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戸田市に関する資料で調べる。 

○戸田市史で調べる。 

戸田橋に限らず、戸田市の歴史を調べる場合は、まず本館２階「戸田市関連郷土資料」の棚にある

『戸田市史』（請求記号 T213.4-ト）をご覧ください。 

＜『戸田市史』の中の「戸田橋」＞ 

『書名』出版者／出版年 ページ／内容 

『戸田市史』通史編 下巻 

戸田市／1987年 

p.149～176「戸田橋の架設」 

初代戸田橋を架けた経緯、計画、工事、管理等について知ることがで

きます。 

p.356～358「交通網の整備」 

２代目及び３代目の戸田橋について知ることができます。 

『戸田市史』資料編 ５ 

戸田市／1985年 

p.7～96「初代戸田橋関係書類」 

p.487～495「３代目戸田橋架換工事概要」 

 

 

 

 

 

 

 

   

作成者：戸田市立図書館／作成日：2009年 4月 21日  
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ミ
さ
ん 

初代戸田橋から現在の４代目戸田橋まで、その架設にまつわる背景、記録等戸田橋に関する 

ことを調べるための手引きとしてご活用ください。 

 

～資料の紹介について～ 

●紹介した資料は、当館が把握しているすべての資料ではありません。今回は戸田市立図書館で

所蔵している資料（一部埼玉県立図書館所蔵の資料あり）に限りました。 

●戸田市立図書館内で複本資料がある場合は、本館 2階の郷土資料を優先して紹介しました。郷

土資料は貸出しできません。貸出しできる資料があるか、分館及び分室で所蔵している資料が

あるか等複本の確認が必要な場合は、ＯＰＡＣで検索してください。 

▲このページのトップへ戻る。 

https://library.toda.saitama.jp/
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○戸田市関係資料で調べる。 

戸田市に関することを調べる場合は、『戸田市史』のほかに以下の基本資料を確認してみましょう。 

＜「戸田橋」について記述のある主な資料＞ 

『書名』出版者／出版年 ページ／内容 請求記号 配架場所 

『戸田市いまむかし』 
戸田市／1989年 

p.175～179「戸田の渡しから戸田橋へ」 

初代「戸田橋」の架橋経緯、計画及び完成までを

知ることができます。 

p.211-212「戸田橋の架けかえ」 

3 代目「戸田橋」について知ることができます。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田むかし史ある

記』 戸田市教育委員会／

1983 年 

p.17～19「戸田橋の歴史」 

初代から４代目までの「戸田橋」の歴史を知るこ

とができます。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田の歴史と文化』 
戸田市秘書課・市史編

纂室／1978 年 

p.11～15「渡しから戸田橋まで」 

初代から４代目までの「戸田橋」の歴史を簡単に

解説しています。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田市史研究』第３

号 戸田市／1979 年 

p.12～19「三 戸田渡船場から戸田橋へ」（田村泰

三「中山道戸田の渡し」内） 

初代から 4代目までの「戸田橋」の歴史を知るこ

とができます。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田市史研究』第 7

号 戸田市／1986 年 

p.68～90 龍野四郎「明治初年・戸田橋の架設」 

初代「戸田橋」を架けた経緯、計画、工事、管理等

について知ることができます。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田市立郷土博物館

常設展示図録』 
戸田市立郷土博物館／ 

1997 年 

p.44～45「戸田橋の変遷」 

初代から現在までの「戸田橋」について簡単な解

説があります。各時代の「戸田橋」の写真も掲載

されています。 

T069.9 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田市市勢要覧』
1991 年版 戸田市役所

／1991 年 

p.34～35「戸田橋グラフィティ」 

「戸田橋」の歴史を年表形式で紹介しています。 
T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報戸田』昭和 51 年

7 月 5 日号 戸田市役所

／1976 年（『広報とだ』

昭和 51 年版に収録） 

p.17「戸田橋の思い出」 

「戸田橋」の架け替え工事にともない、市民に思

い出を募集したものを掲載しています。連載は昭

和 53 年（1978）３月１日号まで続いています。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報戸田』昭和 51 年

11月５日号 戸田市役所

／1976 年（『広報とだ』

昭和 51 年版に収録） 

p.6～7 

「新戸田橋新笹目橋の建設進む」 

4 代目「戸田橋」の建設状況について報告した記

事です。初代から 3 代目までの「戸田橋」の写真

も掲載されています。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報とだ』平成 13 年

６月１日号 戸田市役所

秘書広報課／2001 年
（『広報とだ』平成 13 年版

に収録） 

p.13「このまちの文化財」 

3 代目「戸田橋」の親柱について知ることができ

ます。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報戸田市』平成 26

年 11 月１日号 戸田市

役所政策秘書室／2014

年（『広報戸田市』平成 26

年版に収録） 

p.2「戸田橋に見る戸田のあゆみ」 

3 代目「戸田橋」の親柱が戸田市指定有形文化財

に指定されたことを報告した記事です。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

 
▲このページのトップへ戻る。 
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『書名』出版者／出版年 ページ／内容 請求記号 配架場所 

『広報戸田市』平成 30

年 9 月１日号 戸田市役

所政策秘書室／2018年 

p.20「ふるさと戸田「四代目戸田橋」」 

4 代目「戸田橋」について知ることができます。

昭和 53 年（1978）撮影、3 代目及び 4 代目「戸

田橋」を併用して運行していた写真が掲載されて

います。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

 

○特定のテーマの資料で調べる。 

「戸田橋」に関することを調べる場合は、「戸田の交通」、「橋」、「荒川」、「中山道」等「戸田橋」と関係

するテーマの資料を確認してみましょう。 

＜「戸田橋」について記述のある主な資料＞ 

『書名』出版者／出版年 掲載ページ／内容 請求記号 配置場所 

『戸田の交通』 
郷土博物館第２回特別展図録 

戸田市立郷土博物館／1986 年 

p.20～21「戸田橋架橋」 

戸田橋について概要を知ることができ

ます。 

T069.9 

本館2階「戸

田市関連郷

土資料」 

『新戸田橋１９７５』 
建設省関東地方建設局／ 

1975 年 

４代目戸田橋の計画と工事概要を記し

たパンフレットです。 
T515 

本館2階「戸

田市関連郷

土資料」 

『戸田の橋漫歩』 

戸田市／1997年 

p.22～23「戸田橋」 

戸田橋について概要を知ることができ

ます。 

T515.0 

本館2階「戸

田市関連郷

土資料」 

『荒川』人文Ⅱ 

埼玉県／1988年 

p.218～224「戸田橋」 

初代及び３代目について知ることがで

きます。特に初代の経営について詳し

く知ることができます。 

T517.2 
本館2階「郷

土特集棚」 

『さいたま歴史街道』 

埼玉新聞社／1990 年 

p.109～112「中山道戸田橋」 

初代「戸田橋」の架橋経緯、計画、管理

等を知ることができます。3 代目「戸

田橋」についても言及しています。 

初代から 3代目までの「戸田橋」の写

真も掲載しています。 

T213.4 
本館2階「郷

土特集架」 
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埼玉県に関する資料で調べる。 

戸田市に関することを調べる場合は、埼玉県関係資料も確認してみましょう。「戸田橋」に関する記

述は以下の資料の中にあります。 

＜「戸田橋」について記述のある埼玉県関係の資料＞ 

『書名』出版者／出版年 掲載ページ／内容 請求記号 配置場所 

『埼玉大百科事典』第３巻 

埼玉新聞社／1981 年 

p.486「とだばし 戸田橋」 

初代「戸田橋」について知ることができま

す。 

T291.3 
本館2階「郷

土資料架」 

『さいたま歴史街道』 

埼玉新聞社／1990 年 

p.109～112「中山道戸田橋」 

初代「戸田橋」の架橋経緯、計画、管理等

を知ることができます。3 代目「戸田橋」

についても言及しています。 

T213.4 
本館2階「郷

土特集架」 

『新編埼玉県史』資料編 21 

埼玉県／1982年 

p.57～59「四 戸田橋架橋願」 

明治６年（1873）の「埼玉県行政文書」

を掲載しています。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

『新編埼玉県史』資料編 22 

埼玉県／1986年 

p.423「戸田橋鉄橋の竣功と交通難所の

解消」 

昭和７年（1932）10月 30 日の「東京

日日新聞」埼玉版の記事を掲載していま

す。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

『近代埼玉の建築探訪』 

さきたま出版会／2006 年 

p. 62-63「旧戸田橋親柱」 

戸田橋親水公園に移築保存されている 3

代目「戸田橋」の親柱を紹介しています。 

T521.6 
本館2階「郷

土資料架」 

 

隣接する板橋区の資料で調べる。 

戸田市に関すことを調べる場合は、戸田市と隣接する蕨市、板橋区等の関係資料も確認してみまし

ょう。「戸田橋」に関する記述は、主に板橋区の資料の中にあります。 

＜「戸田橋」について記述がある板橋区関係の資料＞ 

『書名』出版者／出版年 掲載ページ／内容 請求記号 配置場所 

『新河岸町会 

創立五十周年記念誌』 
新河岸町会／2007 年 

p.53「まちの近代化の幕開けとなった戸田橋

架橋」 

「戸田橋」の変遷について概要を知ることが

できます。 

T318.8 
本館2階「郷

土特集棚」 

『板橋区史』通史編 下巻 
板橋区／1999年 

p.20～21「戸田橋の架橋と道路の整備」 

 
T213.6 

本館2階「市

町村郷土資

料」 

『板橋区文化財年報』10
板橋区教育委員会／ 

2013 年 

p.18～31「戸田橋親柱調査報告書」 

板橋区小豆沢公園内に移築された板橋区側の

「戸田橋」の親柱についての調査報告書が掲

載されています。戸田市側の親柱についても

比較言及しています。写真も豊富です。 

T709.1 

本館2階「市

町村郷土資

料」 

     

  

▲このページのトップへ戻る。 
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戸田橋の絵図及び写真を探す。 

○「戸田橋」の写真を探す。 

戸田市の古い写真を見たい場合は、p.1～4 で紹介した資料のほか写真の掲載が多い郷土博物館

の展示図録、郷土の写真集等を探してみましょう。 

＜p.1～4 以外で「戸田橋」の写真が掲載されている主な資料＞ 

『書名』／出版者／出版年 掲載ページ／内容 請求記号 配置場所 

『郷土とだ』第４号 

戸田市文化財研究会／1983 年 

p.2～4／初代から４代目までの「戸

田橋」の写真を掲載しています。 
T709.1 

本館2階「戸

田市関連郷

土資料」 

『中山道展・戸田の渡しと旅日

記』郷土博物館特別展示図録１８ 

戸田市立郷土博物館／2002 年 

p.45／初代、2代目及び4代目の「戸

田橋」の写真を掲載しています。 

T291.5 

T069.9 

本館2階「郷

土特集棚」 

『戸田河岸と荒川の舟運』 

郷土博物館特別展示図録１９ 

戸田市立郷土博物館／2003 年 

p.46／明治８年（1875）、大正元年

（1912）、大正９年（1920）、昭和

７年（ 1932）及び昭和１４年

（1939）の「戸田橋」の写真を掲載

しています。 

T069.9 
本館2階「郷

土特集棚」 

『埼玉の昭和 50 年史』 

信陽堂／1976年 

p.77／昭和 22 年（1947）の「戸

田橋」の写真を掲載しています。 
T213.4 

本館2階「郷

土資料架」 

『目でみる埼玉百年』 

埼玉県／1971年 

p.142／昭和初期及び昭和７年

（1932）の「戸田橋」の写真を掲載

しています。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

『埼玉県写真集』上巻 

国書刊行会／1978 年 

p.204／大正元年（1912）、昭和７

年（1932）及び昭和 52 年（1977）

の「戸田橋」の写真を掲載していま

す。 

T213.7 
本館2階「郷

土資料架」 

『埼玉の昭和』 

埼玉新聞社／1990 年 

p.39／明治 7 年（1874）及び昭和

7 年（1932）の「戸田橋」の写真を

掲載しています。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

 

○「戸田橋」の絵図を探す。 

初代の「戸田橋」は、絵図として以下の資料に掲載されていることが確認されています。 

＜「戸田橋」の絵図が掲載されている図書＞ 

『書名』（主な内容）出版者／出版

年／ページ／所蔵館 
絵の作者 

当館所蔵の絵図収録図

書／絵図掲載ページ 

収録図書の配置場所／ 

請求記号 

『埼玉県地誌略』 

（明治時代の小学校教科書） 

埼玉県／1877年／p.40／ 

埼玉県立図書館 

狩野良信 
『埼玉県史料叢書』４ 

／p.629 

本館 2 階「郷土資料架」／

T213.4 

『伊香保志』上巻 

（伊香保までの道中記） 

みやま文庫／1989年（明治 15

年発行の復刻版）／p.24、25／ 

埼玉県立図書館 

長命晏春 
『さいたま歴史街道』 

／p.109 

本館 2 階「郷土特集棚」／

T213.4 

 ▲このページのトップへ戻る。 



6 

 

図書以外の資料を探す。 

○戸田市立図書館のＯＰＡＣで検索する。 

「戸田橋」をキーワードにして検索すると上述した図書以外にも雑誌、視聴覚資料等を探し出すこと

ができます。 

＜例えば「戸田橋」をキーワードにするとこんな資料を検索できます。＞ 

タイトル出版社／版年／ページ／記事タイトル 配置場所 

雑誌「さいたまグラフ」 
埼玉県広報公社／1977 年 11 月号／ 

p.34／「完成間近い戸田橋と町の風景」（写真） 
本館書庫 

ビデオ「とだビデオライブラリー５戸田の歴史」 
戸田市／1999年制作／「戸田橋の誕生」 

本館 1 階「とだしの棚」 

※雑誌記事を探す場合は、国立国会図書館サーチ及び当館で閲覧可能な契約データベース

「MAGAZINEPLUS」で探すこともできます。ただし、いずれも目次の確認だけで内容の確認はでき

ません。 

   ・国立国会図書館サーチのアドレス：http://iss.ndl.go.jp/  

   ・「MAGAZINEPLUS」の閲覧 本館２階カウンター 

 

○新聞記事を検索する。 

本館２階カウンターでは、データベースを使って朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞等の新聞記事

を、探しているテーマ、キーワード、日付等から検索することができます。 

＜例えば「戸田橋」をキーワードにするとこんな記事を検索できます。＞ 

データベース名／記事名／紙名／出版年月日／掲載面 

聞蔵Ⅱビジュアル／「悲鳴をあげる老戸田橋」／朝日新聞／昭和 40 年（1965）1 月 16 日／p.16 

ヨミダス歴史館／「明治初期幻の吊り橋計画・絵図面を発見」／読売新聞／昭和 53 年（1978）4

月 12 日／p.23 

※データベースの閲覧方法については、「当館で利用できるオンラインデータベース」のページを確認

してください。 

 

○文書館の資料を探す。 

埼玉県立文書館には県内の文書が多く保管されています。「戸田橋」に関する資料もあり、ホームペ

ージから検索することができます。 

埼玉県立文書館 

 アドレス http://www.monjo.spec.ed.jp/ 

検索方法 

「収蔵資料検索システム」のページを開いてください。検索窓に「戸田橋」と入

力して検索してください。候補の件数が多い場合は、行政文書、古文書、戦後報

道写真等の各ページへ進んで個々に必要な資料を検索してください。 

閲覧方法 上記ホームページ「利用案内」を参照してください。 

住所 
〒330-0063 

埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-18 

電 話 048-865-0112 

 
▲このページのトップへ戻る。 

http://iss.ndl.go.jp/
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/database.htm
http://www.monjo.spec.ed.jp/

