、収蔵資料の紹介、資料保存利用施設の紹
介-成田山霊光館について-、収蔵文書（古文書）解説、催し物の紹介（展示、
千葉県史刊行記念講演会、古文書講座）、利用案内・編集後記

千葉県の文書館　第１５
号

09020136002 ¥480 A4

＜構成＞基本目録編成論-『鳥飼家文書目録を素材に』-、「昭和十七年小谷
仲次郎懐中日記」、-安房郡水産会長などを務めた当時の状況を見る-、千葉
県史編さんで収集した資料の概要、資料の保存と修復-アジアの資料保存を
再考する-、収蔵資料の紹介、資料保存利用施設の紹介、-いすみ市郷土資
料館（田園美術館）について-、収蔵文書（古文書）解説、催し物の紹介（展
示、千葉県史全巻刊行記念講演会、古文書講座）、利用案内・編集後記

千葉県の文書館　第１６
号

10020136002 ¥630 A4

＜構成＞近世後期上総国における酒造業経営と関八州拝借株、-武射郡飯
櫃村池田家を中心に-、長福寿寺の住持と寺格、-延暦寺再興事業の前後を
中心に-、CAS文書をとおしてみた1950年前後の配給・統制問題、資料の保
存と修復、-資料保存は新しいニーズに応えているのか？-、収蔵資料の紹
介、資料保存利用施設の紹介、-浦安市郷土博物館-、収蔵文書（古文書）解
説、催し物の紹介（連続講座、古文書講座、県史講演会、展示）、利用案内・
編集後記

千葉県の文書館　第１７
号

11010136001 ¥540 A4

＜構成＞兵士たちの日清・日露戦争、-千葉県出身兵士たちの従軍日誌・軍
事郵便などを読み解く-、町村制の施行と実情、-東金町を例として-、資料の
保存と修復、-東日本大震災の被災現場に発生してから十日目に入って-、収
蔵資料の紹介、資料保存利用施設の紹介、-鴨川市郷土資料館-、収蔵文書
（古文書）解説、催し物の紹介（連続講座、古文書講座、県史講演会、展示）、
利用案内・編集後記

千葉県の文書館　第１９
号

13010136002 ¥600 A4

＜構成＞「後藤（健）家文書を用いた一考察」明治末期に建設された千葉県
庁舎・県議会議事堂の特徴と設計関係者について、「1950年代前半の千葉県
を事例として」農村女性の生活改善について、資料保存と修復「リーフキャス
ティングによる紙資料の修復と保存について」、千葉県文書館と『千葉県の歴
史』について、収蔵資料の紹介、資料保存利用施設の紹介－芝山町立芝山
古墳・はにわ博物館－、収蔵文書（古文書等）解説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２０
号

14010136002 ¥70 A4

＜構成＞「篠原葵白日記―東金市堀上　篠原家文書―を中心として」につい
て、資料保存と修復『―時代と共に変更を促される「資料保存」「修復」の概念
と現場―』について、収蔵紹介、資料保存利用施設の紹介―鎌ケ谷市郷土資
料館―、収蔵文書（古文書）解説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２１
号

15010136002 ¥180 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の
歴史の解明のため刊行しています。＜構成＞「郷学至徳堂と教授松下葵岡―
主に「茶臼阜構館肇規」に拠る研究ノート―」「茶臼阜構館肇規」の全文とその
内容を紹介し、「明倫館記録」との内的関連性如何の手がかりを得る、「旧久
留里藩士森勝蔵の弘文天皇陵治定運動」旧久留里藩士森勝蔵が中心となっ
て展開した天皇陵治定運動の実態とその意義を検討する、資料の保存と修
復「育て！！デジタルの保存・修復を担う人々」、収蔵資料の紹介、資料保存
利用施設の紹介―君津市立久留里城址資料館―、収蔵文書（古文書）解
説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２３
号

17010136001 ¥660 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の
歴史の解明のため刊行しています。＜構成＞「平田国学と木更津の八釼伊勢
―新出の八釼伊勢宛平田篤胤・同銕胤書簡の釈文・年代比定と検討―」、
「田畑百貨店火災―千葉県初の高層建物火災の経緯についてー」、資料保
存利用施設の紹介「印西市立木下交流の杜歴史資料センターについて」、収
蔵資料の紹介、収蔵文書の解説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２４
号

18010136001 ¥240 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の
歴史の解明のため刊行しています。＜構成＞千葉県文書館開館３０周年記
念号の刊行に当たって、千葉県文書館設置について、開館３０周年に当たっ
て、千葉県文書館開館３０周年に寄せて、論考 千葉県庁設立時の職制につ
いて-「県治条例」体制化を中心に-、史料紹介 山辺・武佐郡（千葉県第五区）
における初期衆議院議員選挙の実情-山武市松尾町広根 北田家文書から-
、「山武郡の桑園問題について」、資料保存利用施設の紹介-船橋市西図書
館 郷土資料室について-、収蔵資料（古文書）の紹介、収蔵文書（古文書）の
解説、催し物の紹介（展示、歴史講演会、古文書講座、県史講座、出前講座）

千葉県の文書館　第２５
号

19010136001 ¥170 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の
歴史の解明のため刊行しています。
＜構成＞「医師 浜田昇の活動－医療・衛生の普及を中心に－」、「明治初期
における房総地方の日蓮宗不受不施派」、収蔵資料の紹介「昭和三十九年
八月 コレラ発生と防疫に関する資料」「天保飢饉の記録」、資料保存利用施
設の紹介「市川市文学ミュージアム 展示室を中心に」、収蔵文書(古文書)の
解説、催し物の紹介等



千葉県の文書館　第２６
号

20010136001 ¥220 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の
歴史の解明のため刊行しています。
＜構成＞千葉県技手・後藤政二郎と公共建築
－中堅建築技術者の教育と役割に関する一考察－、「江戸時代の山武林業
地帯－旧源村域の林業を事例に－」、収蔵資料の紹介「源村に電気がやって
きた！－山印電灯株式会社開業と電柱寄付をめぐって－」「房総の安政コレラ
流行～千葉町喜兵衛の書簡から～」、資料保存利用施設の紹介「御宿町歴
史民俗資料館のあゆみ～先人達の偉大な功績の継承～」、収蔵文書(古文
書)の解説、催し物の紹介等

千葉県の文書館　第２７
号

21010136001 ¥200 A4

「千葉県の文書館」は、文書館学の発展・普及、資料保存の啓発及び本県の
歴史の解明のため刊行しています。＜構成＞千葉県庁における完結文書管
理の制度的変遷、米本城主村上綱清と上総－清宮秀堅『下総旧事』をてがか
りに－、収蔵資料の紹介「鳥飼家文書に見る宿札と関連文書」「東京商工会と
渋沢栄一～大蔵卿松方正義宛ての書簡から～」、資料保存利用施設の紹介
「公益財団法人鋸山美術館～地域に遺された古文書を今に生かす～」、収蔵
文書(古文書)の解説、催し物の紹介等



販売中の千葉県の文書館『収蔵文書目録』一覧
「収蔵文書目録」は、千葉県文書館が収蔵している古文書の目録です。
お買い求めは、千葉県文書館行政資料販売コーナーまで。　問合先：文書館行政資料室（043-223-2658）

行政資料名 資料番号
販売
単価

大きさ 抄録

収蔵文書目録第六集
諸家文書目録３

00010136042 ##### B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している古文書のうち、次の９家の古文書を目録化したもので
す。なお、本目録には、各家ごとに当館への受け入れの経緯・地域の歴史・古文書の概要等の解
説が付されています。　・東庄町笹川ろ　鹿野戸区有文書　・三芳村上堀　上堀区有文書　・勝浦
市浜勝浦　久我家文書　・千葉市稲毛区稲毛東　永原家文書　・夷隅町作田　吉原家文書　・東金
市田間　古川家文書　・四街道市大日　後藤家文書　・栄町安食台　飯嶋家文書

収蔵文書目録第七集
諸家文書目録４

00010136043 ##### B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している古文書のうち、次の９家の古文書を目録化したもので
す。なお、本目録には、各家ごとに当館への受け入れの経緯・地域の歴史・古文書の概要等の解
説が付されています｡　・市原市村上　伊藤（平）家文書　・小見川町貝塚　菅谷家文書　・佐倉市
並木町　斉藤（き）家文書　・習志野市東習志野　上村家文書　・芝山町菱田　小川家文書　・千葉
市若葉区富田町　仲田家文書　・東金市押堀　志賀家文書　・市原市若宮　畠家文書　・千葉市美
浜区高洲　苅米家文書

収蔵文書目録第十一集
清水(友)家文書目録上

02020136009 ##### B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している清水（友）家文書＜５，４１４点＞の目録です。上巻に
は、このうちの２，１８０点を収録しています。清水家は、下大多喜村（現大多喜町）の名主等をつと
めた家です。同家文書中には、名主・戸長役場・村役場及び郡役所の職務に関する文書等があり
ます。
本目録には、当館への受け入れの経緯・内容及び近世～近代の下大多喜村の状況等について
の概説等が記載されています。

収蔵文書目録第十二集
清水(友)家文書目録下

02020136010 ##### B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している清水（友）家文書＜５，４１４点＞の目録です。下巻に
は、このうちの３，２３４点を収録しています。清水家は、下大多喜村（現大多喜町）の名主等をつと
めた家です。同家文書中には、名主・戸長役場・村役場及び郡役所の職務に関する文書等があり
ます。

収蔵文書目録第十三集
諸家文書目録５

02020136011 ##### B5

本目録は、千葉県文書館が収蔵している古文書のうち、次の９家の古文書を目録化したもので
す。・大原町大原　青柳家文書　・君津市南小安　苅込家文書　・印西市草深　香取家文書　・八日
市場市長岡　　勝股家文書　・清瀬市元町　湯原家文書　・さいたま市鹿手袋　柴山家文書　・横
芝町小堤　神保家文書　・鴨川市東江見　江見共有文書　・千葉市中央区登戸　藤代家文書

収蔵文書目録第十四集
立野家文書目録

01010136014 ¥980 B5
本目録は当館が収蔵している古文書の目録です。市原市飯沼の立野家文書（４，１６８点）を収録
しています。肥料商経営、千葉県獣医、千葉県農林技手、千葉県畜産組合聨合会技手、種牡牛
検査員等に関する文書があります。

収蔵文書目録第十五集
大室家・中村(信）家文書
目録

01010136007 ¥900 B5

本目録は当館が収蔵している古文書の目録です。市原市中野の大室家文書（６３８点）と中村家
文書（１，９０５点）を収録しています。大室家文書は収集文書で、市原市草刈の鴇田家文書・菊間
藩文書・千葉県会議日誌等があります。中村家文書には、中野村（市原市）の名主関係文書等が
あります。

収蔵文書目録第十六集
諸家文書目録６

02020136007 ##### B5

本目録は、当館が収蔵している古文書等の目録です。収蔵文書（８件・３，３３６点）の概要等につ
いては、次のとおりです。＜銚子市牛久　稲葉家文書　２点＞江戸時代の裁判の記録を編さんし
た資料及び牛久町六番組の物品・金銭の出入りを記録した帳簿　＜佐倉市宮小路町　木村家文
書　９８点＞幕末に佐倉藩の兵制改革を推進した木村軍太郎に関する文書等　＜千葉市中央区
川戸町　片山家　４８点＞徳川家の祖から家康までの筆跡を記した「三河国後風土記」　＜成田市
美郷台　大谷家文書　４３点＞大原村（現多古町）の名主文書等

収蔵文書目録第十七集
小幡家文書目録

03020136001 ##### B5
本書は、市原市高滝に所在する小幡家から文書館が受け入れた文書の目録で２９０３点を収録し
た刊行物です。

収蔵文書目録第十八集
土屋家・菱沼区有文書目
録

04020136001 ##### B5
本目録は、千葉県文書館が収蔵する文書の目録で東金市菱沼土屋家（１，５８４点）、東金市菱沼
区有文書（１，７９８点）を収録しています。

収蔵文書目録第十九集
諸家文書目録７

05020136001 ##### B5

「収蔵文書目録」は、文書館が収蔵している古文書の目録です。第１９集は、「諸家文書目録７」と
して次の５家の古文書を収録しました。<構成>・富津市千種新田　各務家文書　・千葉市中央区松
浪　宇井家文書　・いすみ市岬町谷上　鵜澤家文書　・東金市二又　石田家文書　・千葉市緑区刈
田子町　高梨家文書

収蔵文書目録第二十集
諸家文書目録８

06020136001 ##### B5
「収蔵文書目録」は、文書館が収蔵している古文書の目録です。第２０集は、次の５件の文書を収
録しました。　・一宮町一宮　一宮町史収集文書　・東庄町小南　小南区有文書　・富津市鶴岡　小
熊家文書　・南房総市千倉町平舘　堀江家文書　・木更津市中島　小原家・秋楽家文書

収蔵文書目録第二十一
集
鳥飼家文書目録　上

07020136001 ##### B5

本目録は、当館が収蔵している古文書の目録で、袖ケ浦市奈良輪の鳥飼家文書（7374点）のう
ち、3582点を収録しています。
本目録には、江戸時代から昭和にかけての次の文書を収録しています。
・名主関係文書・大惣代関係文書・奈良輪宿役人関係文書・戸長関係文書・県議会議員関係文
書・君津、望陀、周准、天羽郡書記関係文書・奈良輪村村会議員関係文書・千葉県水産試験場関
係文書・奈良輪漁業協同組合他関係文書

収蔵文書目録第二十二
集
鳥飼家文書目録　下

08020136001 ##### B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録で、袖ヶ浦市奈良輪の鳥飼家文書（7374点）のうち、
3792点を収録しています。本目録には、江戸時代から昭和にかけての次の文書等を収録していま
す。　・奈良輪村の領主であった旗本上原家　・鳥飼家の親戚の佐久間家　・製塩、養魚、酒造、
養蛎、養蚕、運送　・奈良輪漁業協同組合　・保険代理店　・銀行代理店　・地主経営　・大区会議
事務　・望陀周准天羽郡役所　・楢葉村議会　・千葉県水産事務所

収蔵文書目録第二十三
集
諸家文書目録９

09020136001 ##### B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の６件の古文書を収録しています。　＜富里
市根古名　石井家文書　３９４点＞根古名村の名主文書等　＜茂原市上茂原　武田家文書　３１３
点＞上茂原村の村政や板倉胤臣に関する文書等＜勝浦市浜勝浦　久我家文書１点＞「日本総
図」＜多古町御所台　並木家文書　２５点＞蹴鞠等に関する文書＜茂原市緑町　加藤家文書　１
８８０点＞加藤氏が収集したもので、茂原市早野の今関家文書・山武市森の土屋家文書・東金市
堀上の篠原家文書等＜勝浦市鵜原　柴代家文書　５３６点＞鵜原村の名主文書や漁業等に関す
る文書。

収蔵文書目録第二十四
集
東金市台方　有原家文書
目録（上）

10020136001 ¥690 B5
本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金市台方の有原家文書（６６７１点）のうち３
０５８点を収録しています。江戸時代から昭和にかけての次の文書等を収録しています。村役人・
用掛・台方小学校・東金町学務委員・台方青年会等

収蔵文書目録第二十五
集
東金市台方　有原家文書
目録（下）

11010136002 ¥690 B5
 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金市台方の有原家文書(6671点)のうち3613
点を収録しています。江戸時代から昭和にかけての次の文書等を収録しています。地主経営・米
穀売買・油屋経営・木材販売・農業・桑生産等

収蔵文書目録第二十六
集
東金市台方　前嶋家文書
目録　２

12010136002 ¥800 B5
 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金市台方の前嶋家文書のうち4110点を収
録しています。江戸時～明治時代の台方村の村政等に関する文書があります。

収蔵文書目録第二十七
集
　東金市台方　前嶋家文
書目録　３

13010136001 ¥670 B5
 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金市台方の前嶋家文書のうち3700点を収
録しています。江戸時代から明治にかけて地主経営について、会計・土地・小作・年貢・納税等に
関する文書を収録しています。

収蔵文書目録第二十八
集
東金市台方　前嶋家文書
目録　４

14010136001 ¥560 B5
 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金市台方の前嶋家文書のうち2911点を収
録しています。東金町助役・山武郡会議員・商業活動・縁戚等に関する文書があります。

収蔵文書目録第二十九
集
　東金市台方　前嶋家文
書目録　５

15010136001 ¥950 B5
 本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。東金市台方の前嶋家文書のうち3008点を収
録しています。明治時代の学校、前嶋治兵衛の日記、無尽講、金毘羅信仰、社寺、旅などに関す
る文書を収録しています。前嶋家文書目録の最終巻です。

収蔵文書目録第三十集
諸家文書目録１０

16010136001 ¥970 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の4件の古文書を収録しています。＜茂原市
上茂原 武田家文書1876点＞上茂原村の村政、戸長、郡会議員等に関する文書＜いすみ市岬町
中原 吉野家文書275点＞中原村の村政・学務委員・漁業等に関する文書＜山武市富田 大髙家
文書63点＞大高亀足の句集「亀足集」等＜千葉市若葉区西都賀 富樫家文書172点＞富樫千代
吉（陸軍・民間航空会社のパイロット）に関する大正10年代～昭和戦前期の写真等

収蔵文書目録第三十一
集
諸家文書目録１１

17010136002 ¥970 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の5件の古文書を収録しています。＜千葉市
中央区松ケ丘町 若松家文書2点＞江戸時代の裁許証文と鷹場組合の村々の証文＜市原市君塚
君塚村文書6点＞江戸時代の君塚村の新田や塩場の絵図や検地帳等＜東金市下谷 鵜沢(金)家
文書125点＞江戸時代の上総国山辺郡下谷新田・上谷村・上谷新田の村方文書＜九十九里町下
貝塚 齋藤(功)家文書258点＞寄託者が収集したもの。本盛寺・池田小学校・島小学校等に関する
文書＜一宮町東浪見 秋葉家文書1567点＞東浪見村の村政・秋葉家の家業・旗本土方家・鶴舞
町役場・市西村役場等に関する文書

収蔵文書目録第三十二
集
諸家文書目録１２

18010136002 ¥980 B5

本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。次の6件の古文書を収録しています。
＜岐阜県関ケ原町野上　高木（清）家文書目録4点＞＜いすみ市岬長者　清水（豊）家文書目録6
点＞＜東京都杉並区宮前　荻生家文書目録55点＞＜勝浦市串浜　黒汐資料館家文書目録1243
点＞＜八千代市米本　安田家文書目録84点＞＜旭市飯岡　小田家文書目録557点＞

収蔵文書目録第三十三
集　岡田（利）家文書目録
１

19010136002 ¥980 B5
本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原市分目の岡田（利）家文書（12147点）のう
ち2245点を収録しています。近世から近代にかけて、岡田家が公職を務めたことにより伝来したと
思われる文書を９の大項目に分けて収録しています。

収蔵文書目録第三十四
集　岡田（利）家文書目録
2

20010136002 ¥980 B5
本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原市分目の岡田（利）家文書（12147点）のう
ち2304点を収録しています。明治十年代以降、岡田家が公職を務めたことにより伝来したと思わ
れる文書を12の大項目に分けて収録しています。

収蔵文書目録第三十五
集　岡田（利）家文書目録
3

21010136002 ¥970 B5
本目録は当館が所蔵している古文書の目録です。市原市分目の岡田（利）家文書（12147点）のう
ち、檀家や氏子など岡田家や分目村を取り巻く宗教的諸関係により伝来した文書、岡田家の家族
や親類に関する文書、1896点を収録しています。


