
№ 種類 書籍名 備考

1 京都府 冊子 きょうと府民だより

2 冊子 きょうと市民しんぶん

3 冊子 「明日の京都」中丹地域振興計画<概要版>

4 冊子 森の京都

5 冊子 京都府北部のスゴ技 厳選31社!!

6 福知山市 福知山 図書 福知山市史　1巻

7 図書 福知山市史　2巻

8 図書 福知山市史　3巻

9 図書 福知山市史　4巻

10 図書 福知山市史　史料編1

11 図書 福知山市史　史料編2

12 図書 福知山市史　史料編3

13 図書 指定文化財図録Ⅱ（補遺版）文化財が語る福知山の歴史

14 図書 福知山の自然遺産

15 図書 明智光秀の生涯と丹波福知山

16 図書 福知山市文化財調査報告書

17 図書 保存版福知山・綾部の今昔

18 図書 京都府立福知山高等学校創立百周年記念誌

19 図書 大坂城在番たより

20 図書 福知山ドッコイセの街歴史散歩

21 図書 図説福知山･綾部の歴史

22 図書 福知山市六三制五十年誌

23 図書 目で見る福知山･綾部の100年

24 図書 福知山市50年のあゆみ

25 図書 台風13号福知山市水害写真史

北近畿地域の郷土資料一覧

市町村名
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26 図書 福知山の民話と昔ばなし

27 図書 福知山市域の地名

28 図書 京都府立福知山高等学校創立70周年誌

29 図書 福知山鉄道管理局史

30 図書 西垣尭欽尭民両師遺稿文

31 冊子 福知山市勢要覧

32 冊子 ふくちやまし議会だより

33 冊子 福知山市防災ハザードマップ　

34 冊子 福知山市地震ハザードマップ

35 冊子 福知山市内水ハザードマップ　

36 冊子 〃

37 冊子 〃

38 冊子 災害から命を守るために　市民のための防災の手引き

39 冊子 福知山市都市計画総括図

40 冊子 広報ふくちやま

41 冊子 福知山中小小売商業等活性化基本構想

42 冊子 福知山市商工会議所　創立70周年記念誌

43 冊子 「元気な会社」はひとあじ違う！～ガンバレ！福知山元気印企業

44 冊子 〃

45 冊子 〃

46 冊子 第3次　福知山市人権施策推進計画　いのち輝きゆめプラン 概要版あり

47 冊子 福知山市くらし安心ガイド

48 冊子 ふくちやま　子育てするとこんなまち

49 冊子 福知山

50 冊子 福知山市鬼伝説探索MAP
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51 冊子 福知山市歴史散策マップ

52 冊子 ラサンカ

53 冊子 平成27年　新成人のみなさんへの応援メッセージ

54 冊子 第16回福知山市佐藤太清賞公募美術展

55 冊子 福知山公立大学 2018 大学案内

56 冊子 福知山市制施行80周年記念市勢要覧

57 大江町 図書 大江町史　通史上巻

58 図書 大江町史　通史下巻

59 図書 酒呑童子－大江山鬼伝説の虚と実－

60 図書 大江山の酒呑童子

61 図書 神と鬼の棲む山－元伊勢と大江山－

62 図書 鬼力話伝45

63 図書 鬼力話伝　其の弐

64 図書 鬼に横道なきものを－酒呑童子の正体は－

65 図書 大江の文化財

66 図書 妖怪画の中の鬼

67 図書 福知山の酒呑童子伝説

68 図書 えほん福知山の酒呑童子

69 図書 大江山の鬼とふるさと

70 図書 憎悪と和解の大江山

71 冊子 福知山防災ハザードマップ 裏面は、大江地区

72 三和町 図書 三和町史　上巻

73 図書 三和町史　下巻

74 図書 三和町史　資料編

75 図書 三和町史－町史編算事業の経過と成果－
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76 図書 丹波西国三十七所道中記

77 図書 三和町を領した”おとのさま”－近世の領主と村－

78 図書 ほそみだに－古文書にみる江戸時代の細見谷－

79 図書 学校－写真で綴る三和の学校誌－

80 図書 懐かしのアルバム－写真で綴る三和のあゆみ－

81 図書 民俗資料収蔵目録

82 冊子 みわを元気に（三和地域協議会ニュース）

83 冊子 丹波みわ

84 冊子 福知山防災ハザードマップ 裏面は、三和地区

85 夜久野町 図書 夜久野町史　1巻

86 図書 夜久野町史　2巻

87 図書 夜久野町史　3巻

88 図書 夜久野町史　3巻資料編Ⅱ

89 図書 夜久野町史　4巻

90 図書 夜久野の文化財

91 図書 丹波夜久野の石造物

92 図書 上夜久野村史

93 図書 天田郡(三和町 夜久野町)の地名

94 冊子 福知山防災ハザードマップ 裏面は、夜久野地区

95 舞鶴市 図書 舞鶴市史通史編　上

96 図書 舞鶴市史通史編　中

97 図書 舞鶴市史通史編　下

98 図書 舞鶴市史　現代編

99 図書 舞鶴市史　年表編

100 図書 舞鶴市史　各説編
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101 図書 舞鶴市史　史料編

102 図書 舞鶴クレインブリッジ

103 図書 海軍のまち

104 図書 舞鶴の絵地図

105 冊子 舞鶴商工会議所　会報

106 冊子 ゆるりと。＋pulus

107 綾部市　 図書 綾部市史　上巻

108 図書 綾部市史　下巻

109 図書 綾部市史　史料編

110 図書 水源の里綾部で文化を紡ぐ

111 図書 保存版福知山・綾部の今昔

112 図書 図説福知山･綾部の歴史

113 図書 目で見る福知山･綾部の100年

114 冊子 綾部市勢要覧

115 冊子 久田山時間旅行駅　遺失物保管所

116 冊子 縄文奇妙奇天烈　弥生摩訶不思議

117 宮津市 図書 宮津市史　史料編第1巻

118 図書 宮津市史　史料編第4巻

119 冊子 宮津市勢のあらまし

120 冊子 ふるさとミュージアム丹後 2017催し物あんない

121 冊子 日本三景天橋立観光協会だより

122 京丹後市 冊子 京丹後市市勢要覧2014　京丹後“わ”ごころ輝くまち

123 冊子 〃

124 冊子 京丹後10年の歩み　和のちから

125 網野町 図書 網野町誌　上
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126 図書 網野町誌　中

127 図書 網野町誌　下

128 大宮町 図書 大宮町誌　本編

129 図書 大宮町誌　史料編

130 久美浜町 図書 久美浜町誌　本編

131 図書 久美浜町誌　史料編

132 峰山 図書 峰山郷土史　上

133 図書 峰山郷土史　下

134 京丹後市 図書 京丹後市史資料編　久美浜代官所関係史料編

135 図書 京丹後市史資料編　丹後震災救護史料編

136 図書 京丹後市史資料編　丹後国御檀家帳

137 図書 京丹後市史資料編　史料集　総動員体制と村

138 図書 京丹後市史資料編　図説　京丹後市の自然環境

139 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の古地図

140 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の美術

141 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の災害

142 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の民俗

143 図書 京丹後市史資料編　京丹後市の歴史

144 図書 京丹後市史資料編　京丹後市のまちなみ・建築

145 図書 丹後・東海地方のことばと文化

146 図書 日本のふるさと　大丹後展

147 図書 丹後王国物語　丹後は日本のふるさと

148 与謝野町 冊子 与謝野町合併10周年記念町勢要覧　織りなす人の手帖

149 伊根町 図書 伊根町誌　上

150 図書 伊根町誌　下
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151 図書 京都府伊根町の民話

152 冊子 町勢要覧　伊根2015　

153 冊子 伊根町　海辺発　日本で最も美しい村

154 亀岡市  図書 新修亀岡市史　本文編第1巻

155 図書 新修亀岡市史　本文編第1巻　[別冊]

156 図書 新修亀岡市史　本文編第2巻

157 図書 新修亀岡市史　本文編第2巻　付図

158 図書 新修亀岡市史　本文編第3巻

159 図書 新修亀岡市史　本文編第3巻　[別冊]

160 図書 新修亀岡市史　資料編第1巻

161 図書 新修亀岡市史　資料編第1巻　[別冊]

162 図書 新修亀岡市史　資料編第2巻

163 図書 新修亀岡市史　資料編第2巻　別冊

164 図書 新修亀岡市史　資料編第2巻　付図

165 図書 新修亀岡市史　資料編第3巻

166 図書 新修亀岡市史　資料編第4巻

167 図書 新修亀岡市史　資料編第4巻　付図

168 図書 新修亀岡市史　資料編第5巻

169 冊子 亀岡市勢要覧　市制60周年記念

170 南丹市  園部町 図書 園部町史　史料編　第2巻

171 図書 園部町史　史料編　第4巻

172 図書 園部町史　図説　園部の歴史

173 八木町 図書 図説 丹波八木の歴史　第１巻

174 図書 図説 丹波八木の歴史　第２巻

175 図書 図説 丹波八木の歴史　第３巻

7



№ 種類 書籍名 備考

北近畿地域の郷土資料一覧

市町村名

176 図書 図説 丹波八木の歴史　第４巻

177 美山町 図書 美山町史　上巻

178 図書 美山町史　下巻

179 日吉町 図書 日吉町誌　上巻

180 図書 日吉町誌　下巻1

181 図書 日吉町誌　下巻2

182 図書 日吉町誌　平成版

183 冊子 南丹市市勢要覧2015

184 京丹波町　 和知町 図書 和知町史　第一巻

185 図書 和知町史　第二巻

186 冊子 京丹波町町勢要覧　丹波高原文化の郷

187 豊岡市　 豊岡市 図書 豊岡市史　上巻

188 図書 豊岡市史　下巻

189 図書 豊岡市史　史料編上

190 図書 豊岡市史　史料編下

191 城崎町 図書 城崎町史　全編

192 図書 城崎町史　史料編

193 竹野町 図書 竹野町史　民族・文化財・資料編

194 日高町 図書 日高町史　下巻

195 出石町 図書 出石町史　第1巻

196 図書 出石町史　第2巻

197 図書 出石町史　第3巻

198 図書 出石町史　第4巻

199 図書 出石町史　年表

200 資母村 図書 資母村史　復刻版
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201 冊子 豊岡市市勢要覧　とよおか豆事典　2015

202 冊子 但馬の情報誌　T2

203 養父市　 大屋町 図書 大屋町史（自然編）

204 図書 大屋町史(民俗編）

205 養父町 図書 養父町史　第1巻

206 図書 養父町史　第2巻

207 図書 養父町史　第3巻

208 八鹿町 図書 八鹿町史　下巻

209 冊子 第2次　養父市総合計画

210 朝来市　 和田山町 図書 和田山町史　上巻

211 図書 和田山町史　下巻

212 図書 和田山町行政誌

213 朝来町 図書 近代朝来町の歩み

214 山東町 図書 山東町誌　下巻1･2

215 生野町 図書 生野史　鉱業編

216 図書 生野史　政治編

217 図書 生野史　代官編

218 図書 生野史　仏閣編

219 図書 歌枕の地・生野の里

220 冊子 朝来市市勢要覧

221 冊子 朝来市埋蔵文化財センター 古代あさご館

222 新温泉町　 温泉町 図書 温泉町史1

223 図書 温泉町史2

224 図書 温泉町史3

225 冊子 新温泉町　町勢要覧　2014
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226 篠山市　 冊子 第2次篠山市総合計画

227 冊子 Mランドニュース

228 丹波市　 柏原町 図書 柏原町誌　第三巻

229 氷上町 図書 氷上町誌　第四巻完結編

230 図書 目で見る三田・丹波の100年　三田市･多紀郡･氷上郡

231 青垣町 図書 青垣町誌　第1巻

232 春日町 図書 春日町誌　第5巻

233 山南町 図書 山南町誌　第三巻

234 市島町 図書 市島町誌　第三巻　写真・ＤＶＤ判セット

235 冊子 第2次丹波市総合計画

236 香美町　　 冊子 第2次　香美町総合計画　

10


