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検索のキーワード 

○キーワードは複数を組み合わせて行うと目的の資料を効率よく探すことができます。 

＜ヒントとなるキーワード一覧＞ 

 

地図いろいろ 

○戸田市が載っている地図にはいくつかの種類があります。どんな地図が必要なのか目的を明らかに

して地図を探しましょう。 

＜地図の種類＞ 

地図の種類 内容 

地形図 
地表の形態とそこに分布する事物を平均的に描き出した地図で、当館では基本的な

1/25,000 の地図を継続的に収集しています。戸田市も含めた広い範囲での地形の変化

や地域の発展の様子をみることが可能です。 

戸田市全図・ 

戸田ガイドマップ 

国土地理院発行の地形図を元に戸田市（村町）が作成した 1/10,000 の地図です。戸田

市における道路の変化、建物（市内の施設）の変化等を読み取ることができます。 

戸田市史ある記 

マップ 

戸田市内の遺跡や文化財を記した 1/15,000 の地図です。史跡コースをたどることで、今

と昔の戸田市の違いを肌で感じることができます。 

都市計画図  
戸田市が作成した 1/10,000 の地図で、都市計画の内容を表示した地図です。都市計画

事業の変遷をみることができます。 

住宅地図 
ゼンリンが作成した 1/1,500の地図です。土地利用の変化を詳細に知りたい場合に活用

できます。 

ブルーマップ 
ゼンリン住宅地図をもとに作成された 1/1,500 の地図です。登記簿の地図を重ね合わ

せ、地番と住居表示番号が対照できるように記載されています。 

戸田／埼玉県戸田市／北足立郡／戸田町／戸田村／赤羽／蕨／蕨駅／埼玉／地図／ 

地図資料／地形図／迅速測図／国土地理院／大日本帝国参謀本部測量局／地理調査所／ 

航空写真／住宅地図／道路地図／都市地図／ 
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戸田市の今と昔の様子を比較したいとき、地図を使うと、その移り変わりがよくわかります。しかし、

現在の地図は簡単に入手できても、過去の地図となると、どこを探せばいいのか悩むところ。そん

なときは、この調べ方ガイドをご活用ください。 

※ここで紹介する地図は、近代以降の測量に基づく地図です。絵図・古地図は含みません。 

https://library.toda.saitama.jp/
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道路地図から戸田の地図を探す。 

○戸田市の地図は埼玉県の道路地図にも含まれています。 

＜図書館で所蔵している道路地図（一例）＞ 

資料情報（タイトル・作成者・発行年・縮尺） 請求記号 
中央図書館 

配置場所 

広域首都圏道路地図 昭文社 2017年 1/15,500 291.3 中央１階 

関東道路地図 昭文社 2017年 1/22,000 Ｒ291.3 中央 2階地図 

県別マップル 埼玉県道路地図 

昭文社 2020年 1/10,000、1/30,000 
T291.3 中央 2階地図 

 

航空（空中）写真を探す。 

○地図同様に航空写真からも戸田市の今と昔の様子の変化を知ることができます。 

＜図書館で所蔵している航空写真（一例）＞ 

資料情報（書名・出版社・出版年・収録ページ） 請求記号 
中央図書館 

配置場所 

さいたま 航空写真集  

埼玉新聞社 1992年 戸田収録ページ p.62～69 
T291.3 中央 2階地図 

埼玉 今を見る  埼玉新聞社 1982年 戸田収録ページ p.66～72 T291.3 中央 2階地図 

航空写真図 戸田市蕨市  太平洋航業 1988年  T291.3 中央 2階地図 

戸田市の航空写真 昭和２２年  

（『戸田市史 民俗編』付図） 戸田市 1983年 
M291.3 中央 2階地図 

 ※航空写真はインターネットで閲覧することもできます。下の「インターネットで地図又は航空写真を探す。」を

参考にしてください。 

 

インターネットで地図又は航空（空中）写真を探す。 

○最新の地図又は航空写真はインターネットで閲覧することができます。 

   ※航空写真は、過去のものを見ることもできます。 

＜主な地図検索サイト（一例）＞ 

いいとだマップ 地図検索 https://e-toda.kukanjoho.jp/  

戸田市が作成した地図検索システムです。施設の案内はもちろん、目的地までの交通手段、所要時間等

も調べることができます。印刷も可能です。 

埼玉県立文書館 https://monjo.spec.ed.jp/ 

閲覧できるのは昭和４１年度以降の航空写真のみです。「収蔵資料検索システム」で「航空写真」を選択

し、市町村名「戸田」を入力の上、検索してください。表示された一覧の右にある「個別検索の詳細画面 

へ」を選択すると航空写真を閲覧するページが開きます。印刷も可能です。 

http://e-toda.kukanjoho.jp/
https://monjo.spec.ed.jp/
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google マップ 地図検索 https://maps.google.co.jp/maps 

キーワードに「埼玉県戸田市」と入力して検索すれば、戸田市の地図を探すことが可能です。同じ画面で

航空写真に切り替えることもできます。印刷機能もあります。 

地理空間情報ライブラリー（国土地理院）  https://geolib.gsi.go.jp/ 

キーワードに「埼玉県戸田市」と入力して検索すれば戸田市の地図を探すことができます。同じ画面で航

空写真に切り替えることも可能です。手続きが必要ですが複写可能です。 

 

●戸田市立図書館で所蔵していない戸田市の地図を探す。 

＜戸田の地図を所蔵している主な機関＞ 

国土地理院 

アドレス https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html 

検索方法 ホームページからは国土地理院発行の地形図（最新の地図のみ）、航空写真（新旧）等の

閲覧ができます。 

旧版の閲覧 国土交通省国土地理院 関東地方測量部 ほか 

複写 プリント不可。最新版は購入可。旧版は謄本の交付可（有料）。 

国立国会図書館オンライン 

アドレス https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/ 

検索方法 国立国会図書館所蔵の地図は、詳細検索の「地図」を選択し、キーワードから検索します。

住宅地図は 1967年人文社発行の『東京都埼玉県全住宅案内地図・戸田市』から所蔵して

います。 

閲覧 東京本館４階地図室 

複写 著作権の範囲内で可。有料 

埼玉県立文書館 

アドレス https://monjo.spec.ed.jp/ 

検索方法 「収蔵資料検索システム」で「地図」「航空写真」を選択し、キーワードで検索しましょう。 

閲覧 埼玉県立文書館４階 地図センター 

複写 著作権の範囲内で可。有料 

埼玉県立図書館 

アドレス https://www.lib.pref.saitama.jp/index.html 

検索方法 ホームページの「資料案内」・「地域・行政資料（埼玉資料）」内「地図」の中に「地形図」、

「住宅地図」、「都市計画図」等市町村ごとの所蔵一覧を掲載しています。 

閲覧 埼玉県立熊谷図書館 浦和分室 

複写 著作権の範囲内で可。有料 

戸田市アーカイブズ・センター 

アドレス https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/377/hakubutsu-archives.html 

検索方法 戸田市アーカイブズ・センターで所蔵している地図は、図書館所蔵の『戸田市地図目録Ⅱ』

（2019年発行・分類 291.3・郷土資料 39番の棚）から検索できます。 

閲覧 要申請。詳しくは戸田市アーカイブズ・センターまで。 

 

 

http://maps.google.co.jp/maps
https://geolib.gsi.go.jp/
https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
https://monjo.spec.ed.jp/
https://www.lib.pref.saitama.jp/index.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/377/hakubutsu-archives.html
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戸田市の古い地図を探す。 

●戸田市立図書館で所蔵している資料から探す。 

テーマの棚に行って探す 戸田市の地図は参考資料室の「地図コーナー」に集めてあります。 

ＯＰＡＣで調べる オンライン目録（ＯＰＡＣ）で図書館の地図の蔵書を調べることができます。 

＜図書館で所蔵している戸田市の地図（一例）＞ 

資料情報（タイトル・縮尺・発行年・作成者） 請求記号 
中央図書館 

配置場所 

戸田村全図 1/3,000 2枚組 1933～1938年 戸田市 Ｍ291.3 中央 2階地図 

戸田市ガイドマップ（旧 戸田市案内図） 

1/10,000 1988年 戸田市 
T291.3 中央地下戸田 

戸田都市計画図 1/10,000 1981年 戸田市 Ｍ291.3 中央 2階地図 

地形図 蕨駅  

1/20,000 複製 1887年 大日本帝国参謀本部測量部 
Ｍ291.34 中央 2階地図 

ゼンリン住宅地図 戸田市 1/1,500 1973年 ゼンリン T291.3 中央 2階カウンター 

※上記一覧では当館で所蔵している一番古い地図を紹介しました。最新の地図はＯＰＡＣで確認してくださ

い。 

※なお、当館のホームページには所蔵地図の一覧もありますので参考にしてください。 

〔アドレス https://library.toda.saitama.jp/reference/kyoudo/2/chizu_top.html〕 

 

●地図集又は図書の付録から地図を探す。 

＜図書館で所蔵している地図集、付図（一例）＞ 

資料情報 

（書名・出版社・出版年） 
戸田が収録されている地図 

請求 

記号 

中央図書館 

配置場所 

日本図誌大系２-Ⅰ 関東Ⅰ  

朝倉書店 1977年 

p.314～315 明治 42 年、昭和 7 年、  

昭和 31 年、昭和 45 年の東京北西部

1/50,000の地形図 

R291.0 中央 2階地図 

明治前期・昭和前期東京都

市地図２ 柏書房 1996年 

p.16～20 明治 13 年、昭和 7 年、   

昭和 41年の赤羽 1/25,000の地形図 
R291.3 中央 2階地図 

明治前期関東平野地誌図 

集成 柏書房 1989年 

p.140 明治 13～19 年頃の迅速測図 

から作成した赤羽 1/25,000の地形図 
R291.0 中央 2階地図 

戸田市史 民俗編 

戸田市 1983年 

付録 大正期、昭和 50年代の 1/25,000

の地形図 
T213.4 中央 2階戸田関連 

 

https://library.toda.saitama.jp/reference/kyoudo/2/chizu_top.html

