
公開資料一覧 2017/2/15

回数 年度 月日
解説
シート№ 資料名 点数

（公開時）
内容 種類 配架分類 追加

1 1/2万地形図 18枚 明治の地形図 地図 開架
2 米軍撮影空中写真 60枚 昭和22・23年撮影 写真 閉架

第2回 10月7日（土） 3 亀岡市文化資料館図録 62冊 展示会図録 図書 開架 ○
京都府内（161冊） 開架 ○
京都府外（828冊） 閉架 ○
亀岡市教育委員会(72冊） 開架 ○
京都府埋蔵文化財調査研究センター・
京都府教育委員会（281冊）

閉架 ○

第5回 9月16日（土） 6 学校記念誌 53冊
保育所・園、幼稚園、小中学校、高校、大
学ほか

図書 開架 ○

第6回 10月14日（土） 7 1/2.5万、1/5万地形図 51枚 明治以降の地形図 地図 開架

第7回 10月20日（土） 8 保津川絵はがき 11件（87枚）
大正～昭和初期の絵葉書
写真版公開（資料原本は閉架）

資料 開架

第8回 12月1日（土） 9 メディア 15点 ＤＶＤ、ビデオ メディア 閉架 ○
第9回 12月15日（土） 10 都市計画図 61枚 旧版（昭和40年前後）・新版（平成14年） 地図 開架
第10回 7月12日（土） 11 郷土誌Ⅰ 18冊 郷土関係の図書 図書 開架 ○

第11回 7月26日（土） 12 新聞スクラップ 18冊 最近10年分の歴史・文化関係新聞記事 新聞 開架 ○

第12回 8月9日（土） 13 郷土誌Ⅱ 9冊 旧版市史・字史 図書 開架 ○

第13回 1月30日（土） 13－2 新聞連載スクラップ 26冊
新聞等の連載記事をスクラップしてファイ
ル化したもの

新聞 開架 ○

第14回 2月20日（土） 14 京都新聞丹波版 31冊 京都新聞丹波版の全紙（昭和25～51年） 新聞 閉架 ○

第15回 3月20日(土） 15
明治～昭和20年代の新聞
記事スクラップ

20冊 亀岡に関する記事スクラップ 新聞 閉架

第16回 2月5日（土） 16 亀山藩史料１ 207点 当館所蔵の亀山藩政資料／写真版 文献 閉架

第17回 2月26日（土） 17 亀山藩史料２ 37点
当館所蔵の亀山藩政資料（史徴、議定
書、足軽帳）／写真版

文献 閉架

第18回 3月26日（土） 18 上田松平家文書 96点
亀山藩主家文書／上田市立博物館所蔵
／写真版

文献 閉架

第19回 1月28日（土） 19 ハザードマップ 16冊 市や地域が作成した安全マップ 図書 開架 ○
第20回 2月18日（土） 20 郷土誌Ⅲ 9冊 近年刊行された郷土史 図書 開架
第21回 2月19日（日） 21 レファレンス 28件 当館が対応したレファレンスの事例紹介 事例 開架

第22回 6月23日（土） 22 写真集 3冊
亀岡の古い写真を掲載する写真集（刊行
物）

図書 開架

第23回 11月24日(土) 23 市勢要覧 38点
秘書広報課が作成した、市の施策や現
状を紹介する総合的な冊子

行政資料 開架 ○
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第24回 1月26日(土) 24 未指定文化財報告書 5点
亀岡市文化財保存会が、亀岡市にある
未指定文化財を調査した報告書

行政資料 開架

第25回 6月22日（土） 25 広報写真 約6000点
亀岡市の広報担当部署が、その時々の
広報誌作成や市勢の記録として撮影した
写真

写真 閉架

第26回 2月1日（土） 26 広報写真2 6445点 公開1よりデータベース充実 写真 開架
第27回 2月22日（土） 27 人物誌 12点 亀岡にゆかりのある人物を収録した図書 図書 開架

第28回 12月10日（土） 28 亀岡市広報紙 8点
亀岡市が定期的に発行する、市政を伝え
る広報紙

行政資料 開・閉 ○

第29回 2月14日（土） 29 丹波史談（雑誌） 67点 口丹波史談会が発行する郷土史の雑誌 図書 開・閉

第30回 2月28日（土） 30 福知文庫（図書） 3236点 福知正温氏の蔵書 図書 閉架

第31回 2月20日（土） 31 福知文庫（写真） 2999点 福知正温氏の写真 写真 開・閉
第32回 3月5日（土） 32 明智光秀関係雑誌 32冊 当館が所蔵している光秀関係の雑誌 雑誌 開架 ○
第33回 3月19日（土） 33 口丹波史料（史料集） 27点 口丹波史談会が発行した史料集 図書 開架

亀岡市教育委員会(92冊） 図書 開架 ○

京都府埋蔵文化財調査研究センター・京
都府教育委員会（375冊）

図書 閉架 ○

第35回 2月4日（土） 35 久遠の知・大堰の流れ 20冊 高校生がまとめた地域調査レポート集 図書 開架
第36回 3月11日（土） 36 上田正昭氏関係記事 上田正昭氏に関する記事スクラップ
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1月7日（土） 34 発掘調査報告書Ⅱ 467冊第34回


