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種別 発行年月日 書名 編著者 発行元 形態 備考

行政刊行物
町
　町勢要覧

昭和45年11月1日 伊奈町　町制施行記念 伊奈町総務課 B6
昭和48年8月 町勢要覧「伊奈町ガイド」　合併30周年庁舎新築記 企画財政課 伊奈町 変型
昭和51年8月 伊奈町勢概要'76　みなおそうわたしたちの町 伊奈町企画財政課 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
昭和55年1月 伊奈レポート'80　伊奈町勢要覧 企画財政課 伊奈町 B6
昭和58年3月 伊奈レポート'83　伊奈町勢要覧 企画財政課 伊奈町 B6
昭和61年4月 いな　伊奈町勢要覧'86 企画財政課 伊奈町 A4
平成元年3月 いな'89　伊奈町勢要覧'89 企画財政課 伊奈町 A4
平成2年 町制施行20周年記念　伊奈町20年のあゆみ ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成3年3月 バラとモクセイ 企画財政課 伊奈町 A5
平成4年6月 INA'92　伊奈町勢要覧 企画財政課 伊奈町 A4

平成7年11月
INA・GINE伊奈人　伊奈町勢要覧1995・合併40周年記
念誌

伊奈町 A4

平成9年3月 かがやきと旬のまちから　伊奈町勢要覧'97 企画財政課 伊奈町 A4
平成13年3月 ［i:na］いーな　埼玉県伊奈町勢要覧 伊奈町企画調整課 伊奈町 A4
平成17年12月 元気です。「いな」　埼玉県伊奈町勢要覧 伊奈町企画課 伊奈町 A4
平成23年2月 町制施行40周年記念町勢要覧2010　いな40 伊奈町企画課 伊奈町 A4

　基本計画

昭和53年7月 伊奈町基本構想策定調査研究報告書
都市計画設計研究
所・日本都市総合研
究所

伊奈町基本構想策定調査
研究委員会

A4

昭和56年 伊奈町基本構想 伊奈町 B5
昭和56年5月 「伊奈町基本構想」のしおり 伊奈町企画財政課 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

伊奈町基本計画案 伊奈町 B5
昭和58年12月 伊奈町基本計画 伊奈町企画財政課 伊奈町 B5
平成元年12月 伊奈町基本計画 伊奈町 A4
平成2年3月 伊奈町基本構想　ダイジェスト版 伊奈町秘書公聴室 A4
平成7年3月 伊奈町総合振興計画 伊奈町企画財政課 伊奈町 A4
［平成7年6月］ INATOWN　伊奈町総合振興計画　ダイジェスト版 伊奈町 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

［平成12年3月］
伊奈町総合振興計画　後期基本計画（平成12年度～
平成16年度）

伊奈町 A4

平成17年3月 伊奈町総合振興計画 伊奈町企画調整課 伊奈町 A4
平成17年3月 伊奈町総合振興計画　ダイジェスト版 伊奈町企画調整課 伊奈町 A4

平成22年3月
伊奈町総合振興計画　後期基本計画　平成22年度～
平成26年度

伊奈町企画課 伊奈町 A4

　統計
昭和55年4月改訂版 昭和55年　町のあらまし 企画財政課 伊奈町 B5
昭和59年3月改訂版 昭和58年版　町のあらまし　伊奈町統計書 企画財政課 伊奈町 B5



平成30年度版　町税のあらまし
伊奈町税務課　収税
課　保健医療課

伊奈町 A4

昭和62年3月改訂版 昭和61年版　統計いな 企画財政課 伊奈町 B5
平成4年3月 平成3年度版　統計いな 企画財政課 伊奈町 B5
平成4年6月 DATA伊奈町 企画財政課 伊奈町 A4
平成8年3月 平成7年度版　統計いな 企画財政課 伊奈町 A4
平成13年3月 平成12年度版　統計いな 企画財政課 伊奈町 A4
平成18年3月 平成17年度版　統計いな 企画課 伊奈町 A4

　予算・決算
昭和58年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
昭和59年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
昭和60年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
昭和61年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
昭和62年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
昭和63年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
平成元年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
平成2年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
平成3年度　伊奈町一般会計特別会計予算書 伊奈町 B5
平成4年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算に
関する説明書

伊奈町 B5

平成5年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算に
関する説明書

伊奈町 B5

平成6年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算に
関する説明書

伊奈町 B5

平成7年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算に
関する説明書

伊奈町 A4

平成8年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算に
関する説明書

伊奈町 A4

平成9年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算に
関する説明書

伊奈町 A4

平成10年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成11年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成12年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成13年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成14年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成15年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成16年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4



平成17年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成18年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成19年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成20年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成21年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成22年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成23年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成24年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

平成25年度　伊奈町一般会計特別会計予算及び予算
に関する説明書

伊奈町 A4

昭和57年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 B5

昭和63年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 B5

平成元年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 B5

平成2年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 B5

平成3年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 B5

平成4年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 B5

平成5年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 B5

平成6年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成7年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成8年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成9年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会計
歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成10年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成11年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成12年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4



平成13年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成14年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成15年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成16年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成17年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成18年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成19年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成20年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成21年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成22年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成23年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成24年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成25年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成26年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成27年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成28年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成29年度　埼玉県北足立郡伊奈町一般会計特別会
計歳入歳出決算書

伊奈町 A4

平成30年度　埼玉県北足立郡伊奈町　一般会計特別
会計　歳入歳出決算書

伊奈町 A4

　広聴広報
昭和55年5月10日 伊奈通信　縮刷版 伊奈町企画財政課 B5
平成2年11月 伊奈通信　縮刷版　第二巻 伊奈町企画財政課 B5
（2015．5～2016．
3）

広報いな　平成27年度分（4，7月号除く） 秘書広報課広報係 伊奈町役場 A4

（2016．4～2017．
3）

広報いな　平成28年度分 秘書広報課広報係 伊奈町役場 A4

（2017．4～2018．
3）

広報いな　平成29年度分 秘書広報課広報係 伊奈町役場 A4



　総務
昭和38年10月15日
初　昭和46年8月30
日改　　平成5年4
月25日改

伊奈町例規集1（総規・議会・執行機関・人事。給
与・財務・教育）

伊奈町 A5

昭和38年10月15日
初　昭和46年8月30
日改　　平成5年4
月25日改

伊奈町例規集2（厚生・産業経済・建設・公営企業・
消防・その他）

伊奈町 A5

平成9年12月 伊奈町OA化基本計画
伊奈町OA化基本計画
策定プロジェクト
チーム

伊奈町 A4

平成13年3月 情報公開事務の手引 伊奈町 A4
平成19年1月 国民保護に関する伊奈町計画 伊奈町 A4
平成22年10月31日 町制施行40周年記念式典 伊奈町 A4

伊奈町行政情報化計画 伊奈町 A4
みんなでめざそうマナーアップ　～マナーを習慣に 伊奈町 A5
個人情報保護条例運用の手引 伊奈町 A4
情報公開制度 伊奈町　総務課 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　税務
昭和57年10月1日 昭和57年度版　町税概要 伊奈町税務課 B5
昭和60年10月 昭和60年版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 B5
昭和63年12月 昭和63年版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 B5
平成元年12月 平成元年版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 B5
平成2年12月 平成2年版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 B5
平成5年12月 平成5年度版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 B5
平成7年12月 平成7年度版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 A4
平成9年12月 平成9年度版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 A4
平成10年12月 平成10年度版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 A4
平成15年12月 平成15年度版　町税のあらまし 伊奈町税務課 伊奈町 A4

平成27年度版　町税のあらまし 伊奈町 A4
平成28年度版　町税のあらまし 伊奈町 A4

　暮らし
昭和63年12月1日 昭和63年版　暮らしの便利帳 住民課 伊奈町 B5
平成元年10月1日 平成元年版　暮らしの便利帳 住民課 伊奈町 B5
平成5年8月1日 平成5年版　暮らしの便利帳 住民課 伊奈町 B5
平成8年9月1日 平成8年版　暮らしの便利帳 住民課 伊奈町 A4
平成9年9月1日 平成9年版　暮らしの便利帳 住民課 伊奈町 A4
（平成12年） 暮らしのガイド 伊奈町企画調整課 A4
平成20年5月 暮らしのガイド 伊奈町企画課 伊奈町 A4
平成25年1月 伊奈町　暮らしのガイド 伊奈町 A4
平成28年3月 伊奈町　暮らしのガイド 伊奈町 A4

令和元年10月 伊奈町　暮らしのガイド
伊奈町役場
株式会社ゼンリン大宮営
業所

A4

　福祉
平成4年2月 福祉のしおり 伊奈町福祉課 A5



平成5年4月改訂 福祉のしおり 伊奈町福祉課 A5
平成5年3月 平成4年度　高齢者保健福祉実態調査報告書 伊奈町 A4

平成11年2月
伊奈町介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定の
ための　アンケート調査結果報告書

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成11年3月
伊奈町総合福祉計画策定のための　子育て支援アン
ケート調査結果報告書

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成11年3月
伊奈町総合福祉計画策定のための　障害者アンケー
ト調査結果報告書

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成12年3月 伊奈町総合福祉計画 伊奈町福祉課 伊奈町 A4
平成18年3月 伊奈町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 伊奈町高齢障害課 伊奈町 A4
平成19年3月 伊奈町障害福祉計画 伊奈町福祉課 伊奈町 A4
平成17年3月 伊奈町次世代育成支援行動計画　概要版 伊奈町健康生活課 伊奈町 A4
平成21年3月 伊奈町次世代育成支援行動計画基礎調査報告書 伊奈町福祉課児童係 A4
平成22年3月 伊奈町次世代育成支援行動計画（後期計画） 伊奈町福祉課児童係 伊奈町 A4
平成24年3月 伊奈町第3期障がい福祉計画 伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成24年3月
伊奈町高齢者保健福祉計画及び第5期介護保険事業計
画

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成27年3月 伊奈町地域福祉計画 伊奈町福祉課 伊奈町 A4
平成27年3月 伊奈町第2期障害者計画及び伊奈町第4期障害福祉計 伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成30年3月
伊奈町第5期障害福祉計画及び伊奈町第1期障害児福
祉計画

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成27年3月
伊奈町高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計
画

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成30年3月
伊奈町高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計
画

伊奈町福祉課 伊奈町 A4

平成27年3月
伊奈町次世代育成支援及び子ども・子育て支援事業
計画

伊奈町子育て支援課 伊奈町 A4

子育て応援　伊奈町すこやかまっぷ 伊奈町子育て支援セン A4

平成10年3月
伊奈町地域福祉活動計画－だれもが安心して暮らせ
るまちづくり－

社会福祉法人　伊奈町社
会福祉協議会

A4

　環境対策

昭和54年3月 伊奈町緑のマスタープラン（町・原案）
伊奈町・財団法人日本シ
ステム開発研究所

A4

平成元年3月 伊奈町緑のマスタープラン（見直し作業／原案）
伊奈町・財団法人日本シ
ステム開発研究所

A4

平成10年3月 伊奈町緑の基本計画　報告書 伊奈町 A4
平成10年7月 緑の基本計画　ダイジェスト版 伊奈町 A4
［平成元年4月］ 伊奈町クリーンセンター 伊奈町 A4

伊奈町クリーンセンター　粗大ごみ（不燃ごみ）処
理施設

伊奈町 A4

わたしたちのくらしとごみ 伊奈町クリーンセンター ﾘｰﾌﾚｯﾄ
焼却施設のしくみ（下敷き） 伊奈町クリーンセンター A4

平成17年3月 伊奈町ごみ処理基本計画 伊奈町 A4
平成27年3月 伊奈町ごみ処理基本計画 伊奈町環境対策課 伊奈町 A4
平成27年3月 第2次伊奈町環境基本計画 伊奈町環境対策課 伊奈町 A4

　産業振興



昭和48年8月 伊奈町農業振興地域整備計画書 伊奈町 B5
昭和55年3月 伊奈町「まちづくり」意向調査結果報告書 伊奈町 B5
昭和56年4月 伊奈町の農業 伊奈町 B5
昭和61年3月 伊奈町商業ビジョン 伊奈町 B5
平成元年7月 伊奈町の梨 伊奈町 B5

平成3年3月
HOP・STEP・INA－21世紀へはばたく商業ビジョン－
伊奈町小売商業振興モデル推進事業報告書

伊奈町商工会・伊奈町 B4

平成4年10月 伊奈町消費動向調査報告書 伊奈町 B4

平成5年2月
伊奈町のこれからの農業振興に関するアンケート調
査報告書

伊奈町 A4

平成5年3月 農業・農村いま変革の時＜求められる新規就農者＞
伊奈町・JA伊奈町・伊奈
町農業経営者連絡協議会

B5

平成31年3月 伊奈町農業戦略マスタープラン 伊奈町アグリ推進課 A4

　都市計画
平成10年3月 伊奈町都市計画マスタープラン 伊奈町 A4
平成10年7月 伊奈町都市計画マスタープラン　ダイジェスト版 伊奈町 A4

平成8年3月
地区計画の手引き～住民参加のまちづくり～　伊奈
中部地区

伊奈町都市計画課 B5

平成8年3月
地区計画の手引き～住民参加のまちづくり～　伊奈
北部地区

伊奈町都市計画課 B5

21世紀に向けたみんなの　まちづくり　伊奈モデル
タウン

埼玉県住宅都市部住宅管
理課・伊奈町都市計画課

A4

　都市整備

昭和63年
伊奈町のあすを築く　伊奈町中部特定土地区画整理
事業

社団法人地域社会計
画センター

伊奈町 B5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成5年
伊奈町のあすを築く　伊奈町中部特定土地区画整理
事業

伊奈町 B5

（平成7年12月）
INA　緑とやさしさに満ちたにぎわいのまち　伊奈町
中部特定土地区画整理事業

伊奈町　都市整備課 伊奈町 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

（平成12年1月）
INA　緑とやさしさに満ちたにぎわいのまち　伊奈町
中部特定土地区画整理事業

伊奈町　都市整備課 伊奈町 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

［平成7年］
上尾都市計画事業伊奈町中部特定土地区画整理事業
第1回　保留地公売案内

伊奈町都市整備課 A4

［平成9年］
上尾都市計画事業伊奈町中部特定土地区画整理事業
第3回　保留地公売案内

伊奈町都市整備課 A4

［平成10年］
上尾都市計画事業伊奈町中部特定土地区画整理事業
第4回　保留地公売案内

伊奈町都市整備課 A4

［平成11年］
上尾都市計画事業伊奈町中部特定土地区画整理事業
第5回　保留地公売案内

伊奈町都市整備課 A4

［平成14年］
伊奈町中部特定土地区画整理事業　平成14年度　第8
回　宅地［保留地］公売案内

伊奈町都市整備課 A4

伊奈町中部特定土地区画整理事業　INA　自然と調和
した　ふれあい・安心安全・住みよいまち

伊奈町都市整備課 A4



上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業　INA
－事業概要書－　ゆとりとうるおいのある未来に誇
れるまちづくり

A4

　人権推進

平成13年3月
伊奈町男女共同参画プラン策定町民意識調査結果報
告書

伊奈町地域振興課 A4

［平成14年3月］ 伊奈町男女共同参画プラン 伊奈町健康生活課 伊奈町 A4
［平成14年3月］ 伊奈町男女共同参画プラン　INA　TOWN　－概要版－ 伊奈町健康生活課 伊奈町 A4
平成20年2月 伊奈町男女共同参画プラン　後期基本計画 伊奈町人権推進課 伊奈町 A4

平成24年3月
第2次伊奈町男女共同参画プラン　～まずは、できる
ことから始めよう！思いやりで育む男女共同参画社
会～

伊奈町人権推進課 伊奈町 A4

　下水道
平成5年10月 下水道のしおり　快適にお使いいただくために 伊奈町下水道課 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

暮らしに役立つ下水道 下水道課 伊奈町 B5
守りたい、澄んだ水　伊奈町公共下水道 都市施設課下水道係 伊奈町 B5
受益者負担金のあらまし　伊奈町公共下水道 下水道課 伊奈町 B5

　消防・防災
消防統計　昭和61年版 伊奈町消防本部 B5
消防統計　昭和62年版 伊奈町消防本部 B5
消防統計　昭和63年版 伊奈町消防本部 B5
消防統計　平成元年版 伊奈町消防本部 B5

平成3年9月 消防統計　平成2年版 伊奈町消防本部 B5 コピー、綴
消防統計　平成3年版 伊奈町消防本部 B5
消防統計　平成4年版 伊奈町消防本部 B5

平成6年 消防統計　平成5年版 伊奈町消防本部 B5
平成7年 消防統計　平成6年版 伊奈町消防本部 A4
平成8年 消防統計　平成7年版 伊奈町消防本部 A4
平成9年 消防統計　平成8年版 伊奈町消防本部 A4
平成10年 消防統計　平成9年版 伊奈町消防本部 A4
平成11年10月 消防統計　平成10年版 伊奈町消防本部 A4 コピー
平成12年12月 消防統計　平成11年版 伊奈町消防本部 A4 コピー
平成13年 消防統計　平成12年版 伊奈町消防本部 A4 コピー
平成14年7月 消防統計　平成13年版 伊奈町消防本部 A4 コピー
平成15年8月 消防統計　平成14年版 伊奈町消防本部 A4
平成16年12月 消防統計　平成15年版 伊奈町消防本部 A4
平成17年12月 消防統計　平成16年版 伊奈町消防本部 A4
平成18年8月 消防統計　平成17年版 伊奈町消防本部 A4
平成19年9月 消防統計　平成18年版 伊奈町消防本部 A4
平成20年12月 消防統計　平成19年版 伊奈町消防本部 A4
平成21年9月 消防統計　平成20年版 伊奈町消防本部 A4
平成23年1月 消防統計　平成21年版 伊奈町消防本部 A4
平成23年12月 消防統計　平成22年版 伊奈町消防本部 A4
平成24年12月 消防統計　平成23年版 伊奈町消防本部 A4
平成25年9月 消防統計　平成24年版 伊奈町消防本部 A4
平成26年9月 消防統計　平成25年版 伊奈町消防本部 A4



平成27年8月 消防統計　平成26年版 伊奈町消防本部 A4
平成28年8月 消防統計　平成27年版 伊奈町消防本部 A4
平成29年9月 消防統計　平成28年版 伊奈町消防本部 A4

平成30年 消防統計　平成29年版 伊奈町消防本部

令和元年 消防統計　平成30年版 伊奈町消防本部 A4

平成5年3月 伊奈町地域防災計画 伊奈町防災会議 B5
平成10年8月 伊奈町地域防災計画 伊奈町防災会議 A4
平成25年3月 伊奈町地域防災計画　平成25年3月改訂 伊奈町防災会議（伊奈 A4

平成10年9月
大規模地震発生時における　伊奈町職員初動マニュ
アル

伊奈町 A4

平成20年3月
大規模地震発生時における　伊奈町職員初動マニュ
アル

伊奈町 A4

平成20年3月 伊奈町　防災マップ 伊奈町 鋪
平成2年9月 いな消防　町制施行20周年記念特集 伊奈町消防本部 A4
平成3年11月1日 いな消防　平成3年　創刊号 伊奈町消防本部 A4
平成4年11月1日 いな消防　平成4年　第2号 伊奈町消防本部 A4
平成5年11月1日 いな消防　消防本部・（署）創立10周年記念特集号 伊奈町消防本部 A4
平成6年11月1日 いな消防　平成6年　第4号 伊奈町消防本部 A4
平成7年11月1日 いな消防　平成7年　第5号 伊奈町消防本部 A4
平成8年11月1日 いな消防　平成8年　第6号 伊奈町消防本部 A4

　健康増進

平成25年2月
伊奈町健康増進計画（仮称）策定のための町民健康
意識アンケ－ト調査　結果報告書

伊奈町健康増進課（保健
センター）

A4

平成26年3月
伊奈町健康増進計画　い～な健康プラン21　平成26
年度～平成35年度

伊奈町健康増進課（保健
センター）

A4

　地図

昭和33年12月 伊奈村誕生十五周年記念　伊奈村北地区地図 ［伊奈村］ B4

昭和33年12月 伊奈村誕生十五周年記念　伊奈村南地区地図 ［伊奈村］ B4

昭和33年12月 伊奈村全図 伊奈村 鋪 1万2千分ノ1
昭和42年3月調製 伊奈村全図 伊奈村 鋪 1:10,000
昭和48年8月 合併三十周年記念　埼玉県北足立郡伊奈町全地図 株式会社創和編集 （伊奈町） A3 1:2,500
昭和48年9月1日
（再発行昭和54年7
月10日）

改訂版　埼玉県北足立郡伊奈町全地図 株式会社創和 A3

伊奈町地番図（平成6年1月1日現在） 伊奈町 A3 1:2,500
伊奈町地番図（平成13年1月1日現在） 伊奈町 A3 1:2,500

平成21年3月
伊奈町地番図（縮小版　1:1,500）　平成21年1月1日
時点

株式会社　パスコ 変型 320×473

伊奈町地番図（縮小版　1:1,500）　平成23年1月1日
時点

伊奈町税務課 大判



平成元年4月 INAマップ
伊奈町・伊奈町コミュニ
ティづくり推進協議会

鋪

平成4年10月 INAマップ 伊奈町 鋪
平成8年3月 伊奈町都市計画図 伊奈町 一紙 1:25,000
平成22年3月 伊奈町全図 伊奈町 B4 1:25,000
［平成9年］ INAMAP　いなマップ 伊奈町 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
［平成13年］ いなまっぷ 伊奈町 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
［平成16年］ いなマップ 伊奈町 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
［平成20年］ いなマップ 伊奈町 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
［平成24年］ いなマップ 伊奈町 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

伊奈マップ　付フレッシュマップ 伊奈町 鋪
（令和元年発行） 伊奈マップ 伊奈町 マップ

　その他
昭和 伊奈町国土利用計画（素案） 伊奈町 B5
（平成8年10月19
日）

都市問題講演会講演録－21世紀に向けての選択－ 上尾市・伊奈町 A4

平成11年4月 果樹の里　伊奈　農産物直売所ガイド 伊奈町活性化塾 A4
JA伊奈町農産物直売所　四季彩館 伊奈町活性化塾 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
フレッシュ農産物直売案内 伊奈町活性化塾 B4
伊奈町総合センター　利用案内 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

ふれあいマップ
伊奈町コミュニティづく
り推進協議会

B5

平成3年10月 地球環境ハンドブック　私たちの星　地球を守ろう 伊奈町 A4
平成6年3月 伊奈町記念公園 伊奈町 B5

町制施行20周年記念（下敷き） 伊奈町 B5

1998（平成10）.3.
政令指定都市～見つめよう町の将来、考えよう政令
指定都市～

（伊奈町広域行政推
進室）

伊奈町 A4

政令指定都市　21世紀の風を運ぶために
（伊奈町広域行政推
進室）

A4

政令指定都市　Q＆A 伊奈町　広域行政推進室 A4
ゆめくる　伊奈町ふれあい活動センター 伊奈町・伊奈町教育委員 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成17年2月 伊奈町美術展30周年記念誌　町展
伊奈町美術家協会編
集委員会

伊奈町 A4

歩いて元気　健康ウオーク実践編 健康ウオーク研究会 伊奈町国民健康保険 A4
発行所：
(株)現代け
んこう出版

平成30年3月
伊奈備前守忠次公イメージソング　忠次公～ふるさ
と伊奈と青い空～

忠次プロジェクト推進協
議会

CD

教育委員会
　教育総務

平成27年2月
伊奈町教育振興基本計画[平成27年度～平成31年度]
学んでひろげる　伊奈の教育　「人は人によりて
人となる」

伊奈町教育委員会　教育
総務課

A4

昭和56年10月1日 伊奈の教育　第14号 広報編集委員会 伊奈町教育委員会 B5
昭和57年10月1日 伊奈の教育　第16号 広報編集委員会 伊奈町教育委員会 B5
昭和60年7月 教育要覧「伊奈の教育」昭和60年度版（1985年） 伊奈町教育委員会 B5



昭和61年7月 教育要覧「伊奈の教育」昭和61年度版（1986年） 伊奈町教育委員会 B5
昭和62年7月 教育要覧「伊奈の教育」昭和62年度版（1987年） 伊奈町教育委員会 B5
昭和63年8月 教育要覧「伊奈の教育」昭和63年度版（1988年） 伊奈町教育委員会 B5
平成元年8月 教育要覧「伊奈の教育」平成元年度版（1989年） 伊奈町教育委員会 B5

教育要覧「伊奈の教育」平成2年度版（1990年） 伊奈町教育委員会 B5
教育要覧　伊奈の教育　平成3年度版（1991年） 伊奈町教育委員会 B5
教育要覧　伊奈の教育　平成4年度版（1992年） 伊奈町教育委員会 B5
教育要覧　伊奈の教育　平成5年度版（1993年） 伊奈町教育委員会 B5
教育要覧　伊奈の教育　平成6年度版（1994年） 伊奈町教育委員会 B5
教育要覧　伊奈の教育　平成7年度版（1995年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成8年度版（1996年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成9年度版（1997年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成10年度版（1998年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成11年度版（1999年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成12年度版（2000年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成13年度版（2001年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成14年度版（2002年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成15年度版（2003年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成16年度版（2004年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成17年度版（2005年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成18年度版（2006年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成19年度版（2007年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成20年度版（2008年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成21年度版（2009年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成22年度版（2010年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成23年度版（2011年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成24年度版（2012年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成25年度版（2013年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成26年度版（2014年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成27年度版（2015年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成28年度版（2016年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成29年度版（2017年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　平成30年度版（2018年） 伊奈町教育委員会 A4
教育要覧　伊奈の教育　令和元年度版（2019年） 伊奈町教育委員会 A4
豊かな表現力　いなの教育 伊奈町教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

　学校教育

（昭和58年）
埼玉県教育委員会委嘱　伊奈町小・中学校同和教育
研究報告書

伊奈町教育委員会 B5

平成7年度　同和教育指導者養成講座実施要綱 伊奈町教育委員会 A4
平成8年度　伊奈町学校教育研究紀要　教育の実践 伊奈町教育委員会 B5
平成9年度　伊奈町学校教育研究紀要　教育の実践 伊奈町教育委員会 B5

平成12年3月 平成11年度　伊奈町学校教育研究紀要　教育の実践 伊奈町教育委員会 A4
平成27年3月 平成26年度　伊奈町学校教育研究紀要　教育の実践 伊奈町教育委員会 A4
平成28年3月 平成27年度　伊奈町学校教育研究紀要　教育の実践 伊奈町教育委員会 A4
平成29年3月 平成28年度　伊奈町学校教育研究紀要　教育の実践 伊奈町教育委員会 A4
平成24年3月 平成23年度　伊奈町若手教員研修会報告書 伊奈町教育委員会 A4



平成22年度　伊奈町学校教育プラン
伊奈町教育委員会学校教
育課

ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成29年3月 平成29年度　伊奈町学校教育の重点
伊奈町教育委員会学校教
育課

A4

平成18年3月 伊奈町　学校を中心とした食育推進事業
伊奈町学校を中心とした
食育推進事業推進委員会

A4

平成11年2月13日
平成10年度埼玉県委託事業　彩の国　心のふるさと
づくり推進事業報告書　いのち・人権・思いやり感
動体験発表会

伊奈町・伊奈町教育委員
会・伊奈町道徳教育推進
協議会

A4

平成22年3月12日 平成21年度　会報　第25号
桶川・伊奈地域小・中・
高等学校等合同生徒指導
委員会

A4

平成8年3月5日 伊奈町同和教育広報　みどり　第27号 伊奈町同和教育推進協議 A4
平成11年3月15日 伊奈町同和教育広報　みどり　第30号 伊奈町同和教育推進協議 A4

小針北小学校 伊奈町 A4
　生涯学習

町制施行40周年記念　第63回伊奈町総合文化祭 伊奈町・伊奈町教育委員 A4
昭和59年度　伊奈町地域ぐるみ青少年健全育成推進
協議会活動状況報告書

伊奈町教育委員会社会教
育課

B5

昭和60年3月31日 昭和59年度　社会教育事業報告書 伊奈町教育委員会 B5
平成元年3月31日 昭和63年度　社会教育事業報告書 伊奈町教育委員会 B5

平成6年3月30日 平成5年度　生涯学習に関する住民意識調査報告書
伊奈町教育委員会生
涯学習課

伊奈町・伊奈町教育委員
会

A4

平成7年3月 伊奈町生涯学習まちづくり推進計画
教育委員会生涯学習
課

伊奈町・伊奈町教育委員
会

A4

伊奈町生涯学習まちづくり推進計画ダイジェスト版 伊奈町生涯学習会議 伊奈町・伊奈町教育委員 A4

平成17年3月 伊奈町生涯学習まちづくり推進計画
伊奈町教育委員会生涯学
習課

A4

平成10年3月31日 平成9年度　生涯学習課関連事業報告書 伊奈町教育委員会 A4
平成11年3月31日 平成10年度　生涯学習課関連事業報告書 伊奈町教育委員会 A4
平成14年3月28日 平成13年度　生涯学習課関連事業報告書 伊奈町教育委員会 A4

平成19年5月1日
生涯学習事業概要　平成19年度事業計画　平成18年
度事業結果

伊奈町教育委員会 A4

平成27年3月
伊奈町生涯学習まちづくり推進計画　緑にあふれた
学びとふれあいのまち　伊奈　―学んで　広がる
夢空間―

伊奈町教育委員会 伊奈町 A4

平成8年度 伊奈町学校開放講座ご案内 伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成9年度 伊奈町学校開放講座ご案内 伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成9年度 伊奈町学校開放講座ご案内（後期分） 伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成10年度 伊奈町学校開放講座ご案内 伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成10年度 伊奈町学校開放講座ご案内（後期分） 伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成十一年度（前期）伊奈町学校開放講座　事業の
ご案内

伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成17年（後期募集分）　伊奈町学校開放講座　事
業のご案内

伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ



平成22年度後期募集分　伊奈町学校開放講座　事業
のご案内

伊奈町生涯学習推進会議 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

（平成7年2月） 伊奈の子供達に語り伝えたいはなし　第一集
伊奈町教育委員会・伊奈
町小中学校国語・道徳主

B5

平成8年2月10日 伊奈の子どもたちに語り伝えたい話　第二集
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成9年2月8日 伊奈の子どもたちに語り伝えたい話　第三集
伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成10年2月14日 伊奈の子どもたちに語り伝えたい話　第四集
伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成11年2月13日
伊奈の子どもたちに語り伝えたい話　第五集　－心
のふるさと感動体験集－

伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成12年2月12日
伊奈の子どもたちに語り伝えたい話　第六集　－心
のふるさと感動体験集－

伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成13年2月10日
伊奈の子どもたちに語り伝えたい話　第七集　－心
のふるさと感動体験集－

伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成15年2月8日
心のふるさと～５つのふれあい・感動体験作文集～
第一集

伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成16年2月14日
心のふるさと～５つのふれあい・感動体験作文集～
第二集

伊奈町教育委員会・
伊奈町道徳教育推進
委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成9年6月30日 かたらい　第28号
伊奈町地域ぐるみ青少年
健全育成推進協議会

A4

平成10年7月1日 かたらい　第30号
伊奈町地域ぐるみ青少年
健全育成推進協議会

A4

平成11年1月1日 かたらい　第31号
伊奈町地域ぐるみ青少年
健全育成推進協議会

A4

平成11年7月1日 かたらい　第32号
伊奈町地域ぐるみ青少年
健全育成推進協議会

A4

平成12年1月1日 かたらい　第33号
伊奈町地域ぐるみ青少年
健全育成推進協議会

A4

平成21年度　伊奈大学Ⅰ　心のふるさとシリーズ
（レジメ）

伊奈町公民館 A4

平成13年2月10日 伊奈のむかしばなし　第一集
ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成14年2月9日 伊奈のむかしばなし　第二集
ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5



平成15年2月8日
伊奈のむかしばなし　第三集　－平和への願いを込
めて－

ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成16年2月14日 伊奈のむかしばなし　第四集　－戦後を語る－
ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成17年2月5日 伊奈のむかしばなし　第五集　－年中行事－
ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成18年3月15日 伊奈のむかしばなし　第六集　－昭和の風景－
ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成19年3月22日 伊奈のむかしばなし　第七集　－昭和の残照－
ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成20年2月29日
伊奈のむかしばなし　第八集　－手ぬぐいが語るむ
かし－

ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成21年3月25日
伊奈のむかしばなし　第九集　－深井氏が語るむか
し－

ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成22年3月26日
伊奈のむかしばなし　第十集　－伊奈のむかしばな
し10周年記念－

ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議
（伊奈町教育委員会生涯
学習課内）

A5

平成23年3月28日
伊奈のむかしばなし　第十一集　伊奈のかるた紀行
大型紙芝居「足立ぬ」　むかしの伊奈

ふるさと伊奈語り部
の会

伊奈町生涯学習推進会議 A5

　文化財関係
昭和45年11月2日2
版

伊奈の文化財　№１
伊奈町教育委員会・伊奈
町文化財保護委員会

ﾘｰﾌﾚｯﾄ

昭和51年4月改訂版 伊奈の文化財　改訂版
伊奈町教育委員会・伊奈
町文化財保護委員会

ﾘｰﾌﾚｯﾄ

昭和63年3月30日 伊奈の文化財 伊奈町教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成8年3月1日 伊奈町　文化財のしおり 伊奈町教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

伊奈町　文化財のしおり 伊奈町教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
伊奈町　文化財のしおり（伊奈町文化財マップ） 伊奈町教育委員会 鋪

（平成25年2月） 伊奈町　文化財のしおり（伊奈町文化財マップ） 伊奈町教育委員会 鋪
（2014年版） 伊奈町　文化財のしおり（伊奈町文化財マップ） 伊奈町教育委員会 鋪
（2016年版） 伊奈町　文化財のしおり（伊奈町文化財マップ） 伊奈町教育委員会 鋪

昭和49年7月 伊奈町の歴史（第二集）
伊奈町教育委員会・伊奈
町文化財保護委員会

A5

昭和53年3月30日 伊奈町文化財　第一集　路傍の石佛
伊奈町教育委員会・伊奈
町文化財保護委員会

B5

昭和61年 史跡「伊奈氏屋敷跡」保存管理計画 伊奈町教育委員会 B5
昭和54年6月再版 伊奈公と伊奈町 伊奈町教育委員会 A5
平成3年3月改訂版 伊奈公と伊奈町 伊奈町教育委員会 A5



平成9年3月改訂版 伊奈公と伊奈町 伊奈町教育委員会 A5
平成12年3月再版 伊奈公と伊奈町 伊奈町教育委員会 A5

平成23年3月31日
伊奈町埋蔵文化財調査報告書　第1集　諏訪久保遺跡
埋蔵文化財調査報告

伊奈町教育委員会 A4

平成25年3月15日
伊奈町埋蔵文化財調査報告書　第2集　本上遺跡　埋
蔵文化財調査報告

伊奈町教育委員会 A4

平成29年3月27日
伊奈町埋蔵文化財調査報告書　第3集　本上遺跡〔第
2次調査〕　埋蔵文化財調査報告

伊奈町教育委員会 A4

平成29年3月27日
伊奈町文化財調査報告書　第1集　平成27年度町指定
文化財（本上遺跡環状盛土遺構出土品）

伊奈町教育委員会 A4

平成30年3月16日
伊奈町文化財調査報告書　第2集　平成29年度町指定
文化財（「下郷区の春祈祷」「中荻のお獅子様」）

伊奈町教育委員会 A4

昭和56年3月31日 小室天神前遺跡 埼玉県立博物館 伊奈町天神前遺跡調査会 B5
　町史関係

昭和60年3月10日
伊奈町史資料調査報告書　第1集　伊奈の風土目録
－伊奈町諸家所蔵文献目録－

伊奈町史編集室 伊奈町 B5

昭和61年3月28日 伊奈町史資料調査報告書　第2集　伊奈町の石仏 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
昭和62年3月28日 伊奈町史資料調査報告書　第3集　伊奈町の金石文 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
昭和63年3月31日 伊奈町史資料調査報告書　第4集　伊奈町の神社寺院 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
平成元年3月28日 伊奈町史資料調査報告書　第5集　小室村誌 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
平成2年3月25日 伊奈町史資料調査報告書　第6集　郷土調査研究録 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
平成3年3月28日 伊奈町史資料調査報告書　第7集　地誌 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中

平成4年3月4日
伊奈町史資料調査報告書　第8集　伊奈町の屋号・屋
敷神

伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中

平成5年3月15日 伊奈町史資料調査報告書　第9集　伊奈の植物　Ⅰ 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
平成6年3月15日 伊奈町史資料調査報告書　第10集　伊奈の植物　Ⅱ 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
平成7年3月1日 伊奈町史資料調査報告書　第11集　郷土教育資料 伊奈町史編集室 伊奈町 B5

平成8年3月
伊奈町史資料調査報告書　第12集　伊奈の年中行事
と人の一生

伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中

平成8年3月29日 伊奈町史資料調査報告書　第13集　伊奈の板碑 伊奈町史編集室 伊奈町 B5 有償頒布中
平成9年3月 伊奈町史資料調査報告書　第14集　伊奈の野鳥 伊奈町教育委員会 伊奈町 B5 有償頒布中
平成2年11月1日 町制施行20周年記念　ふるさと伊奈 町史編集室 伊奈町 A5 有償頒布中
平成15年3月25日 伊奈町史　通史編 Ⅰ　原始・古代・中世・近世 伊奈町教育委員会 伊奈町 A5 有償頒布中
平成13年3月31日 伊奈町史  通史編 Ⅱ　近代・現代 伊奈町教育委員会 伊奈町 A5 有償頒布中
平成14年3月29日 伊奈町史  民俗編 伊奈町教育委員会 伊奈町 A5 有償頒布中
平成16年3月26日 伊奈町史  別編　仏像 伊奈町教育委員会 伊奈町 A4 有償頒布中
平成20年3月25日 伊奈町史　別編　伊奈氏一族の活躍 伊奈町教育委員会 伊奈町 A4 有償頒布中
平成22年3月25日 伊奈町史　別編　伊奈町歴史年表 伊奈町教育委員会 伊奈町 A4 有償頒布中
平成28年3月1日 伊奈町史　別編　伊奈の植物　補遺編 伊奈町教育委員会 伊奈町 A4 有償頒布中
平成18年3月24日 ビジュアル版  伊奈の歴史 伊奈町教育委員会 伊奈町 A4 有償頒布中
平成21年3月25日 伊奈町史　普及版　伊奈のむかしといま 伊奈町教育委員会 伊奈町 A5 有償頒布中
平成22年3月25日 伊奈町史　普及版　伊奈のくらし 伊奈町教育委員会 伊奈町 A5 有償頒布中
平成16年3月 諸家文書マイクロフィルム目録　Ⅰ 伊奈町教育委員会 A4 有償頒布中
平成17年3月25日 伊奈叢書　Ⅰ　戦前の村役場文書 伊奈町教育委員会 A5 有償頒布中

平成17年3月25日
伊奈叢書　Ⅱ　小室小学校日誌　－明治三十二年五
月～大正二年三月－

伊奈町教育委員会 A5 有償頒布中



平成19年3月25日 伊奈叢書　Ⅲ　新幹線とニューシャトル 伊奈町教育委員会 A5 有償頒布中

平成19年3月25日
伊奈叢書　Ⅳ　小室宿村御用留　－文政八年～安政
五年－

伊奈町教育委員会 A5 有償頒布中

平成25年3月1日
伊奈叢書　Ⅴ　小室小学校日誌　－大正二年四月～
大正九年三月－

伊奈町教育委員会 A5 有償頒布中

平成27年3月1日
伊奈叢書　Ⅵ　小室小学校日誌　－大正九年四月～
昭和二年三月－

伊奈町教育委員会 A5 有償頒布中

平成30年2月 関東の水を治めて泰平の世を築く　伊奈忠次 埼玉県伊奈町教育委員会 DVD

平成30年3月 伊奈忠次の生涯［概要版]
伊奈町教育委員会生涯学
習課文化財・町史係

A4 有償頒布中

教育機関
　小中学校
　　学校要覧

　　小室小学校 昭和58年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 B5
平成元年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 B5
平成8年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 B5
平成9年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 A4
平成10年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 A4
平成11年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 A4
平成13年度　学校要覧 伊奈町立小室小学校 A4

　　小針小学校 昭和60年度　学校要覧 伊奈町立小針小学校 B5
平成8年度　学校要覧 伊奈町立小針小学校 A4
平成9年度　学校要覧 伊奈町立小針小学校 A4
平成10年度　学校要覧 伊奈町立小針小学校 A4
平成11年度　学校要覧 伊奈町立小針小学校 A4
平成13年度　学校要覧 伊奈町立小針小学校 A4

　　南小学校 平成8年度　学校要覧 伊奈町立南小学校 A4
平成9年度　学校要覧 伊奈町立南小学校 A4
平成10年度　学校要覧 伊奈町立南小学校 A4
平成11年度　学校要覧 伊奈町立南小学校 A4
平成13年度　学校要覧 伊奈町立南小学校 A4

小針北小学校 平成21年度　学校要覧 伊奈町立小針北小学校 A4
伊奈中学校 平成8年度　学校要覧 伊奈町立伊奈中学校 B5

平成9年度　学校要覧 伊奈町立伊奈中学校 A4
平成10年度　学校要覧 伊奈町立伊奈中学校 A4
平成11年度　学校要覧 伊奈町立伊奈中学校 A4
平成13年度　学校要覧 伊奈町立伊奈中学校 A4

小針中学校 昭和60年度　学校要覧 伊奈町立小針中学校 B5
平成8年度　学校要覧 伊奈町立小針中学校 B5
平成9年度　学校要覧 伊奈町立小針中学校 A4
平成10年度　学校要覧 伊奈町立小針中学校 A4
平成11年度　学校要覧 伊奈町立小針中学校 A4
平成13年度　学校要覧 伊奈町立小針中学校 A4

南中学校 平成8年度　学校要覧 伊奈町立南中学校 B5
平成9年度　学校要覧 伊奈町立南中学校 A4



平成10年度　学校要覧 伊奈町立南中学校 A4
平成11年度　学校要覧 伊奈町立南中学校 A4
平成13年度　学校要覧 伊奈町立南中学校 A4

　　副読本

昭和46年9月1日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町教育研究会　社会
科研究部

A5

昭和48年4月1日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町教育研究会　社会
科研究会

A5

昭和50年4月1日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町教育研究会　社会
科研究部

A5

昭和52年4月1日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町教育研究会　社会
科研究部

A5

昭和55年4月1日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町教育研究会　社会
科研究部

A5

昭和58年4月1日 いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 A5

昭和61年4月1日 いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 A5

平成元年3月31日 いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 A5

平成4年4月1日 いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成12年3月30日 いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成14年3月30日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成20年3月30日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成23年3月30日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成26年3月30日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成29年3月20日 わたしたちのきょうど　いな
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

平成16年4月30日 社会科副読本「いな」指導事例集　第1集
伊奈町教育委員会副
読本「いな」編集委
員会

伊奈町教育委員会 B5

平成15年4月1日改
訂

社会科学習用白地図≪小学3・4年用≫
伊奈町社会科副読本
編集委員会

B4

平成18年3月27日 小学校環境教育副読本3・4年生用　緑かがやく伊奈
伊奈町社会科副読本
編集委員会

伊奈町教育委員会 B5

　　記念誌
　　　小室小学校 ［昭和49年］ 開校百年記念　開校百年史 伊奈町立小室小学校 B5



平成10年10月24日
創立百二十五周年記念誌（昭和49年度～平成10年
度）　すずかけ

伊奈町立小室小学校 B5

　　　小針小学校 昭和39年2月15日 小学校教育九〇年のあゆみ 伊奈村立小針小学校 B5

昭和49年3月9日 創立百年記念　銀杏
伊奈町立小針小学校・開
校百周年記念事業実行委

B5

平成10年10月17日 創立125周年記念誌　大銀杏 伊奈町立小針小学校 A4
　　　南小学校 昭和63年11月19日 十年のあゆみ 伊奈町立南小学校 B5

平成11年2月6日 開校二十周年記念誌　あゆみ 伊奈町立南小学校 B5
　　　伊奈中学校 平成8年11月16日 創立五十周年記念誌　いな穂 伊奈町立伊奈中学校 B5
　　　小針中学校 平成3年9月14日 開校十周年記念誌　十年の歩み 伊奈町立小針中学校 B5

平成19年3月 開校25周年記念誌　大空 伊奈町立小針中学校 A4
　　　南中学校 平成9年6月19日 創立10周年記念誌　はばたき 伊奈町立南中学校 B5
　　その他

昭和40年6月18日
小針小学校をとりまく言語的環境調査　中間報告
（一）

小針小学校・小針小
学校母の会

B5

昭和40年9月25日
小針小学校をとりまく言語的環境調査　中間報告
（二）

小針小学校・小針小
学校母の会

B5

昭和42年3月26日
小針言語生活考　小針小学校をとりまく言語環境調
査　中間報告（三）

小針小学校・小針小
学校母の会

B5

昭和42年3月 埼玉県方言分布調査とその考察
小針小学校・小針小
学校母の会

B5

昭和43年10月30日
小針の習俗　小針小学校をとりまく言語的環境調査
第四巻

小針小学校・小針小
学校母の会

B5

昭和52年3月 こむろっ子　№7 伊奈町立小室小学校 B5
昭和53年3月 こむろっ子　№8 伊奈町立小室小学校 B5
昭和54年3月 こむろっ子　№9 伊奈町立小室小学校 B5

（昭和60年7月） 交通安全まめちしき
伊奈町立南小学校・伊奈
町立南小学校PTA

B5

平成11年2月6日 開校20周年記念（下敷き） 伊奈町立南小学校 B5

平成11年12月20日 小針中学校PTA便り　大地
伊奈町立小針中学校PTA広
報部

B5

創立10周年記念（クリアファイル） 伊奈町立小針北小学校 A4
　図書館

昭和63年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 B5
平成元年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 B5
平成4年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 B5
平成5年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 B5
平成6年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 B5
平成7年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 A4
平成8年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 A4
平成9年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 A4
平成10年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 A4

平成24年9月 平成24年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 A4
平成25年6月 平成25年度　図書館要覧 伊奈町立図書館 A4
平成29年6月 伊奈町立図書館要覧　平成29年度 伊奈町立図書館 A4

議会



　会議録
平成5年3月2日開会
平成5年3月19日閉

平成5年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 B5

平成7年3月1日開会
平成7年3月17日閉

平成7年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成7年5月10日開
会　平成7年5月10

平成7年　第3回臨時会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成7年6月7日開会
平成7年6月20日閉

平成7年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成7年9月12日開
会　平成7年9月27

平成7年　第5回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成7年12月8日開
会　平成7年12月22
日閉会

平成7年　第6回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成8年3月6日開会
平成8年3月25日閉

平成8年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成8年6月5日開会
平成8年6月19日閉

平成8年　第3回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成8年9月5日開会
平成8年9月20日閉

平成8年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成8年12月6日開
会　平成8年12月19
日閉会

平成8年　第5回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成9年3月5日開会
平成8年3月25日閉

平成9年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成9年6月5日開会
平成8年6月20日閉

平成9年　第3回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成9年9月5日開会
平成9年9月19日閉

平成9年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成9年12月3日開
会　平成9年12月17
日閉会

平成9年　第5回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成10年3月5日開
会　平成10年3月23
日閉会

平成10年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成10年6月10日開
会平成10年6月23日
閉会

平成10年　第3回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成10年9月7日開
会　平成10年9月22
日閉会

平成10年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成10年12月4日開
会平成10年12月17
日閉会

平成10年　第5回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4
教育関係部
分コピー



平成11年3月2日開
会　平成11年3月19
日閉会

平成11年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成11年5月12日開
会　平成11年5月12
日閉会

平成11年　第3回臨時会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成11年6月9日開
会　平成11年6月23
日閉会

平成11年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成11年9月2日開
会　平成11年9月17
日閉会

平成11年　第5回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成11年12月8日開
会　平成11年12月
22日閉会

平成11年　第6回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成12年3月6日開
会　平成11年3月24
日閉会

平成12年　第3回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成12年6月12日開
会　平成12年6月30
日閉会

平成12年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成12年9月5日開
会　平成12年9月22
日閉会

平成12年　第5回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成12年12月5日開
会　平成12年12月
20日閉会

平成12年　第6回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成13年3月5日開
会　平成13年3月21
日閉会

平成13年　第1回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成13年6月5日開
会　平成13年6月20
日閉会

平成13年　第2回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成13年9月4日開
会　平成13年9月21
日閉会

平成13年　第3回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

平成13年12月4日開
会平成13年12月19
日閉会

平成13年　第4回定例会　伊奈町議会会議録 伊奈町議会 A4

　議会だより

平成10年12月1日
いな町議会だより　総集版Ⅰ（昭和49年5月～平成10
年8月）

伊奈町議会 B5

平成23年1月20日 伊奈町議会だより　第150号 伊奈町議会 A4
平成23年8月1日 伊奈町議会だより　第152号 伊奈町議会 A4
平成23年11月1日 伊奈町議会だより　第153号 伊奈町議会 A4



平成24年5月1日 伊奈町議会だより　第155号 伊奈町議会 A4
平成24年11月1日 伊奈町議会だより　第157号 伊奈町議会 A4
平成25年1月21日 伊奈町議会だより　第158号 伊奈町議会 A4

（平成27年8月～29
年1月）

伊奈町議会だより　第168～174号
議会広報委員会
(171号まで議会だよ
り編集委員会)

伊奈町議会 A4

平成29年11月1日 伊奈町議会だより　第177号 伊奈町議会 A4

町内各機関刊行物
各種団体

昭和58年3月 伊奈町北部土地区画整理事業　完工記念誌
伊奈町北部土地区画整理
組合

A4

上尾都市計画事業　伊奈町北部土地区画整理事業
旧新・新旧地番対照表

伊奈町北部土地区画整理
組合

B5

［平成2年］
伊奈町中央土地区画整理事業竣功記念誌　希望の明
日

伊奈町中央土地区画整理
組合

A4

上尾都市計画伊奈町中央土地区画整理事業　旧新・
新旧地番対照表

伊奈町中央土地区画整理
組合

B5

昭和58年10月吉日 伊奈町商工会員名鑑　商工会創立10周年記念　1983
伊奈町商工会名鑑編
集委員会

伊奈町商工会 B5

昭和63年11月1日～
64年1月1日

伊奈町商工会だより（37・38号） 伊奈町商工会 B5 B5ﾌｧｲﾙ

平成4年10月 創立20周年記念　1992年　伊奈商工名鑑 伊奈町商工会 B5

（平成22年）
［伊奈備前守忠次ものがたり・忠次公没後400年記念
シンポジウム開催案内］

伊奈町商工会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

あなたは伊奈備前守忠次公をご存知ですか？今年は
忠次公没後400年の年です!!(1550～1610)

伊奈町商工会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

（平成22年）
伊奈町制施行40周年記念～伊奈備前守忠次公没後400
年記念事業～　忠次シンポジウム

伊奈町商工会 ﾁﾗｼ

昭和60年7月 伊奈町工業名鑑　1985 伊奈町工業会 B5
ina　INDUSTRIAL　ESTATE 伊奈工業団地協同組合 A4
町のうた声　第十六号 伊奈町文芸同好会 B5

［昭和63年5月末
日］

町のうた声　第十七号 伊奈町文芸同好会 B5

［平成2年5月末 町のうた声　第十九号 伊奈町文芸同好会 B5
［平成3年7月中 町のうた声　第二十号 伊奈町文芸同好会 B5
［平成5年2月］ 町のうた声　第二十一号 伊奈町文芸同好会 B5
（平成6年5月15 第31回総会資料 伊奈町農業協同組合 B5
(平成13年6月10 平成12年度　第10回総会資料 上尾市農業協同組合 A4

平成15年1月20日 平和への礎～戦争体験記～
伊奈町遺族会・伊奈町軍
人恩給会

A5

平成21年11月1日 ふるさと いな学・町史を読む会　五年のあゆみ
五年のあゆみ編集員
会

ふるさと いな学・町史を
読む会

A4

平成27年3月31日 ふるさと いな学・町史を読む会　十年の歩み 石川　敏
ふるさと いな学・町史を
読む会

A4

INA-TOWN　GUIDE　MAP　人と自然が調和する町－伊 伊奈町観光協会 鋪



INA-TOWN　GUIDE　MAP 伊奈町観光協会 鋪
平成27年12月 INA-TOWN　GUIDE　MAP 伊奈町観光協会 鋪

伊奈レンタサイクルMAP 伊奈町観光協会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
平成28年3月 伊奈町文化協会発足40周年記念誌 伊奈町文化協会 A4

小室観音　清光寺
天台宗　福王山金剛院清
光寺

B6

平成27年3月 伊奈町美術展40周年記念誌　町展
伊奈町美術展40周年
記念誌編集委員会

　伊奈町　伊奈町教育委
員会　伊奈町美術協会

A4

県関係機関
　県立伊奈学園中学校

埼玉県立伊奈学園中学校　学校案内　2005年版 埼玉県立伊奈学園中学校 A4
埼玉県立伊奈学園中学校　学校案内　2006 埼玉県立伊奈学園中学校 A4

　県立伊奈学園総合高等学校

埼玉県立総合選択制高等学校（仮称）
埼玉県教育局高等学校教
育課

B5

昭和57年3月 埼玉県立総合選択制高等学校（仮称　伊奈学園） 埼玉県教育委員会 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

（昭和59年）
埼玉県立伊奈学園総合高等学校生徒募集要項（一般
募集）

B5

選択科目・講座案内
埼玉県立伊奈学園総合高
等学校

B5

昭和63年
学校案内’88　個性を生かす教育の実践　埼玉県立
伊奈学園総合高等学校

埼玉県立伊奈学園総合高
等学校

B5

学校案内’89
埼玉県立伊奈学園総合高
等学校

B5

昭和59年度　学校要覧
埼玉県立伊奈学園総合高
等学校

B5

平成8年度　学校要覧
埼玉県立伊奈学園総合高
等学校

A4

昭和60年3月15日 伊奈学園の教育　第1集 研修委員会 伊奈学園総合高等学校 B5

（平成2年3月）
第62回センバツ高校野球大会　埼玉県立伊奈学園総
合高校

B5

芝川とその周辺の野鳥について（平成5年度紀要　伊
奈学園の教育第１０集より）

埼玉県立伊奈学園総
合高等学校　小峯昇

B6

伊奈氏について　第一集
（埼玉県立伊奈学園総合
高校）郷土史研究部

B5 コピー

平成2年9月8日 伊奈氏について　第二集　系図・館・寺院・史跡編
埼玉県立伊奈学園総合高
校　郷土史研究部

B5 コピー

　県立南高等看護学院
平成8年7月 清風　7号 埼玉県立南高等看護学院 A4

平成8年度　概要 埼玉県立南高等看護学院 A4
　県民活動総合センター

平成3年3月 埼玉県県民活動総合センター
財団法人　埼玉県県民活
動総合センター

変型

（平成5年4月） 埼玉県県民活動総合センター
財団法人　埼玉県県民活
動総合センター

変型



埼玉県県民活動センターの概要
財団法人埼玉県県民活動
センタ－

B5

埼玉県　県民活動総合センター（仮称）
埼玉県県民部県民活動総
合センター建設推進室

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

県民活動総合センター（仮称）　Vol1　4APRIL
OPEN（予定）

（財）埼玉県県民活動総
合センター

A4

県民活動総合センター（仮称）　VolⅡ　4APRIL
OPENING FAIR特集

（財）埼玉県県民活動総
合センター

A4

埼玉県県民活動総合センター
財団法人　埼玉県県民活
動総合センター

A4

埼玉県県民活動総合センター　ご利用のしおり
財団法人　埼玉県県民活
動総合センター

ﾘｰﾌﾚｯﾄ

　がんセンター

昭和53年3月
埼玉県立がんセンター年報　第1号（昭和50・51年
度）

埼玉県立がんセン
ター年報編集委員会

埼玉県立がんセンター B5

平成7年11月
埼玉県立がんセンター年報　第19号　開設20周年記
念号（平成6年度）

埼玉県立がんセン
ター年報編集委員会

埼玉県立がんセンター A4

埼玉県立がんセンター 埼玉県立がんセンター B5
　精神保健総合センター

（平成2年4月） 埼玉県立精神保健総合センター施設案内
埼玉県立精神保健総合セ
ンター

A4

（平成2年10月） 精神保健総合センター建設の記録
埼玉県立精神保健総合セ
ンター

B5

　伊奈新都市建設事務所

昭和62年9月 上尾都市計画事業　伊奈特定土地区画整理事業
埼玉県伊奈新都市建設事
務所

B5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

昭和63年12月作製 上尾都市計画事業　伊奈特定土地区画整理事業
埼玉県伊奈新都市建設事
務所

B5

平成10年3月27日
［まちづくり情報誌］かわりゆくまち　Vol.11　春
号

埼玉県伊奈新都市建設事
務所

鋪

平成19年6月1日
「まちづくり情報誌」かわりゆくまち　Vol.21　夏
号

埼玉県伊奈新都市建設事
務所

鋪

伊奈　特定土地区画整理事業
埼玉県伊奈新都市建設事
務所

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

INA　YOU　And　I　伊奈モデルタウン　上尾都市計
画事業　伊奈特定土地区画整理事業

埼玉県伊奈新都市建設事
務所

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

未来に誇れる街づくり　YOU　And　I伊奈モデルタウ
ン　伊奈特定土地区画整理事業

埼玉県伊奈新都市建設事
務所

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

緑と文化のまちづくり
埼玉県伊奈新都市建設事
務所

B5

　いきがい大学伊奈学園
平成3年9月 課題学習の成果　第一期生 埼玉県老人大学校伊奈学 B5

平成13年9月 課題学習のまとめ　第11期生
彩の国いきがい大学伊奈
学園

A4

平成18年11月 課題学習のまとめ　第16期生
彩の国いきがい大学伊奈
学園

A4



私立の教育機関

平成16年6月3日 創立十周年記念誌
日本美術専門学校
創立十周年記念誌編
集委員会

学校法人佐藤栄学園　日
本美術専門学校

B5

創立四十周年記念誌
学校法人佐藤栄学園　埼
玉工業専門学校

B5

学校案内 国際学院伊奈高等専修学 B5
日本薬科大学　2005年度 日本薬科大学 A4

埼玉新都市交通株式会社関係
第1期事業報告書　自昭和55年4月1日　至昭和56年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第2期事業報告書　自昭和56年4月1日　至昭和57年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第3期事業報告書　自昭和57年4月1日　至昭和58年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第4期事業報告書　自昭和58年4月1日　至昭和59年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第5期事業報告書　自昭和59年4月1日　至昭和60年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第6期事業報告書　自昭和60年4月1日　至昭和61年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第7期事業報告書　自昭和61年4月1日　至昭和62年3
月31日

埼玉新都市交通株式会社 A5 コピー

第8期事業報告書　昭和62年4月1日～昭和63年3月31 埼玉新都市交通株式会社 A5
第9期事業報告書　昭和63年4月1日～平成元年3月31 埼玉新都市交通株式会社 A5
第10期事業報告書　平成元年4月1日～平成2年3月31 埼玉新都市交通株式会社 A5
第11期事業報告書　平成2年4月1日～平成3年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第12期事業報告書　平成3年4月1日～平成4年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第13期事業報告書　平成4年4月1日～平成5年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第14期事業報告書　平成5年4月1日～平成6年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第15期事業報告書　平成6年4月1日～平成7年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第16期事業報告書　平成7年4月1日～平成8年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第17期事業報告書　平成8年4月1日～平成9年3月31日 埼玉新都市交通株式会社 A5
第18期事業報告書　平成9年4月1日～平成10年3月31 埼玉新都市交通株式会社 A5
第19期事業報告書　平成10年4月1日～平成11年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第20期事業報告書　平成11年4月1日～平成12年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第21期事業報告書　平成12年4月1日～平成13年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第22期事業報告書　平成13年4月1日～平成14年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第23期事業報告書　平成14年4月1日～平成15年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第24期事業報告書　平成15年4月1日～平成16年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5



第25期事業報告書　平成16年4月1日～平成17年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第26期事業報告書　平成17年4月1日～平成18年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第27期事業報告書　平成18年4月1日～平成19年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第28期事業報告書　平成19年4月1日～平成20年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第29期事業報告書　平成20年4月1日～平成21年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

第30期事業報告書　平成21年4月1日～平成22年3月31
日

埼玉新都市交通株式会社 A5

（平成23年6月25日
～平成29年6月20
日）

事業報告書　第31期～37期（平成22年4月1日～平成
29年3月31日）

埼玉新都市交通株式会社 A4 コピー、綴

平成5年12月 快走への軌跡－ニューシャトル開業10周年記念誌－ 埼玉新都市交通株式会社 A4
［平成元年］ ニューシャトルの概要 埼玉新都市交通株式会社 B5

平成5年度　ニューシャトルの概要 埼玉新都市交通株式会社 B5
平成17年度　ニューシャトルの概要 埼玉新都市交通株式会社 A4
平成18年度　ニューシャトルの概要 埼玉新都市交通株式会社 A4

平成2年
埼玉新都市交通　伊奈線　ニューシャトル　'90年8
月　祝　全線開業

埼玉新都市交通株式会社 A4

平成6年8月 ニューシャトル沿線みてあるき 埼玉新都市交通株式会社 変型小
［平成15年］ 埼玉新都市交通　伊奈線　NEW　SHUTTLE 埼玉新都市交通株式会社 A4

ニューシャトル沿線ガイド　＝伊奈＝ 埼玉新都市交通株式会社 鋪
埼玉新都市交通　伊奈線　ニューシャトル 埼玉新都市交通株式会社 A4
埼玉新都市交通　NEW　SHUTTLE　創刊号　'97年4月
№1

埼玉新都市交通株式会社 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

埼玉新都市交通　NEW　SHUTTLE　創刊第2号　'97年6
月№2

埼玉新都市交通株式会社 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

町外刊行の伊奈町関係出版物
伊奈氏関係
　書籍 昭和52年3月5日 関東郡代 本間清利 埼玉新聞社 A5

昭和58年11月20日 増補新版　関東郡代－伊奈氏の系譜 本間清利 埼玉新聞社 A5
平成13年3月1日 家康政権と伊奈忠次 本間清利 叢文社 A5
昭和58年1月30日 江戸幕府の代官 村上　直 国書刊行会 A5
昭和59年12月17日 論集　関東近世史の研究 村上直編 名著出版 A5
平成6年8月20日 論集幕藩体制史　第4巻　天領と支配形態 藤野保編 雄山閣出版 A5
昭和56年8月10日 伊奈忠次文書集成 和泉清司編 文献出版 A5
平成11年2月27日 江戸幕府代官頭文書集成 和泉清司編著 文献出版 A5
平成16年8月朔日 関東郡代伊奈氏の研究 小澤正弘 B5
平成21年2月朔日 関東郡代伊奈氏の研究　二 小澤正弘 B5
平成14年9月26日 伊奈半十郎上水記 松浦　節 新人物往来社 B6
平成15年10月31日 約束の奔流　－小説・玉川上水秘話－ 松浦　節 新人物往来社 B6
平成18年9月1日 明けゆく天地－伊奈熊蔵忠次覚書 松浦　節 新人物往来社 B6



平成17年4月2日 関東郡代伊奈氏「坂東太郎へ虹かける」 志賀久男 A5
（平成18年8月） 関東郡代伊奈家の人々 ITC太極拳愛好会 A4
平成22年10月 近世史研究叢書25　幕府代官伊奈氏と江戸周辺地域 太田尚宏 岩田書院 A5

　雑誌 平成14年9月25日 大阪経済法科大学　経済学論集　第26巻第1号 大阪経済法科大学経済学 A5
平成15年9月30日 大阪経済法科大学　経済学論集　第27巻第2号 大阪経済法科大学経済学 A5
平成24年10月1日 埼玉史談　第59巻　第3号　通巻311号 埼玉県郷土文化会 A5

伊奈の歴史関係

平成24年11月
伊奈家の継承－石造物の検討をとおして－（『宇高
良哲先生古稀記念論文集　歴史と仏教』抜刷）

赤石光資 A5

平成25年3月 開校百四十周年・開園七十周年記念誌　久松
中央区立久松小学校・久
松幼稚園

A4 疎開関係

平成26年10月 後北条氏の武蔵支配と地域領主 井上恵一 岩田書院 A5

平成26年11月
[調査報告」　富士山と富士講　－とくに、伊奈・桶
川・上尾の例から－　（野外調査研究所報告22　抜
刷り）

赤石光資 NPO法人　野外調査研究所 A4

地図類
昭和60年7月 ゼンリンの住宅地図　伊奈町 ゼンリン B4大
昭和62年6月 88　伊奈町　ゼンリンの住宅地図 ゼンリン B4大
昭和63年6月 89　伊奈町　ゼンリンの住宅地図 ゼンリン B4大
平成元年6月 90　伊奈町　ゼンリンの住宅地図 ゼンリン B4大
平成4年4月 93　伊奈町　ゼンリンの住宅地図 ゼンリン B4大
平成7年6月 96　伊奈町　ゼンリンの住宅地図 ゼンリン B4大
平成13年3月 伊奈町　ゼンリンの住宅地図 2001 ゼンリン B4大
平成14年8月 伊奈町　ゼンリンの住宅地図 2002 08 ゼンリン B4大
平成22年7月 伊奈町　ゼンリン住宅地図　2010 07 ゼンリン B4大

平成17年2月
ブルーマップ　伊奈町　－住居表示地番対照住宅地
図－

エム・アール・シー
調査編集

社団法人　民事法情報セ
ンター

B4大

[平成27年3月]
こどもを危険から守るためにキッズセーフティー
マップ　伊奈町

ゼンリン大宮営業部 A4

写真集

平成14年12月16日
目で見る　上尾・桶川・北本・鴻巣の100年　上尾
市・桶川市・北本市・鴻巣市・伊奈町・吹上町

黒須茂監修 郷土出版社 B4

平成29年10月19日
写真アルバム　上尾・桶川・北本・鴻巣・伊奈の昭
和

株式会社いき出版 A4

町民刊行の出版物
　同人誌

平成7年9月15日 風土　ⅩⅢ 浜野弘之 A5
平成16年8月31日 風土　十五号 風土同人　細田浩 風土同人 A5
平成28年10月15日 風土　19号 茂木　光春 A5
平成30年7月10日 風土　ⅩⅩ 茂木光春 A5

　個人
平成8年5月5日 幻想的美について 高山敏一 B5

平成8年7月27日
仏教とヒンドゥー教－ネパールにおけるヨーニ上の
奉献塔について－

山岸康雄 B6



平成5年3月25日 豊かな人間性形成の論理 高山敏一 A5
平成10年5月5日 自己発見への道 高山敏一 B5
平成12年2月13日 懐古録　自分史・濱野清追悼記念誌 浜野茂則 B5
平成12年6月14日 輝け!!　夕焼け 高山敏一 B5
平成14年2月 海兵団体験記（付思い出の手紙・資料等） 加藤秀雄 A4
平成14年12月25日 武山海兵団体験記 加藤秀雄 A4
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五つの誓い－古賀常次郎伝 寺門　克 A5

平成15年12月吉日 過ぎ去りし思い出 松本しづ A4


