
福岡県内各市町村行政資料一覧（令和3年度受入分）
は、郷土コーナの各市町村ファイルに入っています。

市町村名 書名 請求記号
グラフふくおか　令和2年度 K315.8ｸﾞﾗ
ふくおか都市圏まちづくりプラン 第6次福岡都市圏広域行政計画 K318.1ﾌｸ
福岡県勢要覧 令和2年度版 K318.2ﾌｸ
福岡県の予算 令和3年度 K349.4ﾌｸ
第5次福岡県男女共同参画計画 K367ﾌｸ
第4次福岡県配偶者からの暴力の防止及び 被害者の保護に関する基本計画 K367ﾌｸ
福岡県男女共同参画白書 令和3年度 K367ﾌｸ
第8次広川町高齢者保健福祉計画 K369.2ﾋﾛ
教育便覧 令和3年度 K372.1ｷｮ
環境白書 令和3年版 RK519.1ｶﾝ

福岡市 新修福岡市史　　遺跡からみた福岡の歴史　東部編 資料編考古2 RK219.1フク
温故　第61号 甘木歴史資料館だより
温故　第62号 甘木歴史資料館だより
温故　第63号 甘木歴史資料館だより
飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略 第2次 K334.3ｲｲ
障がい者ガイドブック 令和3年度版 K364ｲｲ
嘉飯物語　第13話 2021体験プログラムオフィシャルパンフレット

スペシャルサポートガイドブック2020 障がいのある子どもを育てる家族へ

気まま旅 観光ツアーガイド
エンジョイ！飯塚市　八木山高原 イラストガイドマップ
筑豊　炭都物語 石炭遺跡マップ
福来良菓 グルメガイドブック
2000円贅沢小旅行 飯塚-八木山　ツアーガイド

宇美町 宇美町町制施行１００周年記念事業記録誌 K318.2ｳﾐ
宇美町町勢要覧 2021 K318.5ｳﾐ
宇美をめぐる旅へ-。
宇美めぐり　登山道MAP
国特別史跡　大野城跡
国特別史跡　大野城跡
史跡散策MAP
大野城跡　（四王寺県民の森）

大野城市 歴史教科書でみる考古名品 令和3年度春季特別展 K210ｵｵ
大野城心のふるさと館年報 平成31（2019）年度 K219.1ｵｵ
再々発見！古代山城と水城・大野城 大野城心のふるさと館第2回特別展 K219.1ｵｵ
顔　THE FACE　（開館特別企画展図録） 大野城心のふるさと館　図録
TOYs EXPO2019 大野城心のふるさと館　図録
大野城市の文化財　第48集 大野城市の遺跡⑫　乙金地区遺跡群

発掘調査速報 善一田遺跡第4次説明会資料
大牟田市 新大牟田市史 現代史編 RK219.1ｵｵ

新大牟田市史 三池炭鉱近現代史編 RK219.1ｵｵ
岡垣町 岡垣町第6次総合計画　まちの未来計画 K318.6ｵｶ
春日市 春日市文化財ガイドマップ　 第7版
嘉麻市 嘉麻の遺跡ブックレットVol.1　沖出古墳のひみつ

嘉麻の遺跡ブックレットVol.2　巨大集落の誕生
嘉麻の遺跡ブックレットVol.3　馬飼の郷のくらし
町勢要覧かわさき K318.5ｶﾜ
第6次川崎町総合計画 2020-2029 K318.6ｶﾜ
まち・ひと・しごと創生　第2次川崎町総合戦略 K334.3ｶﾜ
CHIKAPPA　豊食の郷かわさき　Vol.2 グルメガイド

香春町 郷土史誌かわら 第91集 K219.1ｶﾜ
郷土史誌かわら 第92集 K219.1ｶﾜ

川崎町

福岡県

朝倉市

飯塚市



は、郷土コーナの各市町村ファイルに入っています。

市町村名 書名 請求記号
久留米市 久留米市上下水道事業統計年報 令和3年度版 K518.1ｸﾙ

久留米市上下水道事業統計年報 令和2年度版 K518.1ｸﾙ
久留米市史 資料編 RK219.1ｸﾙ
一枚でまるっと九州・福岡　ちくごマップ 観光マップガイド
くるめ+　 筑後地域観光案内マップ
KURUME　RELAX 久留米観光コース案内
くるめよかとこマップ 久留米観光ガイド
かっぱめぐりマップ 田主丸観光ガイドマップ
耳納北麓　食旅map 耳納北麓エリアグルメガイド
くるめ　スイーツ＆パンmap エリア別グルメガイド
くるめ　酒蔵map 酒蔵案内
ぐるめマップ　2021.4　vol.20
くるめにくるくるくるっぱ 観光パンフレット

掛川町 第6次掛川町総合計画 令和3年度-令和12年度 K318.6ｹｲ
けいせん。いいセン。 移住ガイドブック
ヨメナイ町、桂川 町のガイドブック
ONLY　ONE　桂川 80年記念ガイドブック
ゆのうら体験の杜 利用案内
星降る杜でCamp　Begins! キャンプ場案内

上毛町 第1次上毛町総合計画　後期基本計画 平成24年 K318.6ｺｳ
第2次上毛町総合計画　（概要版） 2017～2026 K318.6ｺｳ
上毛町人口ビジョン　第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略 K334.3ｺｳ

篠栗町 篠栗町総合計画 2018-2022 K318.6ｻｻ
志免町 防災ハザードマップ K369.3ｼﾒ
添田町 添田町第6次総合計画 2021～2030 K318.6ｿｴ

添田町ガイドマップ/英彦山観光案内図
英彦山・鷹ノ巣山・岳滅鬼山登山マップ
英彦山への近道マップ
太宰府市公文書館紀要 第15号 K219.1ﾀﾞｻﾞ
太宰府市公文書館報 令和2年度 K219.1ﾀﾞｻﾞ
太宰府市　市民べんり帳 2019 K291.9ﾀﾞｻﾞ
太宰府市　市民べんり帳 2022 K291.9ﾀﾞｻﾞ
第2次太宰府市男女共同参画後期プラン K367.2ﾀﾞｻﾞ
太宰府市高齢者支援計画 K369.2ﾀﾞｻﾞ
太宰府市障がい者プラン 第5次 K369.2ﾀﾞｻﾞ
太宰府市障害者プラン 平成10～19年度 K369.2ﾀﾞｻﾞ
太宰府市子育て支援センター事業報告 平成３０年度（２０１８）年度 K369.4ﾀﾞｻﾞ
太宰府市子育て支援センター事業報告 令和元年度（２０１９）年度 K369.4ﾀﾞｻﾞ
第三次太宰府市地域福祉計画 平成29年度～平成33年度 K369.7ﾀﾞｻﾞ
第二次太宰府市　地域福祉計画 K369.7ﾀﾞｻﾞ
教育要覧（太宰府市） 令和2年度 K373.2ﾀﾞｻﾞ
太宰府市子ども・子育て支援事業実施計画 第2期 K396.4ﾀﾞｻﾞ
太宰府市スポーツ推進計画 2021-2030 K780.9ﾀﾞｻﾞ
第四次太宰府市環境基本計画 概要版
太宰府市ハザードマップ
おくやみパンフレット
太宰府市子育て支援制度冊子
太宰府市景観計画の概要　第6版
外国人が太宰府市で生活するときの本
Guide for Foreigners Living in Dazaifu 外国人が太宰府市で生活するときの本（英語）

太宰府市外国居民生活指南 外国人が太宰府市で生活するときの本（中国語）

외국인을 위한 다자이후시 생활정보 가이드북 外国人が太宰府市で生活するときの本（韓国語）

Cẩm nang hướng dẫn thông tin đời sống thành 外国人が太宰府市で生活するときの本（ベトナム語）

太宰府市



は、郷土コーナの各市町村ファイルに入っています。

市町村名 書名 請求記号
太宰府市 まほろばの里・太宰府　ルネサンス宣言

太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針
議会要覧 令和3年度版
太宰府市民遺産 第10号 大宰府の梅上げ行事
太宰府市民遺産 第11号 高雄の自然と歴史
太宰府市民遺産 第12号 大宰府悠久の丘 メモリアルパークからの眺望

太宰府市民遺産 第13号 大宰府をうたう♪全11曲 （作曲・唄　岩崎紀代子）

太宰府市民遺産 第14号 梅香苑夏まつり 子どもみこし
太宰府市民遺産 第15号 四王寺山の三十三石仏
太宰府市民遺産 第16号 宝満山のヒキガエル
大宰府市民遺産2020
特別史跡　水城跡
特別史跡 大宰府跡
特別史跡 大宰府跡　客館跡
国指定史跡　宝満山
第四次大宰府市環境基本計画
大宰府の景観まちづくり（第4版）
太宰府キャンパスネット情報　Vol.45 大学情報
太宰府キャンパスネット情報　Vol.44 大学情報
太宰府キャンパスネット情報　Vol.43 大学情報
太宰府キャンパスネット情報　Vol.42 大学情報
太宰府キャンパスネット情報　Vol.41 大学情報
太宰府キャンパスネット情報　Vol.40 大学情報
令和二年　祝　成人 成人式パンフレット
太宰府市文化情報ガイドブック 令和3年後期版
太宰府市文化情報ガイドブック 令和3年前期版
太宰府市文化情報ガイドブック 令和2年後期版
太宰府市文化情報ガイドブック 令和2年前期版
第四次筑紫野市国土利用計画 K318.6ﾁｸ
第二次筑紫野市都市計画マスタープラン 平成28年3月 K318.7ﾁｸ
筑紫野市市民便利帳 2020年度保存版 K365ﾁｸ
第二次筑紫野市市街化調整区域整備保全構想 K518.8ﾁｸ
歌碑・句碑を歩く
ちくしのさんぽ 観光マップ
Chikushino　Walk 観光マップ（英語）
치쿠시노　산책 観光マップ（韓国語）
議会だより筑紫野 No.191-195、2021特別号

東峰村 東峰村過疎地域持続的発展計画 令和3年度～令和7年度 K318.6ﾄｳ
第6期東峰村障がい福祉計画及び第2期東峰村障がい児福祉計画 K369.2ﾄｳ
東峰村高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画 K369.2ﾄｳ
主要施策に関する報告書 令和2年度 K318ﾅｶ
統計なかま 令和2年版 K318.5ﾅｶ
ONGARIVER STATION PUMPING 世界文化遺産ガイド 遠賀川水源地ポンプ室

直方市 第6次直方市総合計画 K318.6ﾉｳ
第2期直方市　まち・ひと・しごと創生総合戦略 K334.3ﾉｳ

久山町 久山町町勢要覧 〔平成２２年〕 K318.5ﾋｻ
久山まちあそび
広川町第4次総合計画 令和3年度～5年度 K318.6ﾋﾛ
広川町農業振興地域整備計画書 K334.6ﾋﾛ
第6期広川町障害者福祉計画　第2期広川町障害児福祉計画 K369.2ﾋﾛ

みやこ町 みやこ町都市計画マスタープラン 平成31年3月 K318.7ﾐﾔ
第3次みやこ町総合計画 2021～2025 K318.6ﾐﾔ

筑紫野市

中間市

広川町



は、郷土コーナの各市町村ファイルに入っています。

市町村名 書名 請求記号
みやこ町 第2期みやこ町　まち・ひと・しごと創生総合戦略 K334.3ﾐﾔ

みやこ町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 令和3年3月 K369.2ﾐﾔ
みやこ町内遺跡等分布地図 みやこ町文化財調査報告書 RK240ミヤ

吉富町 YOSHITOMI OFFICIAL MAGAZINE　
宗像市 宗像市史研究　 第4号.戦前期宗像市域における交通動態（前編） K219ﾑﾅ

新修宗像市史 2.教育・文化・まちづくり RK219.1ﾑﾅ
柳川市 柳川の歴史 5.柳河藩の政治と社会 RK219.1ﾔﾅ

2022年3月31日


