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広島県立文書館収蔵の地図・絵図資料 
 

 広島県立文書館では，多数の地図・絵図類を収蔵しています。広

島県や広島市街地の地図は，図書の付録に収録されているものもあ

りますが，寄贈・寄託を受けた家文書や収集資料の中に含まれるも

のを多数収蔵しています。 

文書館が収蔵する地図・絵図資料のうち，広島城下・広島市街地

図と広島藩・広島県に関する地図・絵図類は次のとおりです。 

 

広島城下絵図・広島市街地図 

 

請求番号 文書群名等 表　　題 作成年 西暦 発行・備考

A/003/50 (図書） 芸州広島御分国八州之時御城下屋敷割并神社仏閣 15？ 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

ｴA/003/3-5(2) (図書） 毛利時代の広島城下絵図 文禄4 1595
『新修広島市史地図』①（1962，広島市役所）,原図は

大正13年発行広島市史附図所収

A/003/50 (図書） 芸州広島城町割之図 文禄4 1595 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書） 〔毛利氏時代城郭内の図〕[知新集] 慶長2 1597 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書） 〔福島氏時代城郭内の図〕[知新集] 慶長18 1613 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

ｴA/003/3-5(2) (図書） 元和5年浅野長晟入国時の広島城下絵図 元和5 1619
『新修広島市史地図』②（1962，広島市役所），原図は

広島市立浅野図書館所蔵

A/003/50 (図書） 元和五御入国之砌御絵図 元和5 1619 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

199603/13 保田家文書 〔寛永年間広島城下絵図〕 寛永 1624 271×225㎝

A/003/50 (図書） 寛永年間広島城下図（三谷耕治蔵） 寛永 1624 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書） 寛永年間広島城下図（広島市史附図） 寛永 1624 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

200307/329/11 広島築港百年史資料 寛永年間広島城下絵図（コピー） （寛永） 1624 A3,『概観広島市史』(広島市役所,1955年）付図

A/003/50 (図書） 寛永町切絵図　横町・油屋町 寛永 1624 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書） 安芸国広島城所（絵図）[内閣文庫正保城絵図] 正保 1644 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書） 安芸広島（城下図）[諸国当城古城之図] 承応 1652 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書）

承応町切絵図　白神一丁目・二丁目・三丁目・六

丁目・塩屋町・紙屋町・猿楽町・横町・平田屋

町・革屋町・東魚屋町・東白島町・西白島町・胡

町・京橋町・吉田町・猿猴橋町・中島本町・材木

町・元柳町・中島新町・油屋町・西地方町

承応3 1654 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

ｴA/003/3-5(2) (図書）
承応年間の広島城下、町屋敷割絵図のうち平田屋

町附近の部分
承応3 1654

『新修広島市史地図』③（1962，広島市役所），原図は

広島市役所所蔵

199603/11 保田家文書 吉田町承応絵図 承応3 1654 年寄与右衛門→沖左平太様・寺西与三兵衛様

A/003/50 (図書）
明暦町切絵図　播磨屋町・研屋町・西魚屋町・中

町・袋町・鉄炮屋町
明暦 1655 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書）

天和町切絵図　紙屋町・猿楽町・横町・播磨屋

町・革屋町・立町・東魚屋町・西魚屋町・中町・

鈄屋町・石見屋町・橋本町・東土手町・比治山

町・東愛宕町・中島新町・左官町

天和 1681 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

ｴA/003/27 (図書） 広島城下町絵図 正徳～享保 1711 『図説広島市史』付録（1989，広島市公文書館）

ｴA/003/27 (図書） 広島町新開絵図 享保13 1728 『図説広島市史』付録（1989，広島市公文書館）

A/003/50 (図書） 〔家中屋敷割図〕 寛保3 1743 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/50 (図書） 宝暦町切絵図　袋町 宝暦 1751 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

199808/333 保田（義）家文書 〔京橋町軒別図〕 安永2 1773 折本

ｴA/003/3-5(2) (図書） 天明年間の広島城下絵図 天明 1785
『新修広島市史地図』④（1962，広島市役所），原図は

大正13年発行広島市史附図所収

199808/335 保田（義）家文書 〔稲荷町西組軒別図〕 寛政3頃 1791

ｴA/003/3-5(2) (図書） 寛政10年広島城下侍屋敷図のうち白島の部分 寛政10 1798
『新修広島市史地図』③（1962，広島市役所）,原図は

広島大学所蔵

ｴA/003/3-5(2) (図書） 広島城城郭内全域図 1800頃
『新修広島市史地図』⑤（1962，広島市役所），広島県

史所収概略図を基に広島市役所所蔵資料により作成

198810/102 山田家文書 〔広島城下絵図〕 享和元.9 1801 軸物，31×872㎝

200307/329/8 広島築港百年史資料 〔広島城下町略図コピー〕 1801

199808/334 保田（義）家文書 〔京橋町軒別図〕 文化5 1808

199603/12 保田家文書

広島屋形町旧絵図　小性町・八丁馬場辺・鷹匠

町・水主町・白島辺・御泉水辺・六丁目・戎善寺 安政 1854

199510/156 竹島浅吉氏収集文書

藩政時代広島城明細絵図　附属城坊居館武家屋敷

図　(1)広島城本丸図,(2)高田郡吉田旧御本館附

近ノ図･備後国甲奴郡御陣屋之図,(3)備後三原城

絵図(文政11頃)･三次御曲輪之絵図･三次御館内御

建物図(寛延2),(4)～(15)広島城下絵図其一～其

文久3 1863 編者兼発行林保登（昭和9. 1.26刊）

A/003/50 (図書） 御家中屋敷絵図重宝記 元治元頃 1864 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

A/003/84 (図書） 芸州廣島城下巨細図　全 元治元 1864 小田切伝之丞　著

A/003/50 (図書） 〔家中屋敷割図〕 明治元 1868 『広島城下町絵図集成』（1990，広島市立中央図書館）

ｴA/003/3-5(2) (図書） 明治10年広島市街地図 明治10 1877
『新修広島市史地図』⑥（1962，広島市役所）,原図は

広島市役所所蔵
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請求番号 文書群名等 表　　題 作成年 西暦 発行・備考

200307/329/5 広島築港百年史資料 〔訂正　広島県管内地図西部分コピー〕 (明治14) 1881 （桑原信著，松村善助（広島）発行）

200407/819 長船友則氏収集資料 広島市街明細地図 明治15. 3. 1882 松村善助

200407/820 長船友則氏収集資料 広島市街明細地図 明治20. 9. 1887 松村善助

200307/347/27 広島築港百年史資料 広島市街明細地図（コピー） 明治20.11. 1887 浅井馨製図，松村善助出板

ｴA/003/27 （図書） 広島市街明細地図（複製） 明治20.11. 1887
浅井馨製図，松村善助出板，『図説広島市史』付録

(1989,広島市公文書館)

B/11/9 （図書）

明治中期広島近傍二万分一地形図（復刻）(1)広

島，(2)安芸郡府中村，(3)安芸国賀茂郡四日市近

傍之図①，(4)上瀬野近傍之図，(5)熊野跡村，

(6)原・吉川・四日市・御園宇村近傍，（7）廿日

市玖波村近傍之図①，(8)同②

明治21頃

昭和

23.

8.30復

刻

第五師団司令部，堤正信解説

200307/329/7 広島築港百年史資料 宇品竣工当時ニ於ケル広島市全図（コピー） （明治22頃） 1889 『千田知事と宇品港』(広島県,1940）付図

200407/821 長船友則氏収集資料 広島市街明細地図　改正増補 明治24.12 1891 松村善助

200307/329/4 広島築港百年史資料 〔広島県管内地図南西部分コピー〕 明治25.10.21 1892 （宗孟寛（大阪）著・発行）

200307/329/23 広島築港百年史資料 広島市街全図（広島県管内地図コピー） （明治25） 1892

200407/822 長船友則氏収集資料 改正実測広島市街全図 明治27. 7. 1894 清水庫三郎

200407/823 長船友則氏収集資料 実測最新　広島市街全図 明治27. 8. 1894 鈴木常松

A/003/82 (図書） 実測最新廣島市街全図 明治27.10.11 1894 和田 信著・鈴木常松（大阪）

200407/824 長船友則氏収集資料 広島市街実測地図増補　3版 明治27.11. 1894 松村善助

ｴA/003/3-5(2) (図書） 明治27年広島市街地図 明治27 1894
『新修広島市史地図』⑦（1962，広島市役所），原図は

広島市役所所蔵「広島市街実測地図」

200307/347/19 広島築港百年史資料
改正鮮明広島市実測地図　明治二十九年十月改正

（カラーコピー）
明治29.10.15 1896

早速社(大阪)著作・発行，，付図｢広島附近交通之図｣･｢

宮島ノ図｣，カラー複製

200407/825 長船友則氏収集資料 広島市街新図 明治30. 7. 1897 瀬野寅吉

200307/329/2 広島築港百年史資料 〔広島市付近地形図コピー〕 (明治31) 1898

200307/329/25 広島築港百年史資料 〔広島市付近地形図コピー〕 （明治31カ） 1898

200407/826 長船友則氏収集資料 広島市街地図 明治35. 8. 1902 鈴木常松

200407/827 長船友則氏収集資料 明治37年新版　広島市街地図 明治37. 3. 1904 鈴木常松

200407/828 長船友則氏収集資料 広島市街新地図 明治37. 6. 1904 畠山陸太郎

200307/329/10 広島築港百年史資料 〔広島市街南部地図コピー〕 （明治37） 1904

200407/829 長船友則氏収集資料 明治38年新版　広島市街地図 明治38. 3. 1904 鈴木常松

200407/900/1 長船友則氏収集資料
明治38年版　広島市街地図（政令指定都市記念

復刻版　広島市街図）
明治38.3. 1905 鈴木常松

200307/347/20 広島築港百年史資料 明治三十八年新版　広島市街地図（復刻） 明治38. 3.15 1905

鈴木常松(広島)著・積友会(広島)発行／中国新聞社復刻

（昭和55.9.20），付図｢広島県管内略図｣･｢宮島全図｣，

ほかに複製1枚

200407/830 長船友則氏収集資料 広島市街地図 明治38. 7. 1905 佐藤福馬

200407/831 長船友則氏収集資料 広島市街新地図 明治39. 1. 1906 瀬尾増蔵

200407/832 長船友則氏収集資料 広島市街新地図 明治42. 9. 1909 瀬尾増蔵

B/05.4/18 (図書） 明治四十二年新版　広島市街新地図 明治42 1909 『広島財界太平記』第1巻（1956，中国新聞社）附録

200407/833 長船友則氏収集資料 広島市街新地図 明治43.10. 1910 瀬尾増蔵

198807/650 八田家文書 広島市街新地図　明治四十三年新版
明治43.

10.25
1910 加藤伊勢吉（広島）著，加藤書店（広島）他発行

A/003/114（1） （図書） 広島市街新地図　明治四十三年新版（コピー）
明治43.

10.25
1910 加藤伊勢吉（広島）著，加藤書店（広島）他発行

200407/834 長船友則氏収集資料 最近実測　広島市街地図 明治45. 1. 1912 友田誠真堂

A/003/25 （図書） 広島市街図 明治45？ 1912 『広島市地名索引』（1982，あき書房）付録

200307/347/33 広島築港百年史資料 広島市街図 明治45？ 1912 『広島市地名索引』（1982，あき書房）付録か

200407/835 長船友則氏収集資料
大正元年調査広島市街新地図　大正元年新調査電

車路線入
大正元.11. 1912 広島梅村日進堂

198807/651 八田家文書 大正元年調査広島市街新地図
大正 元.11.

5
1912 梅村■登著・梅村日進堂（広島）発行

A/003/114（2） （図書） 大正元年調査広島市街新地図（コピー）
大正 元.11.

5
1912 梅村■登著・梅村日進堂（広島）発行

200407/836 長船友則氏収集資料 最近実測　広島市街地図 大正 2. 1. 1913 友田誠真堂

200407/837 長船友則氏収集資料 最近実測　広島市街地図 大正 4. 3. 1913 県物産共進会

200407/838 長船友則氏収集資料 最近実測　広島市街地図 大正 4. 5. 1915 友田誠真堂

199006/125 藤村耕市氏収集文書 最近実測広島市街地図 大正 4. 5. 1 1915 地理研究会（広島）著，友田誠真堂本店（広島）発行

200407/839 長船友則氏収集資料 広島市街新地図 大正 5 1916 太陽春秋社

199109/3544 広銀百年史編纂資料 広島市街新地図 大正 5 1916 太陽春秋社（海田，昭和55.4.1発行）

200307/347/24 広島築港百年史資料 広島市街新地図（コピー） 大正 5 1916 太陽春秋社（海田，昭和55.4.1発行）

200407/840 長船友則氏収集資料 大正6年調査広島市街新地図 大正 6. 5. 1917 広島植村日進堂

200407/841 長船友則氏収集資料 最新実測　広島市街地図 大正 7. 9. 1918 友田誠真堂

200407/842 長船友則氏収集資料 広島市街地図　裏市勢一班 大正 7 1918 広島市役所

ｴA/003/3-5(2) (図書） 大正7年広島市街地図 大正 7 1918
1:15,000，『新修広島市史地図』⑧（1962，広島市役

所），原図は広島市役所所蔵「最近実測　広島市街地

200407/843 長船友則氏収集資料 広島市街明細地図　付商業案内 大正8.5. 1919 山西嘉太六

200407/844 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図 大正8.6. 1919 大阪　駿々堂

200307/347/21 広島築港百年史資料 最新広島市街地図（復刻） 大正 8.12.5 1919
大淵伝次郎（大阪）編、駸々堂旅行案内部（大阪）発行

／マツノ書店（徳山）復刻（昭和50.5.5）

200407/901/1 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図（復刻版　広島市街図） 大正8.12. 1919 大阪　駿々堂

200307/329/6 広島築港百年史資料 〔最新広島市街地図中心部コピー〕 （大正 8） 1919 （大淵伝次郎（大阪）編、駸々堂旅行案内部（大阪）発

200307/561 広島築港百年史資料 大正九年四月発行実地踏測広島市街全図から宇品 大正 9. 4. 1920 「実地踏測広島市街地図」から宇品部分を手写したもの

200307/347/23 広島築港百年史資料 最近実測　広島市街地図（復刻） (大正9頃) 1920 中国新聞社復刻（昭和55.9.20）

200407/845 長船友則氏収集資料 広島市街地図　裏市勢一班 大正10. 1921 広島市役所

200407/846 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図 大正11.9. 1922 大阪　駿々堂

A/003/83 (図書） 最近実測廣島市街地図 大正14.1.10 1925 友田 藤助著・友田誠真堂本店(広島)

200407/847 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図 大正15.1. 1926 大阪　駿々堂

200307/347/28 広島築港百年史資料 広島市街地図（コピー） (大正15頃) 1926

200407/848 長船友則氏収集資料 広島市案内略図（旅館案内） 大正15頃 1926 広島市旅館組合

200407/900/2 長船友則氏収集資料
最近実測広島市街地図（政令指定都市記念　復刻

版　広島市街図）
大正15頃 1926

200407/849 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図 大正16.1. 1927 大阪　駿々堂

200407/850 長船友則氏収集資料 広島時報付録　広島案内 昭和元頃 1926

200407/851 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図 昭和2.5. 1927 大阪　駿々堂

200407/852 長船友則氏収集資料 最新広島市街地図 昭和3.2. 1928 大阪　駿々堂

200407/853 長船友則氏収集資料 大広島市街地図 昭和3.10. 1928 広島市都市計画課

200407/854 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和4.3. 1929 広島　広文館

200407/855 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和4.3. 1929 (株)芸備銀行
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 上記のうち，長船友則氏収集資料については，閲覧カウンターに複製（モノ

クロ）がありますので，そちらをご利用ください。複製は全体図と部分図に分

けて製本しています。カウンターの職員にお申し出ください。  

請求番号 文書群名等 表　　題 作成年 西暦 発行・備考

A003/126 （図書）
大日本営業別住所入明細図之内　広島県之内広島

市（復刻）
昭和4.8.25 1929

大日本東京交通社中国出張所／あき書房復刻(平成

18.11.10),「広島市案内記　復刻」袋入

200407/856 長船友則氏収集資料
大日本営業別住所入明細図之内　広島県之内広島

市（「広島市案内記　復刻」）
昭和4.8. 1929 大日本東京交通社

200307/347/31 広島築港百年史資料 最新広島市街地図
(昭和4～7年

頃)
1929

200307/347/26 広島築港百年史資料 最近実測　広島市街地図（復刻） 昭和 5. 3.31 1930
広島市役所発行／中国新聞社復刻（昭和55.9.20），付

図｢広島市附近交通図｣

200407/900/3 長船友則氏収集資料
最近実測広島市街地図（政令指定都市記念　復刻

版　広島市街図）
昭和5.3. 1930 広島市役所

200307/72 広島築港百年史資料 広島市街地番入地図（コピー）
(昭和 5.

7.15）
1930 （広島地理研究会）

200307/347/22 広島築港百年史資料 大広島市街　都市計画地域別街路綱図（カラーコ 昭和 5.12.15 1930 平田亀一郎(東京)著，大日本東京交通社出張所(広島)発

200407/857 長船友則氏収集資料 大広島市街　都市計画地域別街路網図 昭和51.12. 1930 大日本東京交通社

200407/858 長船友則氏収集資料 広島市ヲ中心トシタ交通地図　(裏)東新天地戸別 昭和5. 1930 昭和旅行遊覧案内社

200407/859 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和6.3. 1931 広島　広文館

200407/860 長船友則氏収集資料 最新広島市街全図　広島市土木課校閲 昭和8.2. 1933 大阪毎日新聞社

200407/861 長船友則氏収集資料 広島都市計画街路網図 昭和8.4. 1933 広島市都市計画課

198807/616 八田家文書 番地入大広島市街地図 昭和 9. 7.15 1934 山本弥助著，金正堂書店発行（広島）

A/003/81 (図書） 最新大廣島市街地図 昭和9.10.1 1934 丸岡才吉編・広文館（広島)発行

200407/862 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和9.10. 1934 広島　広文館

ｴA/003/3-5(2) （図書）
昭和4年隣接７か町村合併、昭和8年新設町名実施

後の広島市街地図
昭和 9 1934

『新修広島市史地図』⑨（1962，広島市役所）,原図は

広島市役所所蔵

200407/863 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和11.10. 1936 広島　広文館

200407/864 長船友則氏収集資料 番地入大広島市街地図 昭和12. 1937 曽田教習具

200307/347/25 広島築港百年史資料 最新大広島市街地図 昭和13. 3.16 1934
丸岡才吉(広島)編，広文館(広島)発行／マツノ書店(徳

山)復刻（昭和50.5.5）

200407/865 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和13.3. 1938 広島　広文館

200407/901/2 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図（復刻版　広島市街図） 昭和13.3. 1938 広島　広文館

200407/866 長船友則氏収集資料 広島市街地図 昭和13.9. 1938 広島市役所

200407/867 長船友則氏収集資料 番地入大広島市街地図 昭和15.6. 1940 金正堂書店

200407/868 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和15.8. 1940 金正堂書店

200407/869 長船友則氏収集資料 広島都市計画図 昭和15.9. 1940 広島市都市計画課

200407/870 長船友則氏収集資料 最新大広島市街地図 昭和15.10. 1940 広島　広文館

200407/871 長船友則氏収集資料 広島市交通図 昭和18.3. 1943 日本統制地図(株)

199608/183/2 今堀誠二文書
広島市原爆爆心地復元市街図―原爆ドーム・平和

公園付近―
昭和20.8 1945

広島大学原爆放射能医学研究所，NHK広島中央放送局，

志水清編『原爆爆心地』(昭和44.7.20，日本放送出版協

200407/872 長船友則氏収集資料 広島復興都市計画街路網・公園配置図 昭和21.12. 1946 広島市共済組合

200407/873 長船友則氏収集資料 新広島市地図 昭和22.6. 1947 広島観光案内社

200407/874 長船友則氏収集資料 都市計画　新広島市地図 昭和23.5. 1948 広島観光出版社

200407/875 長船友則氏収集資料 大広島市地図 昭和24.5. 1949 (株)塔文社

200407/876 長船友則氏収集資料 大広島市地図 昭和25.3. 1950 (株)塔文社

200407/877 長船友則氏収集資料 広島復興都市計画図 昭和25.9. 1950 広島市役所

200407/878 長船友則氏収集資料 新版都市計画広島市街地図 昭和25.11. 1950 広島地図発行所

B/05.4/18 (図書） 広島復興都市計画（公園配置・街路網）図 昭和25 1950 『広島財界太平記』第1巻（1956，中国新聞社）附録

200307/329/20 広島築港百年史資料 広島平和記念都市建設計画図（コピー） 昭和27. 4. 1952 広島市建設局,『概観広島市史』(広島市役所,1955年)付

200407/879 長船友則氏収集資料 平和記念都市大広島市地図 昭和27.8. 1952 (株)塔文社

200407/880 長船友則氏収集資料 平和記念都市広島市街地図 昭和27. 1952 (株)塔文社

200407/881 長船友則氏収集資料 平和記念都市広島市地図 昭和27. 1952 (株)塔文社

200407/902/1 長船友則氏収集資料 詳細　広島市街地図（復刻版　広島市街図） 昭和27. 1952 (株)塔文社

200407/882 長船友則氏収集資料 平和記念都市広島市地図 昭和28.6. 1953 (株)塔文社

200407/883 長船友則氏収集資料 新版都市計画　広島市街地図 昭和28.9. 1953 広島観光出版社

200407/884 長船友則氏収集資料 新版都市計画　広島市街地図 昭和29.4. 1954 広島観光出版社

200407/885 長船友則氏収集資料 新版都市計画　広島市街地図 昭和30.1. 1955 広島観光出版社

200407/886 長船友則氏収集資料 広島復興新市街地図 昭和33.6. 1958 (株)塔文社

200407/887 長船友則氏収集資料 広島復興新市街地図　番地入 昭和34.5. 1959 (株)塔文社

200407/888 長船友則氏収集資料 広島市全域地図 昭和34.6. 1959 (株)塔文社

199109/2812 広銀百年史編纂資料 広島首部地図 昭和34. 7.30 1959 地理調査所

200407/889 長船友則氏収集資料 広島市全図 昭和35.9. 1960 広島観光出版社

199109/2811 広銀百年史編纂資料 広島　最新要覧地図 昭和36.10. 1961 日本交通社

ｴA/003/3-5(2) （図書） 広島平和記念都市建設計画図 昭和37 1961 『新修広島市史地図』⑩（1962，広島市役所），

199006/136 藤村耕市氏収集文書 広島市全図　最新改訂版　付宮島案内図 昭和40. 5.15 1965 広島観光出版社発行

200407/890 長船友則氏収集資料 最新都市精図　広島市 昭和42.6. 1967 日地出版(株)

200407/891 長船友則氏収集資料 広島市街図 昭和44.9. 1969 (株)大阪昭文社

200407/892 長船友則氏収集資料 最新広島市精図 昭和45.6. 1970 日地出版(株)

200407/893 長船友則氏収集資料 広島市街図 昭和46. 1971 (株)塔文社

200407/894 長船友則氏収集資料 最新広島市精図 昭和49.11. 1974 日地出版(株)

200407/895 長船友則氏収集資料 最新広島市精図 昭和51.12. 1976 日地出版(株)

200307/329/3 広島築港百年史資料 〔広島市宇品近辺地図コピー〕
（昭和55～57

頃）

200407/896 長船友則氏収集資料 広島市全図　(別紙)広島市中心部 昭和61.4. 1986 (株)昭文社

200407/897 長船友則氏収集資料 都市地図　広島市　(裏)広島市主要部 平成2.1. 1990 (株)昭文社

200407/898 長船友則氏収集資料 広島　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 平成11. 1999 国土地理院

200407/899 長船友則氏収集資料 広島市　(別紙)広島市中心部 平成14.1. 2002 (株)昭文社

200407/902/2 長船友則氏収集資料 広島市南部（復刻版　広島市街図） 平成16. 2008 (株)塔文社
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広島藩領絵図・広島県地図 

 

 

広島市以外の県内各市町の地図としては，次のものがあります。 

 

呉市：明治 44・45・大正 4・5・7・10・14・末頃・昭和 2～7・9・10・25～27・37～39・41 

三原市・昭和 30 頃・平成 2 

尾道市：明治 36・大正 3・12・15・昭和 6・10・30 頃・平成 3 

福山市：明治 23・大正 7・昭和 3・5・13・25・26・30 頃・37・46・平成 5 

府中市・新市町：昭和 46 頃 

※上記はいずれも長船友則氏収集資料（文書群番号 200407）所収分 

 

これら以外の絵図・地図類についてお探しの場合は，当館までお

問い合わせください。 

請求番号 文書群名等 表　　題 作成年 西暦 発　　行

200602/1 木村恒旧蔵文書 広島藩海防絵図
文化12～文久

3

1815～

1863

199510/125 竹島浅吉氏収集文書 広島藩領内十六郡絵図 文政 6写 1823

199510/126 竹島浅吉氏収集文書 大日本輿地便覧ノ内安芸国図 天保 5. 1834

A/002/2 （図書） 備後国大絵図 万延1.2 1860
学古堂（福山)刻,泉谷新助(発行)／備後文化研究会復刻

（1975）

200307/564/1 広島築港百年史資料 訂正広島県管内全図 明治14.2 1881 松本善助（広島）

199510/72 竹島浅吉氏収集文書 訂正広島県管内全図
明治14. 2. 2

再版
1881 桑原信著，松村善助（広島）発行

B/11/10(1) （図書） 訂正広島県管内地図（復刻） 明治14.2.2 1881
桑原信著，松村善助（広島）発行，『明治初期廣嶋縣管

内全圖』（堤正信解説，あき書房ほか復刻）

A/003/119 （図書） 芸備両国明細崖図（カラーコピー） 明治15.5 1882 浅井馨図，松村善助（広島）発行

ｴD/15/1-1 （図書） 広島県全図 明治21～22
1888～

89

参謀本部陸軍部測量局／平凡社復刻(1982)，『広島県の

地名』(平凡社「日本地名大系」)特別付録

B/11/10(2) （図書） 広島県管内地図　附広島市街全図（復刻） 明治25.10.21 1892
宗孟寛（大阪）著・発行，『明治初期廣嶋縣管内全圖』

（堤正信解説，あき書房ほか復刻）

200307/564/2 広島築港百年史資料 広島県管内地図附広島市街全図 明治25.10.21 1892 宗孟寛（大阪）著・発行

199510/61 竹島浅吉氏収集文書 広島県管内全図 明治28. 5.15 1895 清水常太郎(京都)編，中村芳松(大阪)発行

198807/642 八田家文書 広島県地図　附広島県小誌 明治32.3 1899 浅井馨(広島)製図，清水庫三郎(広島)発行

（図書） 広島県管内新地図（コピー） 明治39.2.15 1906 森熊五郎(大阪)編、駸々堂(大阪)発行

199109/2810 広銀百年史編纂資料 広島県管内全図（明治卅九年版） 明治39. 1906 鍾美堂本店(大阪)･同支店(東京)発売

198807/643 八田家文書 広島県管内全図（明治四十二年版） 明治42. 6. 3 1909 鍾美堂本店(大阪)･同支店(東京)発売

199510/71 竹島浅吉氏収集文書 最新測量広島県　帝国府県地図 大正 5. 5.15 1916 日下伊兵衛(大阪)著・和楽路屋発行

199109/629 広銀百年史編纂資料 広島県全図 大正10.12. 1 1921 国際商工通報大阪編纂部

199109/2198 広銀百年史編纂資料

東宮御成婚記念　日本交通分県地図「其二」広島

県　（大阪毎日新聞第壱万四千五百三拾五号附

録）

大正12.11.20 1923 大阪毎日新聞社

199006/41 藤村耕市氏収集文書 広島及高知近傍 明治33. 6.12 1900 博愛館（東京）

200307/493 広島築港百年史資料 広島県鳥瞰図 （大正15頃） 1926 広島県

199109/2809 広銀百年史編纂資料 広島県（地図） 昭和14. 1.20 1939 日下伊兵衛（大阪）

200013/1997 山田廸孝文書 広島県管内図 昭和31 1956 広島県土木部

199607/5689/8 山野村役場文書 広島県全図 昭和41.1 1966 新日本工業株式会社印刷

行政資料 広島県総合管内図 平成5 1993 広島県


