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地域資料とは・・・  

地域資料とは、郷土に関する資料に、自治体等が発行する行政資料を含めた総称です。 

市川の歴史や文化についての「郷土資料」は、市川への理解と愛着を深め、地域の魅力を高める大切な市民の

財産です。また、市川市の「行政資料」は、市民と行政が環境、教育、福祉

など様々な分野において、市川のまちづくりに協働して取り組み、地域の課

題解決へと導くための重要な手かがりとなります。図書館では、これらを積

極的に収集し、体系的に整理し保存することで、後世に継承していきます。 

 

地域資料の収集対象  

 市川市について記載された資料 

 千葉県について記載された資料 

 千葉県各市町村の資料 

市川市を含む広域名、例えば「東葛飾郡」「下総」「東京湾」「江戸川」とい

った言葉をタイトルや内容に含む資料も収集しています。 

また図書に限らず、雑誌、パンフレット、リーフレット、各種チラシ、地図など様々な形態・媒体を含めて   

「地域資料」として収集しています。 

 

ラベルについて  

本の背表紙には請求記号というラベルが貼られています。請求記号とは、図書館資料がどこの書架にあるかを 

表す記号で、本の住所に相当します。地域資料は、青色の三段ラベルを使用しています。 

請求記号 

1段目：地域区分⇒地域資料 地域区分表 （6 ページ参照） 
Ｉ：市川市         
Ｃ：千葉県および県内市町村 
Ｙ：市民文庫            Ｚ：特別コレクション 

 

  

2段目：分類記号⇒地域資料分類表  
Ｙ：市民文庫の場合は、著者記号(著者の姓の頭文字） 
Ｚ：特別コレクションの場合は、著者記号＋内容区分 

禁帯シール： 
館内閲覧のみ。 
貸出できません。 

3段目：巻冊記号 
特別コレクションの一部は、著者記号 

 

地域資料の探し方 1 

（市川市ってどんな街？ 1） 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/info/1045.html#03
http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/info/1045.html#02
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分類について  

地域資料の内容によって、下のアルファベットに数字を付与します。 

※詳しくは、地域資料分類表をご確認ください。 

Ａ. 知識・情報 Ｂ. 歴史 Ｃ. 地誌・文化財 Ｄ. 風俗・民俗 

Ｅ. 行政・地方行政

Ⅰ 

Ｆ. 行政・地方行政

Ⅱ 
Ｇ. 財政 Ｈ. 議会・選挙 

Ｊ. 法律 Ｋ. 経済 Ｌ. 産業 Ｍ. 統計 

Ｎ. 社会・労働 Ｐ. 社会保障・医療 Ｑ. 教育 Ｒ. 文化行政 

Ｓ. 都市問題 Ｔ. 環境問題・災害 Ｕ. 自然科学 Ｖ. 芸術 

Ｗ. 文学 Ｘ. 宗教 Ｙ. 市民文庫 ※ Ｚ. 特別コレクション ※ 

※「市民文庫」とは、市川市民（市川ゆかりの人）が書いた著作物を「地域資料」の一つとして位置づけたものです。 

中でも、永井荷風、東山魁夷、星野道夫、渡邊二郎の４名については、「特別コレクション」として網羅的に収集しています。 
 

基本的な資料を調べる  

地域のことを調べるにあたり、各分類の中で基本的な資料や文献をあげています。 

 

           凡例 ○市川市の資料 ●千葉県の資料 ※キーワード等 

 

A 知識・情報 
○『市川カタログ』（明光企画）2004 年～所蔵  

○『行徳カタログ』（明光企画）1983 年～所蔵 

○『千葉県 市川市内古文書目録』（市川市役所 1968） 

※コミュニティペーパー 製本して所蔵 

『市川よみうり』（市川よみうり新聞社）1977 年～ 

『京葉タイムス』（『行徳ニュース』から誌名変更 行徳ニュース社）1981 年～ 

『行徳新聞』（明光企画）1978 年～ ほか 

※タウン誌『月刊いちかわ』（エピック 1970 年～2019 年 5 月号で刊行終了）

※同人誌 

『沖』（沖発行所）1977 年～ 

『新樹』（中津攸子／主宰）1 号（1990 年）～所蔵 ほか 

●『千葉年鑑」（千葉日報社）…1972 年～1994 年版まで刊行されていました。 

●『千葉大百科事典』（千葉日報社 1982）…項目別で調べるのに役立ちます。 

 

B 歴史 
○『市川市史』（市川市 1971～1977）全７巻+別巻の年表 

○『市川市史 歴史編 3・4』（市川市 2019・2020） 

   ○『図説市川の歴史』（市川市教育委員会 2015）…カラーでわかりやすい 

○『市川物語』（綿貫喜郎／著 飯塚書房 1981） 

〇『行徳物語 改訂版』（宮崎長蔵，綿貫喜郎／共著 青山書店 1987） 

○『行徳と浦安の今とむかし』（明光企画 1994）『勝鹿図志手ぐり舟』（ホビッ

ト社 1990）（いずれも宮崎長蔵／著） 

○『明解行徳の歴史大事典』（2005）『行徳郷土史事典』（2003） 

『行徳歴史街道 1-6』（2004-2020）など（いずれも鈴木和明／著 文芸社） 

※大きくは市川と行徳に分けられ、数名の郷土史研究家が自費出版をしています。 
※国府台は下総国府もあり、中世、幕末の時期においても重要です。 

※隣接する葛飾区、江戸川区、船橋市、浦安市、松戸市等の文献にも注意。 

●『房総叢書 改訂 全 5 巻』（千葉県郷土資料刊行会 1972） 

●『千葉県史 全 51 巻』（千葉県 1996-2009）  
『千葉県の歴史』39 巻、『千葉県の自然誌』12 巻で構成されています。 

●『千葉県東葛飾郡誌』（千葉県東葛飾郡教育会／編 千秋社 1988） 

※千葉県内の市町村史を収集しています。 
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C 地誌・文化財 
○『市川まちかど博物館 正・続』（いちかわ・まち研究会 1997-1999）

○『いちかわ時の記憶：市川市文化財完全ガイド』（市川市教育委員会 2003） 

○『たくみぼり彙報：私の市川學』（鈴木恒男／著 其 1～100、番外之 1～9 を

合本・分冊 1989-1997） 

○『市川ひと事典』（エピック 1991-2004 4 版まで刊行）

○『市川のまち 地名の由来』市川市広報連載のスクラップを製本したもの

○「市川の地名」（中央図書館）市川市の地名についてまとめたものです。

⇒http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1069.html
※地形図 ※古地図 ※都市計画図 ※住宅地図 1965 年～所蔵（欠年あり）

※“江戸名所図会”“成田街道”“行徳街道”

※市内の遺跡発掘調査報告書、埋蔵文化財発掘調査報告書など

●『房総紳士録』（1908,1912,1915,1922,1949,1952,1961）

●『千葉県紳士名鑑』（1940,1975,1979）

●『房総人名辞書』（千葉毎日新聞社／編 国書刊行会 1987）

D 風俗・民俗 
○『市川市史 民俗編』（市川市 2020）

○『市川のむかし話 改訂新版』（市川民話の会 2012）

〇『市川の伝承民話 第 1～8 集』（市川民話の会／調査編集 市川市教育委員会

1980-2004） 

○『行徳昔語り 第 1～55 号』（行徳昔話の会 1979-1995）

○『いちかわ民俗誌』萩原法子／著（崙書房 1985）

○「市川のむかし話データベース」（中央図書館）

⇒http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1018.html

※“真間の手児奈”“将門伝説”“辻切り・にらめっこオビシャ” 

●『房総の祭事』（千葉県神社庁 1984）

●『房総の文化財 第 1～2 冊』（千葉県文化財保護協会／編集 学研 1983） 

E・F 行政・地方行政 
○『市政概要』『市勢概要』（市川市議会事務局）1954，1964 年～所蔵

○『Ｉ＆Ｉプラン２１ 市川市総合計画』（2001）『第二次基本計画』（2011） 

〇『市川市国民保護計画』『市川まち・ひと・しごと創生総合戦略』

○『広報いちかわ』（『市川市広報』から改題 1952 年～製本して所蔵（欠号あり）） 

○『審議会等会議録』1999 年～所蔵

●『千葉県県勢要覧』（千葉県知事官房）『千葉県勢要覧』（千葉県統計協会）

1920 年～所蔵（欠年あり） 

G 財政 
○『市川市予算書及び予算説明書』1984 年度～所蔵

〇『市川市決算書』1984 年度～所蔵

〇『市川市予算と決算』1934～1939,1942～1945 年度 合冊製本して所蔵

H 議会・選挙 
○『市川市議会定例会（臨時会）会議録』1964 年～所蔵

●『千葉県定例（臨時）県議会会議録』1965 年～所蔵（欠号あり）

J 法律 
○『市川市例規集』1999 年度までは加除式。2000 年度～各年度版所蔵

○「市川市例規集」市川市の WEB サイトでフリーワード検索ができます。

⇒http://www3.e-reikinet.jp/ichikawa/d1w_reiki/reiki.html

●『千葉県法規集 1～15』（総務部文書課／編 第一法規）加除式の法規集

http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1069.html
http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1018.html
http://www3.e-reikinet.jp/ichikawa/d1w_reiki/reiki.html
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K 経済 
           ○『路線価図 財産評価基準書』1998 年～2012 年所蔵  

⇒http://www.rosenka.nta.go.jp/ 国税庁の WEB サイトで閲覧可能    

●『千葉県地価調査』1998 年～『地価公示』（いずれも千葉県）2001 年～所蔵 

 

L 産業 
○『市川市勢要覧附商工名鑑』『市川商工名鑑』（1952,1963,1982,1988,1998） 

※市川商工会議所会報『ぱわーあっぷいちかわ』ほか 

※市川の企業・会社…“日本毛織”“京葉ガス”“山崎製パン”など 

○『行徳の塩づくり 第 2 版』（市立市川歴史博物館 2002） 

○『下総行徳塩業史』（楫西光速／著 アチツクミユーゼアム 1941） 

○『市川の梨』（市川市 2009） 

※市川の特産物…“梨” “製塩” “海苔” 

●『房総農業史』（千葉県農地制度史刊行会／編著 青史社 1980） 

●『東京内湾漁業史料』（原暉三／編著 国書刊行会 1977） 

 

M 統計 
           ○『市川市統計年鑑』1965 年版～所蔵  

         ●『千葉県統計年鑑』1961 年版～所蔵 

           ●『国勢調査報告』（日本統計協会） 

1980 年～千葉県が該当する巻の一部を所蔵 

 

N 社会・労働 
           ○『市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画』『市川市男女共同参画基本計画』 

           ○『いちぼ いちかわのボランティア・ＮＰＯ情報誌』（季刊） 

○「いちかわボランティア NPO Web」 

…市川市のボランティア市民活動団体の情報、人材情報などを集約 

⇒http://ichikawa.genki365.jp/ 

○「いちかわっこ Web」…市川市の子育てに役立つ情報全般を集約 

⇒http://ichikawa.ikuji365.net/ 

           ●『千葉県男女共同参画白書』2000 年度版～所蔵 

 

P 社会保障・医療 
           ○『市川市健康増進計画 健康いちかわ 21』『いちかわハートフルプラン 市川市

障害者計画・市川市障害福祉計画』『市川市地域福祉計画』『市川市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画』『市川市食育推進計画』 

〇『市川市医療マップ』（市川市 2014,2015,2016,2017-2018） 

○『市川市医師会会報』1 号（1977 年）～所蔵 

●『千葉県病院名簿』（千葉県 1985,1995,2002,2017,2018,2019） 

 

Q 教育 
           ○『市川市教育振興基本計画』『市川市生涯学習推進計画』 

〇『市川市の教育』1979 年度版～所蔵 

※小学校・中学校の創立記念誌 

※千葉商科大学、和洋女子大学等の大学紀要 

         ●『千葉県教育便覧』（千葉県教育委員会）1986 年版～所蔵 

 

R 文化行政 
           〇『市川市の図書館 昭和編』（2013）『市川市の図書館』1979 年～所蔵 

           〇『市立市川博物館年報』1972～1981 年度 1982 年度以降は 

『市立市川歴史博物館年報』『市立市川考古博物館年報』に分かれて所蔵 

           〇『市立市川自然博物館年報』1989 年度～所蔵 

           ●『千葉県の図書館』1959 年～所蔵 

           ●『千葉県立現代産業科学館常設展示解説書』（千葉県立現代産業科学館 1998） 

 

0
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S 都市問題 
  ○『市川市都市計画マスタープラン』『いちかわじゅんかんプラン２１ 市川市一

般廃棄物処理基本計画』『市川市分別収集計画』『市川市下水道中期ビジョン』

『市川市住生活基本計画』『市川市交通バリアフリー基本構想』 

○『清掃事業概要』1987 年度～『市川市じゅんかん白書』2002 年度～所蔵
※“東京外かく環状道路”『みどりの道 外環千葉県区間情報誌』製本して所蔵

※市川の河川…“江戸川”“真間川”

●『交通白書』（千葉県警察本部）1974 年～所蔵

※千葉の交通…“京成電鉄”“総武線”“武蔵野線”“京葉線”“東西線”など

※『京成ライン』（京成電鉄）1991 年 10 月～製本して所蔵

T 環境問題・災害 
○『市川市環境基本計画』『市川市生活排水対策推進計画』『市川市地域防災計画

震災編』『市川市地域防災計画 風水害等編』 

○『市川市の公害の現況』1971 年～『市川市の環境の現況』1975 年『市川市

の環境』1976 年版～『市川市環境白書』1995 年版～所蔵 

○『市川市洪水ハザードマップ』（2018）

○『市川市減災マップ』（2018）…市を 4 つの地区に分けたエリア別マップ

※“三番瀬”…市川市と船橋市の沖に広がる浅海域（浅瀬や干潟）の総称

●『千葉県公害白書』1970 年版～『千葉県環境白書』1974 年版～『環境白書』

1985 年版～所蔵 

U 自然科学 
○『市川市史 自然編』（市川市 2016）

○『発見市川の自然』（市川市 2006）

※“行徳野鳥観察舎”“長田谷津”

    ●『千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドデータブック』（千葉県環境生

活部自然保護課）動物編（2011） 植物・菌類編（2009） 

V 芸術 
○『市川市スポーツ振興基本計画』

○『市川市収蔵美術作品選』（市川市 2006）

○『［カセット］市川市歌』『［カセット］市川讃歌「透明の蕊の蕊」』『［カセット］

新・市川音頭』『［カセット］八幡音頭 市川小唄』『［カセット］新中山音頭』  

●『高校野球グラフ CHIBA』（千葉日報社）2000 年～所蔵

W 文学 
○『市川の文学』（市川市教育委員会 1982）

○『市川の文学』（市川市文学プラザ）詩歌編（2011）散文編（2012）

○『市川を詠む』（市川市）

…市川手児奈文学賞の入賞・入選作品集 第１回（2000 年）～所蔵 

○「市川の文学データベース」（中央図書館）

…市川市を描いた作家と、市川市に関係する文学作品を調べることができます 

⇒http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1031.html

●『房総文芸選集』（あさひふれんど千葉 1990～1995）全 20 巻

Ｘ 宗教
○『中山法華経寺誌』（同朋舎 1981）

○『観音札所のあるまち行徳・浦安』（中津攸子／文 中山書房仏書林 1984） 
※“葛飾八幡宮”“中山法華経寺”

●『房総の古社』（菱沼勇，梅田義彦／著 有峰書店新社 1985）

http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/db/1031.html


市川市中央図書館 地域資料地域区分表 

Ｉ     市川市 

C10  千葉県全般 
C10.01  九十九里 

C10.02 京葉地帯 

C10.03 東京湾 

C10.04  内陸工業地帯 

C10.05 両総  

C20  下総国 
C20.01 印旛沼 

C20.02  江戸川 

C20.03  手賀沼 

C20.04 東総 

C20.05 利根川 

C20.06 北総 

C21  （千葉郡） 
C21.1   千葉市 

C21.2   習志野市 

C21.3   八千代市 

C22  （東葛飾郡） 
C22.01  （沼南町）→柏市

C22.02 （関宿町）→野田市 

C22.1   我孫子市 

C22.2   浦安市 

C22.3   柏市 

C22.4   鎌ヶ谷市 

C22.5   流山市 

C22.6   野田市 

C22.7   船橋市 

C22.8   松戸市 

C23  印旛郡 
C23.01   印西市 

   （印西町） 

C23.02  （印旛村）→印西市 

C23.03 栄町 

C23.04 酒々井町 

C23.05 白井市 

    （白井町） 

C23.06 富里市 

    （富里町） 

C23.07 （本埜村）→印西市 

C23.1  佐倉市 

C23.2  成田市 

C23.3   八街市 

C23.4   四街道市 

C24  香取郡 
C24.01  （小見川町） 

→香取市

C24.02 （栗源町）→香取市  

C24.03  神崎町 

C24.04 （下総町） →成田市 

C24.05 （大栄町） →成田市

C24.06  多古町 

C24.07  東庄町 

C24.08  （干潟町）→旭市

C24.09 （山田町）→香取市  

C24.1    （佐原市）→香取市  

C24.2   香取市 

C25  （海上郡） 
C25.01  （飯岡町）→旭市

C25.02  （海上町）→旭市 

C25.1   旭市 

C25.2   銚子市 

C26  （匝瑳郡） 
C26.01  （野栄町）→匝瑳市

C26.02  （光町）→横芝光町  

C26.1   （八日市場市） 
→匝瑳市

C26.2  匝瑳市 

C30  上総国 

C31  山武郡 
C31.01  大網白里市 

（大網白里町） 

C31.02  九十九里町 

C31.03 （山武町）→山武市 

C31.04  芝山町 

C31.05  （成東町）→山武市 

C31.06  （蓮沼村）→山武市 

C31.07  （松尾町）→山武市 

C31.08  横芝光町 

  （横芝町） 

C31.1   東金市 

C31.2   山武市 

C32  長生郡 
C32.01  一宮町 

C32.02  白子町 

C32.03 長生村 

C32.04 長南町 

C32.05 長柄町 

C32.06 睦沢町 

C32.07 （本納町）→茂原市

C32.1  茂原市 

C33  夷隅郡 
C33.01 （夷隅町）

→いすみ市

C33.02 大多喜町 

C33.03 （大原町） 
→いすみ市

C33.04 御宿町 

C33.05 （岬町）→いすみ市 

C33.1    勝浦市 

C33.2    いすみ市 

C34  （市原郡） 
C34.1   市原市 

C35  （君津郡） 
C35.1   木更津市 

C35.2   君津市 

C35.3   袖ヶ浦市 

C35.4   富津市 

C40  安房国 

C41  安房郡 
C41.01  （天津小湊町） 

→鴨川市

C41.02  鋸南町 

C41.03 （白浜町） 
→南房総市

C41.04  （千倉町） 
→南房総市

C41.05 （富浦町） 
→南房総市

C41.06 （富山町） 
→南房総市

C41.07 （三芳村） 
→南房総市

C41.08 （丸山町） 
→南房総市

C41.09 （和田町） 
→南房総市

C41.1   鴨川市 

C41.2  館山市 

C41.3  南房総市 

C50  近隣都県 
C50.1   茨城県 

C50.2   神奈川県 

C50.3  埼玉県 

C50.4  東京都 

※（ ）は旧地域区分

図書館では皆様の調べ物や課題解決のために様々なお手伝いをしています。調べ方がわからない時は遠慮なくお問い合わせくださ
い。また、図書館のホームページからもお問い合わせいただけます。   お問い合わせ： 市川市中央図書館 047-320-3346 
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