
受け継がれる図書館資料
－「江北図書館文庫」の紹介－

平成28年3月26日
琵琶湖疏水記念館 久岡 道武
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1.資料の概要

• はじめに

• 資料の内訳
①江戸時代以降の和装本（4,282点）
②明治・大正時代の洋装本（5,319点）
③旧伊香郡役所文書などの一次資料（2,196点）

• 現在の保管状況
①洋装本は全て可動式棚に開架

②和装本および資料は文書箱に入れて，貴重書庫に収蔵
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「江北図書館文庫」資料内訳 (平成27年4月10日現在)

資料群名 点 数

1．旧伊香郡役所文書 文書 ５０４

2．伊香相救社文書 文書 ５６８

3．『近江伊香郡志』関係資料 文書・絵図・写真 ８３４

4．柳ヶ瀬文書 文書 １２７

5．高月町古文書調査室調査史料 文書 １０

6．伊香郡内絵図 絵図 １０９

7．江北銀行文書 文書 ４４

和装本

江戸時代及び中国・韓国・時期
不明分

１，７４６

明治時代以後 １，８７０

群書類従 ６６６

図書(洋装本) 明治・大正時代 ５，３１９

合 計 １１，７９７
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江北図書館収蔵庫（現状）
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江北図書館収蔵庫（移動前）
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江北図書館２Ｆ（現状）
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江北図書館２Ｆ（現状）
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江北図書館２Ｆ（現状）
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滋賀大学経済学部総合研究棟「士魂商才館」
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士魂商才館１Ｆ図書閲覧コーナー
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士魂商才館１Ｆ 可動式棚 「江北図書館文庫」
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士魂商才館１Ｆ 可動式棚 「江北図書館文庫」
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士魂商才館２Ｆ 貴重書庫 「江北図書館文庫」
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士魂商才館２Ｆ 貴重書庫 「江北図書館文庫」
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士魂商才館２Ｆ 貴重書庫 「江北図書館文庫」
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• 検索システムとデジタルアーカイブ
滋賀大学経済経営研究所のＨＰより

（http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/eml/index.htm）

①古文書 「蔵書検索」より資料目録のダウンロードが可能

②和装本 「デジタルアーカイブ」より表題検索と画像データの

ダウンロードが可能
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利用者の多い『浅井三代記』もパソコンで読むことが可能
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古地図もダウンロードし、拡大したり、印刷が可能
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2.伊香郡の図書文化

（１）洋装本
・社会科学，自然科学，文学，古典(復刻版)，教科書，洋書(英・仏・
独)，辞書，百科事典，逐次刊行物など
・これらの蔵書は図書館で購入したほか，前身の「杉野文庫」の蔵書

に加えて，個人・大学・府県庁・出版社・個人・外国人等200者以上
からの寄贈図書等を含む

（２）和装本
・歴史：『大日本史』，『群書類聚』，『浅井三代軍記』など

・漢籍：『史記』，『資治通鑑』，儒学のテキストなど

・農業：宮崎安貞・貝原楽軒『農業全書』(再版)，
大蔵永常『農家益』，同『広益国産考』

⇒伊香郡の人々の読書文化の高さがうかがえる。
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『冨士』(徳富健次郎・徳富愛著)に書き込まれている感想文
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同書裏表紙の書き込み
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『群書類聚』(一部)
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『竹とりの翁物語』(冒頭)
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『浅井三代軍記』(全15巻)
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『史記 本紀四』(表紙)
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『史記 本紀四』(1丁裏～2丁表)
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『史記 世家十』(奥書)
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『史記 世家一・二』(冒頭)
29



（1）旧伊香郡役所文書
• 郡の行政全般にわたる資料

• 「往復」,「郡政」,「郡長引継・郡報」,「郡会」,「財政」,「統計・戸籍」,
「選挙」,「勧業」,「運輸・交通」,「学事」,「軍事・兵事」,「訴訟」,「衛生」,
「災害」,「救恤」,「社会事業・団体」,「皇室」,「社寺」

⇒「郡制」に関する資料は行政機関の統廃合により廃棄されたもの

が多く，全国的にも残存が極めて少ない。

⇒内容がこれほど多岐にわたっている郡役所文書は稀有である。

3.伊香郡の歴史を語る資料
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伊香郡役所敷地内建物配置図
【議事堂其他附属建物建築関係書類(郡政6)】
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歴代郡長の引継書
【引継書(郡長引継・郡報8～17)】
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木之本・黒田・千田各小学校統合につき宣誓書
【学校問題書類編冊(学事18)】
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丹生尋常小学校平面図
【校舎平面図(学事37)】
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大正六年度滋賀県女子師範学校本科第一部甲種生の試験時
間割・受験者心得・試験問題の件伺いにつき起案(一部抜粋)
【教育事務ニ係ル編冊(学事21)】
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【戦病死者調(軍事・兵事22)】
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【関東災厄救援誌(災害7・8)】
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被災者への慰問活動を行う青年会と処女会 (中之郷駅)
【関東災厄救援誌(災害7)】
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（２）伊香相救社文書

• 明治14年2月設立

• 窮民救済や罹災者救済，育英事業，医療事業などを目的とした法人，

郡内の約9割の世帯が加入

• 数多くの社会事業を実施してきたが，昭和40年代後半に活動を休止

• 平成18年12月公益法人制度関連法案成立に伴い平成23年3月に解
散，残余財産を江北図書館に寄附し130年の歴史を閉じた

⇒近代日本における相互扶助組織の先駆け
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「相救社創立願書」【342】
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「伊香相救社事業概要」【56・257】
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（３）『近江伊香郡志』関係資料

• 大正11年9月に「郷土史編纂会」設立
• 目的：「伊香郡の歴史に関する書籍を出版することで県史編纂

事業に寄与するとともに，地方文化の啓発にも資する」

• 木之本実科高等女学校にて展覧会を開催

• 昭和22年11月、編纂会設立25年を経て苦難のすえ脱稿。しかし、
戦争直後の混乱のため出版は不能。

・ 編纂会会長および編纂員の死去により，出版を見ずに編纂会瓦解に

瀕すも，新会長，戦後の新資料を収集・増補し郷土史を完成，昭和27
年11月に刊行

⇒地方史編纂事業の過程を知ることができる資料

（４）その他

• 柳ヶ瀬文書(柳ヶ瀬関所に関する文書)
• 伊香郡内絵図(明治初～中期作成の地籍図)
• 江北銀行文書(株主名簿)
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「郷土史編纂会設立ノ趣旨ト史料展
覧会開催ニ就テノ希望」【142】
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「伊香郡一帯の新
史料」【244】
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近江国伊
香郡木本
村字引全
図【49】
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近江国伊香
郡田部村字
引全図【52】
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地券取調総絵
図近江国浅井
郡菅浦村【107】
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「株主名簿」(一部抜粋)
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●参考文献
(全般)

・「江北図書館開館100周年記念」（江北図書館発行パンフレット）

・「財団法人江北図書館創立100周年記念式典・講演会」（江北図書館発行パンフレット、2007年）

・『季刊湖国と文化』第121号（滋賀県文化振興事業団、2007年)

・冨田八右衞門編『近江伊香郡志 上巻』（江北図書館、1952年）

・同 『近江伊香郡志 中巻』(江北図書館、1953年)

・同 『近江伊香郡志 下巻』(江北図書館、1953年)

・滋賀県県政史料室編『公文書でたどる近代滋賀のあゆみ』(サンライズ出版、2013年)

(旧伊香郡役所資料目録)

・伊香高校歴史部「伊香郡役所資料目録」（滋賀県立伊香高等学校、1971年）

・木全清博編「滋賀県教育史資料目録(6)」(滋賀大学教育学部社会科教育研究室,1996年)

(郡役所)

・小暮隆志「群馬県における郡役所の廃止と文書保存（一）」（『双文』Vol.5、1988年）

・同「群馬県における郡役所の廃止と文書保存（二）」（『双文』Vol.6、1989年）

・石倉光男「神奈川県管内郡役所史料について」(『神奈川県立公文書館紀要』第3号、2001年）

・山崎一郎「明治～昭和戦前期における萩藩勘場文書と郡役所文書の保存と伝来について」（『歴史学研究』

No.790、2004年）

・清水善仁「明治期の郡区役所における文書管理について-郡区町村編制法期の東京府を中心として-」 （『中央

大学大学院研究年報』第34号文学研究科篇、2004年）

・栃木智子「郡役所文書の引継・廃棄目録について」（『近代史料研究』第6号、2006年）
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・福島幸宏「郡役所の廃止と文書整理-京都府内の郡役所を例として-」（研究代表者小林啓治『京都府行政文書

を中心とした近代行政文書についての史料学的研究』2005年～2007年科学研究補助費基盤研究（B）研究成

果報告書（課題番号17320101）2008年）

・柴田知彰「秋田県における郡役所の文書管理制度の成立について-郡区町村編制法下を」中心として-」（『秋田

県公文書館研究紀要』第14号、2008年）

・同「秋田県における郡役所の文書管理制度の展開について-「郡制」下を中心として-」（『秋田県公文書館研究

紀要』第15号、2009年）

・同「秋田県における郡役所の文書管理制度の再検討-「郡区町村編制法」下について-」（『秋田県公文書館研究

紀要』第16号、2010年）

・同「秋田県における郡役所の文書管理状況について-県庁内務部作成の巡察報告書の分析-」（『秋田県公文書

館研究紀要』第17号、2011年）

・丑木幸男「郡役所文書の構造と特質」（『記録と史料』第17号、2007年）

・同「郡役所文書の廃棄と保存」（『地方史研究』第57巻第2号、2007）

・同「郡役所文書の保存と管理-大分県を事例として-」（『名古屋大学大学文書資料室紀要』第19号、2011年）

・同「近代地方行政組織における公文書管理 -山口県の郡役所を事例として-」（『近代日本研究』第29巻、2012

年）

・同「熊本県における郡役所文書の管理」（『地方史研究』第62巻第2号、2012年）

・中島清「南関東における郡制・郡役所に関する研究-実証分析および空間理論からの接近-」（『経済と貿易』179

号、1999年）

・深見貴成「郡役所廃止の歴史的意義-農林行政及び兵庫県農会との関連を中心に-」（『ヒストリア』第223号、

2010年）

・北條浩・福島正夫「明治民法成立資料・林野入会権調-滋賀県伊香郡役所調査資料-」(『帝京法学』第14巻第2

号、1983年)
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(伊香相救社)

・大月英雄「明治中期における水害経験と地域結社-伊香西浅井郡相救社の罹災救助事業-」（滋賀大学経済経

営研究所企画ワークショップ、2012年6月）

・同「歴史文書は語る-県政史料室から-PART10」(『季刊湖国と文化』第146号、滋賀県文化振興事業団、2013年)

(その他)

・太田富康「近代郡役所における公報と広報 : 明治後期・近畿地方の「郡報」」(『日本歴史』777号、2013年)

・『伊香高校史』（滋賀県立伊香高等学校、1971年）

・余呉町誌編さん委員会編『余呉町誌 通史編上巻』（余呉町、1991年）
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