福岡県内各市町村行政資料一覧（令和2年度受入分）
市町村名 書名
福岡県
福岡共同公文書館年報 令和元年度
宮ノ前遺跡
福岡県の戦争遺跡
グラフふくおか 令和元年度
県民経済・市町村民経済計算報告書 平成29（2017）年度
福岡県産業連関表 平成２７年（２０１５年）
第２期福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略
福岡県統計年鑑 平成30年
男女共同参画社会に向けての意識調査 令和２年３月
教育便覧 令和2年年度
環境白書 令和２年版
芦屋町
第５次芦屋町総合振興計画 後期基本計画
芦屋町人口ビジョン
第2期芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略
飯塚市
IIZUKA 飯塚市 市勢要覧 2020
飯塚市歳入歳出決算及び基金運用状況
財政健全化並びに経営健全化審査意見書 平成29年度
障がい者ガイドブック
第2次飯塚市観光振興基本計画 2018年～2027年
宇美町
新修宇美町誌 下巻
新修宇美町誌 上巻
大川市
大川市市勢要覧 2020
大川市第6次総合計画
大川市 子ども・子育て応援プラン 第2期
大野城市 大野城市市勢要覧 2020
遠賀町
遠賀・中間地域広域行政事務組合
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
粕屋町
阿恵原口遺跡第2地点
伊賀薬師堂の歴史
江辻遺跡 第8地点
大隈丸山古墳 大隈丸山曼荼羅板碑
嘉麻市
嘉麻市文化財年報 7
嘉麻市文化財年報 8
嘉麻市文化財年報 9
ミヤケと渡来人記録集
嘉麻市
香春町
郷土史誌かわら 第90集
苅田町
軌跡
苅田町 町勢要覧 2020
苅田町 町勢要覧 平成19年度
久留米市 久留米市環境調査結果報告書 令和2年度版
志免町
志免町制80周年記念誌
須恵町
筑前高鳥居城跡
田原家住宅調査報告書
福岡藩磁器御用窯跡 1
第六次須恵町総合計画 基本構想
第六次須恵町総合計画 実施計画
太宰府市 太宰府市公文書館紀要 第14号
太宰府市公文書館報 令和元年度
筑前町
ヒルハタ遺蹟 上巻
ヒルハタ遺蹟 中巻

福岡県文化財調査報告書
福岡県文化財調査報告書

請求記号
K 018 ﾌｸ
K 210.3 ﾌｸ
K 219.1 ﾌｸ
K 315.8 ｸﾞﾗ
K 330.5 ｹﾝ
K 331.1 ﾌｸ
K 334.3 ﾌｸ
RK 350.9 ﾌｸ
K 367.2 ﾌｸ
K 372.1 ｷｮ
RK 519.1 ｶﾝ
K 318.6 ｱｼ
K 334.3 ｱｼ
K 334.3 ｱｼ
K 318.5 ｲｲ
RK 349.4 ｲｲ
K 364 ｲｲ
K 689.1 ｲｲ
RK 219.1 ｳﾐ
RK 219.1 ｳﾐ
K 318.5 ｵｵ
K 318.6 ｵｵ
K 369.4 ｵｵ
K 318.5 ｵｵ
K 518.5 ｵﾝ

粕屋町文化財調査報告書
粕屋町文化財調査報告書
粕屋町文化財調査報告書
粕屋町文化財調査報告書

苅田町合併50周年記念誌

須恵町文化財調査報告書
須恵町文化財調査報告書
須恵町文化財調査報告書

筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

210 ｶｽ
210 ｶｽ
210 ｶｽ
210 ｶｽ
210.3 ｶﾏ
210.3 ｶﾏ
210 ｶﾏ
219.1 ｶﾏ
296 ｶﾏ
219.1 ｶﾜ
219.1 ｶﾝ
318.5 ｶﾝ
318.5 ｶﾝ
519 ｸﾙ
219.1 ｼﾒ
210 ｽｴ
210 ｽｴ
210 ｽｴ
318.6 ｽｴ
318.6 ｽｴ
219.1 ﾀﾞｻﾞ
219.1 ﾀﾞｻﾞ
210 ﾁｸ
210 ﾁｸ

筑前町
ヒルハタ遺蹟 下巻
柿ノ上遺跡・高田林遺跡
久間遺跡・宝楽遺跡・上林古墳 上巻
久間遺跡・宝楽遺跡・上林古墳 下巻
宮ノ前遺跡A・柏木宮ノ元遺跡 上巻
宮ノ前遺跡A・柏木宮ノ元遺跡 下巻
琴ノ宮遺跡 上巻
琴ノ宮遺跡 中巻
琴ノ宮遺跡 下巻
国指定史跡焼ノ峠古墳
四三嶋向原遺跡・金葺原遺跡
若宮古墳群
炭焼遺跡・口ケ坪遺跡・曽根田前田遺跡
第2次 筑前町総合計画
筑紫野市 大宰府条坊跡
中間市
主要施策に関する報告書 令和元年度
統計なかま 令和元年版
中間市・遠賀郡災害廃棄物処理計画
久山町
山ノ神古墳
首羅山遺跡
首羅山遺跡発掘調査概要報告書
小田遺跡
尾園口遺跡
広川町
広川っ子すくすくプラン 令和2年3ガツ
第2期 広川町 地域福祉計画 令和2年度～令和6年度
広川町観光振興計画
福智町
第2期 福智町まち・ひと・しごと創生
みやこ町 みやこ町内遺跡群 4
みやこ町内遺跡群 8
みやこ町内遺跡群Ⅲ
呰見中園遺跡・国作八反田遺跡
みやま市 ふるさとみやま
みやま市史 通史編 下巻
柳川市
柳川の歴史 7
八女市
黒木の共同風呂の習俗
吉富町
吉富町町勢要覧 2020
第4次吉富町総合計画 後期基本計画 2019-2022
吉富町まち・ひと・しごと創生総合戦略 第2期
水巻町
第2期水巻町まち・ひと・しごと創生総合戦略 2020～2024年
いきいき健康みずまき21（第4期）
水巻町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
水巻町環境基本計画
宗像市
宗像市史研究 創刊号
宗像市史研究 第2号
宗像市史研究 第3号
むなかたの年表
新修宗像市史 [1]

筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑前町文化財調査報告書
筑紫野市文化財調査報告書

久山町文化財調査報告
久山町文化財調査報告
久山町文化財調査報告
久山町文化財調査報告
久山町文化財調査報告

みやこ町文化財調査報告書
みやこ町文化財調査報告書
みやこ町文化財調査報告書
みやこ町文化財調査報告書

八女市文化財調査報告書

K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 210 ﾁｸ
K 318.6 ﾁｸ
K 210.3 ﾁｸ
RK 318 ﾅｶ
K 318.5 ﾅｶ
K 518.5 ﾅｶ
K 210 ﾋｻ
K 210 ﾋｻ
K 210 ﾋｻ
K 210 ﾋｻ
K 210 ﾋｻ
K 369.4 ﾋﾛ
K 369.7 ﾋﾛ
K 689.1 ﾋﾛ
K 334.3 ﾌｸ
K 210 ﾐﾔ
K 210 ﾐﾔ
K 210 ﾐﾔ
K 210 ﾐﾔ
RK 219.1 ﾐﾔ
RK 219.1 ﾐﾔ
RK 219.1 ﾔﾅ
K 210 ﾔﾒ
K 318.5 ﾖｼ
K 318.6 ﾖｼ
K 334.3 ﾖｼ
K 334.3 ﾐｽﾞ
K 369.1 ﾐｽﾞ
K 451.8 ﾐｽﾞ
K 519.1 ﾐｽﾞ
K 219 ﾑﾅ
K 219 ﾑﾅ
K 219 ﾑﾅ
K 219.1 ﾑﾅ
RK 219.1 ﾑﾅ
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