
識別番号 識別枝番号 名称 作成年 作成・取得部局

12 2 幸啓録2明治14年 明治14年 庶務課
12 5 幸啓録5明治14年 明治14年 庶務課
12 6 幸啓録6明治14年 明治14年 庶務課
14 2 幸啓録2明治16年 明治16年 庶務課
18 1 幸啓録1明治20年 明治20年 内事課
23 2 幸啓録2明治25年 明治25年 内事課

52 幸啓録1大正10年 大正10年
大臣官房総務課・大
臣官房庶務課

185 恩賜録明治3～6年 明治3～6年 内事課
192 1 恩賜録1明治14年 明治14年 庶務課
200 1 恩賜録1明治22年 明治22年 内事課
214 1 恩賜録1明治36年 明治36年 庶務課
367 例規録明治9年 明治9年 庶務課
387 例規録明治31年 明治31年 内事課
390 例規録明治34～35年 明治34年 内事課
394 例規録明治40年 明治40年 内事課
399 例規録大正3年 大正3年 大臣官房総務課
404 例規録大正9年 大正9年 大臣官房総務課
453 土地建物録明治7年 明治7年 庶務課
454 土地建物録明治8年 明治8年 庶務課
455 2 土地建物録2明治9年 明治9年 庶務課
459 2 土地建物録2明治13年 明治13年 庶務課
469 土地建物録明治23～26年 明治23～26年 内事課
473 土地建物録明治41～44年 明治41～44年 大臣官房総務課

586
昭宮・常宮・周宮・富美宮御誕生録明治20・21・23・24
年

明治20・21・23・24
年

内事課

588 迪宮御誕生録明治34年 明治34年 内事課
589 淳宮御誕生録明治35年 明治35年 内事課
590 光宮御誕生録明治38年 明治38年 内事課
591 澄宮御誕生録大正4年 大正4年 大臣官房総務課
1125 上奏録明治30～33年 明治30～33年 大臣官房調査課
1612 2 儀式録2明治5年 明治5年 式部寮
1847 1 観菊会録1明治20年 明治20年 式部職
1851 1 観菊会録1明治24年 明治24年 式部職
2286 授爵録明治26～28年 明治26～28年 爵位局
2292 授爵録明治34～38年 明治34～38年 宗秩寮
3594 2 布設録2明治25年 明治25年 主殿寮
3598 2 布設録2明治29年 明治29年 主殿寮
3966 2 工事録2(概算伺)明治13年 明治13年 内匠課
3966 6 工事録6(概算伺)明治13年 明治13年 内匠課
4242 3 青山御所営繕工事録3明治11年 明治11年 内匠寮
4276 7 高輪御殿新築工事録7明治23～25年 明治23～25年 内匠寮
4310 3 高輪御殿御学問所新築工事録3明治34～35年 明治34～35年 内匠寮
4310 7 高輪御殿御学問所新築工事録7明治34～35年 明治34～35年 内匠寮
4325 芝離宮洋館建築図年度不明 年度不明 内匠寮
5604 1 地籍録1明治22年 明治22年 御料局
5605 1 地籍録1明治23年 明治23年 御料局
5606 1 地籍録1明治24年 明治24年 御料局
5606 2 地籍録2明治24年 明治24年 御料局
5613 1 地籍録1明治31年 明治31年 御料局
5622 1 地籍録1明治40年 明治40年 帝室林野管理局
5624 1 地籍録1明治42年 明治42年 帝室林野管理局
5625 1 地籍録1明治43年 明治43年 帝室林野管理局
5626 1 地籍録2明治44年 明治44年 帝室林野管理局
7106 4 地籍録4大正10年 大正10年 帝室林野局
7520 1 東宮御婚儀録1大正13年 大正13年 大臣官房庶務課
7630 2 外賓接待録2明治26年 明治26年 式部職
8159 1 地籍録1大正13年 大正13年 帝室林野管理局
8549 11 上奏録11明治38年 明治38年 内事課
10809 御料地図録明治22年 明治20年 帝室林野局
10811 御料地図録明治24年 明治24年 帝室林野局
10818 御料地図録明治31年 明治31年 帝室林野局

宮内庁宮内公文書館，港区立郷土歴史館共催　特別展「港区と皇室の近代」の開催に伴い，原本の閲覧ができない資料一覧
（原本の閲覧ができない期間　令和２年１０月２日（金）～同年１２月２８日（月） ）



10827 御料地図録明治44年 明治44年 帝室林野局
11338 1 地籍録1大正6年 大正6年 帝室林野局
11340 1 地籍録1大正8年 大正8年 帝室林野局
12500 沿革誌　新宿御苑・浜離宮・芝離宮明治年間 明治年間 内匠寮

20233 稟議書明治41年 明治41年
帝室会計審査局（内
苑寮）

20836 2 進退録2明治31年 明治31年 内事課
23012 皇親録明治7年 明治7年 庶務課
23346 10 帝室例規類纂10明治5年 明治5年 図書寮

24573 番能録明治11～14年 明治11～14年
皇太后宮職　御内儀
掛

24799 東京慈恵会録明治19～26・28～29年
明治19～26・28～
29年

皇后宮職

24800 東京慈恵会録明治31～42年 明治31～42年 皇后宮職
25016 日録明治34年 明治34年 侍従職
25606 皇族財産録大正2年 大正2年 宗秩寮
25612 皇族財産録昭和8年 昭和8年 宗秩寮
25623 皇族雑録大正3～4年 大正3～4年 宗秩寮
26330 6 皇族録6明治39～43年 明治39～43年 大臣官房調査課
26668 皇太子成年式書類大正8年 大正8年 大臣官房調査課
29693 行啓録明治31～33年 明治31～33年 皇后宮職
29704 行啓録1明治40年 明治40年 皇后宮職
32651 明治三十三年十月調製　芝離宮総地図　四百分一 明治33年 内匠寮
34373 御逸事15/大正9,12年写 大正9,12年 臨時帝室編修局

34564
学習院女學部沿革志稿明治4.10～大正7.9/8/昭和2
年

昭和2年 臨時帝室編修局

35951
東幸御用書類之内其二9　道中御用日記/明治42年
写

明治42年 臨時帝室編修局

35986
侍従長徳大寺實則日記自明治18年3月至大正3年5
月/6

明治18～大正3年 臨時帝室編修局

36261 乃木希典日記及手記明治8～45（有欠）2/昭和写 昭和 臨時帝室編修局
39086 高輪御殿総絵図二百分一／明治33年 明治33年 内匠寮
39107 愛宕第一御料地実測図六百分一／明治26年 明治26年 内匠寮
49976 摂政就任に関する詔書正本／大正10年 大正10年 図書寮
60292 外賓接待録36　米国前大統領来航の部(1)明治12年 明治12年 式部職
68043 白金御料地 帝室林野局業務部計画課 昭和11年 帝室林野局
73861 明治天皇大喪儀絵巻物２ 宮内省
74208 明治天皇御紀附図稿本　巻1 昭和8年 臨時帝室編修局
74209 明治天皇御紀附図稿本　巻2 昭和8年 臨時帝室編修局
78823 東宮御所写真帖2 宮内省
84084 赤坂仮皇居建物絵図　二百分一 管理部

84086
赤坂邸園全図　旧南葵文庫蔵本　一名江戸赤坂邸
園全図

 管理部

84103 芝離宮西洋館之図　百分ノ一 内匠寮

85610 維新当時錦絵 昭和14年
公刊明治天皇御紀編
纂部

85611 京都大火図　其他絵図 昭和14年
公刊明治天皇御紀編
纂部

85749 高輪白金辺圖　全（江戸切絵図） 嘉永2年 臨時帝室編修局
85776 東京之圖　明治二年 明治2年 臨時帝室編修局
85778 実測東京全圖　明治十一年 明治11年 臨時帝室編修局
98054 高輪南町御用邸総図／大正11年 大正11年 内匠寮
98336 麻布御殿總圖／大正11年 大正11年 内匠寮
98357 女子學習院總圖／大正12年 大正12年 内匠寮
991177 貸地録昭和3年 昭和3年 帝室林野局


