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郷土資料収集要領 

 

郷土資料とは何か 

生まれ育ち、生活する地域社会である郷土について、正確な認識を持つための資料

が郷土資料である。郷土資料は、郷土及び郷土人物に関する文献資料・視聴覚資料博

物資料その他の資料一切の資料を含む資料群である。 

 

郷土を知り、郷土を研究する手がかりとするための資料である郷土資料の収集・保

存や提供は、図書館や資料館が担う業務であるが、ここには図書館の行なう郷土資料

の収集について、その方針を定める。 

 

郷土の範囲 

 当館が所在する市単位の行政区画とする。また、生活する地域は行政区画の範囲に

限定されないので、関連の深い周辺地域をも、その範囲とし、県単位の行政区画を最

大範囲として捉える。 

 

郷土資料の対象 

 １．郷土に関する人物資料 

２．上記以外の郷土に関する資料 

 

１．郷土に関する人物資料 

①郷土で生まれ、主として郷土で活躍した人物についての資料 

②郷土で生まれ、主として他地で活躍した人物についての資料 

③他地で生まれたが、郷土に来住し活躍した人物についての資料 

   ④郷土にとってきわめて重要な意義をもつ人物についての資料 

 

２．上記以外の郷土に関する資料 

①地方行政資料 

地方公共団体の作成刊行する資料。国などの刊行物のうち当該地方に関する

資料も含める。また、民間研究団体、政党、新聞社、住民団体、住民などが

地方行政に関して作成した資料。 

②郷土について記述している資料 

②－１ 郷土人物著作・郷土出版物 

これらは、広い意味での郷土資料であるが、内容的に郷土に関するもの

だけを郷土資料扱いとする。 

②－２ 郷土人物著作目録 

資料そのものではないが、郷土に関連する人物の著作を把握するための

資料であり、整備・充実を図る。 

 

郷土資料の分類 

資料の分類は、地区・内容で分類する。また、件名により細分類する。分類の内容

は、別表のとおりとする。 

 

 



 

[地区分類]   [内容分類] 

別置 ０９０ １ 神奈川県  A 総務・行政・議会・統計・平和 

Ｙ   ２ その他 どこにも入らない資料 Ｂ 財政 

  ０９１ １ 大和市  Ｃ 民生・福祉・労働・衛生・環境 

  ０９２ １ 横浜市  Ｄ 経済 

  ０９３ １ 川崎市  Ｅ 建設 

  ０９４ １ 葉山町  Ｆ 教育 

   ２ 三浦市  Ｇ 歴史・文化・図書館関係・宗教 

    ３ 横須賀市  Ｈ 運輸・通信 

  ０９５ １ 大磯町  Ｊ 治安 

   ２ 小田原市  Ｋ 自然・地理・観光 

   ３ 寒川町  Ｌ その他・文学・雑記など 

   ４ 茅ヶ崎市    

   ５ 平塚市    

    ６ 南足柄市    

  ０９６ １ 鎌倉市    

   ２ 逗子市    

    ３ 藤沢市    

  ０９７ １ 愛川町    

   ２ 厚木市    

   ３ 伊勢原市    

   ４ 清川村    

   ５ 相模原市    

    ６ 秦野市    

  ０９８ １ 綾瀬市    

   ２ 海老名市    

   ３ 相模湖町    

   ４ 座間市    

   ５ 城山町    

   ６ 津久井町    

    ７ 藤野町    

  ０９９ １ 大井町    

   ２ 開成町    

   ３ 中井町    

   ４ 二宮町    

   ５ 箱根町    

   ６ 松田町    

   ７ 真鶴町    

   ８ 山北町    

    ９ 湯河原町    



 

 件名一覧          

Ａ 総務 厚木飛行場  Ｄ   企業  Ｇ   文化財  

総   外交  経   漁業      民俗  

務   国民体育大会  済   経済      民謡  

・ 行政 行政資料      経済政策      民話  

行   郡勢要覧      工業    図書館 図書館  

政   県勢要覧      工業－統計      図書館教育  

・   広報      産物  Ｈ   交通  

議   市勢要覧      商業  運   交通－統計  

会   自治会      商業－統計  輸   交通－歴史  

・   住居表示      商業－名簿  ・   広報  

統   総合開発      農業  通   新聞  

計   地方行政      農業共同組合  信   貿易  

・   町勢要覧      農業政策  Ｊ   警察  

平   村勢要覧      物価  治   災害  

和   名簿      貿易  安   災害予防  

  議会 議会  Ｅ   建設事業      青少年問題  

  統計 人口統計  建   建築  Ｋ 自然 環境  

    選挙  設      自   環境－統一  

  平和 平和  Ｆ   学習指導  然   環境－統計  

   国際文化交流  教   学校教育  ・   自然  

Ｂ   財政  育   家庭教育  地   生物  

財   財政政策      教育行政  理 地理 地理学  

政   税金      教育－統計  ・ 観光 案内記  

Ｃ 民生 厚生行政      教育－歴史  観   公園  

民  社会保障      社会教育  光   史跡・名勝  

生  社会問題      生涯教育      史跡・名称  

・  生活問題      青少年問題  Ｌ 文学 案内記  

福   婦人問題      大学  そ  郷土作家  

祉 福祉 児童福祉      同和教育  の  詩  

・  社会福祉      幼児教育  他  小説  

労  保育所  Ｇ 歴史 案内記  ・   文学  

働   ボランティア  歴   遺跡  文 その他 芸術  

・ 労働 企業  史   史跡・名勝  学   雑記  

衛  漁業  ・   史跡・名称  ・  スポーツ  

生  工業  文   伝記  雑  同人誌  

・  工業－統計  化   伝説  記  根岸競馬記念公苑 

環  労働行政  ・   風土記      名簿 

境  労働－統計  図   歴史     

    労働問題  書 文化 考古学     

  衛生 医療  館   古文書     



 

   衛生      宗教     

   食品      神社     

   水道      新聞     

    伝染病      博物学     

  環境 環境      博物館     

    環境-統計      美術館     

    公害      風俗     

    公害-統計      文化     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ａ 総務・行政・議会・統計・平和     

総務      福祉  

厚木飛行場 大和  村勢要覧 清川  児童福祉 大和 

  神奈川  名簿 大和    神奈川 

  相模原    神奈川  社会福祉 大和 

外交 神奈川       神奈川 

国民体育大会 神奈川  議会   保育所 神奈川 

   議会 大和  ボランティア 神奈川 

行政     神奈川      

行政資料 大和    鎌倉  労働  

  神奈川    二宮  企業 神奈川 

  藤沢      漁業 神奈川 

県勢要覧 神奈川  統計   工業 大和 

郡勢要覧 高座  人口統計 大和    神奈川 

広報 大和    神奈川  工業-統計 大和 

 大磯  選挙 大和  労働行政 神奈川 

 海老名    神奈川  労働-統計 神奈川 

  藤沢     労働問題 神奈川 

市勢要覧 大和  平和       

  厚木  平和 大和  衛生  

 海老名    神奈川  医療 大和 

  小田原  国際文化 神奈川    神奈川 

 平塚  交流      相模原 

  南足柄     衛生 大和 

  横浜  Ｂ 財政     神奈川 

自治会 大和     食品 神奈川 

住居表示 大和  財政 大和  水道 神奈川 

 神奈川  財政政策 大和  伝染病 神奈川 

総合開発 大和    神奈川      

  神奈川  税金 大和    

  

横須賀・    神奈川 

 

    

三浦      

  横浜       

地方行政 神奈川  Ｃ 民生・福祉・労働・衛生・環境  

  藤沢  民生   環境  

町勢要覧 愛川  厚生行政 大和  環境 神奈川 

 大磯    神奈川    小田原 

  開成  社会保障 大和    鎌倉 

 寒川    神奈川    川崎 

  城山  社会問題 大和    秦野 

  津久井  生活問題 大和    平塚 

 中井  （家庭生活含む） 神奈川    逗子 

  二宮    横浜  環境-統計 神奈川 

  箱根  婦人問題 神奈川  公害 神奈川 

  葉山       大和 

  松田     公害-統計 神奈川 

 真鶴 



 

D 経済        

企業 神奈川  教育－歴史 大和    

漁業 神奈川    神奈川    

  三浦    鎌倉    

経済 神奈川    座間    

経済政策 横浜    茅ヶ崎    

工業 大和    平塚    

  神奈川  社会教育 大和 余暇公社を含む   

工業－統計 大和    神奈川    

  神奈川    大磯    

産物 神奈川    川崎    

商業 神奈川    座間      

商業－統計 大和    秦野    

商業－名簿 大和    南足柄    

農業 大和    横須賀    

  相模原  生涯教育 神奈川    

  藤沢  青少年問題 大和    

農業共同組合 大和    神奈川    

  神奈川    逗子    

農業政策 神奈川  大学 神奈川    

物価 神奈川  同和教育 神奈川    

貿易 神奈川  幼児教育 大和    

            

E 建設        

建設事業 神奈川       

建築 神奈川       

            

F 教育        

学習指導 大和       

  神奈川       

  横浜       

学校教育 大和       

  神奈川       

  厚木       

  横須賀      

  横浜       

家庭教育 大和       

  神奈川       

教育行政 大和       

  神奈川       

  相模原       

教育－統計 神奈川       

        

        

        

          



 

 

 

G 歴史・文化・図書館関係        

歴史   文化        

案内記 神奈川  考古学 大和  博物館 神奈川  民謡 神奈川 

  鎌倉    神奈川    小田原      

  相模原    厚木    相模原  民話 大和 

  横須賀    伊勢原    平塚    神奈川 

       海老名    藤沢    海老名 

遺跡 横浜    大磯    三浦    鎌倉 

       鎌倉    箱根    相模原 

史跡・名勝 神奈川    川崎    横浜    座間 

  海老名    清川         茅ヶ崎 

  小田原    相模原  美術館 横浜    二宮 

  鎌倉    座間         箱根 

       中井  風俗 大和    秦野 

史跡・名称 小田原    秦野    神奈川    藤沢 

       平塚    大磯    横浜 

伝記 神奈川    藤沢    鎌倉      

  綾瀬    松田    相模原    

  海老名    横浜    座間    

  小田原         茅ヶ崎    

  開成  古文書 神奈川    平塚    

  相模原    伊勢原    藤沢    

  座間    海老名    松田  図書館関係  

  秦野    大磯    三浦  図書館 大和 

  平塚    小田原    山北    神奈川 

  藤沢    藤沢         厚木 

  横須賀    松田  文化 大和    小田原 

       横須賀    神奈川    鎌倉 

伝説 三浦    横浜    小田原    川崎 

            鎌倉    相模原 

風土記 神奈川  宗教 神奈川    箱根    秦野 

  鎌倉    横浜    横浜    平塚 

  川崎              藤沢 

     神社 大和  文化財 大和    横浜 

歴史 大和    神奈川    神奈川      

  神奈川    厚木    厚木  図書館教育 大和 

  高座    伊勢原    綾瀬    神奈川 

  厚木    鎌倉    伊勢原    小田原 

  綾瀬    相模原    海老名    逗子 

  海老名    寒川    大井    茅ヶ崎 

  大磯    座間    大磯    二宮 

  小田原    松田    小田原    湯河原 

  鎌倉    宗仲寺    川崎      

  川崎    龍法寺    相模原    

  相模原         座間    



 

  寒川  新聞 神奈川    逗子    

  座間    綾瀬    茅ヶ崎    

  逗子         中井    

  茅ヶ崎  博物学 神奈川    秦野    

  二宮         平塚    

  箱根       藤沢    

  秦野       真鶴    

  葉山       横浜    

  平塚            

  藤沢     民俗 神奈川    

  松田            

  南足柄            

  山北          

  湯河原          

  横須賀          

  横浜          

  町田          

             

 

 

 

H 運輸・通信  J 治安  

     

交通 神奈川  警察 神奈川 

  山北      

     災害 大和 

交通-統計 神奈川      

     災害予防 大和 

交通-歴史 神奈川    神奈川 

  箱根      

  横浜  青少年問題 神奈川 

         

広報 大和    

  大磯    

       

新聞 神奈川    

  厚木    

       

貿易 神奈川    

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K 自然・地理・観光       

        

自然   地理   観光  

環境 神奈川  地理学 神奈川  案内記 神奈川 

  小田原    箱根    鎌倉 

  鎌倉         相模原 

  逗子       横須賀 

  平塚         

        公園 神奈川 

環境－統一 神奈川         

        史跡・名勝 神奈川 

環境－統計 神奈川       海老名 

          小田原 

自然 神奈川       鎌倉 

  境川       二宮 

  相模川       箱根 

            

生物 大和     史跡・名称 小田原 

  神奈川         

  大磯       

  小田原       

  相模原       

  座間       

  茅ヶ崎       

  箱根       

  町田       

          

 

L その他・文学・雑記   

     

文学   その他  

案内記 神奈川  芸術 神奈川 

  鎌倉    伊勢原 

  相模原    小田原 

  横須賀      

     雑記 神奈川 

郷土作家 大和      

     スポーツ 大和 

詩 大和      

  神奈川  同人誌 茅ヶ崎 

  海老名      

  鎌倉  根岸競馬記念公苑 神奈川 

  座間    横浜 

  茅ヶ崎      

  秦野  名簿 大和 

  藤沢    神奈川 



 

  横浜      

       

小説 大和    

  神奈川    

  鎌倉    

  座間    

  茅ヶ崎    

  秦野    

  藤沢    

  横浜    

       

文学 大和    

  神奈川    

  厚木    

  鎌倉    

  川崎    

  横須賀    

  相模原    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


