金沢図書館で閲覧できる、明治以降の地図を紹介しています。

地図名／タイトル

収録

金澤今昔地図（復刻版）

釜利谷地区屋号

縮尺
1/8000

六浦文化研究第10号（30ｐ）

白山道屋号

六浦文化研究第10号（33ｐ）

大正中期頃の室ノ木の住民

六浦文化研究第11号（90ｐ）

六浦から川の旧家一覧図（昭和初期）

六浦文化研究第8号（131ｐ）

発行年・
説明
測量年
いつ頃・どの地域が埋め立てら
0 れたかがわかります。史跡、旧
道、字の記載あります。

書誌番号
3-0210073809

1985年に六浦荘村土地宝典
(1931年)をもとに山田善一氏が作
成。釜利谷地区センター周辺の
0 屋号などの一覧表もあります。
3-0201013182
「釜利谷の昔をたずねて」（16-42
ｐ）では当時の様子が写真などと
ともに解説されています。
1985年に六浦荘村土地宝典
(1931年)をもとに山田善一氏が作
成。白山道周辺の屋号などの一
0 覧表もあります。「釜利谷の昔を 3-0201013182
たずねて」（16-42ｐ）では当時の
様子が写真などとともに解説され
ています。
1999年に長谷川辰美氏が作成。
昭和初期の地図より詳細で、屋
号などの一覧表もあります。「再
0 び甦る室ノ木の家々そして金沢 3-0202041998
の祭礼」（77-100ｐ）では当時の
様子が写真・絵葉書などとともに
解説されています。
六浦荘村土地宝典(1931年)をも
とに山田善一氏が作成。六浦2-4
丁目付近の屋号などの一覧表も
0 あります。「瀬戸から川周辺の街 3-0199001024
並みと住民」（121-139ｐ）では当
時の様子が写真などとともに解
説されています。

縮尺

発行年・
説明
測量年

地図名／タイトル

収録

書誌番号

明治6年谷津村絵図

武蔵国久良岐郡谷津村小泉家文書 下（折り込み）

洲崎村・雪下村

金沢の古道（付録）

1/20000

1882

明治前期迅速測図を編集したも
3-0190185025
の。栄区・鎌倉も含まれている。

久良岐郡釜利谷村

明治前期測量フランス式彩色78

1/20000

1882

明治前期迅速測図の彩色された
3-0197008098
原図の復刻版。

久良岐郡町屋村

明治前期測量フランス式彩色76

1/20000

1882

明治前期迅速測図の彩色された
3-0197008098
原図の復刻版。

戸塚

明治前期・昭和前期横浜都市地図（44-45p）

1/25000

本牧

明治前期・昭和前期横浜都市地図（28-29p）

1/25000

明治15年富岡古図

歴史散歩富岡案内（巻末折り込み）

1/20000

横須賀・逗子

日本図誌大系関東1（244-245ｐ）

1/50000

称名寺金沢文庫の周辺

六浦文化研究第11号（76ｐ）

金澤村及六浦荘村略図１
（名所古跡）

金沢と六浦荘時代

本文115-125ｐに反別（たんべつ）
1873 書があり、田畑の種類・面積・持 3-0190469497
ち主などが記載されています。

富岡・釜利谷の一部。明治前期
1882 迅速測図を1/25000地形図の図
郭に合わせたもの。
富岡～泥亀の海岸部分。明治前
1882 期迅速測図を1/25000地形図の
図郭に合わせたもの。
明治前期迅速測図にもとづき、
1882 崖、川、道、字などが記載されて
います。
金沢区南部。地図は小さいが、
1906 1902、1953、1967年の地図を比
較できます。
酒井宣子氏の絵をもとに山田善
一氏が作成。明治40年ごろの称
名寺付近の屋号などが書かれて
1907 います。「称名寺三門前村とその
住民」（66-76ｐ）では江戸時代か
ら明治にかけての当時の様子が
解説されています。
1914

手書きの地図。寺社や井戸など
が書かれています。

3-0195052543

3-0195052543

3-0190481307
3-0190150423

3-0202041998

3-0190542781

地図名／タイトル

収録

金澤村及六浦荘村略図2
（昔ノ入海ト今ノ入海）

金沢と六浦荘時代

縮尺

発行年・
説明
測量年
1914

書誌番号

手書きの地図。地名や字が書か
3-0190542781
れています。

瀬ケ崎村の住家の位置（大正中期）

六浦文化研究第7号（52ｐ）

1987年に相川新太郎氏が作成。
六浦東1丁目瀬ケ崎神社付近の
屋号などの一覧表もあります。
1918
3-0197082081
「瀬ケ崎・室ノ木の今昔」（46-56
ｐ）では当時の様子が写真などと
ともに解説されています。

瀬ケ崎・室の木村の地形図（大正10年）

六浦文化研究第7号（54ｐ）

明治27年に測量した地図を大正
1921 10年に修正・拡大した地図です。 3-0197082081
北が右になっています。

海図に見る富岡付近の旧海岸線

金沢ところどころ 改訂版（26ｐ）

海図第63号 根岸湾（大正12年9
1924 月測量）の一部。富岡から長浜の 3-0198033908
海岸線が記載されています。

大正末の瀬戸

私の語る金沢 町の古老に聞く（133ｐ)

山田米雄氏作成の手書きの地
1924 図。個人名や商店名もあります。 3-0198040988
瀬戸町内会広報部転写

三浦半島図

改訂逗子町誌 付図

昭和3年当時の大道

私の語る金沢 町の古老に聞く（100ｐ)

金澤六浦荘略図

武州金沢六浦案内

1/100000

等高線はないが、三浦半島全体
1927 の地形・市街地などがわかりま 3-0190149090
す。
元大道町内会会長・広瀬一雄氏
が昭和60年に作成した手書きの
1928 地図。北が下になっています。居 3-0198040988
住者名・屋号などが書かれてい
ます。
1930

海水浴場、名所などが書かれた
3-0190483410
絵地図。

地図名／タイトル

金沢八景六浦荘埋立地図

室ノ木村の住家の位置（昭和初期）

収録

縮尺

発行年・
説明
測量年

書誌番号

図説金沢の歴史（237ｐ）

平潟湾埋立で造成された現在の
関東学院周辺の宅地販売のビ
1930
3-0201006519
ラ。カラーで平潟湾全体の様子が
わかります。

六浦文化研究第7号（54ｐ）

1988年に長谷川竹三郎氏が作
成。北が下になっています。夕照
橋付近の屋号などの一覧表もあ
1930 ります。「瀬ケ崎・室ノ木の今昔」 3-0197082081
（46-56ｐ）では当時の様子が写
真などとともに解説されていま
す。
昭和58年度に郷土研究部が調べ
た「朝比奈の家号について」を参
考に書かれた地図。1933年ごろ
の朝比奈の様子が詳しく書かれ
1933
3-0190554795
ています。
航空写真は、巻頭に「校区の全
景（1984）」36pに「開発はじめの
朝比奈」が掲載されています。

大正・昭和（20年まで）の朝比奈

十周年記念誌 朝比奈小学校（32ｐ）

金澤町略図

翔べ金沢（32ｐ）

昭和10年ごろの瀬戸

私の語る金沢 町の古老に聞く（134ｐ)

戸塚

明治前期・昭和前期横浜都市地図（46-47p）

1/25000

1939

富岡・釜利谷の一部。
1/25000地形図を元に作成。

3-0195052543

本牧

明治前期・昭和前期横浜都市地図（29p）

1/25000

1939

富岡～泥亀の海岸部分。
1/25000地形図を元に作成。

3-0195052543

1/12000

1951

第二次世界大戦前に作成された
3-0190551112
1/3000地形図を元に作成。

金沢区地図

1/15000

富岡から洲崎の主要道路・河川・
1935 鉄道・学校・寺社などが記載され 3-0190465777
ています
佐久間正男氏作成の手書きの地
1935 図。個人名や商店名もあります。 3-0198040988
瀬戸町内会広報部転写

地図名／タイトル

収録

縮尺

発行年・
説明
測量年

書誌番号

1951年頃の文庫小学校周辺の
手書きの地図。商店（店名なし）
が詳しく記載されています。また、
1951
3-0190522222
写真と文章で創立時の様子が詳
しく書かれています。1964年と
1981年の航空写真もあります。

文庫小学校ができたころの町のようす

わたしたちの学校と町 文庫小学校（51ｐ）

金沢

明治前期・昭和前期横浜都市地図（202-203ｐ）

1/5000

1953

第二次世界大戦前に作成された
3-0195052543
1/3000地形図を元に作成。

釜利谷

明治前期・昭和前期横浜都市地図（208-209ｐ）

1/5000

1953

第二次世界大戦前に作成された
3-0195052543
1/3000地形図を元に作成。

野島

明治前期・昭和前期横浜都市地図（210-211ｐ）

1/5000

1953

第二次世界大戦前に作成された
3-0195052543
1/3000地形図を元に作成。

六浦

明治前期・昭和前期横浜都市地図（212-213ｐ）

1/5000

1953

第二次世界大戦前に作成された
3-0195052543
1/3000地形図を元に作成。

横須賀・逗子

日本図誌大系関東1（246-247ｐ）

1/50000

金沢区南部。地図は小さいが、
1953 1902、1953、1967年の地図を比
較できます。

3-0190150423

野島夏島周辺

野島と夏島（巻頭）

1/10000

1954

平潟湾周辺の地図。地名と字、
主要な建物の記載があります。

3-0193058673

八景団地計画図

1/3000

蓮田の埋立地に八景団地（泥亀
1960 の公務員住宅付近）が1960－66 3-0190553846
年に造成されました。
作成者不明の手書きの地図。瀬
戸町内会の広報誌に掲載された
1960
3-0198040988
もののようです。個人名や商店名
もあります。

昭和35年ごろの瀬戸

私の語る金沢 町の古老に聞く（135ｐ)

戸塚

明治前期・昭和前期横浜都市地図（48-49ｐ）

1/25000

1966

富岡・釜利谷の一部。
1/25000地形図を元に作成。

3-0195052543

本牧

明治前期・昭和前期横浜都市地図 30-31ｐ

1/25000

1966

富岡～泥亀の海岸部分。
1/25000地形図を元に作成。

3-0195052543

発行年・
説明
測量年

地図名／タイトル

収録

縮尺

横須賀・逗子

日本図誌大系関東1（248-249ｐ）

1/50000

金沢区南部。地図は小さいが、
1967 1902、1953、1967年の地図を比
較できます。

横浜市区分地図 金沢 1970

1/11000

1970

道路地図。表面はカラーで、裏面
3-0500063612
は白黒。番地もあります。

金沢区図 S50

1/10000

1975

等高線や区画が細かく記載され
3-0195053679
ています。

1/5000

能見台付近から南を収録。六浦
1979 道、白山道、金沢道などが記載さ 3-0190185025
れています。

京急釜利谷施工地区案内図
能見台1,2,3丁目

1/2000

1982 宅地造成時の地図。

3-0500538359

京急釜利谷施工地区案内図
能見台4,5,6丁目、能見台森

1/2500

1985 宅地造成時の地図。

3-0190571088

住居表示新旧対照案内図
片吹、長浜1,2丁目、西柴1,2,3,4丁目

1/2000

住居表示が変更されたときの地
1986 図。個人名はないが建物が記載 3-0500538357
されています。

金沢区図 S63

1/10000

1989

金沢区富岡西六丁目街区案内図

1/2000

1989 宅地造成時の地図。

横浜市都市計画要図 南部版

1/4500

1990

住居表示新旧対照案内図
釜利谷東1,2,3,4,5丁目

1/1800

住居表示が変更されたときの地
1992 図。個人名はないが建物が記載 3-0199044284
されています。

住居表示新旧対照案内図
釜利谷西1,2,3,4,5,6丁目

1/1800

住居表示が変更されたときの地
1993 図。個人名はないが建物が記載 3-0208007300
されています。

金沢の古道

金沢の古道（付録）

書誌番号
3-0190150423

等高線や区画が細かく記載され
3-0190551073
ています。
3-0199041803

横浜市南部の都市計画図をまと
3-0190576079
めたもの。

地図名／タイトル

収録

金沢区図 H4

わたしたちのまちの商店
国道16号線沿いの商店街

縮尺

1/10000

発行年・
説明
測量年
1993

書誌番号

等高線や区画が細かく記載され
3-0193027745
ています。

商店名はありませんが、住宅地
図ではわからない業種が書かれ
1995
3-0195067034
ています。33ｐに1964年と1985年
の航空写真があります。

せがさき わたしたちのまち 瀬ケ崎小学校（28ｐ）

道路地図。表面はカラーで、裏面
3-0199049858
は白黒。番地もあります。

横浜市区分地図 金沢 1999

1/11000

1999

住居表示新旧対照案内図
堀口、能見台東

1/1500

住居表示が変更されたときの地
2000 図。個人名はないが建物が記載 3-0200056259
されています。

横浜市区分地図 金沢 2000

1/11000

2000

住居表示新旧対照案内図
六浦東1,2,3丁目

1/1500

横浜市区分地図 金沢 2001

1/11000

住居表示新旧対照案内図
六浦5丁目、六浦南1丁目

1/1500

横浜市区分地図 金沢 2002

1/11000

住居表示新旧対照案内図
六浦南2,3,4,5丁目

1/1500

横浜市区分地図 金沢 2003

1/11000

金沢区図 H18

1/10000

横浜市区分地図 金沢 2006

1/11000

道路地図。表面はカラーで、裏面
3-0200045511
は白黒。番地もあります。

住居表示が変更されたときの地
2001 図。個人名はないが建物が記載 3-0500538612
されています。
道路地図。表面はカラーで、裏面
2001
3-0201070630
は白黒。番地もあります。
住居表示が変更されたときの地
2002 図。個人名はないが建物が記載 3-0500538358
されています。
2002

道路地図。表面はカラーで、裏面
3-0202046341
は白黒。番地もあります。

住居表示が変更されたときの地
2003 図。個人名はないが建物が記載
されています。
道路地図。表面はカラーで、裏面
2003
は白黒。番地もあります。
等高線や区画が細かく記載され
2006
ています。
道路地図。表面はカラーで、裏面
2006
は白黒。番地もあります。

3-0203089047
3-0203037430
3-0206058548
3-0207012609

地図名／タイトル

収録

縮尺

発行年・
説明
測量年

書誌番号

横浜市区分地図 金沢 2007

1/11000

2007

道路地図。表面はカラーで、裏面
3-0207049399
は白黒。番地もあります。

横浜市区分地図 金沢 2008

1/11000

2008

道路地図。表面はカラーで、裏面
3-0208092773
は白黒。番地もあります。

金沢区図 H21

1/10000

2009

等高線や区画が細かく記載され
3-0209091997
ています。

金沢区図 H27

1/10000

2015

等高線や区画が細かく記載され
3-0500328994
ています。

