
創刊号 1999年10月 伊藤 之雄 京都市市政史編さん開始にあたって

　　 村上 弘 大都市自治体の歴史と政策を描く

第2号 2000年5月 伊多波 良雄 『京都市政史』の編さんにあたって

　　 　　 松中 博 旧上京区役所関係文書の概要について

第3号 2000年9月 小林 丈広 町の記憶、学区の歴史

第4号 2000年12月 松下 孝昭 京都市の学区制度廃止問題

第5号 2001年3月 白木 正俊 市村光恵市長小論（一）

第6号 2001年6月 白木 正俊 市村光恵市長小論（二）

第7号 2001年9月 秋元 せき 京都市長の選考過程についての一考察

　―西郷菊次郎市長選出の背景―

　　 　　 白木 正俊 市村光恵市長小論（三）

第8号 2001年12月 秋月 謙吾 首都の桎梏 ―京都から見たワシントン小論―

　　 　　 佐野 方郁 一九五〇年京都市長・京都府知事選挙と芦田均

　―『芦田均日記』を手掛かりに―（上）

第9号 2002年3月 佐野 方郁 一九五〇年京都市長・京都府知事選挙と芦田均

　―『芦田均日記』を手掛かりに―（下）

　　 　　 秋元 せき 市村慶三と京都

第10号 2002年6月 山添 敏文 京都市政史第一冊目の刊行を今年度末に控えて

　　 　　 松下 佐知子 井上密市長誕生の経緯に関する若干の考察

第11号 2002年9月 伊東 宗裕 学区が歴史記述の単位になること

　　 　　 松中 博 ジフテリア予防接種禍事件と京都市の対応

第12号 2002年12月 入山 洋子 京都における建物強制疎開について

第13号 2003年3月 伊藤 之雄 『京都市政史』の刊行にあたって

　　 　　 伊藤 光利 英国オックスフォードの街と市政

第14号 2003年6月 編纂事務局
京都市歴史資料館テーマ展『近代京都の記録』の開催につ
いて

　　 　　 田中 真人 上田蟻善の文書について

　　 　　 小林 丈広 『近代京都の記録』展に出陳した行政文書について

　　 　　 秋元 せき 賀茂川附替計画平面図をめぐって

第15号 2003年9月 鈴木 栄樹 「三大事業」経営移行期の市長と市会

　―参与新設と大野盛郁の参与選出をめぐって―

第16号 2003年12月 宇野 日出生 八瀬童子の明治以降

　―『八瀬童子会文書』近代史料補遺―

第17号 2004年3月 大西 裕 韓国における行政中枢機能の地理的分散

　　 　　 西山 伸 大学における資料保存

　―「大学アーカイヴズ」の活動から―
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第18号 2004年6月 松中 博 賀屋隆吉と青山胤通

第19号 2004年9月 高橋 秀直 二都物語

　―首都大坂と離宮都市京都―

　　 　　 高久 嶺之介 〔書評〕『京都市政史』第４巻「資料 市政の形成」

第20号 2004年12月 依田 博 京都市長選挙からみた首相公選制

小林 丈広 〔史料紹介〕『歴史の京都』

第21号 2005年3月 井上 満郎 市政史編さんの意味と意義

佐野 方郁 京都市政と外債

　―起債・借換え過程の再検討を中心に―

小林 丈広 一次史料の魅力

第22号 2005年6月 入山 洋子 二〇〇四年度公文書館実務担当者研究会議 参加記

秋元 せき 戦後復興期の祇園祭と京都市政

第23号 2005年9月 松下 孝昭 一九一八年の市域拡張に関する一史料

奥野 耕史 歴史資料館で考えたこと

第24号 2006年1月 矢野 秀利 戸数割の創設とその廃止まで

　―過渡期の一地方税の推移―

第25号 2006年4月 伊藤 之雄 現代京都の歴史・『京都市政史』第５巻の発刊によせて

村上 弘 『京都市政史』第５巻の内容と特色

第26号 2006年7月 松中 博 京都市歴史資料館テーマ展『戦後京都の記録』について

野地 秀俊 京都『御千度』考

　―寺社参詣とコミュニティー―

第27号 2006年12月 伊藤 之雄 京都御所・御苑空間と近代日本の天皇制（上）

第28号 2007年4月 伊藤 之雄 京都御所・御苑空間と近代日本の天皇制（中）

第29号 2007年8月 伊藤 之雄 京都御所・御苑空間と近代日本の天皇制（下）

第30号 2007年12月 福家 崇洋 日露戦争前後における浜岡光哲の動向（上）

第31号 2008年4月 福家 崇洋 日露戦争前後における浜岡光哲の動向（中）

第32号 2008年8月 福家 崇洋 日露戦争前後における浜岡光哲の動向（下）

第33号 2009年1月 杉本 弘幸
戦後初期における京都市失業対策事業と失対労働者に関す
る覚書（上）

第34号 2009年3月 伊藤 之雄 『京都市政史 第１巻 市政の形成』発刊に際して

杉本 弘幸
戦後初期における京都市失業対策事業と失対労働者に関す
る覚書（下）

第35号 2009年7月 井上 幸治 〔史料紹介〕碓井小三郎履歴書

第36号 2009年11月 牧 英正 こんどの『京都市政史』は面白い

奈良岡 聰智 片岡直温と京都（一）

第37号 2010年3月 奈良岡 聰智 片岡直温と京都（二）

山本 篤史 『京都市政史 第１巻 市政の形成』を拝読して
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第38号 2010年7月 奈良岡 聰智 片岡直温と京都（三）

平竹 耕三 歴史を学ぶ、歴史に学ぶ

秋元 せき 大正期京都の町の共有財産と税

第39号 2010年11月 森川 正則 児童公園・児童館・ちびっこひろば（上）

上田 誠 市役所の姿、市民の思い

　―『京都市政史 第１巻』を読みおえて―

第40号 2011年3月 森川 正則 児童公園・児童館・ちびっこひろば（下）

小堀 利行 したたかさと幸運、京都であるという矜持

第41号 2011年7月 鈴木 栄樹 幕末の鴨川水害と鴨川浚計画

　─西町奉行浅野長祚と元東町奉行与力平塚飄斎との関わ
りを中心に─

瀧本 章 『京都市政史　第１巻』を読んで

第42号 2011年7月 秋月 謙吾 『京都市政史　第２巻　市政の展開』発刊に際して

平井 潔子 世界文化自由都市の源流にふれる

　―『京都市政史　第１巻』を読んで―

山村 薫 職員必読の一冊『京都市政史』

第43号 2012年9月 伊藤 之雄 京都市都市計画事業の一九二一年前半（上）

　―河原町通拡築か木屋町通か

川口 朋子 『京都市政史』刊行記念「戦後京都の軌跡」展によせて

　―史料『京都市建物疎開跡地処理計画』の紹介―

第44号 2012年12月 伊藤 之雄 京都市都市計画事業の一九二一年前半（下）

　―河原町通拡築か木屋町通か

第45号 2013年4月 佐竹 朋子 学習院学問所雑掌稲波誠について

　―『稲波（輯）家文書』から―

森 重樹 『京都市政史 第２巻 市政の展開』を読んで

第46号 2013年8月 松中 博 新出の慶応年間の岩倉具視関係書簡について

秋元 せき 展示紹介「京都市歴史資料館ミニ展示 新島八重と京都」

第47号 2013年12月 鈴木 栄樹 京都市長川上親晴の選出過程についての一史料

　─上野捨次郎宛大浦兼武書簡─

前川 宗博 『京都市政史　第２巻』を読んで

第48号 2015年1月 伊藤 之雄 戦後不況と都市計画事業のゆらぎ

　─京都市の事例　一九二二年の事業延期論と運動

最終号 2015年3月 伊藤 之雄 市政史編さん事業と市政史の特色

（第49号） 伊多波 良雄 京都市の財政のあゆみ

山添 敏文 編さん事業開始までの覚えから

井上 満郎 自治体の歴史書を造ること

秋元 せき 市政史編さんと京都の近現代資料の調査・研究

3


