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大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年
福井県 若越小誌 福井県 1909.9

福井県史 第一冊第一編 藩政時代以前 福井県 1920.9
福井県史 第二冊第二編 藩政時代 福井県 1921.3
福井県史 第三冊第三編 県治時代 福井県 1922.3
福井県史 第四冊 附図 福井県 1922.3
大正昭和福井県史 上巻 福井県 1956.12
大正昭和福井県史 下巻 福井県 1957.3
福井県史 通史編1 原始・古代 福井県 1993.3
福井県史 通史編2 中世 福井県 1994.3
福井県史 通史編3 近世一 福井県 1994.11
福井県史 通史編4 近世二 福井県 1996.3
福井県史 通史編5 近現代一 福井県 1994.11
福井県史 通史編6 近現代二 福井県 1996.3
福井県史 資料編1 古代 福井県 1987.5
福井県史 資料編2 中世 福井県 1986.3
福井県史 資料編3 中・近世一 福井市 福井県 1982.3
福井県史 資料編4 中・近世二 吉田郡・坂井郡 福井県 1984.1
福井県史 資料編5 中・近世三 鯖江市・丹生郡 福井県 1985.3
福井県史 資料編6 中・近世四 武生市・今立郡・南条郡 福井県 1987.3
福井県史 資料編7 中・近世五 大野市・勝山市・足羽郡・大野郡 福井県 1992.3
福井県史 資料編8 中・近世六 敦賀市・三方郡 福井県 1989.3
福井県史 資料編9  中・近世七 小浜市・遠敷郡・大飯郡 福井県 1990.9
福井県史 資料編10 近現代一 福井県 1983.3
福井県史 資料編11 近現代二 福井県 1985.3
福井県史 資料編12上 近現代三 福井県 1988.3
福井県史 資料編12下 近現代四 福井県 1991.3
福井県史 資料編13上 考古 本文編 福井県 1988.3
福井県史 資料編13下 考古 図版編 福井県 1986.3
福井県史 資料編14 建築・絵画・彫刻等 福井県 1989.7
福井県史 資料編15 民俗 福井県 1984.3
福井県史 資料編16上 絵図・地図 福井県 1990.2
福井県史 資料編16下 条理復元図 福井県 1992.3
福井県史 資料編17 統計 福井県 1993.3
福井県史 年表 福井県 1998.1
福井県史 索引・県史編さん記録 福井県 1998.2
図説福井県史 福井県 1998.3

現在 1889年時点
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大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
福井県大野郡誌 上編 大野郡教育会 1912.
福井県大野郡誌 下編 大野郡教育会 1912.6
福井県大野郡誌 続篇 大野郡誌刊行会 1955.5
坂井郡々治概要 福井県坂井郡役所 1908.9
福井県坂井郡治概要 福井県坂井郡役所 1910.5
福井県坂井郡誌 福井県坂井郡教育会 1912.9
新考坂井郡誌 坂井郡社会科研究会 1954.8
福井県足羽郡誌 福井県足羽郡教育会 1907.9
福井県足羽郡誌 前編 足羽郡教育会 1943.7
福井県足羽郡誌 後編 足羽郡教育会 1943.7

よしだ 吉田郡誌 福井県吉田郡役所 1907.9
いまだて 今立郡誌 福井県今立郡役所 1907.9

丹生郡誌 福井県丹生郡教育会 1907.9
福井県丹生郡誌 丹生郡町村会 1960.1

なんじょう 福井県南条郡誌 南条郡教育会 1934.5
つるが 敦賀郡誌 福井県敦賀郡役所 1915.10

三方郡誌 福井県三方郡教育会 1911.10
三方郡是 福井県三方郡 1916.4

おにゅう 若狭遠敷郡誌 帝国地方行政学会 1922.11
おおい 大飯郡誌 福井県大飯郡教育会 1931.3

おおの

さかい

あすわ

にう

大野郡

坂井郡

足羽郡

吉田郡
今立郡

南条郡

遠敷郡
大飯郡

丹生郡

敦賀郡

三方郡 みかた
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大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
福井市

福井市 市政三十年史 福井市役所 1919.8
稿本福井市史 上巻 福井市 1941.7
稿本福井市史 下巻 福井市 1941.7
新修福井市史 I 福井市 1970.4
新修福井市史 II 福井市 1976.9
福井市史 通史編1 古代・中世 福井市 1997.3
福井市史 通史編2 近世 福井市 2008.6
福井市史 通史編3 近現代 福井市 2004.3
福井市史 資料編1 考古 福井市 1990.3
福井市史 資料編2 古代・中世 福井市 1989.3
福井市史 資料編3 福井市の古文書 福井市 1986.3
福井市史 資料編4 近世二 藩と藩政(上) 福井市 1988.3
福井市史 資料編5 近世三 藩と藩政(下) 福井市 1990.3
福井市史 資料編6 近世四上 藩法集I 福井市 1997.3
福井市史 資料編6 近世四下 藩法集II 福井市 1999.3
福井市史 資料編7 近世五 町方 福井市 2002.3
福井市史 資料編8 近世六 村方 福井市 2004.3
福井市史 資料編9 近世七 学問と文化 福井市 1994.3
福井市史 資料編10 近現代一 福井市 1991.7
福井市史 資料編11 近現代二 福井市 1994.3
福井市史 資料編12 近現代三 福井市 1998.3
福井市史 資料編13 民俗 福井市 1988.3
福井市史 資料編別巻 絵図・地図 福井市 1989.3

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042123
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042134
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1042134


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
福井市 ふくい

1/13 →福井市(S6)
12/13 →福井市(S14)

木田村 きだ 5/5 →福井市(S11) 　―
和田村誌 和田村 和田村 19--
和田区史 福井市和田区史編纂委員会 福井市和田区史編纂委員会 1952.3
和田区史 和田区史編纂委員会 和田公民館 1992.10
わが町の歴史と新しいふるさとの創造 社村福井市編入30周年記念 福井市社南公民館 1985.3
旧社村のみてきたこと、きいたはなし、ほんをよんで 大久保まさ子 大久保まさ子 1990.11
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10
緑の里六条のあゆみ うらがまちづくり委員会 うらがまちづくりあゆみ部会 1998.3
緑萌える里六条 ふるさとおこし四二推進委員会「緑萌える里六条」編集委員会 ふるさとおこし四二推進委員会「緑萌える里六条」編集委員会 1991.3
麻生津村誌 麻生津村誌編纂委員会 麻生津村誌編纂委員会 1979.3
麻生津風土記 ふるさとおこし麻生津地区実行委員会風土記部会 ふるさとおこし麻生津地区実行委員会 1991.5
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10
文殊の里 文殊の里編集委員会 ふるさとおこし文殊地区委員会 1991.3
上文殊村是 -
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10
上文殊の歴史 うらがまちづくり上文殊地区委員会 福井市上文殊公民館 1998.
東郷村史 澤田稔 澤田稔 189-
東郷村誌 福井県足羽郡東郷尋常高等小学校 福井県足羽郡東郷尋常高等小学校 1929.3
東郷村誌 前編 福井県足羽郡東郷村誌編纂会 福井県足羽郡東郷村誌編纂会 1956.7
東郷村誌 後編 福井県足羽郡東郷村誌編纂会 福井県足羽郡東郷村誌編纂会 1957.3
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10
福井県足羽郡一乗谷村史 青山作太郎 青山作太郎 1924.
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10

東安居郷土誌編纂委員会

さこう

→足羽村(S30)→足羽町(S35)→福
井市(S46)

→福井市(S29)

12/12

9/9

麻生津村

9/9

→足羽村(S30)→足羽町(S35)→福
井市(S46)

やしろ 17/17社村

六条村 ろくじょう

一乗谷村

東安居郷土誌編纂委員会心のふる里

足
羽
郡

和田村 わだ

東安居村 ひがしあご

14/14

→福井市(S11)

8/8

東郷村

かみもんじゅ

7/7
→足羽村(S30)→足羽町(S35)→福
井市(S46)

→足羽村(S30)→足羽町(S35)→福
井市(S46)

→足羽村(S30)→足羽町(S35)→福
井市(S46)

→福井市(S32)

下文殊村 しももんじゅ

酒生村

11/11

23/23

上文殊村

あそうず

いちじょうだに

→足羽村(S30)→足羽町(S35)→福
井市(S46)

1978.3

とうごう



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
2/19 →福井市(S23) 西藤島村史 西藤島村史編纂委員会 福井市西藤島公民館 1971.3

17/19 →福井市(S26) 西藤島誌 昭和から平成へ 西藤島村史編纂委員会 西藤島公民館 2001.2
中藤島村誌 中藤小学校職員 中藤小学校 1956.11
ふるさと中藤島百年誌 中藤島百年誌編集委員会 中藤島百年記念事業実行委員会 1975.3

円山西村 まるやまにし 8/8 →福井市(S17) 　―
円山東村史 歴史篇 円山東村誌編纂委員会 福井市円山公民館 1980.11
円山地区の昔と今 円山東村誕生から 円山歴史珪継承委員会 福井市円山公民館 2007.3
岡保村誌 岡保村誌編纂委員会 岡保村誌編纂委員会 1959.12
ふるさと岡保 「ふるさと岡保」編集委員会 「ふるさと岡保」編集委員会 2015.10
足羽町の古文書 足羽町史編纂委員会 足羽町教育委員会 1970.-
足羽町史 足羽町史編纂委員会 福井市 1976.10
東藤島村史 東藤島村誌編纂委員会 東藤島村役場 1956.9
ふるさとの宝東藤島 ふるさとの宝東藤島編集委員会 うらがまちづくり東藤島地区委員会 1997.12
森田町誌 町誌編纂委員会 森田町役場 1954.11
森田地区のあゆみ うらがまちづくり森田地区委員会 うらがまちづくり森田地区委員会 1998.3
河合村誌 河合村誌編集委員会 河合村誌編集委員会 1982.6
河合地区誌 河合地区誌発刊事業委員会 河合地区誌発刊事業委員会 2011.3

6/12 →福井市(S32) 　― 川西町誌編纂委員会

6/12
→川西村(S32)→川西町(S32)→福
井市(S42)

川西町史 川西町誌編纂委員会 川西町役場 1964.3

本郷村 ほんごう 18/18
→川西村(S30)→川西町(S32)→福
井市(S42)

川西町史 川西町誌編纂委員会 川西町役場 1964.3

川西町史 川西町誌編纂委員会 川西町役場 1964.3
鶉の里物語 鶉の里物語編集委員会 うらがまちづくり鶉地区実行委員会 1996.3
村是 [1910.]
我等の郷土と教育 浜四郷尋常高等小学校 1937.1
浜四郷村誌 浜四郷村役場 1956.12
川西町史 川西町誌編纂委員会 川西町役場 1964.3
川西町史 川西町誌編纂委員会 川西町役場 1964.3
棗村誌 棗村誌編集委員会 棗村誌刊行委員会 1966.3
ふるさとなつめ 棗幼小中学校PTAふるさとなつめ編集委員会 1981.3
なつめ宝さがし 「なつめ宝さがし」編集委員会 うらがまちづくり棗地区委員会 1996.12
川西町史 川西町誌編纂委員会 川西町役場 1964.3
鷹巣村誌 鷹巣村誌編纂部 鷹巣村 1937.4
ふるさと鷹巣は生きている 私たちのふるさとを訪ねて 鷹巣ふるさと史編集委員会 ふるさとおこし鷹巣実行委員会 1991.3

西安居村 にしあご 11/11 →福井市(Ｓ29) 愛郷 わがふるさと安居 「愛郷」編集委員会 うらがまちづくり安居地区委員会 1997.5
殿下村 でんが 14/14 →福井市(Ｓ34) 　―

国見村郷土誌 国見史編纂委員会 国見村尋常高等小学校 1935.
国見村のようす 国見小学校 1951.
国見の歴史 国見史編纂委員会 福井市国見公民館 1983.6

→福井市(S16)

→酒生村(M32)

西藤島村

浜四郷村* はましごう

森田村 もりた

河合村 かわい

にしふじしま

吉
田
郡

岡保村*

→福井市(S32)

うずら

→福井市(S30)

14/15

→藤岡村(S31)→福井市(S36)

15/15

→藤岡村(S31)→福井市(S36)

→森田町(S10)→福井市(S42)

14/14

→川西村(S32)→川西町(S32)→福
井市(S42)

おかぼ

8/8

なかふじしま

15/15
→川西村(S30)→川西町(S32)→福
井市(S42)

東藤島村 ひがしふじしま

だいあんじ

1/15

7/7

8/8

たかす

13/13

4/11

14/14

8/8

大安寺村*

棗村

円山東村

坂
井
郡

→川西村(S30)→川西町(S32)→福
井市(S42)

丹
生
郡

→川西村(S30)→川西町(S32)→福
井市(S42)

なつめ

鶉村

鷹巣村

くにみ国見村

中藤島村

まるやまひがし

→福井市(Ｓ34)



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
美山町 みやま →福井市(H18) 美山町史 上巻 美山町史編さん委員会 1984.9

美山町史 下巻 美山町史編さん委員会 1984.9
下宇坂村 しもうさか 11/11 →美山町(S30)→福井市(H18) 　―
上宇坂村 かみうさか 10/10 →美山町(S30)→福井市(H18) 　―
芦見村 あしみ 5/5 →美山町(S30)→福井市(H18) 　―
羽生村 はにう 11/11 →美山町(S30)→福井市(H18) 　―
上味見村 かみあじみ 6/6 →美山町(S30)→福井市(H18) 上味見村是並其実行方法及実績
下味見村 しもあじみ 5/5 →美山町(S30)→福井市(H18) しもあじみ 下味見幼小学校史・下味見地区史作成部会 下味見校閉校記念実行委員会 2001.3

清水町 しみず →福井市(H18) 清水町史 上巻 清水町史編さん委員会 清水町教育委員会 1978.12
清水町史 下巻 清水町史編さん委員会 清水町教育委員会 1979.12
清水町史 補遺 清水町史編さん委員会 清水町教育委員会 1980.6
清水風土記 清水町50周年記念誌 清水町 2006.1

三方村 みかた 8/8 →清水町(S30)→福井市(H18) 　―
天津村 あまつ 10/10 →清水町(S30)→福井市(H18) 　―
志津村 しづ 9/9 →清水町(S30)→福井市(H18) 清水西地区の昔と今 清水西公民館・清水西自治連合会 清水西公民館・清水西自治連合会 2016.8

越廼村 こしの →福井市(H18) 越廼村誌 史料編 越廼村誌編集委員会 越廼村 1986.2
越廼村誌 本編 越廼村誌編集委員会 越廼村 1988.3
未来をひらくこしの物語 新生越廼50周年記念誌 越廼村 2003.3

越廼村 こしの 3/3 →福井市(H18) 　―
下岬村 しもみさき 5/5 →越廼村(S27) 　―

大
野
郡

足
羽
郡

丹
生
郡

丹
生
郡



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
あわら市 あわら あわらの歴史と文化 印牧邦雄 印牧邦雄 2016.4

芦原町 あわら →あわら市(H16) 芦原町史 芦原町史編纂委員会 芦原町教育委員会 1973.10
本荘村* ほんじょう 13/19 →芦原町(S30)→あわら市(H16) 村是 [1908.]
芦原村 あわら 11/11 →芦原町(S10)→あわら市(H16) 　―

吉崎村* よしざき 7/8
→北潟村(M30)→芦原町(S30)→あ
わら市(H16)

北潟村誌 坂井郡北潟青年学校 1936.

金津町 かなづ →あわら市(H16) 金津町誌 金津町史編纂委員会 金津町教育委員会事務局 1958.2
金津町 かなづ 3/3 →あわら市(H16) 金津町郷土資料 岩田三左衛門 金津町学校 1952.12
細呂木村 ほろそぎ 16/16 →金津町(S29)→あわら市(H16) 細呂木村誌 細呂木村誌委員会 細呂木村誌委員会 1963.12
吉崎村* よしざき 1/8 →金津町(S29)→あわら市(H16) 金津町吉崎の郷土誌 坂本豊・鉢木与之寿・朝倉喜祐 金津町教育委員会 1999.2

本荘村* ほんじょう 2/19
→芦原町(S30)→金津町(S30)→あ
わら市(H16)

村是 [1908.]

伊井村 いい 9/9 →金津町(S29)→あわら市(H16) 伊井村誌 伊井村誌編纂委員会 伊井村役場 1954.4
坪江村* つぼえ 16/21 →金津町(S29)→あわら市(H16) 金津町坪江の郷土史 金津町教育委員会 金津町教育委員会事務局 1985.3
剣岳村 けんがたけ 6/6 →金津町(S30)→あわら市(H16) 剣岳村誌 劔岳村誌編纂部 剣岳村 1955.1

坂
井
郡

坂
井
郡



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
坂井市 さかい

三国町 みくに →坂井市(H18) 三国町史 三国町史編纂委員会 三国町役場 1964.3
三国町史料 内田家記録 三国町史編纂委員会 三国町教育委員会 1970.3
三国町史料 町内記録 三国町史編纂委員会 三国町教育委員会 1973.8
三国町史料 村方記録 三国町史編纂委員会 三国町教育委員会 1974.12
三国町史料 海運記録 三国町史編纂委員会 三国町教育委員会 1975.12
修訂　三国町史 三国町史編纂委員会 国書刊行会 1983.5
三国町百年史 三国町百年史編纂委員会 三国町 1989.4
坂井郡三国町　―是 三国町教育会町誌編纂部

三国町誌稿 三国町教育会町誌編纂部 三国町教育会 1938.1
→三国町(S21)→坂井市(H18)
→三国町(S29)→坂井市(H18)

加戸村 かど 7/7 →三国町(S29)→坂井市(H18) 　―
雄島村 おしま 7/7 →三国町(S29)→坂井市(H18) 福井県坂井郡雄島村誌 雄島尋常高等小学校 雄島尋常高等小学校 1932.7

村是 [1910.]
我等の郷土と教育 浜四郷尋常高等小学校 1937.1
浜四郷村誌 浜四郷村役場 1956.12
村是 木部村誌編纂委員会 [1908.]
木部村誌 木部村誌編纂委員会 坂井町木部支所 1962.10

本荘村* ほんじょう 4/19
→芦原町(S30)→三国町(S30)→坂
井市(H18)

村是 [1908.]

坂井町 さかい →坂井市(H18) 坂井町誌 坂井町誌編纂委員会 坂井町役場 1973.12
ふるさと坂井町 坂井中学校郷土文化研究委員会 坂井中学校郷土文化研究委員会 1983.4
新修 坂井町誌 通史編 坂井町誌編さん委員会 坂井市 2007.3
新修 坂井町誌 資料編 坂井町誌編さん委員会 坂井市 2005.3
村是 木部村誌編纂委員会 [1908.]
木部村誌 木部村誌編纂委員会 坂井町木部支所 1962.10

兵庫村 ひょうご 2/2
→坂井村(S30)→坂井町(S36)→坂
井市(H18)

　―

大関村 おおぜき 7/7
→坂井村(S30)→坂井町(S36)→坂
井市(H18)

大関村是 -

東十郷村 ひがしじゅうごう 15/15
→坂井村(S30)→坂井町(S36)→坂
井市(H18)

郷土のしるべ 東十郷尋常高等小学校 戦前

浜四郷村*

しんぼ

→三国町(S32)

→坂井村(S31)→坂井町(S36)→坂
井市(H18)

→坂井市(H18)三国町 みくに

坂
井
郡

木部村*

23/32

きべ 7/17

7/11

→坂井村(S31)→三国町(S32)→坂
井市(H18)

きべ

新保村*

はましごう

木部村*

坂
井
郡

1/1 　―

10/17



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
春江町 はるえ →坂井市(H18) 春江町史 斎藤与次兵衛 春江町役場 1969.5

大石村 おおいし 14/14 →春江町(S30)→坂井市(H18) 　―
村是 [1909.]
村是 [1916.1]

磯部村* いそべ 4/19 →春江町(S30)→坂井市(H18) 　―
丸岡町 まるおか →坂井市(H18) 丸岡町史 丸岡町史編纂委員会 丸岡町教育委員会 1967.7

増補改訂 丸岡町史 丸岡町史編集委員会 丸岡町 1989.10
百年のあゆみ 調整100周年記念出版委員会 丸岡町 1989.4

丸岡町 まるおか 15/15 →坂井市(H18) 　―

坪江村* つぼえ 5/21
→金津町(S29)→丸岡町(S30)→坂
井市(H18)

　―

竹田村 たけだ 4/4 →丸岡町(S30)→坂井市(H18) 竹田村誌 竹田村国民学校 戦前
のうね郷誌 第1号 のうね郷史編纂委員会 のうねの郷づくり推進協議会 2012.3
のうね郷誌 第2号 のうね郷史編纂委員会 のうねの郷づくり推進協議会 2013.3
のうね郷誌 第3号 のうね郷史編纂委員会 のうねの郷づくり推進協議会 2014.3
のうね郷誌 別冊 山田正行 のうねの郷づくり推進協議会 2104.3
のうね郷誌 第4号 のうね郷史編纂委員会 のうねの郷づくり推進協議会 2015.3
のうね郷誌 第5号 のうね郷史編纂委員会 のうねの郷づくり推進協議会 2016.3
高椋村村是 高椋村 1909.9
たかむく玉手箱 たかむくのまちづくり協議会 2010.4

磯部村* いそべ 15/19 →丸岡町(S30)→坂井市(H18) 　―
鳴鹿村* なるか 10/11 →丸岡町(S30)→坂井市(H18) 鳴鹿村誌 福井県鳴鹿小学校編集部 鳴鹿村 1952.5

長畝村 のうね 21/21 →丸岡町(S30)→坂井市(H18)

→春江町(S17)→坂井市(H18)20/20春江村 はるえ

→丸岡町(S30)→坂井市(H18)

坂
井
郡

坂
井
郡

高椋村 たかぼこ 29/29



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
永平寺町 えいへいじ

松岡町 まつおか →永平寺町(H18) 松岡町史 上巻 野村英一 松岡町 1978.3
松岡町史 上巻 風土篇 吉田森 松岡町 1975.5
松岡町史 下巻 沢村伍郎 松岡町 1973.12
あゆみ 松岡町 1980.5
あゆみ 資料編 松岡町 1981.1
松岡町50年のあゆみ 松岡町役場 松岡町 2006.1
松岡町誌 第一篇 橋川時雄 松岡町 1947.11
松岡町誌 第二篇 島田和三郎 松岡町 1951.

五領ヶ島村 ごりょうがしま 7/7 →松岡町(S30)→永平寺町(H18) 五領ヶ島村村是 五領ヶ島村 [1910.12]

下志比村* しもしい 1/9
→志比村(S29)→松岡町(S30)→永
平寺町(H18)

　―

吉野村 よしの 8/8 →松岡町(S30)→永平寺町(H18) 　―
永平寺町 えいへいじ →永平寺町(H18) 永平寺町史 通史編 永平寺町 1984.3

永平寺町史 史料編 永平寺町 1988.10

坂井郡 鳴鹿村* なるか 1/11
→丸岡町(S30)→志比村(S35)→永
平寺町(S37)→永平寺町(H18)

鳴鹿村誌 鳴鹿村 1952.5

下志比村* しもしい 8/9
→志比村(S29)→永平寺町(S37)→
永平寺町(H18)

　―

浄法寺村 じょうほうじ 5/5
→志比村(S29)→永平寺町(S37)→
永平寺町(H18)

浄法寺村誌 浄法寺村誌編纂部 1941.6

志比谷村 しいだに 7/7
→志比村(S29)→永平寺町(S37)→
永平寺町(H18)

　―

上志比村 かみしひ →永平寺町(H18) 上志比村史 上志比村 1978.12
吉田郡 上志比村 かみしひ 16/16 →永平寺町(H18) 上志比村史 上志比村史編集委員会 上志比村 1978.12

→松岡町(S5)松岡村
吉
田
郡

吉
田
郡

4/4まつおか

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1043768


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
大野市 おおの

大野市 おおの 大野市史 社寺文書編 大野市史編さん委員会 大野市役所 1978.3
大野市史 諸家文書編一 大野市史編さん委員会 大野市役所 1980.3
大野市史 諸家文書編二 大野市史編さん委員会 大野市役所 1981.3
大野市史 藩政史料編一 大野市史編さん委員会 大野市役所 1983.3
大野市史 藩政史料編二 大野市史編さん委員会 大野市役所 1984.3
大野市史 史料総括編 大野市史編さん委員会 大野市役所 1985.3
大野市史 図録 文化財編 大野市史編さん委員会 大野市役所 1987.3
大野市史 地区編 大野市史編さん委員会 大野市役所 1991.3
大野市史 用留編 大野市史編さん委員会 大野市役所 1995.3
大野市史 新聞資料編 大野市史編さん委員会 大野市役所 2000.3
大野市史 自然編 大野市史編さん委員会 大野市役所 2001.3
大野市史 方言編 大野市史編さん委員会 大野市役所 2006.3
大野市史 民俗編 大野市史編さん委員会 大野市役所 2008.3
大野市史 通史編下 近代・現代 大野市史編さん委員会 大野市役所 2013.3
大野のあゆみ 大野市教育委員会 大野市役所 1968.8
大野のあゆみ 改訂版 大野市教育委員会 大野市 2004.7
大野町史 第一集 大野町史編纂会 大野町史編纂会 1954.
大野町史 第二集 大野町史編纂会 大野町史編纂会 1954.
大野町史 第三集 大野町史編纂会 大野町史編纂会 1954.4
大野町史 第四集 大野町史編纂会 大野町史編纂会 1956.1
大野町史 第五集 大野町史編纂会 大野町史編纂会 1957.9

下庄村 しもしょう 17/17 →下庄町(S26)→大野市(S29) 下庄村是 -
乾側村 いぬいかわ 6/6 →大野市(S29) 　―
小山村 おやま 12/12 →大野市(S29) 　―
上庄村 かみしょう 26/26 →大野市(S29) 上庄のあゆみ 上庄のあゆみ編集委員会 上庄公民館 1976.8

西谷村誌 羽田光義 西谷村誌編集委員会 1958.7
西谷村誌 上巻 西谷村 1970.10
西谷村誌 下巻 西谷村 1970.10

富田村 とびた 16/16 →大野市(S29) 　―
阪谷村 さかだに 18/18 →大野市(S29) 福井県大野郡阪谷五箇村誌 阪谷五箇両村組合役場 1929.5

福井県大野郡阪谷五箇村誌 阪谷五箇両村組合役場 1929.5
ふる郷大野市五箇地区のあゆみ 小倉長良 小倉長良 2012.2

19/19 →大野市(S29)

→大野市(S29)

にしたに

大
野
郡

五箇村

大野町 おおの

→大野市(S45)11/11西谷村

5/5ごか



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
和泉村 いずみ →大野市(H17) 和泉村史 和泉村役場 1977.3

ふるさと和泉 いずみ村の伝説と民話 和泉村教育委員会 1977.10
ふるさと和泉 いずみ村の方言 和泉村教育委員会 1978.7
ふるさと和泉 いずみ村の生活文化 和泉村教育委員会 1978.7
ふるさと和泉 いずみ村の地質と化石 和泉村教育委員会 1977.10
ふるさと和泉 いずみ村の植物・鉱物・動物 和泉村教育委員会 1978.7
ふるさと和泉 いずみ村のあそび 和泉村教育委員会 1978.7
ふるさと和泉 いずみ村のわらべ唄・民謡 和泉村教育委員会 1977.10
ふるさと和泉 いずみ村の埋蔵文化財 和泉村教育委員会 1978.7
ふるさと和泉村 閉村記念誌 和泉村役場 2005.11
和泉の自然と歴史 印牧邦雄 印牧邦雄 2011.7
穴馬の歴史と伝説 私考穴馬の古代 中山正治 和泉村教育委員会 1994.2
穴馬の歴史と伝説 中山正治 和泉村教育委員会 1994.2
穴馬村小史 印牧邦雄 印牧邦雄 2010.10

→石徹白村(M29)→和泉村(S33)→
大野市(H17)
→石徹白村(M29)→白鳥町(S33)→
郡上市(H16)

穴馬の歴史と伝説 私考穴馬の古代 中山正治 和泉村教育委員会 1994.2
穴馬の歴史と伝説 中山正治 和泉村教育委員会 1994.2
穴馬村小史 印牧邦雄 印牧邦雄 2010.10

上村俊邦 2001.11上村俊邦

→和泉村(S31)→大野市(H17)

いとしろに暮らした人たち
大
野
郡

しもあなま →和泉村(S31)→大野市(H17)

1/15

12/12上穴馬村

下穴馬村* しもあなま

かみあなま

下穴馬村* 14/15



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
勝山市 かつやま

勝山市 かつやま 勝山市史 第1巻 風土と歴史 勝山市史編さん委員会 勝山市 1974.9
勝山市史 第2巻 原始～近世 勝山市史編さん委員会 勝山市 2006.3
勝山市史 第3巻 近代・現代 勝山市史編さん委員会 勝山市 1992.3
勝山市史 資料編 第1巻 藩庁・町方 勝山市史編さん委員会 勝山市 1977.11
勝山市史 資料編 第2巻 村方1・勝山領 勝山市史編さん委員会 勝山市 1982.5
勝山市史 資料編 第3巻 村方2・幕府領・鯖江領・郡上領 勝山市史編さん委員会 勝山市 1985.11
勝山市史 資料編 第4巻 宗教・武家等 勝山市史編さん委員会 勝山市 2000.8
図説 勝山市史 勝山市史編さん委員会 勝山市 1997.3
勝山の歴史 勝山市教育委員会 勝山市教育委員会 1970.8
ものがたり かつやまの歴史 上 勝山市教育委員会 勝山市 2014.9
ものがたり かつやまの歴史 中 勝山市教育委員会 勝山市 2016.2

勝山町 かつやま 12/12 →勝山市(S29) 　―
遅羽村 おそわ 6/6 →勝山市(S29) 　―

平泉寺文書 上巻 平泉寺村 1924.12
平泉寺文書 下巻 平泉寺村 1924.12
平泉寺史要 平泉寺村 1930.10
平泉寺史要 昭和編 平泉寺町昭和史編纂委員会 2001.9

猪野瀬村 いのせ 10/10 →勝山町(S6)→勝山市(S29) 　―
村岡村 むろこ 10/10 →勝山市(S29) 　―

北谷見聞記 北寿会編集委員 北寿会編集委員 1983.6
越前北谷物語　むらの歴史 石井昭示 木犀社 1998.4

野向村 のむき 8/8 →勝山市(S29) 　―
荒土村 あらど 14/14 →勝山市(S29) 　―

北郷村之概要 北郷尋常高等小学校 1939.11
北郷町近世古文書選 第一集 笠松一夫 笠松一夫 1960.4

鹿谷村 しかたに 10/10 →勝山市(S29) 　―

→勝山市(S29)

→勝山市(S29)

→勝山市(S29)

大
野
郡

平泉寺村

きたたに 8/8

8/8

北谷村

9/9へいせんじ

きたごう北郷村



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
池田町 いけだ

池田町 いけだ 池田町史 池田町史編纂委員会 池田町役場 1977.3
池田町史 史料篇 池田町史編纂委員会 池田町役場 1982.3

下池田村 しもいけだ 13/13 →池田村(S30) 　―
上池田村 かみいけだ 34/34 →池田村(S30) 上池田村誌 西村佐太郎 西村佐太郎 1932.6

今
立
郡

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1209015


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
鯖江市 さばえ

鯖江市 さばえ 鯖江市内各町誌 高島勝栄 高島勝栄 1983.3
鯖江市史 史料編・別巻　地誌類編 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1974.11
鯖江市史 史料編・第一巻　民俗編 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1973.11
鯖江市史 史料編・第二巻　諸家文書編I 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1986.3
鯖江市史 史料編・第三巻　諸家文書編II 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1988.3
鯖江市史 史料編・第四巻　藩政史料編I 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1984.3
鯖江市史 史料編・第五巻　藩政史料編II 鯖江藩御家人帳(上) 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1977.9
鯖江市史 史料編・第五巻　藩政史料編II 鯖江藩御家人帳(下) 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1978.4
鯖江市史 史料編・第六巻　藩政史料編III 小頭以下代数書 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1979.3
鯖江市史 史料編・第七巻　近現代編I 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1989.7
鯖江市史 史料編・第八巻　近現代編II 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1990.12
鯖江市史 通史編 上巻 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1993.3
鯖江市史 通史編 下巻 鯖江市史編纂委員会 鯖江市役所 1999.3
新撰鯖江誌 松井政治 鯖江町役場 1955.9
鯖江郷土誌 鯖江町役場 鯖江町役場 1955.9
今立郡舟津村是 鯖江町役場 [1908.]
鯖江郷土誌 鯖江町役場 鯖江町役場 1955.9
新横江村是 新横江村是調査事務所 1909.9
鯖江郷土誌 鯖江町役場 鯖江町役場 1955.9
ふるさとの歴史 斉藤三郎兵衛 新横江公民館 1963.1
歴程 新横江地区誌刊行会 新横江地区刊行会 2004.10

中河村 なかがわ 5/5 →鯖江市(S30) 中河地区史 中河地区史編纂委員会 中河地区史編纂委員会 2010.3
片上村 かたかみ 7/7 →鯖江市(S30) 片上村誌 宮本清十郎 片上村誌刊行会 1931.11

村誌ふるさと北中山 田中幸 北中山小学校同窓会 1972.9
ふるさと北中山 夢 北中山まちづくり委員会 北中山まちづくり委員会 1998.
河和田村勢 河和田村役場 1934.10
河和田村誌 河和田小学校 河和田小学校 1937？
回想・河和田の里 杉本伊佐美 鯖江市河和田町コミュニティセンター 1979.5

神明村 しんめい 6/6 →神明町(S22)→鯖江市(S30) 神明郷土誌 神明郷土誌編纂委員会 福井県鯖江市神明公民館 1972.2
越前国丹生郡立待村志 山田秋甫 立待村役場 1994.12
ふるさと立待 ふるさと立待公民館 鯖江市立待公民館 1994.12
吉川村郷土誌　第一輯 吉川村役場 吉川村役場 193-
吉川村郷土誌　第二輯 吉川村役場 吉川村役場 1935.3
吉川村郷土誌　第三輯 吉川村役場 吉川村役場 1936.12
郷土誌 豊村 第一次調査 福井県丹生郡豊尋常高等小学校 1936.12
豊村誌 豊公民館 豊公民館 1957.1
豊地区誌 新生ゆたかの歩み 豊地区誌編集委員会 鯖江市豊公民館 1999.3

9/9

→鯖江市(S30)

→鯖江市(S30)

→鯖江町(S23)→鯖江市(S30)

→鯖江町(S23)→鯖江市(S30)

よしかわ

鯖江町

しんよこえ

9/9たちまち

10/10

丹
生
郡

吉川村

舟津村

→鯖江市(S30)

河和田村 12/12 →鯖江市(S32)

きたなかやま

岡山村

さばえ

今
立
郡

新横江村

北中山村*

立待村

→鯖江市(S30)

ふなつ 5/5

おかやま

8/10

11/11

→豊村(M24)→鯖江市(S30)

6/6

かわだ

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1056924
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1028946
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1054729


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
越前町 えちぜん

朝日町 あさひ →越前町(H17) 朝日町史 朝日町史編纂委員会 朝日町役場 1976.9
朝日町誌 資料編1 幸若関係 朝日町誌編纂委員会 朝日町役場 1995.10
朝日町誌 資料編2 越知山関係他 朝日町誌編纂委員会 朝日町役場 1998.3
朝日町誌 資料編3 諸家文書他 朝日町誌編纂委員会 朝日町役場 1999.3
朝日町誌 通史編 朝日町誌編纂委員会 朝日町役場 2003.3
朝日町誌 通史編2 朝日町誌編纂委員会 朝日町役場 2004.12

朝日村 あさひ 15/15 →朝日町(S21)→越前町(H17) 朝日村志 山田秋甫 朝日村役場 1920.10
糸生村 いとう 13/13 →朝日町(S30)→越前町(H17) 　―
常磐村* ときわ 5/6 →朝日町(S26)→越前町(H17) 福井県丹生郡常磐郷土誌 常盤村の姿 常磐誌編集会 常磐郷土誌刊行会 1957.9

織田町 おた →越前町(H17) 織田町史 織田町誌編集員会 織田町史編集委員会 1971.3
織田町史 資料編 上巻 織田町誌編纂員会 織田町 1994.3
織田町史 資料編 中巻 織田町誌編纂員会 織田町 1996.3
織田町史 資料編 下巻 織田町誌編纂員会 織田町 2000.3
越前町織田史(古代・中世編) 越前町教育委員会 越前町 2006.12
織田町40年のあゆみ 織田町 織田町役場 1991.11
織田町50年のあゆみ 織田町 織田町 2002.3

織田村 おた 9/9 →織田町(S26)→越前町(H17) 　―

萩野村 はぎの 9/9
→織田村(S26)→織田町(S26)→越
前町(H17)

　―

常磐村* ときわ 1/6
→織田村(S26)→織田町(S26)→越
前町(H17)

　―

越前町 えちぜん →越前町(H17) 越前町史 上巻 越前町史編纂委員会 越前町 1977.6
越前町史 下巻 越前町史編纂委員会 越前町 1977.12
越前町史 続巻 越前町史編纂委員会 越前町 1993.10
50年の輝跡 越前町町制50周年記念誌 越前町役場 19994.11

ふるさと今昔 越前町教育委員会 越前町 2002.3

上岬村 かみみさき 4/4
→四ヶ浦村(M40)→四ヶ浦町(S21)
→越前町(S30)→越前町(H17)

　―

四ヶ浦村 しかうら 5/5
→四ヶ浦町(S21)→→越前町(S30)
→越前町(H17)

　―

城崎村 しろさき 7/7 →越前町(S30)→越前町(H17) 城崎村誌 山田秋甫 城崎村役場 1931.12
宮崎村 みやざき →越前町(H17) 宮崎村誌 上巻 宮崎村誌編さん委員会 宮崎村役場 1984.9

宮崎村誌 中巻 宮崎村誌編さん委員会 宮崎村役場 1985.5
宮崎村誌 下巻 宮崎村誌編さん委員会 宮崎村役場 1986.5
宮崎村誌 別巻 宮崎村誌編さん委員会 宮崎村役場 1987.3
宮崎村100年のあゆみ 宮崎村 1989.10

宮崎村 みやざき 17/17 →越前町(H17) 　―
白山村* しらやま 1/25 →宮崎村(M24)→越前町(H17) 　―

丹
生
郡

丹
生
郡

丹
生
郡

丹
生
郡



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
越前市 えちぜん 越前市史 資料編4 本多富正関係文書 越前市 越前市 2017.3

越前市史 資料編5 旗本金森左京家関係文書 越前市 越前市 2014.3
越前市史 資料編7 初等教育 越前市 越前市 2015.3
越前市史 資料編8 近代の越前和紙 越前市 越前市 2016.3
越前市史 資料編14 武生騒動 越前市 越前市 2010.3
越前市史 資料編24 明治維新と関義臣 越前市 越前市 2012.3

武生市 たけふ →越前市(H17) 武生市史 資料編 越前打刃物関係文書并記録 武生市史編纂委員会 武生市役所 1964.3
武生市史 資料編 神社・仏寺所蔵文書 武生市史編纂委員会 武生市役所 1965.3
武生市史 資料編 人物・系譜・金石 武生市史編纂委員会 武生市役所 1966.12
武生市史 資料編 府中藩政并本保陣屋諸記録 武生市史編纂委員会 武生市役所 1968.3
武生市史 資料編 諸家文書(一) 武生市史編纂委員会 武生市役所 1970.10
武生市史 資料編 諸家文書(二) 武生市史編纂委員会 武生市役所 1972.3
武生市史 資料編 小字名一覧 武生市史編纂委員会 武生市役所 1982.3
武生市史 資料編 社寺の由緒 武生市史編纂委員会 武生市役所 1987.2
武生市史 資料編 検地帳村明細帳等 武生市史編纂委員会 武生市役所 1996.2
武生市史 民俗篇 武生市史編纂委員会 武生市役所 1974.3
武生市史 概説篇 武生市史編纂委員会 武生市役所 1976.12
たけふ 市制十年のあゆみ 武生市広報課 武生市役所 1958.5
たけふ 市制施行40周年記念誌 武生市 武生市 1988.3
たけふ 市制施行50周年記念誌 武生市 武生市 1998.3
武生の歴史 郷土学習資料編集委員会 武生市教育委員会 1989.3



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
武生町 たｊけふ 29/29 →武生市(S23)→越前市(H17) 　―

茶臼山村 ちゃううすやま 11/11
→神山村(M23)→武生市(S23)→越
前市(H17)

神山村要覧 神山村 神山村 1936.11

王子保村誌 王子保村誌刊行会 王子保村誌刊行会 1962.11
ふれあいの町王子保 王子保50周年記念誌編集委員会 王子保地区自治振興会 2005.3

坂口村 さかぐち 6/6 →武生市(S26）→越前市(H17) さかぐち 武生市坂口地区の歴史 斎藤岩雄 坂口公民館 1961.11
国高村是 1910.10
ふるさと国高 斎藤槻堂 ふるさと国高刊行会 1973.3
国高の出合い 宇野広二 1994.10
北日野村是 北日野村是調査事務所 1910.3
北日野村概要 北日野村 北日野村 19--
きたひの 北日野合併五十周年記念 北日野五十周年記念誌編集委員会 北日野五十周年記念誌発行委員会 2003.12
郷土史（北新庄村）　改訂版 富坂紅葉 緑樹庵 1960.12
わがまち北新庄 北新庄のあゆみ 武生市合併50周年記念誌編集委員会 北新庄地区自治振興会 2004.7
北新庄むかしむかし 北新庄むかしむかし編集委員会 越前市北新庄公民館内自治振興会事務局 2009.3
味真野通誌 萩原正基 萩原正基 1910.1
味真野村郷土史伝 味真野尋常高等小学校 味真野尋常高等小学校 1936.9
私たちのふるさと味真野 武生市味真野小学校 武生市味真野小学校 1970.1
ふるさと味真野 斎藤槻堂 武生市味真野公民館 1979.3
私たちのふるさとあじまの 「私たちのふるさとあじまの」編集委員会 武生市味真野小学校 2002.10
うまし味真野 武生市合併50周年記念誌 味真野地区武生市合併50周年記念誌編集委員会 安治麻野コミュニティ振興会 2006.8

吉野村 よしの 6/6 →武生市(S25)→越前市(H17) 吉野村史 武生市吉野小学校教育振興会同窓会 1962.6
大虫校下郷土資料 武生市大虫小学校 1956.3
私たちのふるさと大虫 武生市大虫小学校 1977.9
ふるさと大虫 「ふるさと大虫」編纂委員会 武生市大虫公民館 2001.12
白山村誌 白山村誌編纂委員会 白山村誌刊行会 1978.7
ふるさと白山 武生市合併50周年記念誌編纂会・しらやま振興会 武生市合併50周年記念誌編纂会・しらやま振興会 2016.3

今立町 →越前市(H17) 今立町誌 第一巻 本編 今立町誌編さん委員会 今立町役場 1982.3
今立町誌 第二巻 史料編 今立町誌編さん委員会 今立町役場 1981.3
今立町誌 第三巻 写真・図録編 今立町誌編さん委員会 今立町役場 1981.3

服間村 ふくま 22/22
→粟田部町(S30)→今立町(S31)→
越前市(H17)

服間村是 服間村役場 服間村役場 1911.5

岡本村史 本篇 小葉田淳 岡本村史刊行会 1956.9
岡本村史 史料篇 小葉田淳 岡本村史刊行会 1956.9

粟田部村 あわたべ 1/1
→粟田部町(T15)→今立町(S31)→
越前市(H17)

男大迹部志 伊藤百佑 南越花筐会 1931.12

北新庄村* きたしんじょう 1/8
→粟田部町(S29)→今立町(S31)→
越前市(H17)

　―

南中山村 みなみなかやま 6/6
→粟田部町(S30)→今立町(S31)→
越前市(H17)

南中山村誌 稲倉憲澄 南中山村役場 1937.10

北中山村* きたなかやま 2/10
→粟田部町(S30)→今立町(S31)→
越前市(H17)

　―

7/8 →武生市(S29)→越前市(H17)

大虫村 14/14

12/12

10/10

→武生市(S31)→越前市(H17)

おおむし

14/14

南
条
郡

15/15

今
立
郡

北日野村

岡本村

今
立
郡

きたしんじょう

王子保村

→今立町(S31)→越前市(H17)

くにたか

きたひの

丹
生
郡

白山村*

北新庄村*

あじまの

おかもと

しらやま

17/17

24/25 →武生市(S34)→越前市(H17)

おおしお →武生市(S29)→越前市(H17)

味真野村

国高村

→武生市(S29)→越前市(H17)

→武生市(S25)→越前市(H17)

→武生市(S25)→越前市(H17)



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
南越前町

南条町 なんじょう →南越前町(H17) 南条町誌 南条町史編集委員会 南条町教育委員会 1976.3
南条町30年のあゆみ 南条町 1984.5
南条町50年のあゆみ 南条町 2003.10

南日野村 みなみひの 6/6 →南条町(S29)→南越前町(H17) 　―
北杣山村 きたそまやま 5/5 →南条町(S29)→南越前町(H17) 　―
南杣山村 みなみそまやま 6/6 →南条町(S29)→南越前町(H17) 　―

河野村 こうの →南越前町(H17) わが郷土河野村 刀禰勇太郎 刀禰勇太郎 1968.2
河野浦近世史料選 第一集 刀禰勇太郎 河野浦近世史料刊行会 1963.1
河野村誌 河野村誌編さん委員会 河野村 1984.3
河野村誌 資料篇 河野村誌編さん委員会 河野村 1980.8
河野村誌 資料篇二 河野村誌編さん委員会 河野村 1983.10
百年のあゆみ 100年を越えて未来の帆柱に 河野村役場 河野村 1988.5
河野村百十五年の軌跡 河野村 河野村役場 2004.12
わが郷土河野村 刀禰勇太郎 刀禰勇太郎 1968.2
河野浦近世史料選 第一集 刀禰勇太郎 河野浦近世史料刊行会 1963.1
河野村誌 河野村誌編さん委員会 河野村 1984.3
河野村誌 資料篇 河野村誌編さん委員会 河野村 1980.8
河野村誌 資料篇二 河野村誌編さん委員会 河野村 1983.10
百年のあゆみ 100年を越えて未来の帆柱に 河野村役場 河野村 1988.5
河野村百十五年の軌跡 河野村 河野村役場 2004.12

今庄町 →南越前町(H17) 福井県今庄町誌 今庄町誌編さん委員会 今庄町 1979.4
今庄の「道」そのあゆみ 今庄町閉村記念誌 今庄町 今庄町 2004.12

湯尾村 ゆのお 4/4 →今庄町(S30)→南越前町(H17) 福井県南条郡湯尾村誌 沢崎正一 沢崎正一 1950.7
宅良村 たくら 9/9 →今庄町(S30)→南越前町(H17) 宅良の里 私たちの郷土 飯田義基 今庄町宅良小学校 1974.8
今庄村 いまじょう 1/1 →今庄町(S30)→南越前町(H17) 今庄村誌 庭本雅夫 村誌刊行会 1929.6

鹿蒜村 かえる 5/5
→今庄村(S26)→今庄町(S30)→南
越前町(H17)

　―

鹿見村 かみ 12/12
→堺村(M23)→今庄町(S30)→南越
前町(H17)

　―

南
条
郡

南
条
郡

河野村 →南越前町(H17)こうの 1/1

南
条
郡

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1208567


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
敦賀市 つるが

敦賀市 つるが 敦賀市戦災復興史 敦賀市戦災復興史編纂委員会 敦賀市役所 1955.3
敦賀市通史 敦賀市教育委員会 敦賀市教育委員会事務局 1956.
敦賀市史 史料編第一巻 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1977.3
敦賀市史 史料編第二巻 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1978.3
敦賀市史 史料編第三巻 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1980.10
敦賀市史 史料編第四巻上 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1982.3
敦賀市史 史料編第四巻下 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1983.10
敦賀市史 史料編第五巻 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1979.3
敦賀市史 通史編 上巻 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1985.6
敦賀市史 通史編 下巻 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1988.3
敦賀市史 年表・索引・総目次 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1988.3
市制15年史 敦賀市 敦賀市 1952.5
ふるさと敦賀の回想 市制施行50周年記念写真集 敦賀市 敦賀市 1987.11
敦賀の歴史 敦賀市史編さん委員会 敦賀市役所 1989.11

敦賀町 つるが 27/27 →敦賀市(S12) 　―
松原村 まつばら 15/15 →敦賀市(S12) 福井県敦賀郡松原村是 1908.8
東浦村 ひがしうら 10/10 →敦賀市(S30) ふるさと東浦 敦賀市立東浦小学校 敦賀市立東浦小中学校 1982.

福井県敦賀郡東郷村是 平松清一 ｢1910.12]

敦賀郡東郷村誌 平松清一 東郷公民館 1973.4
中郷村 なかごう 10/10 →敦賀市(S30) 中郷村是 [1910.]
愛発村 あらち 12/12 →敦賀市(S30) 　―
粟野村 あわの 13/13 →敦賀市(S30) うららん在所 粟野あのころそのころ 粟野公民館 1982.3

→敦賀市(S30)とうごう 15/15東郷村
敦
賀
郡



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
美浜町

美浜町 みはま わかさ美浜町誌 美浜の文化 第一巻 暮らす・生きる 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2002.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第二巻 祈る・祀る 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2006.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第三巻 拝む・描く 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2005.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第四巻 舞う・踊る 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2008.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第五巻 語る・歌う 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2003.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第六巻 掘る・使う 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2009.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第七巻 記す・遺す 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2007.3
わかさ美浜町誌 美浜の文化 第八巻 著す・伝える 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2004.3
わかさ美浜町誌 美浜の歴史 第一巻 ふりかえる美浜 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2010.3
わかさ美浜町誌 美浜の歴史 第二巻 写されたわかさ美浜 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2001.3
わかさ美浜町誌 美浜の歴史 第三巻 美浜をさかのぼる 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2011.3
わかさ美浜町誌 総目次・総索引 美浜町誌編纂委員会 美浜町 2011.3
福井県三方郡山東村是 1913.6
社会科資料・山東 山東小学校 1950.1
社会科資料・山東 山東小学校 1951.4
山東の歴史と風土（『社会科資料・山東』の改訂復刻） 美浜文化叢書刊行会 2013.3
福井県三方郡耳村是 [1913.11]

弥美の泉 耳村立耳小学校社会科研究部 1948.2
耳川流域に生きる（『弥美の泉』の復刻） 美浜文化叢書刊行会 2012.3
耳村誌 福井県三方郡 美浜文化叢書刊行会 2014.3

6/9 →南西郷村(M31)→美浜町(S29) 福井県三方郡南西郷村是 1912.5
3/9 →北西郷村(M31)→美浜町(S29) 福井県三方郡北西郷村是 1912.12

西郷村*

三
方
郡

さいごう

耳村 みみ 14/14

山東村 →美浜町(S29)さんとう 8/8

→美浜町(S29)



大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
若狭町 わかさ

三方町 みかた →若狭町(H17) 郷土誌 第一分冊 三方町史編集委員会 三方町教育委員会 197-.
郷土誌 第二分冊 三方町教育委員会 197-.
郷土誌 第三分冊 三方町教育委員会 197-.
郷土誌 第四分冊 三方町教育委員会 197-.
郷土誌 第五分冊 三方町教育委員会 197-.
三方町史 三方町 1990.3
福井県三方郡八村是 八村役場 [1910.9]
福井県三方郡八村是 八村役場 八村役場 1930.6

十村 と 10/10 →三方町(S29)→若狭町(H17) 福井県三方郡十村村是 十村役場 [1909.12]

三方郡西田村是 西田村誌編纂会 [1914.2]
福井県三方郡西田村誌 西田村誌編纂会 西田村誌編纂会 1955.4
三方郡西田村是 西田村誌編纂会 [1914.2]
福井県三方郡西田村誌 西田村誌編纂会 西田村誌編纂会 1955.4

上中町 かみなか →若狭町(H17) 上中町郷土史 上中町文化財保護委員会 上中町住民センター 1964.11
熊川村之産業 熊川村 1916.6
熊川村誌 上中町教育委員会 1973.9
くまがわ 上中町文書の里推進協議会 熊川公民館 1979.1
村誌編集資料綴 第1部 瓜生村誌編集委員会 瓜生村誌編集委員会 2001.3
村誌編集資料綴 第2部 2001.3
福井県遠敷郡鳥羽村是 鳥羽村役場 1910.10
鳥羽村誌 鳥羽村役場 鳥羽村役場 1917.7

野木村 のぎ 9/8 →上中町(S29)→若狭町(H17) 野木村誌 野木村教育会 野木村教育会 1922.10
三宅村 みやけ 7/7 →上中町(S29)→若狭町(H17) 三宅村誌 三宅村役場 三宅村役場 1919.86

→三方町(S28)→若狭町(H17)

三
方
郡

うりう

にしうら
→西田村(M40)→→三方町(S28)→
若狭町(H17)

→西田村(M40)→→三方町(S28)→
若狭町(H17)

田井村 たい 4/4

八村

西浦村

鳥羽村 とば 11/11

瓜生村
遠
敷
郡

や 11/11

5/5

熊川村 くまがわ 3/3 →上中町(S29)→若狭町(H17)

→上中町(S29)→若狭町(H17)9/9

→上中町(S29)→若狭町(H17)

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/951619
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965814
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/909755


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
小浜市 おばま

小浜市 おばま 郷土百年史表 小浜市郷土研究会 小浜市郷土研究会 1967.12
小浜市史 史料編 第一巻 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1971.11
小浜市史 金石文編 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1974.3
小浜市史 社寺文書編 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1976.4
小浜市史 諸家文書編一 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1979.2
小浜市史 諸家文書編二 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1980.6
小浜市史 諸家文書編三 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1981.12
小浜市史 諸家文書編四 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1987.12
小浜市史 藩政史料編一 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1983.6
小浜市史 藩政史料編二 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1985.5
小浜市史 藩政史料編三 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1990.2
小浜市史 絵図地図編 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1993.6
小浜市史 通史編 上巻 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1992.3
小浜市史 通史編 下巻 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1998.3
小浜市史 年表・総目次・通史編索引 小浜市史編纂委員会 小浜市役所 1998.8

小浜町 おばま 24/24 →小浜市(S26) 小浜町誌 小浜市郷土研究会 小浜市郷土研究会 1986.3
雲浜村 うんぴん 3/3 →小浜町(S10)→小浜市(S26) 　―
西津村 にしづ 7/7 →小浜町(S10)→小浜市(S26) 　―

遠敷郡今富村是調査書 [1902.]
今富村誌 小林彦・神戸太一 今富村役場 1915.2
今富村誌 復刻版(増補) 小林彦・神戸太一 今富公民館今富村誌復刻委員会 1974.12
福井県遠敷郡遠敷村産業誌 附・村志概要 遠敷郷土誌編纂委員会 遠敷村 1915.11
小浜市遠敷郷土誌 遠敷郷土誌編纂委員会 遠敷地区ふるさとづくり推進会 2010.12

松永村 まつなが 8/8 →小浜市(S26) 福井県遠敷郡松永村誌 松永村 松永村 1914.11
宮川村誌 参河安治郎・西尾定吉 宮川村役場 1919.8
わかさ宮川の歴史 わかさ宮川の歴史編纂委員会 宮川公民館 1988.3

国富村 くにとみ 8/8 →小浜市(S26) 国富郷土誌 国富郷土誌編纂委員会 小浜市国富公民館 1992.10
内外海村 うちとみ 14/14 →小浜市(S26) 内外海誌 内外海誌編集委員会 内外海誌発行委員会 1969.11

口名田村誌 口名田村役場 口名田村役場 1914.11
口名田村誌 復刻版(増補) 口名田村役場 口名田公民館らくんぼの会 1972.11
小浜市口名田郷土誌 小浜市口名田郷土誌編纂委員会 小浜市口名田公民館 2002.3
中名田村誌 中名田村役場 1915.6
小浜市中名田郷土誌 中名田郷土誌編さん委員会 小浜市中名田公民館 1986.10

大飯郡 加斗村* かど 6/7 →小浜市(S30) 　―

中名田村 →小浜市(S26)なかなた

くちなた

みやがわ

いまとみ

宮川村 5/5

今富村

遠
敷
郡

→小浜市(S26)

→小浜市(S26)10/10

→小浜市(S30)

6/6

遠敷村 おにゅう 9/9

口名田村 6/6

→小浜市(S26)

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950833


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
おおい町 おおい

大飯町 おおい →おおい町(H18) 郷土誌大飯 郷土誌大飯編集委員会 大飯町教育委員会 1971.3
大飯町誌 大飯町誌編さん委員会 大飯町 1989.3

本郷村 ほんごう 9/9 →大飯町(S30)→おおい町(H18) 本郷湊 岡田成義 岡田成義 1913.12

加斗村* かど 1/7
→本郷村(S30)→大飯町(S30)→お
おい町(H18)

　―

佐分利村 さぶり 14/14 →大飯町(S30)→おおい町(H18) 佐分利村小誌 佐分利村教育会 1929.8
大島村 おおしま 1/1 →大飯町(S30)→おおい町(H18) 　―

名田庄村 →おおい町(H18) わかさ名田庄村誌 名田庄村 名田庄村 1971.3
わかさ名田庄村誌 II 名田庄村 名田庄村 2004.10

南名田村 みなみなた 14/14
→知三村(M24)→名田庄村(S30)→
おおい町(H18)

知三村誌 小野喜久三 知三村役場 1915.6

奥名田村 おくなた 7/7 →名田庄村(S30)→おおい町(H18) 　―

大
飯
郡

遠
敷
郡

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1053952
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980803


大字数 変遷 タイトル 編著者 発行者 発行年現在 1889年時点
高浜町 たかはま

高浜町 たかはま 年表若狭高浜史 高浜郷土研究同好会 高浜郷土研究同好会 1959.12
わかさ高浜史話 高浜町 高浜町 1985.11
高浜町誌 高浜町 高浜町 1985.11
高浜一班 岡田成義 1913.1
若狭高浜案内 宮崎最勝 常藤書店 1921.7
和田の歴史と昔話 高浜町和田小PTA広報部 高浜町和田小学校PTA 1982.3
若狭和田郷土誌 和田地区委員会 和田文化推進協議会 1992.12

青郷村 あおのごう 14/14 →高浜町(S30) 郷土誌青郷 郷土誌青郷編纂委員会 郷土誌青郷編纂推進協議会 2002.12
内浦村 うちうら 11/11 →高浜町(S30) 郷土誌内浦 山口利夫 神野小学校 1978.11

→高浜町(M45)→高浜町(S30)14/14たかはま高浜村

わだ
大
飯
郡

和田村 4/4 →高浜町(S30)


