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１． 第１２回企画展示 「相模原市の昭和の歩み ～遠くなる昭和の

時代～」の内容について 

 
相模原市は、昭和２９年１１月２０日に市制を施行し、 

旧津久井４町との合併を経て人口７２万人の都市へと発 

展してきました。 

本市で保存してある歴史的公文書や行政資料を展示し 

て、遠くなる昭和の時代の様子や出来事をふり返ります。 

 

 

 

２． 展示資料の利用について 

 

    展示している資料のうち、展示資料目録の「出典等」の 

項目に歴史的公文書と記載されている資料は、展示期間終了 

後公文書館で所定の手続きを行い、利用（一部を除く）する 

ことができます。 

    また、行政資料については、展示期間中（一部を除く）において

も閲覧することができます。 
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３．展示資料目録 
№ 資 料 名 作成年 出 典 等 展示 
1 電報送達紙及び川尻村告示第壹号 

大喪ニ付左記ノ通心得ラルヘシ 
昭和元年 歴史的公文書 

「大正 13 年～昭和元年庶務書
類」 川尻村 

原資料 

2 昭和 19年度神奈川県緊急防空計画 
 

昭和 19年 歴史的公文書 
「昭和 19年度神奈川県緊急防空
計画」 川尻村  

原資料 

3 昭和 16年度国民貯蓄奨励方策 
村別目標額 

昭和 16年 歴史的公文書 
「貯蓄組合法規其の他綴」 青野
原村 (昭和 16年～18年度) 

原資料 

4 警防書類裏表紙 昭和 19年 歴史的公文書 
「警防書類」 
(昭和 19年度～20年度)青根村  

原資料 

5 相模原の軍関連施設分布図  行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

6 〔写真〕陸軍兵器学校の転営を出迎え
る人々（淵野辺駅 昭和 13年） 

昭和 13年 行政資料 
「市制 50周年記念要覧」 

パネル 
（写し） 

7 計画収容地間利用道路並びに避難者保
護地区表示図 

昭和 19年 歴史的公文書 
「昭和 19年度神奈川県緊急防空
計画」 川尻村 

パネル 
（写し） 

8 相模原町全図 
 

昭和 28年 行政資料 
「相模原町勢要覧昭和 2８年版」 

パネル 
（写し） 

9 相模原市の誕生 
相模原市の発足に当って 

(昭和 29年 11月 20日) 

昭和 29年 行政資料 
「広報相模原 第 54号」 

パネル 
(写し) 

10 〔写真〕市制施行祝賀式典 
市役所前（昭和 29年 11月 20日） 

昭和 29年 行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

11 工場誘致第一号（昭和 31年 8月 20日） 
 

昭和 31年 行政資料 
「市報相模原 第 75号」 

パネル 
（写し） 

12 首都圏整備法による相模原市の将来 
（昭和 33年 2月 25日） 

昭和 33年 行政資料 
「市報相模原 第 92号」 

パネル 
（写し） 

13 工場適地調査の実施について 昭和 32年 歴史的公文書 
「神奈川県土地及び水資源に関
する総合計画 相模原市工場適
地調査書」（昭和 32年度） 

原資料 

14 昭和 37年版相模原市勢要覧の製造業関
係の写真のページ 

昭和 37年 行政資料 
「昭和 37年版相模原市勢要覧」 

原資料 

15 昭和 44年版相模原市勢要覧の「広がる
工業地域」のページ 

昭和 44年 行政資料 
「昭和 44年版相模原市勢要覧」 

原資料 

16 わたしたちのまち さがみはら 70 の
「秩序ある都市づくり」のページ 

昭和 45年 行政資料 
「1970年版相模原市勢要覧」 

原資料 

17 市街地開発区域における整備計画策定
資料の変更について 

昭和 38年 歴史的公文書 
「首都圏関係書類」 

（昭和 38度年） 

原資料 

18 都市下水路整備計画図 
 

昭和 38年   同上 原資料 

19 〔写真〕工業団地の分布  行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

20 〔写真〕カルピス食品工業の工場 
 

昭和 36年 行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

21 〔写真〕日本電気(株)工場の 
昼休み風景 1960年代前半 

昭和 30年
代後半 

行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

22 第 3 回市の花・鳥選考委員会の結果に
ついて （市の花・市の鳥応募結果） 

昭和 49年 歴史的公文書 
「市の花・市の鳥制定書類」 

（昭和 49年度） 

原資料 

23 あなたが選ぶ市の花 市の鳥 
（昭和 49年 8月 1日） 

昭和 49年 行政資料 
「広報さがみはら第 334号」 

パネル 
（写し） 

24 昭和 40年度小学校学級編制表並びに教
職員定数配当表 

昭和 40年 歴史的公文書 
「学級編制関係綴」 

(昭和 40年度) 

原資料 

-２- 



 

№ 資 料 名 作成年 出 典 等 展示 
25 昭和 47年度小学校学級編制表並びに教

職員定数配当表 
昭和 47年 歴史的公文書 

「学級編制綴」(昭和 47年度) 
原資料 

26 〔写真〕夏休みのラジオ体操  
昭和 35年 

昭和 35年 行政資料 
「市制 50周年記念要覧」 

パネル 
（写し） 

27 〔写真〕女の子も男の子も張り切る工
作の時間 旭小学校 昭和 40年 

昭和 40年 行政資料 
「市制 50周年記念要覧」 

パネル 
（写し） 

28 〔写真〕プレハブ校舎をバックに体育
の授業 相模台小学校 昭和 52年 

昭和 52年 行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

29 相模原市財政白書「こども急増びんぼ
うはくしょ」 

昭和 50年 行政資料 
相模原市財政白書「こども急増
びんぼうはくしょ」（昭和 50年） 

原資料 

30 相模原市財政白書「こども急増びんぼ
うはくしょ」の内容一部抜粋 

同上   同上 パネル 
（写し） 

31 財政危機対策に関するアイデア募集に
ついて（通知） 

昭和 50年 歴史的公文書 
「財政危機対策会議」(昭和 50
年度) 

原資料 

32 廃棄物処理施設整備計画書 昭和 53年 歴史的公文書 
「廃棄物処理施設整備計画書（ご
み処理 600t/d）」(昭和 53年度) 

原資料 

33 相模原市博物館をつくる懇談会 
相模原市立博物館(仮称)基本構想(案)

に対する意見について 

昭和 58年 歴史的公文書 
「企画書（仮称）相模原市立博物
館基本構想」(昭和 57年度) 

原資料 

34 〔写真〕埋立処分地 麻溝台 
昭和 51年 

昭和 51年 行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

35 〔写真〕南清掃工場の建設風景  
      麻溝台 昭和 54年 

昭和 54年 行政資料 
「相模原市史 現代図録編」 

パネル 
（写し） 

36 中央自動車道東京～富士吉田間路線と
して道志線採択に関する陳情書  

昭和 36年 歴史的公文書 
「中央自動車道関係綴」 
(昭和 33年度～37年度) 

原資料 

37 〔新聞記事〕 
相模湖に正式決定 
東京五輪のカヌー会場 

昭和 37年 歴史的公文書 
「オリンピック東京大会カヌー
漕艇競技関係 36～38年度」 

原資料 

38 オリンピック東京大会国内聖火リレー 昭和 39年 歴史的公文書 
「オリンピック東京大会国内聖
火ﾘﾚｰ 39年度」 

原資料 

39 オリンピック東京大会国内聖火リレー
の内容一部抜粋 

同上    同上 パネル 
（写し） 

40 オリンピック東京大会国内聖火リレー 
神奈川県内リレー実施要綱 

昭和 39年 歴史的公文書 
「オリンピック東京大会国内聖
火ﾘﾚｰ 39～40年度」 

原資料 

41 オリンピック東京大会国内聖火リレー 
神奈川県内リレー実施要綱の内容一部
抜粋 

 同上    同上 パネル 
（写し） 

42 オリンピック東京大会神奈川県関係資
料 その４ 

昭和 39年 歴史的公文書 
「オリンピック東京大会国内聖
火ﾘﾚｰ 39～40年度」 

原資料 

43 オリンピック東京大会神奈川県関係資
料 その 4 の内容一部抜粋 

同上 同上 パネル 
（写し） 

44 オリンピック東京大会競技日程表 昭和 39年 歴史的公文書 
「オリンピック東京大会カヌー
漕艇競技関係 36～38年度」 

原資料 

45 オリンピック東京大会競技日程表の内
容一部抜粋 

昭和 39年 同上 パネル 
（写し） 

46 [パンフレット] 
映画「東京オリンピック」 
総天然色長編記録映画 

昭和 39年 歴史的公文書 
「オリンピック東京大会国内聖
火ﾘﾚｰ 39～40年度」 

原資料 

47 天気図日記 1964年 10月抜粋 昭和 39年 歴史的公文書 
「気象 No82 」（昭和 39年） 

パネル 
（写し） 

48 [パンフレット] 
東海道新幹線 

昭和 39年 歴史的公文書 
「県鉄道輸送力関係書類」 
（昭和 39年度） 

原資料 

49 [パンフレット] 
東海道新幹線ごあんない 

昭和 39年    同上 原資料 
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