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市町村名 タイトル 所蔵状況 備考

明野町 広報あけの 所蔵:39号(昭36.1)～～561号(平17.3)　欠号有

「明野町報」第39号(昭36.1)～から「広報あけの」第239号(昭53.2)に改題

「明野町報」「あけの広報」「広報明野」含む

合併により,平17.4から「広報筑西」へ継続

旭村 広報あさひ 所蔵:1号(昭30.9)～ 503号(平17.9) 　欠号有

「旭広報」1号(昭30.9)～ から「広報あさひむら」18号(昭32.8)～ から「広報あさひ」30号

(昭34.10)～ に改題

合併により,平17.10から「広報ほこた」へ継続

旭村 広報あさひ縮刷版 所蔵: 1号(昭30.9)～373号(平6.12)
 1号～17号までのタイトル「旭村報」 18号～29号までのタイトル「広報あさひむら」 34号

～38号までのタイトル「広報アサヒ」

東町（村） 広報あずま 所蔵:233号(平6.1)～366号(平17.3) 　欠号有 合併により,平17.4月から「広報稲敷」へ継続

東町（村） 広報あずま 縮刷版 所蔵:1号(昭30.3)～366号(平17.3)

麻生町 広報あそう 所蔵:476号(平6.7)～609号(平17.8)
「広報麻生」476号(平6.7)～ から「広報あそう」500号(平8.7)～ に改題

合併により,平17.9から「市報なめかた」へ継続

阿見町 広報あみ
所蔵:215号(昭53.7)～ 　欠号有

H17.4月よりお知らせ版発行 お知らせ版所蔵:創刊号～

石岡市 市報いしおか 所蔵:82号(昭36.2)～791号(平17.9.15)　欠号有
「広報いしおか」630号(H11.1)～ に改題

合併により,平17.10から「広報いしおか」新たに創刊1号より刊行

石岡市 広報いしおか 所蔵:創刊号(平17.10)～

石岡市 広報いしおか〔縮刷版〕 所蔵:126(平23.1)～149(平23.12)

石毛町 広報いしげ 所蔵:第22号(昭35.1)～第489号(平17.12)　欠号有 合併により,平18.1月から「広報常総」へ継続

潮来町 広報いたこ 所蔵;239号(平9.1)～273号(平10.6)　欠号有 合併により,平13.4から「広報いたこ」新たに創刊1号より刊行

潮来市 広報いたこ
所蔵:1号(平13.4)～　欠号有

「情報版」の所蔵あり：平成26年度第1号(平26.4)～
出版者変遷: 2号(平13.5)までの出版者:潮来市。3号(平13.6)からの発行者:潮来市役所。

伊奈町（村） 広報伊奈 所蔵:8号(昭36.2)～377号(平18.3)  　欠号有
「伊奈広報」から「広報伊奈」234号(平6.4～)に改題

合併により,平18.4から「広報つくばみらい」へ継続

稲敷市 広報稲敷 所蔵:1号(平17.4)～ 　欠号有

茨城町 広報いばらき 所蔵:173号(昭51.7)～ 　欠号有

茨城町 広報いばらき縮刷版 所蔵: 1号(昭30.9)～271号(昭59.9)  122号～157号までのタイトルは「町報 いばらき」

岩井市 広報いわい 所蔵:147号(昭57.7)～476号(平17.3)　 欠号有 合併により,平17.4から「広報ばんどう」へ継続

岩瀬町 広報いわせ 所蔵:91号(昭53.7)～378号(平17.9)　 欠号有 合併により,平17.10から「広報さくらがわ」へ継続

岩間町 広報いわま 所蔵:256号(平6.3)～328号(平18.2)　 欠号有 合併により,平18.3から「広報かさま」へ継続

牛久市（町） 広報うしく 所蔵:260号(昭53.7.1)～　 欠号有

牛堀町 広報うしぼり 所蔵:51号(昭54.6)～115号(平13.3)　 欠号有 編入により,平13.4から「広報いたこ」へ継続 

内原町（村） 広報うちはら 所蔵:21号(昭36.1)～434号(平17.1)　 欠号有
「うちはら」から「広報うちはら」23号(昭36.6)～に改題

編入により,平17.2から「広報水戸」へ継続

内原町（村） 広報うちはら縮刷版 所蔵:第1号(昭30.11)～312号(平6.12)

瓜連町 うりづら広報 桜城 縮刷版 所蔵;第1号(昭38.8)～400号(平12.7)

え
江戸崎町 広報えどさき 所蔵:60号(昭36.3)～560号(平17.2)　 欠号有

「広報 江戸崎」も含む

合併により,平17.3から「広報稲敷」へ継続

大洗町 広報おおあらい 所蔵;88号(昭53.9)～　欠号有

大野村 広報おおの縮刷版 所蔵:191号(昭60.7)～306号(平7.8)

大穂町 広報大穂 所蔵;12号(昭36.5)～190号(昭62.11) 　欠号有
「大穂町報」12号～14号も含む

合併により,昭62.11から「市報つくば」へ継続

大宮町 広報おおみや 所蔵:40号(昭36.1)～455号(平16.9) 欠号有
「大宮広報」から「広報おおみや」197号(昭53.7)～に改題

合併により,平16.10から「広報常陸大宮」へ継続

大宮町 広報おおみや縮刷版 所蔵:第1号(昭30.8)～455号(平16.9) 1号～60号までのタイトルは「大宮広報」
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市町村名 タイトル 所蔵状況 備考

小川町 広報おがわ 所蔵:127号(昭53.7)～452号(平18.3)　欠号有 合併により,平18.4から「広報おみたま」へ継続 

緒川村 広報おがわ　 所蔵:5号(昭36.2)～402号(平16.10) 欠号有 合併により,平成16.10から「広報常陸大宮」へ継続

小美玉市 広報おみたま おみたま 所蔵:創刊号(平18.4)～

笠間市 市報かさま 所蔵:116号(昭52.7)～457号(平18.3)　 欠号有

「かさま市報」から「市報かさま」242号(昭63.4)～から「市報笠間」(平11.4)～から「広報

かさま」創刊号(平18.4)～に改題

合併により,平18.4から「広報かさま」新たに創刊1号より刊行

笠間市 市報かさま 縮刷版 所蔵:第7号(昭35.11)～300号(平5.2)

笠間市 広報かさま 所蔵:創刊号(平18.4)～
出版者名変遷:457号(平18.3)までの出版者:笠間市役所。458号(平18.4)からの出版者:笠間市

市長公室秘書課。

鹿島町 広報かしま 所蔵:52号(昭45.10)～945号(平7.8) 　欠号有
「広報鹿島」も含む

編入により ,平7.9から「広報かしま」新たに創刊1号より刊行

鹿島町 広報かしま縮刷版 所蔵:第1号(昭41.8)～580号(昭56.3) 第1号～45号までのタイトルは「広報鹿島」

鹿嶋市 広報かしま 所蔵:1号(平7.9)～　 欠号有

出版者名変遷:945号(平7.8)までの出版者:鹿島町。1号(平7.9)からの出版者:鹿嶋市。

書名変遷:「広報鹿嶋」→「広報かしま」(46号～215号)→「市報かしま」(216号～376号)→

「広報かしま」(377号～541号)→「広報鹿嶋」(542号～)→｢広報かしま｣(573号～)に改題

霞ヶ浦町 広報かすみがうら 所蔵:1号(平9.4)～95号(平17.2)号外(平17.3)　 欠号有 合併により,平17.4から「広報かすみがうら」新たに創刊1号より刊行 

かすみがうら市 広報かすみがうら
所蔵:創刊号(平17.4)～

お知らせ版平成27年5月号～

勝田市 市報かつた 所蔵;34号(昭36.1) ～736号(平6.10.25)　欠号有
「勝田町広報」「かつた市広報」「勝田市広報」も含む

 合併により,平6.11から「市報ひたちなか」へ継続

桂村 広報かつら 所蔵:1号(昭36.4)～416号(平17.1)　 欠号有 合併により,平17.2から「広報しろさと」へ継続

金砂郷町（村） 広報かなさごう 所蔵:40号(昭36.2)～165号(昭57.10) 5号(平6.6)～ 105号(平15.7) 　欠号有
変遷:金砂郷村→金砂郷町

合併により,平17.1から「広報ひたちおおた」へ継続

金砂郷村 広報かなさごう縮刷版 所蔵:第1号(昭31.10)～192号(昭60.10)

神栖町 広報かみす 所蔵:241号(昭53.7)～765号(平17.7.15)　 欠号有 編入により,平17.8から「広報かみす」新たに創刊1号より刊行

神栖町 広報かみす縮刷版 所蔵:第1号(昭37.6)～642号(平11.12)

神栖市 広報かみす　 所蔵:創刊号(平17.8)～

河内町（村） 広報かわち 所蔵:24号(昭36.1)～ 　欠号有

北茨城市 広報きたいばらき 所蔵:57号(昭36.1)～ 　欠号有
「北茨城市政だより」から「広報きたいばらき」108号(昭40.6)～に改題 「北茨城市政だよ

り」も含む

北浦町（村） 広報きたうら 所蔵;35号(昭36.1) ～460号(平17.8)　欠号有 合併により,平17.9から「市報なめかた」へ継続

協和町（村） 広報きょうわ 所蔵:33号(昭36.1)～493号(平17.3)　 欠号有 合併により,平17.4から「広報筑西」へ継続

く 茎崎町 広報くきざき 所蔵:134号(平6.6) ～ 234号(平14.10) 　欠号有  編入により,平14.11から「広報つくば」へ継続

古河市 広報古河 所蔵:61号(昭36.1)～ 678号(平17.9)　 欠号有

「古河市広報」61号(昭36.1)～ から「市政だより古河」306号(昭54.9)～ から「広報こが」

427号(昭59.10)に改題

「古河市広報」「市政だより こが」も含む

 合併により,平17.9から「広報古河」新たに創刊1号より刊行

古河市 広報古河 所蔵:16号(平19.1)～

五霞町（村） 広報ごか 所蔵:547号(平6.7)～　欠号有

御前山村 広報ごぜんやま 所蔵;209号(平6.4) ～334号(平16.9)　欠号有 合併により,平16.10から「広報常陸大宮」へ継続

境町 広報さかい
所蔵:139号(昭53.7)～ 　欠号有

「お知らせ版」の所蔵：319号(平27.4)～

桜村 さくら 所蔵;116号(昭57.3) ～184号(昭62.11)　欠号有 合併により,昭62.11から「市報つくば」へ継続 

桜川村 広報さくら川 所蔵:19号(昭36.1)～ 452号(平17.3) 　欠号有 合併により,平17.4から「広報稲敷」へ継続

桜川村 広報さくら川縮刷版 所蔵:285号(平3.4)～452号(平17.3)

桜川市
広報さくらがわ

Sakuragawa Public Relations
所蔵:創刊号(平17.10)～ 　欠号有

お

か

き

こ

さ



市町村名 タイトル 所蔵状況 備考

猿島町 広報さしま 所蔵:160号(昭53.6) ～472号(平17.3)　欠号有 合併により,平成17.4から「広報ばんどう」へ継続

里美村 広報さとみ 所蔵:62号(昭53.8) ～221号(平16.11) 　欠号有 合併により,平16.12から「広報ひたちおおた」へ継続

里美村 広報さとみ 復刻版　 所蔵:第1号(昭32.12)～第221号(平16.11)

三和町（村） 広報さんわ 所蔵;49号(昭36.2) ～517号(平17.9)　欠号有
「三和村報」49号も含む

合併により,平成17.9.12から「広報古河」へ継続

下館市 広報下館 所蔵:272号(昭53.7)～592号(平17.3) 　欠号有 合併により,平17.4から「広報筑西」へ継続

下館市 広報しもだて縮刷版 所蔵:第1号(昭24.12)～377号(昭53.4)

下妻市 広報しもつま
所蔵:66号(昭36.2)～ 　欠号有

「お知らせ版」の所蔵あり：平27年4月25日号～

下妻市 広報しもつま 縮刷版 所蔵:昭和29年7月15日(第1号)～平成5年10月(第450号)

十王町 広報じゅうおう　 所蔵:98号(昭53.7)～413号(平16.10)　 欠号有 合併により,平16.11から「日立市報」へ継続

常北町 広報じょうほく 所蔵;21号(昭36.4) ～396号(平17.3) 　欠号有 合併により,平17.4から「広報しろさと」へ継続

常総市
広報常総

PUBLIC RELATIONS MAGAZINE OF JOSO CITY
所蔵:創刊号(平18.1)～　欠号有

城里町 広報しろさと
所蔵:創刊号(平17.2)～

「お知らせ版」の所蔵：118号(平27．1)～

新利根町（村） 広報しんとね 所蔵:138号(昭53.7)～ 452号(平17.3)　 欠号有 合併により,平17.4から「広報稲敷」へ継続

す 水府村 広報すいふ 所蔵:44号(昭53.8) ～218号(平14.12)　欠号有 合併により,平17.1から「広報ひたちおおた」へ継続

せ 関城町 広報せきじょう　 所蔵:225号(平6.8)～351号(平17.2)・臨時号(平17.3) 合併により,平成17.4から「広報筑西」へ継続

総和町（村） 広報そうわ 所蔵:68号(昭36.2)～555号(平17.9)　 欠号有
「総和村報」68号(昭36.2)～ から「広報そうわ」(昭53.9)～に改題

合併により,平17.9.12から「広報古河」へ継続

総和町 広報そうわ縮刷版 所蔵:第216号(昭53.1)～381号(平2.3)

大洋村 広報たいよう　 所蔵;212号(昭53.6) ～ 344号(平6.10)　欠号有 合併により，平17.10から「広報ほこた」へ継続

大子町 広報だいご 所蔵:65号(昭36.1)～ 　欠号有

高萩市 市報たかはぎ　
所蔵:61号(昭36.2)～ 　欠号有

「市報お知らせ版」:1号(平23.1)～

玉造町 玉造　広報玉造 所蔵:382号(平4.5)～541号(平17.8) 　 欠号有 合併により,平17.9から「市報なめがた」へ継続

玉里村 広報たまり 所蔵:197号(昭61.2) ～400号(平17.8)  欠号有 合併により,平18.4から「広報おみたま」へ継続

筑西市 広報筑西　people 所蔵:1号(平17.4)～

千代川村 広報ちよかわ　 所蔵:19号(昭36.1) ～395号(平17.12) 　欠号有 合併により,平18.1月から「広報しもつま」へ継続

千代田町（村） 広報ちよだ 所蔵:5号(昭35.12)～431号(平17.3)　欠号有 合併により,平17.4から「広報かすみがうら」へ継続

千代田村 広報ちよだ縮刷版 所蔵:第1号(昭35.7)～200号(昭60.12)

筑波町 つくば 所蔵:148号(昭53.6)～253号(昭60.11)　欠号有 編入により,昭62.12から「市報つくば」へ継続 

つくば市 広報つくば 所蔵: 1号(昭62.12)～ 　欠号有 「市報つくば」1号(昭62.12)～から「広報つくば」138号(平7.4)～からに改題

つくばみらい市 広報つくばみらい　 所蔵:創刊号(平18.4)～

出版者および編集者名変遷:24号(平20.3)まで:茨城県つくばみらい市総務部秘書広聴課。25

号(平20.4)から72号(平24.3)まで:茨城県つくばみらい市秘書広聴課。73号(平24.4)から:茨城

県つくばみらい市政策秘書課。

土浦市 広報つちうら 所蔵:640号(平6.4)～ 　欠号有

常澄村 広報つねずみ　つねずみ議会だより
広報つねずみ:第1号(昭31.5.25)～第230号(平4.2)

つねずみ議会だより:第1号(昭44.5)～第87号(平4.1)
編入により,平4.3から「広報みと」へ継続

常澄村 広報つねずみ つねずみ議会だより 縮刷版 所蔵:第1号～第230号

て 出島村 広報でじま 所蔵:63号(昭36.4) ～492号(平8.12) 　欠号有 霞ヶ浦町となり,平9.4から「広報かすみがうら」へ継続 

東海村 広報とうかい
所蔵:250号(昭53.9)～ 　欠号有

お知らせ版所蔵:創刊号～

発行者名変遷:264号(平26.3.25お知らせ版)まで:東海村。830号(平26.4)から841号(平27.3.25

お知らせ版)まで:東海村村長公室まちづくり推進課。842号(平27.4)からの発行者:東海村村

長公室広報公聴課。

東海村 広報とうかい縮刷版 所蔵:第1号(昭30.4)～500号(平元.8) 号外・特集号あり
1号～43号までのタイトル「東海村報」,44号～67号までのタイトル「村報とうかい」,68号

～102号までのタイトル「広報東海」

利根町 広報とね 所蔵:194号(昭55.5) ～　欠号有
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市町村名 タイトル 所蔵状況 備考

友部町 広報ともべ 所蔵:23号(昭36.2)～ 449号(平18.3)　 欠号有
「友部町報」23号(昭36.2)～から「広報ともべ」116号(昭53.7)～に改題

合併により,平18.4から「広報かさま」へ継続

豊里町 広報とよさと 所蔵;43号(昭36.1) ～213号(昭60.5) 　欠号有

「豊里町広報」も含む

合併により,昭62.11から「市報つくば」へ継続

取手市 広報とりで 所蔵:288号(昭53.7)～　欠号有

那珂湊市 広報なかみなと 所蔵;4号(昭33.1) ～303号(平6.10)　欠号有

「那珂湊市政だより」4号(昭33.1.10)～,「市報なかみなと」132号(昭51.11.25)～,「広報な

かみなと」135号(昭52.7.15)～を含む

合併により，平6.11から「市報ひたちなか」へ継続

那珂町 広報なか 蔵:63号(昭36.1)～ 560号(平17.1) 　欠号有
「那珂町広報」63号(昭36.1)～から「広報なか」249号(昭54.3)～に改題

 合併により,平17.2から「広報なか」新たに創刊1号より刊行

那珂市 広報なか　
所蔵:創刊号(平17.2)～

「お知らせ版」の所蔵：310号(平27.4.13)～

七会村 広報ななかい 所蔵:65号(昭35.4)～257号(平17.1)　 欠号有
「七会村報」65号(昭35.4)～から「広報ななかい」67号(昭36.7)～に改題

 合併により,平17.2から「広報しろさと」へ継続

七会村 広報ななかい縮刷版 収録:昭和60年度(第151号)～平成16年度(257号)

行方市 市報なめがた 所蔵:創刊号(平17.9)～
「市報行方」から「市報なめがた」29号(平成20.1)に改題

に
新治村 広報にいはり 所蔵:90号(昭53.7)～ 392号(平18.2) 　欠号有

「新治村広報」90号(昭53.7)～から「広報にいはり」251号(平6.4)～に改題

合併により,平成18.3から「広報つちうら」へ継続

波崎町 広報はさき 所蔵:209号(昭53.7)～538号(平17.7)　 欠号有 合併により,平17.8から「広報かみす」へ継続

坂東市 広報坂東　ばんどう
所蔵:創刊号(平17.4)～

「お知らせ版」の所蔵：244号(平26.4)～　欠号有

ひ 日立市 日立市報 所蔵:176号(昭35.9.20) ～ 1658号(令1.8.20）　欠号有 令1.9月より｢市報ひたち｣へ改題

日立市 日立市報縮刷版 所蔵:復刊1号(昭15.7)～42号(昭19.1) 1号(昭24.5)～904号(平元.3.20) 　欠号有 「こども版」(年4回刊)も含む

日立市 市報ひたち 所蔵:No.1659(2019.9)～

常陸太田市 広報ひたちおおた
所蔵:24号(昭35.9)～ 　 欠号有

「ひたちおおたお知らせ版」の所蔵：平成28年2月10日号～
「常陸太田市市政だより」「市政ひたちおおた」も含む。

常陸大宮市 広報常陸大宮
所蔵:創刊号(平16.10)～

「お知らせ版」の所蔵：236号(平24.8)～　欠号有

常陸大宮市 広報常陸大宮縮刷版 所蔵:第1号(平16.10)～第126号(平27.3)

ひたちなか市 市報ひたちなか 所蔵:創刊号(平6.12.25)～  おしらせ版(平6.11)も含む

ふ
藤代町 広報ふじしろ 所蔵:20号(昭36.5) ～771号(平17.3.15)　 欠号有

「藤代広報」20号(昭36.5)～ から 「広報ふじしろ」186号(昭53.7)～に改題

合併により,平17.4月から「広報とりで」へ継続

鉾田町 広報ほこた 所蔵:32号(昭35.7)～542号(平14.12)　　欠号有
「鉾田町広報」32号(昭35.7)～57号(昭38.2)も含む

合併により,平17.10から「広報ほこた」新たに創刊1号より刊行

鉾田町 広報ほこた縮刷版 所蔵:第227号(昭52.1)～458号(平7.12)  おしらせ版も含む

鉾田市 広報ほこた 所蔵:創刊号(平17.10)～

ま 真壁町 広報まかべ 所蔵:43号(昭36.1)～540号(平17.9)　欠号有 合併により,平17.10から「広報さくらがわ」へ継続

水海道市 広報みつかいどう 所蔵:271号(昭53.7)～ 600号(平17.12)　 欠号有 合併により,平18.1月から「広報常総」へ継続

水海道市 広報みつかいどう縮刷版 所蔵:第1号(昭29.7)～300号(昭55.12) 「水海道市(広)報」も含む

水戸市 水戸市報 所蔵;第76号(昭3.7)～221号(昭15.9)

水戸市 広報みと 所蔵:123号(昭34.6) ～　欠号有
「水戸市広報」123号(昭34.6)～から 「水戸市政だより」230号(昭43.5)～ から「広報水

戸」635号(昭60.4.15)～から 「広報みと」1037号(平14.1)～に改題

水戸市 広報みと 点字版 所蔵:1184号(平20・2)～

美野里町 広報みのり 所蔵:26号(昭35.10)～335号(平18.3)　欠号有
「美野里町報」26号(昭35.10)～から「広報みのり」88号(昭47.5)～ に改題

合併により,平18.4月から「広報おみたま」へ継続

美浦村 広報みほ 所蔵:27号(昭36.2)～　欠号有 「みほ広報」27号(昭36.2)～ から「広報みほ」219号(昭55.5)～に改題

ほ

み

と

な

は



市町村名 タイトル 所蔵状況 備考

美和村 広報みわ 所蔵:260号(平6.4)～386号(平16.10) 　欠号有 合併により,平16.11から「広報常陸大宮」へ継続

守谷市（町） 広報もりや 所蔵;165号(昭53.7)～ 　欠号有
「広報もりやおしらせ版」も含む

出版者変遷:守谷町→守谷市

守谷町 広報もりや縮刷版 所蔵:第211号(昭57.1)～318号(平2.12) 「広報もりやおしらせ版」も含む

八郷町 広報やさと 所蔵:65号(昭36.1)～603号(平17.9) 　欠号有
「八郷広報」65号(昭36.1)～219号(昭48.9)も含む

合併により,平17.10から「広報いしおか」へ継続

八郷町 広報やさと 縮刷版 第298号(昭55.4.15)～第381号(昭62.3.15)

谷田部町 広報やたべ 所蔵;18号(昭36.1) ～318号(昭和61.1・2) 　欠号有 合併により,昭62.11から「市報つくば」へ継続 

八千代町
広報やちよ

yachiyo

所蔵:207号(昭53.7)～ 　欠号有

「お知らせ版15日号」の所蔵：2016年1月15日号(平28.1)～

広報内に「議会だより」を含む。

出版者名変遷:566号までの出版者:八千代町役場秘書課。689号までの出版者：八千代町秘書

課。

八千代町 広報やちよ縮刷版 所蔵:第251号(昭56.12)～400号(平5.2) 「議会だより」第28号～72号 「農業委員会報」第19号～63号を含む

山方町 広報やまがた 所蔵:75号(昭53.7)～359号(平16.10) 　欠号有
「町報やまがた」75号(昭53.7)～97号(昭57.9)も含む

合併により,平16.11から「広報常陸大宮」へ継続

大和村 広報やまと 所蔵:12号(昭35.11) ～416号(平17.9) 　欠号有
「大和村報」12号(昭35.11)を含む

合併により,平17.10から「広報さくらがわ」へ継続

大和村 広報やまと 縮刷版　 第5号(昭33.7.15)～第250号(平3.11.20)

谷和原村 広報やわら　 所蔵:302号(平6.6)～443号(平18.3) 合併により平18.4月から「広報つくばみらい」へ継続

ゆ 結城市 広報結城　 所蔵:392号(平6.7)～

り 龍ヶ崎市 広報龍ヶ崎「りゅうほー」 所蔵:144号(昭53.7)～ 　欠号有

み

も

や


