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開催にあたって 

 

  平成の合併により「新相模原市」が誕生して、今年で１０年目を迎

えます。今回の企画展では、平成１８年３月２０日及び平成１９年３

月１１日にそれぞれ相模原市に編入合併した津久井郡４町（藤野町、

相模湖町、津久井町、城山町）の「昭和の合併」までの各村、町等の

様子を歴史的公文書や保存行政資料などで紹介します。 
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展示資料の利用について 

 展示資料一覧の「出典等」の欄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、公文書館で目録に登載された後、所

定の手続きを行うことにより、利用（一部を除く）することがで

きます。 

 また、保存行政資料は、展示期間終了後、開架資料は自由に、

閉架資料は所定の手続きを経てご覧いただくことができます。 

 なお、神奈川県所蔵の資料については、神奈川県立公文書館へ

直接お問い合わせください。 
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【展示資料一覧】 

No 資 料 名 年 代 展示状態 出 典 等 

 １ 吉野町外二ヶ村組合役場町村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

 ２ 日連村外一ヶ村組合役場村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

 ３ 牧野村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

 ４ 佐野川村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

 ５ 藤野町域の集落 平成７年 レプリカ 藤野町史 通史編 

 ６ 牧野中学校新築に関する書類 昭和２３年 原本 歴史的公文書 

 ７ 写真・牧野中学校校舎 昭和２３年 レプリカ 藤野町史 通史編 

 ８ 写真・佐野川役場全景 昭和２８年 レプリカ 保存行政資料 

 ９ 
牧議案第１２号 廃置分合の申請につ

いて 
昭和３０年 レプリカ 県立公文書館 

１０ 内郷村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

１１ 与瀬町外二ヶ町村組合町村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

１２ 津久井郡與瀬町平面図 昭和１１年 原本 歴史的公文書 

１３ 内郷村全図 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

１４ 
役場の位置に関する条例（昭和１０年

条例第１号） 
昭和１０年 原本 歴史的公文書 

１５ 
議案第八号 與瀬町小原町千木良村 

内郷村の合併について 
昭和２９年 原本 歴史的公文書 

１６ 写真・旧相模湖町役場庁舎 平成１７年 レプリカ 保存行政資料 

１７ 中野町町勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

１８ 串川村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

１９ 青野原村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

２０ 鳥屋村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

２１ 青根村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

２２ 三澤村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

２３ 町のすがた（図面） 昭和３５年 レプリカ 歴史的公文書 

２４ 
下津久井六箇町村合併促進協議会の開

催について 
昭和２９年 原本 歴史的公文書 

２５ 議案第１号 廃置分合の申請について 昭和３０年 原本 歴史的公文書 
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 No 資 料 名 年 代 展示状態 出 典 等 

２６ 尾崎咢堂生地記念館書綴 昭和２９年 原本 歴史的公文書 

２７ 尾崎咢堂記念館完成予想図 昭和２９年 レプリカ 歴史的公文書 

２８ 尾崎咢堂記念館計画平面図 昭和２９年 レプリカ 歴史的公文書 

２９ 
定県第１８８号議案 町村の廃置分合

について 
昭和３０年 レプリカ 県立公文書館 

３０ 川尻村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

３１ 湘南村村勢要覧 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

３２ 三澤村村勢要覧（三澤村略図） 昭和２６年 原資料 保存行政資料 

３３ 役場新築関係書類 昭和１５年 原本 歴史的公文書 

３４ 役場新築工事関係書類 大正１４年 原本 歴史的公文書 

３５ 議案第１号 廃置分合の申請について 昭和３０年 原本 歴史的公文書 

３６ 
町村合併推進協議会書類 川尻村・湘

南村 
昭和２９年 原本 歴史的公文書 

３７ 平成の合併について（概要） 平成２２年 レプリカ 総務省ホームページ 

３８ 
合併市町村 あのまち、このまち 

２００６（東日本編） 
平成１８年 原資料 

社団法人 

日本広報協会 

３９ 
合併市町村 あのまち、このまち 

２００６（西日本編） 
平成１８年 原資料 

社団法人  

日本広報協会 

４０ 津久井郡の「昭和の合併」 平成２８年 パネル 資料 

４１ 
津久井郡の「昭和の合併」までの町村

等名の変遷 
平成２８年 パネル 資料 

４２ 津久井郡図 昭和２９年 パネル 保存行政資料 

４３ 津久井町全図 昭和３８年 パネル 保存行政資料 

４４ 青野原村全図   ― パネル 保存行政資料 

４５ 川尻村全図 昭和２６年 パネル 保存行政資料 

４６ 湘南村畧図 昭和２６年 パネル 保存行政資料 

４７ 写真・旧湘南村役場 昭和１５年 パネル 保存行政資料 

４８ 写真・旧相模丘中学校校舎 昭和２３年 パネル 保存行政資料 

４９ 「平成の合併」による市町村数の変化 平成２２年 パネル 総務省ホームページ 

５０ 
「平成の合併」による市町村数の変化 

（都道府県別） 
平成２２年 パネル 総務省ホームページ 

 


