
上福岡市発行

刊行物種別 巻次 タイトル 発行年月日 発行（西暦） 発行者 JP番号 定価

郷土史料 第1集 武州入間郡川越領福岡村諸色明細帳 昭４０． ２（１９６５） 1965/2/28 福岡町教育委員会
情報収集
2016.3.4

非売品

郷土史料 第2集
福岡構内石器時代遺跡発掘調査報告/山内清男
埼玉県福岡村繩文前期住居址と竪穴住居の系統につ
いて/関野克

昭４０． ３（１９６５） 1965/3/31 福岡町教育委員会
情報収集
2016.3.4

非売品

郷土史料 第3集 福岡町文化財調査報告書 昭４１． ３（１９６６） 1966/3/31 福岡町教育委員会
情報収集
2016.3.4

非売品

郷土史料 第4集 福岡町近代史料目録　文書　明治編 昭４６．１２（１９７１） 1971/12/31 福岡町教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第5集 福岡の青石塔婆 昭４２． ３（１９６７） 1967/3/31 福岡町教育委員会
国会図書館欠
品

非売品

郷土史料 第6集 第1回　文化財研究発表会論文集 昭４２．１１（１９６７） 1967/11/30 福岡町教育委員会
国会図書館欠
品

非売品

郷土史料 第7集 長宮氷川神社　その由来と文書目録 1968/3/20 福岡町教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第8集 福岡の民俗 昭４３． ３（１９６８） 1968/3/31 福岡町教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第9集 明治百年記念　福岡町人物誌 昭４４． １（１９６９） 1969/1/31 福岡町教育委員会
国会図書館欠
品

非売品

郷土史料 第10集 欠品・題名不明
国会図書館欠
品

非売品

郷土史料 第11集 民有文書目録その1　柳川家文書 1970/3/25 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

非売品

郷土史料 第12集 福岡町史編纂に関する調査-その計画と報告- 上福岡市教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第13集 駒林・中福岡地区のはたおり 昭４６． ３（１９７１） 1971/3/20 上福岡市教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第14集 御布告留　明治5年川崎村中 上福岡市教育委員会 91090673 非売品
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郷土史料 第15集 福岡町川崎横穴群発掘調査報告書 昭４７． ３（１９７２） 1972/3/15 上福岡市教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第16集 御布告留　明治5年川崎村下 上福岡市教育委員会 91060637 非売品

郷土史料 第17集 文化財史料室焼失にともなう史料整理の報告 上福岡市教育委員会 91090673 非売品

郷土史料 第18集 欠品・題名不明 非売品

郷土史料 第19集 川崎遺跡二次調査概報 昭５１． ３（１９７６） 1976/3/31 上福岡市教育委員会 20932813 非売品

郷土史料 第20集
早船屋文書・吉野屋文書　新河岸川舟運関係調査報
告その一

昭５３． ３（１９７８） 1978/3/31 上福岡市教育委員会 20932811 非売品

郷土史料 第21集 川崎遺跡（第3次）・長宮遺跡　発掘調査報告書 昭５３． ３（１９７８） 1978/3/31 上福岡市教育委員会 20932815 非売品

郷土史料 第22集 北部遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅰ） 昭５４． ３（１９７９） 1979/3/31 上福岡市教育委員会 20932817 非売品

郷土史料 第23集 上福岡の歴史散歩 昭５５． ３（１９８０） 1980/3/10 上福岡市教育委員会 87051831 非売品

郷土史料 第24集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅱ） 昭５５． ３（１９８０） 1980/3/31 上福岡市教育委員会
情報収集
2016.5.13

非売品

郷土史料 第25集 上福岡市教育百年史 上福岡市教育委員会 80042013 非売品

郷土史料 第26集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅲ） 昭５６． ３（１９８１） 1981/3/31 上福岡市教育委員会 81041721 非売品

郷土史料 第27集 上福岡市遺跡調査報告書 昭５６． ３（１９８１） 1981/3/31 上福岡市教育委員会 81041720 非売品

郷土史料 第28集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅳ） 昭５７． ３（１９８２） 1982/3/31 上福岡市教育委員会 82053979 非売品
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郷土史料 第29集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅴ） 昭５８． ３（１９８３） 1983/3/31 上福岡市教育委員会 84015566 非売品

郷土史料 第30集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅵ） 昭５９． ３（１９８４） 1984/3/31 上福岡市教育委員会 84056433 非売品

郷土史料 第31集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅶ） 昭６０． ３（１９８５） 1985/3/31 上福岡市教育委員会
情報収集
2016.3.4

非売品

郷土史料 第32集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅷ） 昭６１． ３（１９８６） 1986/3/31 上福岡市教育委員会
情報収集
2016.3.4

非売品

郷土史料 第33集 鷺森遺跡の調査　-縄文時代前期の集落跡の調査 昭６２． ２（１９８７） 1987/3/31 上福岡市教育委員会 88031564 3,500

郷土史料 第34集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅸ） 昭６２． ３（１９８７） 1987/3/31 上福岡市教育委員会 98006265 非売品

郷土史料 第35集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査（Ⅹ） 昭６３． ３（１９８８） 1988/3/31 上福岡市教育委員会 98006266 非売品

郷土史料 第36集 福田屋文書目録 平　１． ３（１９８９） 1989/3/30 上福岡市教育委員会 89045783 非売品

郷土史料 第37集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査１１） 平　１． ３（１９８９） 1989/3/31 上福岡市教育委員会 98996267 非売品

郷土史料 第38集 福田屋有形民俗文化財目録 平　２． ３（１９９０） 1990/3/30 上福岡市教育委員会 91011691 非売品

郷土史料 第39集 市内遺跡群　埋蔵文化財の調査１２） 平　２． ３（１９９０） 1990/3/31 上福岡市教育委員会 90037350 非売品

郷土史料 第40集
福田屋文化財資料目録　-福田屋本家（追加分）・分家
の文書と美術品類-

平　３． ３（１９９１） 1991/3/30 上福岡市教育委員会 91053030 非売品

郷土史料 第41集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１３） 平　３． ３（１９９１） 1991/3/31 上福岡市教育委員会 98006268 非売品

郷土史料 第42集 早船屋文書目録　-増補版- 平　４． ３（１９９２） 1992/3/30 上福岡市教育委員会 92052859 非売品
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郷土史料 第43集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１４） 平　４． ３（１９９２） 1992/3/31 上福岡市教育委員会 98006269 非売品

郷土史料 第44集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１５） 平　５． ３（１９９３） 1993/3/31 上福岡市教育委員会 98006270 非売品

郷土史料 第45集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１６） 平　６． ３（１９９４） 1994/3/31 上福岡市教育委員会 98006271 非売品

郷土史料 第46集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１７） 平　７． ３（１９９５） 1995/3/31 上福岡市教育委員会 98006272 非売品

郷土史料 第47集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１８） 平　８． ３（１９９６） 1996/3/31 上福岡市教育委員会 98006273 非売品

郷土史料 第48集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査１９） 平　９． ３（１９９７） 1997/3/31 上福岡市教育委員会 98018661 非売品

郷土史料 第49集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２０） 平１０． ３（１９９８） 1998/3/31 上福岡市教育委員会 98076007 非売品

郷土史料 第50集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２１） 平１１． ３（１９９９） 1999/3/31 上福岡市教育委員会 99082982 非売品

郷土史料 第51集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２２） 平１２． ３（２０００） 2000/3/31 上福岡市教育委員会 20071211 非売品

郷土史料 第52集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２３） 平１３． ３（２００１） 2001/3/31 上福岡市教育委員会 20154662 非売品

郷土史料 第53集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２４） 平１４． ３（２００２） 2002/3/31 上福岡市教育委員会 20358503 非売品

郷土史料 第54集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２５） 平１５． ３（２００３） 2003/3/31 上福岡市教育委員会 20528735 非売品

郷土史料 第55集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２６） 平１６． ３（２００４） 2004/3/31 上福岡市教育委員会 20626164 非売品

郷土史料 第56集 市内遺跡　埋蔵文化財の調査２７） 平１７． ３（２００５） 2005/3/31 上福岡市教育委員会 20852062 非売品
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？ 川崎遺跡　　第一次調査概報 昭５０． ３（１９７５） 1975/3/31 川崎遺跡調査団 20932812 非売品

郷土史料 第19集 川崎遺跡　　第二次調査概報 昭５１． ３（１９７６） 1976/3/31 川崎遺跡調査団 20932813 非売品

？ 沼上遺跡発掘調査報告書 昭５２． ３（１９７７） 1977/3/31 沼上遺跡調査会 77004902 非売品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第0集 ハケ遺跡Ｃ地区 昭５４． ３（１９７９） 1979/3/31
上福岡市ハケ遺跡調査
会

79027588 非売品

？ 県指定史跡　権現山古墳群 平１６． ３（２００４） 2004/3/31
国会図書館欠
品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第1集 長宮遺跡第8次の調査 昭５７． ７（１９８２） 1982/7/31 82053982 非売品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第2集
西遺跡　第1次　調査概報　-縄文時代中期の集落跡
の調査-

平　５． ３（１９９３） 1993/3/31 98003714 非売品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第3集
松山遺跡　第19次　調査概要　-平安時代の集落跡の
調査-

平　６．１０（１９９４） 1994/10/31 98003716 非売品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第4集
伊佐島遺跡第2次の調査　-弥生時代後半の環濠跡の
調査-

平　９．　３（１９９７） 1997/3/31 98001209 非売品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第5集 松山遺跡　第20次　調査 平　９．　４（１９９７） 1997/4/30 98003717 非売品

上福岡市遺跡調査会調査報告
書

第6集 長宮遺跡　第22次　調査 平　９．１１（１９９７） 1997/4/30
国会図書館欠
品

非売品

上福岡市史
資料編第1
巻

自然史・考古 平１１． ３（１９９９） 1999/3/25 上福岡市 99082948 3,000

上福岡市史
資料編第2
巻

古代・中世・近世 平　９． ７（１９９７） 1997/7/31 上福岡市 98063959 3,000

上福岡市史
資料編第3
巻

近代 平１０． ３（１９９８） 1998/3/31 上福岡市 99010630 3,000
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上福岡市史
資料編第4
巻

現代 平１２． ３（２０００） 2000/3/24 上福岡市 20055901 3,000

上福岡市史
資料編第5
巻

民俗 平　９． ７（１９９７） 1997/7/31 上福岡市 98063960 3,000

上福岡市史 通史編上巻 自然・原始古代・中世・近世 平１２． ３（２０００） 2000/3/24 上福岡市 20055902 3,000

上福岡市史 通史編下巻 近代・現代・民俗 平１４． ３（２００２） 2002/3/25 上福岡市 20260901 3,000

上福岡市史　普及版 まんが　上福岡の歴史 平１５． ３（２００３） 2003/3/10 上福岡市 20398115 1,000

市史調査報告書 第1集
諸家文書図録（Ⅰ）
　吉野屋文書(改定増補版)　鈴木長四郎家文書

平  ５． ３（１９９３） 1993/3/31 上福岡市教育委員会 93060663 1,000

市史調査報告書 第2集 昭和七年一月　郷土調査　福岡尋常高等小学校 平  ５． ３（１９９３） 1993/3/31 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

1,000

市史調査報告書 第3集
柳川家文書目録
改定増補版

平  ６． ３（１９９４） 1994/3/31 上福岡市教育委員会 99018413 1,000

市史調査報告書 第4集 長宮氷川神社文書目録　改定増補版 平  ６． ３（１９９４） 1994/3/31 上福岡市教育委員会 99018414 700

市史調査報告書 第5集 考古文献資料（1）　上福岡貝塚 平  ６． ３（１９９４） 1994/3/31 上福岡市教育委員会 99018421 700

市史調査報告書 第6集 水害資料集成―明治四三年大水害を中心に― 平  ７． ３（１９９５） 1995/3/27 上福岡市教育委員会 99018415 1,000

市史調査報告書 第7集 城山と富永善左ヱ門 平  ７． ３（１９９５） 1995/3/31 上福岡市教育委員会 99018416 500

市史調査報告書 第8集 諸家文書目録（Ⅱ）　中福岡地区を中心に 平  ８． ３（１９９６） 1996/3/29 上福岡市教育委員会 99018417 700

市史調査報告書 第9集 上福岡の石造物 平　８． ３（１９９６） 1996/3/31 上福岡市教育委員会 99018418 2,000
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市史調査報告書 第10集 沢田茂一郎家文書目録（Ⅰ）　近世文書編 平　８． ３（１９９６） 1996/3/29 上福岡市教育委員会 99018419 1,000

市史調査報告書 第11集 上福岡の民家（1） 平　９． ３（１９９７） 1997/3/31 上福岡市教育委員会 99018422 1,200

市史調査報告書 第12集
沢田茂一郎家文書目録（Ⅱ）　近世文書編(追加分)近
現代文書編

平　９． ３（１９９７） 1997/3/31 上福岡市教育委員会 99018420 1,000

市史調査報告書 第13集 上福岡の社寺と指定文化財 平　９． ３（１９９７） 1997/3/31 上福岡市教育委員会 99018412 1,800

市史調査報告書 第14集
福岡受信所の歴史　無線塔がそびえていたまち上福
岡

平１０． ３（１９９８） 1998/3/31 上福岡市教育委員会 99010616 1,000

市史調査報告書 第15集 旧陸軍造兵廠福岡工場（川越製造所） 平１０． ３（１９９８） 1998/3/31 上福岡市教育委員会 99010617 1,300

市史調査報告書 第16集 行政文書目録（近世・明治編） 平１１． ３（１９９９） 1999/3/25 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

1,000

市史調査報告書 第17集 上福岡の絵馬・奉納額 平１１． ３（１９９９） 1999/3/31 上福岡市教育委員会 99080818 1,000

市史調査報告書 第18集 上福岡の板碑　中世の石の文化 平１２． ３（２０００） 2000/3/31 上福岡市教育委員会 20057505 1,500

市史調査報告書 第19集
20世紀を語る古写真
―上福岡and新河岸川舟運+東上線―

平１３． ３（２００１） 2001/3/20 上福岡市教育委員会 20233248 1,300

市史調査報告書 第20集 諸家文書目録（Ⅲ） 平１４． ３（２００２） 2002/3/25 上福岡市教育委員会 20298948 2,000

市史調査報告書 第21集
市報連載「市史編さん室発歴史情報」(総集編)-ふるさ
とのあゆみがわかる豆知識-
新河岸川・福岡河岸の民家-上福岡の民家(2)

平１５． ３（２００３） 2003/3/20 上福岡市教育委員会 20402286 1,500

市史研究 創刊号 きんもくせい 平　７． ３（１９９５） 1995/3/25 上福岡市教育委員会 109389 600

市史研究 第二号 きんもくせい 平　８． ３（１９９６） 1996/3/25 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

400
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市史研究 第三号 きんもくせい 平 ９．１０（１９９７） 1997/10/30 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

600

市史研究 第四号 きんもくせい 平１０．１２(１９９８） 1998/12/15 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

700

市史研究 第五号 きんもくせい 平１２． ３（２０００） 2000/3/27 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

500

市史研究 第六号 きんもくせい 平１３． ３（２００１） 2001/3/26 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

700

市史研究 第七号 きんもくせい 平１４． ３（２００２） 2002/3/27 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

400

市史研究 第八号 きんもくせい 平１５． ３（２００３） 2003/3/20 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

600

市史研究 第九号 きんもくせい 平１５.１０（２００３） 2003/10/19 上福岡市教育委員会
国会図書館欠
品

600
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