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武蔵野市の地図をさがす ①  

 明治～昭和４0 年代 

武蔵野市立図書館で所蔵している、明治以降昭和 40 年代までの地形図等の地図資

料を紹介します。書名・出版年・出版社・請求記号・所蔵館（記載のない場合は中

央のみ所蔵）の順に記載しています。 

 

明治前期・昭和前期 東京都市地図 ２ 東京北部 

平成８（1996）年 柏書房 MD4-00/ｵｵｶﾞﾀ 中・プ 

地図の名称・掲載頁 縮尺 収録範囲（現在） 収録年 

吉祥寺 

ｐ34～39 

1:25000 市全体 明治 13 年・昭和 7 年・41 年 

石神井・吉祥寺 

p144～153 

1:10000 中央線以北：緑町、中町、

吉祥寺（北町・本町・東町） 

明治 13・39、昭和 12・20・

31 年 

吉祥寺 

ｐ154～163 

1:10000 中央線以南：御殿山、吉祥

寺（南町） 

明治 13・39、昭和 12・20・

31 年 

田無・小金井 

ｐ178～185 

1:10000 桜堤、境、関前、八幡町、

西久保 

明治 13・39、昭和 12～14・

27～31 年 

小金井 

ｐ186～192 

1:10000 境南町・境 明治 13・39、昭和 12～14・

27～31 年 

 

日本図誌大系 [2-1] 関東１（東京・神奈川・埼玉） 

昭和 52（1977）年 朝倉書店 R291.0/ﾆ/2-1 館内 中・吉 

小川村・府中駅、田

無・布田駅 

ｐ134～135 

1:30000 市全体 明治 13 年 

田無 

ｐ136～137 

1:30000 市全体 大正 6 年 

吉祥寺 

ｐ138～143 

1:30000 市全体 昭和 7・20・45 年 

※ 地形図 25000 分の１（20000 万分の１）を縮小 

 

明治前期手書彩色（ﾃｶﾞｷｻｲｼｷ）関東実測図 乾（ｶﾝ）之部 

平成３（1991）年 日本地図センター MD4-93/ｵｵｶﾞﾀ 館内 

№032、034 

（地図の通し番号） 

1:20000 市全体 明治 13 年 

※ いわゆる「迅速測図」「迅速図」。地図の通し番号が記載された現在の地図から、該当地図

を探すことができる。付属の冊子 P70 に地図記号の案内あり 



東京府北多摩郡武蔵野村全図 

明治 26（1893）年～ [武蔵野村] MD4-10/ﾏｷﾓﾉ 書庫 館内  

東京府北多摩郡武蔵

野村全図（巻物１巻） 

200×290cm 

1:2400 市全体 明治 26 年以降※年代は特定

できず。明治 26 年武蔵野村が

東京府北多摩郡になった  

※ 閲覧をご希望の場合は、事前にお問い合わせください 

 

田無 大正 6 年測図 

大正８（1919）年 大日本帝国陸地測量部 MD4-10/ｷﾘﾊﾞｺ 書庫 館内 

田無（１枚） 1:25000 市全体 大正６年 

 

日本列島二万五千分の一地図集成２ 関東  

平成３（1991）年 科学書院 MD4-93/ｵｵｶﾞﾀ 館内  

田無 

ｐ187 

1:25000 市全体 大正６年 

吉祥寺 

ｐ188 

1:25000 市全体 昭和２年 

吉祥寺 

ｐ189 

1:25000 市全体 昭和７年 

 

大正・昭和 東京周辺１万分１地形図集成 京葉・京浜・多摩地区 

昭和 59（1984）年 柏書房 MD4-93/ｵｵｶﾞﾀ（R291.3/ﾀ 書庫） 館内  

田無 

ｐ91 

1:25000 市全体 大正６年 

田無 

ｐ65 

1:10000 桜堤、関前、境 昭和 14 年 

多摩墓地 

ｐ66 

1:10000 境南町 昭和 14 年 

 

武蔵野市百年史 資料編１ 付図 武蔵野村地番地（桜井鶴松家所蔵文書） 

平成６（1994）年 武蔵野市 MB1-10 中・吉・プ 

武蔵野村吉祥寺全図

（１枚） 

1:10000 吉祥寺（北町・本町・東町・

南町）、御殿山、中町 

大正 14 年 

武蔵野村西窪及関前

全図（１枚） 

1:10000 西久保、緑町 

関前、八幡町 

大正 14 年 

武蔵野村境全図 

（１枚） 

1:10000 境、境南町、桜堤 大正 14 年 

 



東京西部近郊図 

大正 12（1923）年 大日本帝国陸地測量部 MD4-00/ﾏｷﾓﾉ 書庫 館内 

東京西部近郊図（巻物

１巻） 91×65cm 

1:25000 吉祥寺、御殿山 大正 5 年測図同 12 年鉄道補

入 

 

武蔵野町勢一覧 東京府北多摩郡 

昭和３（1928）年 武蔵野町 MG0-10/ｷﾘﾊﾞｺ 書庫 館内（複製版あり） 

武蔵野町図（１枚） 1:10000 市全体 昭和３年 

 

明治・大正・昭和 東京 1 万分１地形図集成 

昭和 58（1983）年 柏書房 MD4-00/ｵｵｶﾞﾀ 館内 

吉祥寺 

ｐ93 

1:10000 中央線以北：八幡町、関前、

西久保、緑町、中町、吉祥寺 

昭和 12 年 

井の頭 

ｐ94 

1:10000 中央線以南、三鷹駅以

東：御殿山、吉祥寺（南町） 

昭和 12 年 

 

多摩地形図 

平成 16（2004）年 之潮 MD3-03/ｵｵｶﾞﾀ 館内 

葭窪（ﾖｼｸﾎﾞ） 

ｐ13 

1:5000 五日市街道以北： 

八幡町、緑町 

昭和 18 年 

野田北 

ｐ14 

1:5000 緑町、吉祥寺（北町） 昭和 19 年 

玉川上水 

ｐ16 

1:5000 三鷹駅～境浄水場：関前、西

久保、中町 

昭和 19 年 

吉祥寺 

ｐ17 

1:5000 成蹊学園以南：中町、吉祥寺

（北町・本町） 

昭和 18 年 

吉祥寺東部 

ｐ18 

1:5000 吉祥寺駅以東：吉祥寺（東町） 昭和 18 年 

※ 地形図 3000 分の１を縮小。「玉川上水」に中島飛行機武蔵製作所への引込線の一部が入っている 

 

戦災復興期東京 1 万分１地形図集成 

昭和 63（1988）年 柏書房 MD4-00/ｵｵｶﾞﾀ 館内 

吉祥寺 

ｐ50 

1:10000 中央線以北：八幡町、関前、

西久保、緑町、中町、吉祥寺 

昭和 20 年 

井之頭 

ｐ51 

1:10000 中央線以南：御殿山、吉祥

寺（南町） 

昭和 20 年 

井之頭 

ｐ102 

1:10000 八幡町、関前、西久保、緑町、

中町、吉祥寺、御殿山 

昭和 32 年 



武蔵野市全図 

昭和 27（1952）年 武蔵野市 MD4-10/ｷﾘﾊﾞｺ 書庫 館内（複製版あり）  

武蔵野市全図 市制

五周年記念（１枚） 

1:10000 市全体 昭和 27 年 

※ 当時の地番（町名整理実施以前）が分かる。グリーンパーク球場が入っている 

 

武蔵野・三鷹・小金井詳細大地図 

昭和 28（1953）年 毎日新聞社 MD4-10/ｷﾘﾊﾞｺ 書庫 館内  

武蔵野・三鷹・小金

井詳細大地図（表面） 

1:25000 市全体 昭和 28 年 

武蔵野・三鷹付近大

景観図（裏面） 

1:25000 市全体 昭和 28 年 

※ 「大景観図」には、グリーンパーク球場、武蔵野競技場線が入っている 

 

武蔵野市町名整理図 

昭和 37（1962）年 武蔵野市 MD4-10/ｷﾘﾊﾞｺ 書庫 館内 

武蔵野市町名整理図 

（１枚） 

1:8500 市全体 昭和 37 年 

※ 昭和 37 年、「町名地番整理」議決。昭和 38 年から住居表示実施。この地図より、町名

整理後の町名、旧住居表示の地番が分かる 

 

1:25000 地形図 吉祥寺 

昭和 42（1967）年 国土地理院 MD4-10 館内 

吉祥寺（１枚） 1:25000 市全体 明治35年測量昭和41年改測 

 

市内案内地図武蔵野 昭和 49 年版 

昭和 50（1975）年 武蔵野市 MD4-10  

武蔵野市全図（１枚） 1:7000 市全体 昭和 49 年 

※ 以降の所蔵状況：昭和 56～62 年『市内案内地図武蔵野』、平成 2～4 年、９～12 年『武

蔵野市内案内図』、平成 17、18、22～24 年『武蔵野マップ』 

 

武蔵野市史 別編 「近代地図」より見た武蔵野市の変遷 

昭和 53（1978）年 伊藤隆吉 武蔵野市 MB1-10 中・吉・プ 

明治期、大正期、昭和期（戦後）に発行された基本図 11 図を掲載。当該地図の成立

や当時の武蔵野市（村、町）の土地利用、開発などの状況を解説している。「現代の

武蔵野市の行政区画が明治 22 年（1889）の市町村制施行当時以後、少しも変化し

ていない」ことが本市の特徴であり、明治以降の種々の事情について、年代毎の地図

を使って比較することができる。 

編集・発行：武蔵野市立図書館 


