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■山口県域

自治体・地域名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

山口県 山口県の文化財　長門部編 1995 山口県教育委員会文化課 山口県文化財愛護協会

山口県の文化財　周防部編 1992 山口県教育委員会文化課 山口県教育委員会

山口県文化財総覧 1979 山口県文化財愛護協会 山口県文化財愛護協会

山口県の文化財 1968 山口県教育委員会 山口県教育委員会
山口県文化財要録 追録３　無形文化財・民俗文化財・他 1991 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財要録 追録２　有形文化財 1988 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財要録　追録１ 1981 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財要録 第４集　彫刻・工芸品 1978 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財要録 第３集　絵画・書跡・・・ 1977 山口県教育委員会 山口県教育委員会
山口県文化財要録 第２集　名勝・天然記念物・建造物 1975 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財要録 第１集　史跡・増補改訂 1983 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財要録 第１集　史跡 1974 山口県教育委員会 山口県教育委員会
山口県文化財概要　第５集　民俗芸能・陶芸・民俗資料 1962 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財概要　第４集　埋蔵文化財 1961 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財概要　第３集　名勝・天然記念物 1959 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財概要　第２集　史跡 1958 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財概要　第１集 1952 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財地図 2000 山口県教育庁 山口県教育委員会

山口県文化財地図 1987 山口県教育委員会 山口県教育委員会

山口県文化財地図 1979 山口県教育庁文化課 山口県文化財愛護協会

ふるさとの史跡 1993 山口県ふるさとづくり県民会議 山口県ふるさとづくり県民会議

ふるさとの文化財　開局４０周年記念 1981 NHK山口放送局／ＮＨＫ下関放送局 五衛府デザイン

■山口市域

自治体・地域名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

山口市 山口市文化財マップ 2017 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口市文化財マップ 2006 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口の文化財 1991 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口の文化財 1986 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口の文化財 1983 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口市の文化財 1971 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口市の文化財 1965 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口市の文化財概要 1972 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口市埋蔵文化財地図 2016 山口市教育委員会文化財保護課 山口市教育委員会

山口市埋蔵文化財地図 2009 山口市教育委員会文化財保護課 山口市教育委員会

山口市埋蔵文化財地図 2000 山口市教育委員会文化課 山口市教育委員会

山口市文化財地図
史跡・名勝・天然記念物及び埋蔵文化財包
蔵地所在地地図

1973 山口市教育委員会 山口市教育委員会

山口市の石仏・石塔（５）　鋳銭司 2017 山口の文化財を守る会 山口市教育委員会

山口市の石仏・石塔（４）　宮野・仁保 2012 山口の文化財を守る会 山口市教育委員会

山口市の石仏・石塔（３）　大内・小鯖 2009 山口の文化財を守る会 山口市教育委員会

山口市の石仏・石塔（２）　大殿・白石・湯田 2004 山口の文化財を守る会 山口市教育委員会

山口市の石仏・石塔（１）　平川・大歳・吉敷 2002 山口の文化財を守る会 山口市教育委員会

山口市の古代遺跡 1966 山口市教育委員会 山口市教育委員会

ふるさと山口 1995 山口市教育委員会文化課 山口市教育委員会



山口ところどころ 1991 内田伸 山口信用金庫

山口の文化財散歩 不明 山口の文化を守る会 山口の文化を守る会

山口市幕末維新史跡ガイドブック 2015 山口市総合政策部文化政策課 山口市

雪舟街道史跡ガイド 2011 財団法人山口観光コンベンション協会 財団法人山口観光コンベンション協会

南の地図 2009 山口商工会議所小郡支所 山口商工会議所小郡支所

大内文化・明治維新史跡マップ 2006頃 山口市教育委員会文化財保護課 山口市教育委員会

中世文化の里　大内文化探訪　ガイドブック No.1 2005 大内文化探訪会 大内文化探訪会

中世文化の里　大内文化探訪　ガイドブック No.2 2002 大内文化探訪会 大内文化探訪会

（白石地域） 白石地区　幕末・維新史跡マップ 2018 白石地区地域づくり協議会 白石地区地域づくり協議会

ウォーキングマップしらいし 2015 白石地区地域づくり協議会 白石地区地域づくり協議会

白石地区探訪マップ 2004 白石地区青少年健全育成協議会 白石地区青少年健全育成協議会

（湯田地域） 明治維新のふるさと　湯田マップ 2016 湯田地区コミュニティ運営協議会 湯田地区コミュニティ運営協議会

（仁保地域） ふるさと仁保 2017 仁保自治会 仁保自治会

えーとこがじょーにありますいのんた　仁保・大内・小鯖の史跡 不明 ふるさと運動青年仲間づくり ―

（小鯖地域） おさば　自然豊かで安心して暮せる小鯖 2017 小鯖地域づくり協議会 小鯖地域づくり協議会

小鯖　健康ウォーキングマップ 2012 小鯖地域づくり協議会 小鯖地域づくり協議会

（大内地域） 大内史跡マップ 2013 大内まちづくり協議会 大内まちづくり協議会

大内歴史マップ 不明 大内さとづくりまちづくり推進協議会 大内さとづくりまちづくり推進協議会

（宮野地域） 宮野名勝巡回絵図　ウォーキングで宮野の里を再発見 2016 みやの地域づくり協議会 みやの地域づくり協議会

ふるさと宮野 1996 宮野自治会 宮野自治会

（吉敷地域） 吉敷さんぽ 2017 吉敷地区地域づくり協議会 吉敷地区地域づくり協議会

ふるさと吉敷　ふるさとの文化をはぐくむ山と川 歴史・文化探訪 2003 吉敷地区ふるさとづくり推進協議会 吉敷地区ふるさとづくり推進協議会

（平川地域） 増補平川文化散歩 1990 石川卓美 山口市平川公民館

（大歳地域） 発見！おおとし 2018 大歳自治振興会 大歳自治振興会

（陶地域） SUE おじぞうさん MAP 2011 陶連合自治会 文教部会 陶連合自治会 文教部会

郷土読本ふるさと陶 1996 郷土読本編集委員会 郷土読本編集委員会

ふるさと陶の歴史めぐり 1991 陶地区さとづくり推進事業協議会 陶地区さとづくり推進事業協議会

（鋳銭司地域） すぜんじ史跡ウォーキングマップ 2015 鋳銭司自治会（鋳銭司まちづくり協議会） 鋳銭司自治会（鋳銭司まちづくり協議会）

鋳銭司　ふるさと尋ねあるき 1993 内田伸 鋳銭司さとづくり事業推進協議会 

見て歩き　すぜんじまっぷ 不明 山口市鋳銭司郷土館 山口市鋳銭司郷土館

（名田島地域） 名田島健康ウォーキングマップ 2014 名田島自治会連合会 名田島自治会連合会

（嘉川地域） ふるさと嘉川の遺跡・史跡
付 嘉川遺跡・史跡ルートマップ

2015
嘉川自治連合会
（嘉川地域づくり協議会）

嘉川自治連合会
（嘉川地域づくり協議会）

嘉川悠々ふるさと探訪マップ 2010 嘉川昭和会・嘉川自治連合会 嘉川昭和会・嘉川自治連合会

嘉川の文化財 2009 杉山正實 杉山正實

嘉川の石祠・石仏など 2008 杉山正實 杉山正實

ふるさと嘉川を歩く 1996 若崎明ほか 嘉川地区豊かなさとづくり推進協議会

（佐山地域） わがまち佐山 1997 佐山地区史研究会 佐山公民館

（小郡地域） 明治維新と小郡 2016 おごおり地域づくり協議会 おごおり地域づくり協議会

小郡健康づくり史跡探訪ウォーキングマップ 2012 おごおり地域づくり協議会 おごおり地域づくり協議会

ふるさと小郡たづねある記　１００選 2009 おごおりふるさと探訪協議会 おごおりふるさと探訪協議会

小郡まちかど見てある記　第２集 2008 瀬原　倫 小郡民報社

小郡まちかど見てある記　第１集 2003 瀬原　倫 小郡民報社

小郡町文化財要録 1995 竹重久 小郡町教育委員会



（秋穂地域） 秋穂町の文化財 不明 秋穂町教育委員会 秋穂町教育委員会

大海の石造物めぐり 2010 福田明男 福田明男

ふるさと秋穂の郷土史と史跡 1995 秋穂町中央公民館 秋穂町中央公民館

秋穂町の史跡と伝説 1978 田中穣 秋穂町中央公民館

（阿知須地域） 阿知須のお地蔵さまの踏査と記録 2013 阿知須郷土史研究会 阿知須郷土史研究会

あじすウォーキングマップ 2007 山口市阿知須区域健康づくり推進協議会 山口市健康増進課

（徳地地域） 徳地の奇兵隊ウォーキングマップ 2018 山口観光コンベンション協会 徳地支部 山口観光コンベンション協会 徳地支部

徳地の社寺マップ　徳地神社案内 徳地寺院案内　 2017 山口観光コンベンション協会 徳地支部 山口観光コンベンション協会 徳地支部

徳地の史跡と文化財 1980 河野正 河野正

徳地　-国・県・町指定文化財- 1974 河野正 徳地町教育委員会社会教育課

（阿東地域） 阿東町指定文化財 1997 阿東町文化財審議会委員・寺山忠満 阿東町教育委員会

阿東町石造物文化財 1995 阿東町教育委員会 阿東町教育委員会

阿東で巡る幕末維新 2015 阿東地域づくり協議会 阿東地域づくり協議会

■防府市域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

防府市 ふるさと散策 2005 防府市教育委員会 防府市教育委員会

防府の文化財 1999 防府市教育委員会 防府市教育委員会

防府市文化財地図 1978 防府市教育委員会 防府市教育委員会

防府市文化財概要 1972 防府市教育委員会 防府市教育委員会

防府の文化財シリーズⅢ　防府の天然記念物　 1990 防府市教育委員会 防府市教育委員会

防府の文化財シリーズⅡ　防府の梵鐘　　 1986 防府市教育委員会 防府市教育委員会

防府の文化財シリーズⅠ　防府の木喰仏　　 1985 防府市教育委員会 防府市教育委員会

山陽道散策　防府の歴史の道を訪ねて 2018 防府史談会 防府史談会

富海史跡めぐり 2016 防府市観光資源活性化協議会 JTB中国四国山口支店

ふるさと大道　旧跡・文化財分布図 2015 ふるさと大道を掘り起す会 ふるさと大道を掘り起す会

史跡めぐり牟礼 1990 牟礼郷土誌同好会 牟礼郷土誌同好会

ふるさと小野　旧蹟・文化財分布と埋蔵文化財　 1988 小野郷土史研究会 小野郷土史研究会



■萩地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

萩市 萩市の文化財 1993 萩市教育委員会・萩市郷土博物館 萩市

萩市の文化財 1973 萩市郷土博物館 萩市

萩の史碑（萩ものがたり Nol.11） 2006 一坂太郎 有限責任中間法人　萩ものがたり

萩まちあるきマップ
　・江向地区おたからマップ
　・相島地区おたからマップ
　・浜崎地区おたからマップ
　・椿地区おたからマップ
　・大島おたからマップ
　・大井おたからマップ
　・三見おたからマップ
　・維新の里史跡案内図　松陰先生のふるさと
　・むつみおたからマップ
　・明木地区おたからマップ
　・佐々並地区おたからマップ
　・堀内・平安古・城下町地区おたからマップ
　・土原地区おたからマップ
　・川上地域おたからマップ
　・福栄地域おたからマップ
　・川島・藍場川地区おたからマップ
　・笠山・越ヶ浜地区おたからマップ
　・須佐おたからマップ
　・田万川おたからマップ

―
萩まちじゅう博物館文化
遺産活用事業実行委員
会

萩まちじゅう博物館文化
遺産活用事業実行委員
会

川上村ふるさと文化財マップ 不明 川上村教育委員会 川上村教育委員会

萩・むつみ散策マップ 奥阿武むつみ地図 2014 むつみコミュニティ協議会 むつみコミュニティ協議会

むつみ村文化財要覧 2003 むつみ村教育委員会 むつみ村教育委員会

むつみ村文化財要覧 1991 むつみ村教育委員会 むつみ村教育委員会

須佐町文化財のしおり 1989 須佐町教育委員会 須佐町教育委員会

■宇部・小野田地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

宇部市 ふるさとの文化財 2014 宇部市教育委員会 宇部市教育委員会

みんなで街あるき！二俣瀬の文化財をめぐろう！ 2018 宇部市学びの森くすのき 宇部市教育委員会

うべの里厚東ゆるトレッキングエリア　～たくさんの史跡をスパイスに～ 2013 厚東郷土史研究会 宇部市教育委員会

常盤ふるさとまっぷ 2013 常盤校区コミュニティ推進協議会 宇部市教育委員会

ふるさと吉部ガイドブック 2012 吉部文化財マップ作成委員会 宇部市教育委員会

東岐波ふれあい散策マップ 2010 東岐波校区文化財等マップ作成委員会 宇部市教育委員会

西岐波ふるさと発見マップ 2010 西岐波史跡マップ作成委員会 宇部市教育委員会

万倉浪漫 2009 万倉校区まちづくりサークル 宇部市教育委員会

ふるさと小野 史跡案内 2009 小野郷土史懇話会 宇部市教育委員会

ふるさと川上史跡マップ 2008 川上郷土史研究会 宇部市教育委員会

船木史跡マップ 2008 楠文化協会 宇部市教育委員会

ふるさと原史跡マップ 2007 原郷土史研究会 宇部市教育委員会

琴芝ガイドマップ 2007 琴芝まちづくりサークル「はーとふる琴芝」 宇部市教育委員会

楠町歴史散歩　その史跡と文化財を尋ねて 1984 楠町教育委員会 楠町教育委員会

山陽小野田市 まち再発見 2016 山陽小野田観光協会 山陽小野田観光協会

今、ふりかえる小野田 1989 ふるさとづくり推進室 小野田市

ふるさと小野田 1972 ふるさと小野田編集委員会 小野田市教育委員会

厚狭駅周辺町あるき 2017 厚狭杜のまち 厚狭杜のまち

美祢市 美祢市の文化財 MINE(美祢・鉱山)・美祢市文化財マップ 2009 美祢市教育委員会文化財保護課 美祢市教育委員会文化財保護課

美祢市の文化財 2001 美祢市郷土文化研究会 美祢市教育委員会



美祢市の文化財 1986 美祢市教育委員会 美祢市教育委員会

美祢市の文化財 1983 美祢市郷土文化研究会 美祢市教育委員会

史跡ガイド　ふるさと美祢 1994 美祢市郷土文化研究会 美祢市・美祢市教育委員会

美祢市於福のお宝さがし 2012 美祢市地旅の会 美祢市地旅の会

美祢市別府のお宝さがし 2012 美祢市地旅の会 美祢市地旅の会

美東町の文化財 1984 美東町教育委員会 美東町教育委員会

明治維新の序章　大田・絵堂戦役　巡検ガイドブック 2015 大田・絵堂戦役150周年記念事業実行委員会 大田・絵堂戦役150周年記念事業実行委員会

鳳鳴地域をしっちょるかね 2017 鳳鳴地域交流センター 鳳鳴地域交流センター

赤郷散歩道　ごっぽう えーとこ 赤の郷 来て、見て、深・発見 2012 赤郷地域ふるさとづくり協議会 赤郷地域ふるさとづくり協議会

秋芳の自然と文化財 1970 秋芳町地域文化研究会 秋芳町自然保護協会

■周南地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

周南市 周南市文化財マップ　第４版 2018 周南市教育委員会生涯学習課 周南市教育委員会生涯学習課

周南市文化財マップ　〔第１版〕 2005 周南市教育委員会生涯学習課 周南市教育委員会生涯学習課

徳山市文化財のしおり 1993 徳山市教育委員会 徳山市教育委員会

矢地から夜市へ 2015 夜市地区コミュニティ推進協議会 夜市地区コミュニティ推進協議会

久米史跡まっぷ 2015 久米地区コミュニティ推進協議会 久米地区コミュニティ推進協議会

周南市三丘マップ 2003 三丘地区生涯学習推進協議会 三丘地区生涯学習推進協議会

楽しもう わだ！　和田の楽しみ方、教えます。 2009 島地川ダム水源地域ビジョン検討委員会 島地川ダム水源地域ビジョン検討委員会

ふるさとの文化財 2001 熊毛町教育委員会社会教育課 熊毛町教育委員会

鹿野町の遺跡 1993 鹿野町教育委員会 鹿野町教育委員会

下松市 下松市　文化財めぐり 2018 下松市教育委員会生涯学習振興課 下松市教育委員会生涯学習振興課

下松市の文化財 1986 下松市教育委員会 下松市教育委員会

下松市の石造文化財　祈りと生活 1981 下松市教育委員会 下松市教育委員会

光市 光市の文化財　伝えたい未来へ 2008 光市教育委員会 光市教育委員会

第二奇兵隊史跡めぐり 2015 光市教育委員会 光市教育委員会

■岩国地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

岩国市 岩国市の文化財 2004 岩国市教育委員会文化財保護課 岩国市教育委員会

柱島群島みどころマップ  柱島 端島 黒島 2016 岩国市市民生活部柱島出張所 岩国市市民生活部柱島出張所

ゆうの史跡・文化財めぐり 1999 由宇町郷土史研究会 由宇町文化協会

ふるさと　しゅうとう 1989 周東町生涯学習推進協議会 周東町生涯学習推進協議会

錦町の文化財 不明 錦町教育委員会 錦町教育委員会

ふるさと美川の史跡集 1995 美川町教育委員会 美川町教育委員会

山口県岩国市 美和　みわまち 2012 岩国市美和町観光協会 岩国市美和町観光協会

美和町の文化財 1995 美和町教育委員会 美和町教育委員会

■柳井地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

柳井市 柳井市の文化財 1996 柳井市教育委員会社会教育課 柳井市教育委員会

ふるさとの碑 2003 柳井市 柳井市

平生町 まちの文化財 1974 まちの文化財編集委員会 平生町教育委員会



周防大島町 周防大島町の文化財地図 2015 周防大島町教育委員会 周防大島町教育委員会

■下関地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

下関市 下関の文化財 2000 下関市教育委員会文化課 下関市教育委員会

下関市の文化財 不明 下関市教育委員会文化課 下関市教育委員会

しものせきのファイブスター 2017 東部5地区まちづくり協議会産業観光部会 東部5地区まちづくり協議会産業観光部会

きくがわもっと知りたいガイドブック 2012 ふるさとづくり推進協議会 ふるさとづくり推進協議会

とよたの文化財　史跡・名勝ガイド 1998 豊田町教育委員会 豊田町教育委員会

目で見るふるさと豊田の歴史と文化 1999 目で見るふるさと豊田の歴史と文化編纂委員会 豊田町教育委員会

■長門地域

自治体名 書名 出版年 編著者 出版・発行者

長門市 長門市の文化財 2011 長門市教育委員会 長門市教育委員会

長門市の文化財 1991 長門市教育委員会 長門市教育委員会

長門市の文化財 1982 長門市教育委員会 長門市教育委員会

ながと歴史散歩 1996 長門市郷土文化研究会 長門市郷土文化研究会

長門のいしぶみ 2000 長門市郷土文化研究会 長門市教育委員会

「地元学」で「あるもの探し」の宇津賀マップ 2015 下関市立大学 長門市受託調査研究担当チーム 下関市立大学 長門市受託調査研究担当チーム

三隅町ふるさと探訪コース（文化財・史跡） 2003 三隅町文化財専門委員会 三隅町教育委員会


