
都道府県及び政令指定都市における議会資料の電子化状況 令和3（2021）年10月1日現在

都道府県・都市
政令指定都市
移行年月日

資料名 請求記号
所蔵情報

（欠号状況）
議会会議録データベース

定例会
議会会議録データベース

臨時会
議案

政策条例
（議員提案条例）

意見書・決議 請願・陳情 政務活動費
各種報告書

（海外調査派遣等）
その他の議会刊行物 備考

北海道 - 北海道議会会議録 BZ-11-5 昭和28年2月定例会 - 昭和46年- 昭和46年- 平成19年第2回定例会- なし 平成23年- 平成19年- 平成31年- 平成23年- 北海道議会時報（昭和24年-）
タイトル揺らぎあり
録画中継（平成24年-）あり

札幌市 昭和47年4月1日 札幌市議会会議録 BZ-12-S-5 昭和58年2月定例会 - 昭和62年- 昭和62年- 平成27年第3回定例会- 平成16年- 平成17年- なし 平成27年- 平成29年-
さっぽろ市議会だより（平成

15年-）

大正11年8月1日市制施行

録画中継（令和元年-）あり

青森県 - 青森県議会会議録 BZ-13-5 昭和35年2月定例会 - 昭和58年- 昭和58年- 議案等の審議結果：平成21年- なし 議案等の審議結果：平成21年- なし 平成26年- 令和元年-
議会の概要（平成19年-）
青森県議会だより（平成27年-
）

録画中継（平成30年-）あり

岩手県 - 岩手県議会会議録 BZ-15-5 昭和38年8月臨時会 - 平成7年- 平成7年- 平成15年- 平成15年- 平成15年- 平成15年- 平成28年- 平成28年-
いわて県議会だより（平成21
年-）

録画中継（平成30年-）あり

宮城県 - 宮城県議会会議録 BZ-17-5 昭和22年10月定例会 - 昭和22年‐ 昭和22年‐ 平成12年‐ 平成10年- 平成17年- 平成17年-
過去5年分の政務活動費の収支
状況一覧（政務活動費収支報
告書）

なし
みやぎ県議会だより(平成23年

-）

タイトル揺らぎあり

録画中継（平成29年-）あり

仙台市 平成元年4月1日 仙台市議会会議録 BZ-18-S-5 昭和57年2月臨時会 - 平成2年- 平成2年-
議員提出平成17年‐、市長提
出平成28年-

平成17年- 平成12年- なし 平成29年- なし 市議会だより（平成12年-）
明治22年市制施行
録画中継（平成29年-）あり

秋田県 - 秋田県議会会議録 BZ-19-5 昭和38年9月定例会 - 平成11年5月‐ 平成11年5月‐
本会議の資料として：平成11
年5月‐

なし
本会議の資料として：平成11
年5月‐

本会議の資料として：平成11
年5月‐

平成29年‐ 平成25年-
秋田県議会だより（平成11年6
月‐）

録画中継（平成29年-）あり

山形県 - 山形県議会会議録 BZ-22-5 昭和40年2月定例会 - 平成4年‐ 平成4年- 平成28年‐ 平成20年- 平成25年7月 なし なし 平成27年-

県議会だより（平成27年-）

平成27-29年は「県民のあゆ
み」に収録

録画中継（平成24年-）あり

福島県 - 福島県議会会議録 BZ-24-5 昭和29年6月定例会 - 平成12年- 平成12年- なし 平成13年- なし 平成12年- 平成26年- なし
新聞広報「県議会ふくしま」
平成28年6月-

タイトル揺らぎあり
録画中継（平成27年-）あり

茨城県 - 茨城県議会会議録 BZ-26-5
昭和23年1月定例会 -

（欠：昭和24-26,28-29年）
平成元年- 平成3年‐

平成28年-（定例会等結果一覧

から部分的に分かる）
平成17年-

議会だより：平成15年-

審議の状況：平成9年-

平成28年-（定例会等結果一覧

から部分的に分かる）
平成28年- なし

議会だより：平成15年-

審議の状況：平成9年-

タイトル揺らぎあり

録画中継（平成25年-）あり

栃木県 - 栃木県議会会議録

BZ-28-5
(～292回定例会(平成19年12月

5/20日))
YH111-H265 (293回定例会 平

成20年2月22日/3月21日)-)

昭和26年2月定例会 - 平成11年- 平成11年- 議決結果のみ：平成11年- 平成18年- 昭和22年- 平成11年- 平成28年度- 項目あり（実績なし） 「県議会とちぎ！」平成16年-

平成20年以降は紙媒体での刊行は

終了し、電子資料 (CD-ROM)のみ納
本されている。
録画中継（平成26年-）あり

群馬県 - 群馬県議会会議録 BZ-31-5 昭和24年8月臨時会 - 平成７年- 平成７年- 平成22年- 平成19年- 議案：平成22年- なし 平成28年- なし
「群馬県議会だより」平成２

７年-

録画中継（平成18年-）あり
定例会・臨時会のあらましあり

(https://www.pref.gunma.jp/cate
_list/ct00004201.html)

埼玉県 - 埼玉県議会会議録 BZ-33-5 昭和38年2月定例会 - 昭和54年- 昭和54年- 昭和54年- 平成14年- 昭和54年- 昭和54年- なし なし
「埼玉県議会だより」平成29

年-
録画中継（平成26年-）あり

さいたま市 平成15年4月1日 さいたま市議会会議録 BZ-34-5 平成13年5月- 平成13年- 平成13年- 平成20年- 平成20年-

平成23年2月-29年9月。

以降は「さいたま市議会資料
検索システム」

請願審議結果：平成23年2月-
29年9月。

以降は「さいたま市議会資料
検索システム」

平成26年- なし 「市議会だより」平成28年- 録画中継（平成28年-）あり

千葉県 - 千葉県議会会議録 BZ-35-5 昭和26,27,38- 平成4年‐ 平成45年‐ 平成6年- 平成13年- 平成27年‐ 平成27年‐ なし 平成25年-
「ちば県議会だより」平成17

年-
録画中継（平成29年-）あり

千葉市 平成4年4月1日 千葉市議会会議録 BZ-36-T3-5 平成4年1回定例会- 平成3年- 平成3年- 審議結果のみ：平成18年- 審議結果のみ：平成18年- 平成18年- 結果のみ：平成18年- 平成29年- なし
「ちば市議会だより」平成24

年-

大正10年（1921年）1月1日市制施

行
録画中継（令和元年-）あり

東京都 - 東京都議会会議録 BZ-37-5
昭和24年 第1回 臨時会-

（欠：昭和25,26）
昭和22年‐ 昭和22年‐ 平成12年‐ なし 平成11年- 平成17年- 平成27年- 平成13年- 「都議会だより」平成13年-

タイトル揺らぎあり

録画中継（平成29年-）あり

神奈川県 - 神奈川県議会会議録 BZ-41-5
昭和31年12月定例会、 昭和

38年6月定例会-
平成29年‐ 平成29年‐ 平成29年‐ なし 平成29年- 平成29年- 平成28年‐ 平成26年- 「議会かながわ」平成26年‐ 録画中継（平成28年-）あり

横浜市 昭和31年9月1日 横浜市会会議録 BZ-42-5 昭和31年- 平成3年－ 平成6年－
「平成12年-（議決結果）」ま

たは「平成19年-」
なし 平成17年- なし 議会交際費　平成28年- 平成28年-

「ヨコハマ議会だより」　平

成28年-
録画中継（平成26年-）あり

川崎市 昭和47年4月1日 川崎市議会会議録 BZ-43-K-5 昭和57年1回定例会 - 平成元年- 平成2年- 平成18年- 平成25年- 平成18年- 令和元年- 令和元年- 平成28年- 「議会かわさき」平成19年- 録画中継（令和2年-）あり

相模原市 平成22年4月1日 相模原市議会会議録 BZ-43-S-5 昭和53年3月定例会- 平成26年- 平成26年- 平成23年- なし 令和2年- 平成23年- 平成29年- なし
「さがみはら市議会だより」

平成23年-

昭和29年11月20日市制施行

過去5年分（平成28-）の審議中継
あり

新潟県 - 新潟県議会会議録 BZ-44-5 昭和38,40- 昭和22年‐ 昭和22年‐ 平成10年- 平成19年- 平成10年- 平成10年- 令和元年- なし
「新潟県議会だより」　平成

14年-
録画中継（令和3年-）あり

新潟市 平成19年4月1日 新潟市議会会議録 BZ-45-N-5 昭和58年3月定例会- 平成11年- 平成11年- 平成19年-（件名のみ） 平成20年- 平成20年-
平成19年-（結果、審査状況お
よび文書表）

平成27年- 平成27年-
「新潟市議会だより」　平成
22年-

録画中継（令和3年-）あり

富山県 - 富山県議会会議録 BZ-46-5 昭和40年2月定例会- 平成6年‐ 平成7年‐ 平成12年-（議決結果） 平成15年- 平成12年-
平成12年-（採択された請願の
要旨）

平成22年‐
平成22年-（期間・視察地・議
員数などのみ、本文なし）

「こんにちは富山県議会で
す」

TOYAMAジャーナル（創刊号）

録画中継あり。「本会議および予
算特別委員会の録画映像を、次の
定例会招集日前までご覧いただけ

ます」

石川県 - 石川県議会会議録 BZ-48-5 昭和37- 平成3年‐ 平成3年‐ 平成15年- なし 平成15年- 平成15年- 平成28年- 平成23年-
「県議会だより石川」平成24

年‐

昭和54年第5回定例会のみ？

録画中継（平成25年-）あり

福井県 - 福井県議会会議録 BZ-51-5

第37回定例会（昭和26年）-
56回、第121回（昭和40）-

（欠：38,41-
44,49.52,160）

平成12年- 平成14年‐ 平成30年- 平成16年‐ 平成30年- 平成30年- 平成28年‐ 平成16年-
「福井県議会だより」平成25

年‐
録画中継（令和元年-）あり

山梨県 - 山梨県議会会議録 BZ-53-5 昭和38- 平成4年‐ 平成4年‐ なし 平成24年-
平成28年-（可決されたものの

み）
令和2年‐（タイトルのみ） 県議会事務局総務課 平成27年-

「やまなし県議会だより」平

成27年‐

昭和51年12月定例会のみ?
インターネット中継（令和元年-）
あり

長野県 - 長野県議会会議録 BZ-55-5
第85回（昭和24）-
（欠：88,96,117-122）

平成7年- 平成11年- 平成23年- 昭和31年- なし なし 平成27年- 平成27年-
「こんにちは県議会です」平
成20年-

80-84回は『会議日誌』
録画中継（令和元年-）あり

岐阜県 - 岐阜県議会会議録 BZ-57-5 昭和36年第1回- 平成元年- 平成元年- 平成28年- 平成15年- 平成28年- 平成28年- 平成29年- 平成24年-
「岐阜県議会だより」平成27

年‐

通常岐阜県会速記録. 昭和15年
【BZ-57-5】あり
議会中継（平成28年-）あり

静岡県 - 静岡県議会会議録 BZ-59-5 昭和37年6月- 平成11年- 平成11年- 令和2年-（件名のみ） 平成17年-
令和2年-（可決したものの
み）

令和2年-（件名のみ） 平成28年- 平成27年-
「しずおか県議会だより」平
成31年-

本会議インターネット中継（令和2
年-）あり

浜松市 平成19年4月1日 浜松市議会会議録 BZ-61-H2-5

昭和59年第1回定例会-第4回
定例会、平成元年第4回臨時
会-平成11年第5回定例会、平

成21年1回定例会-

平成7年- 平成9年- なし なし なし 平成27年- 平成28年- 平成26年-
「はままつ市議会だより」平
成29年-

明治44年7月1日市制施行

OPACはＨ11まで図書、Ｈ21に納本再開

されて以降雑誌なので欠があることは

比較的分かりやすい

議会中継（令和3年-）あり

静岡市 平成17年4月1日 静岡市議会会議録 BZ-61-S-5
昭和59年(3,5月臨時共)、平
成元年(11月臨時共)-

平成15年-
*旧静岡市：平成3年-
  旧清水市：平成7年-

平成15年-
*旧静岡市：平成3年-
  旧清水市：平成7年-

平成27年- 平成27年- なし 平成28年- 平成25年- なし 　「市議会だより」平成27年-

明治22年4月1日市制施行

（清水市大13.2.11、平15合併）

OPACはすべて雑誌（1書誌）で、個体

を見れば分かるが所蔵情報の時点では

昭和59年-とあるのみなので分かりづ

らい

インターネット議会中継（平成28年-

）あり

愛知県 - 愛知県議会会議録 BZ-62-5 昭和38年 2月- 昭和62年- 昭和62年-
令和2年-（議決結果のみ）

昭和49年- 令和2年- なし なし 平成26年-
愛知県議会だより　（テレビ
番組）、県議会だより（新
聞）令和2年-

本会議中継（令和元年-）あり

名古屋市 昭和31年9月1日 名古屋市会会議録
BZ-63-5（昭和25年第1-3号の
み318.455-N246n）

昭和24年第1号-昭和25年第12
号、昭和31年第1号-

平成15年- 平成15年- 平成19年- 平成19年- 平成20年- 令和2年-（受理件数のみ） なし 平成28年-
なごや市会だより　平成23年
‐

明治22年10月1日市制施行
録画中継（令和2年-）あり

三重県 - 三重県議会会議録 BZ-65-5 昭和38年 第1回臨時会- 平成元年- 平成元年- 議案概要：平成14年- 平成6年- 平成16年- 平成16年- 平成26年-
平成20年-（財政問題調査会答
申）

みえ県議会だより　平成12年
‐

三重縣會決議録 明治43年【BZ-65-

011】、昭和15年【BZ-65-5】あり
録画中継（令和3年-）あり

滋賀県 - 滋賀県議会会議録 BZ-67-5 昭和38年2月定例会- 昭和62年- 昭和62年- 平成10年- 平成10年- 昭和62年- 昭和62年- 平成27年- なし
滋賀県議会だより　平成10年
‐

録画中継（平成24年-）あり

京都府 - 京都府議会会議録 BZ-69-5 昭和28年- 平成7年- 平成7年- なし 平成20年- 平成18年- 平成12年-（採択請願） 平成27年- 平成22年-
京都府議会だより　平成25年
‐

録画中継（令和元年-）あり

京都市 昭和31年9月1日 京都市会会議録 BZ-71-5 昭和22年第9号- 平成3年- 平成3年- 審議結果：平成12年- なし なし なし 過去1年分 平成24年- 京都市会だより　平成12年-
明治22年4月1日市制施行
過去4年分（平成29-）の審議中継
あり
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大阪府 -

大阪府議会会議録（図書）※

一部時期のみ「大阪府議会本
会議会議録」→本会議会議録

（雑誌）

BZ-73-5 昭和28年2月- 昭和46年- 昭和46年- 平成29年- 平成21年- なし
平成25年-（採択された請願の
処理経過及び結果報告）

平成27年- 平成18年-
大阪府議会だより　平成29年
‐

録画中継（平成31/令和元年-）あ
り

大阪市 昭和31年9月1日 大阪市会会議録 BZ-74-5 昭和23年第1号- 昭和42年- 昭和42年- 議決結果のみ：平成15年- なし 平成15年- なし 平成27年- 令和元年 大阪市会だより　平成10年‐

明治22年4月市制施行

BZ-74-4に別冊がある時期あり

YH111-H274（2012.2/3-）もリブ

録画中継（令和元年-）あり

堺市 平成18年4月1日 堺市議会会議録 BZ-75-S3-5
平成2年年第1回臨時会-第4回
臨時会、平成20年年第1回定

例会)-

平成3年- 平成3年- 平成28年‐ なし 平成23年- 平成28年- 平成30年- 平成19年 議会のうごき　平成24年-

明治22年4月1日市制施行

OPAC上は所蔵情報の時点でH2, 2008-

なので欠は分かる

録画中継（令和元年-）あり

兵庫県 - 兵庫県議会会議録 BZ-76-5
昭和27年2月第36定例会,昭和
28年2月第42回定例会,昭和30

年2月第56回定例会-

昭和61年- 昭和61年-
平成27年-(過去の定例会・臨
時会)

平成18年- なし
平成27年-(過去の定例会・臨
時会)

過去5年分(収支報告書・会計
帳簿・領収書等)

平成30年-
ひょうご県議会だより　令和
元年-

復刻版（大正7,9-昭和2,14-34年）あ

り

タイトル変遷：兵庫県会速記録(-昭

23)→兵庫県会会議録(昭24-31)→兵庫

県議会会議録(昭32-)

録画中継（平成28年-）あり

神戸市 昭和31年9月1日 神戸市会会議録 BZ-77-5
昭和31年第1回定例会-

（欠：昭和37,38）
昭和62年- 昭和62年- 平成28年‐ 平成25年‐ 平成25年‐ なし 平成27年- 平成25年- 神戸市会だより　平成27年‐

明治22年4月1日市制施行

録画中継（平成29年-）あり

奈良県 - 奈良県議会会議録 BZ-79-5 昭和29年第48回定例会- 平成3年- 平成3年- 平成21年- なし 平成21年- 平成21年- 平成28年- 平成22年-
奈良県議会だより　平成21年

‐
録画中継（平成29年-）あり

和歌山県 - 和歌山県議会会議録 BZ-82-5 昭和42年2月定例会- 平成元年- 平成元年- 平成16年- 平成17年- 平成19年- なし 平成29年- 令和元年
わかやま県議会だより　平成

13年‐
録画中継（平成18年-）あり

鳥取県 - 鳥取県議会会議録 BZ-84-5 昭和24年11月定例会- 平成7年- 平成7年- 平成19年- 昭和22年- 昭和22年- 平成27年- 平成28年- なし
とっとり県議会だより　平成

30年‐
県議会年報　平成17年-

録画中継（令和元年-）あり

島根県 - 島根県議会会議録 BZ-86-5
第137回(昭和26年11月臨時

会)-
平成7年- 平成7年- 平成15年- 平成11年- 平成15年- 平成15年- 平成27年- なし

しまね県議会だより　平成18

年‐
録画中継（令和元年-）あり

岡山県 - 岡山県議会会議録 BZ-88-5 昭和29年5月臨時会- 平成2年- 平成2年- 過去5年分 平成15年- 過去5年分 過去5年分-（審査結果） 令和元年度- なし
おかやま県議会だより　平成

19年-
録画中継（平成28年-）あり

岡山市 平成21年4月1日 岡山市議会会議録 BZ-89-O-5 昭和63年9月定例会- 昭和58年- 昭和58年-
令和元年-（議案に対する賛

否）
なし 令和2年-

令和元年- （請願・陳情に対

する賛否）
平成27年- なし 市議会だより　平成13年-

明治22年6月1日市制施行

録画中継（令和元年-）あり

広島県 - 広島県議会会議録 BZ-91-5 昭和42年2月定例会- 平成3年- 平成3年- 平成29年- 平成13年-
平成11年-（採択された決議・

意見書
平成12年-（採択された請願） 平成25年- 平成24年-

ひろしま県議会だより 平成27

年-
録画中継（令和2年-）あり

広島市 昭和55年4月1日 広島市議会会議録 BZ-92-H-5 昭和55年第1回定例会- 昭和60年- 昭和60年-
議決結果・議案に対する賛

否：平成27年-
なし 平成27年- 令和元年- 平成27年- なし

ひろしま市議会だより　平成

27年-

明治22年4月1日市制施行

録画中継（令和2年-）あり

山口県 - 山口県議会会議録 BZ-93-5 昭和37年2月定例会- 平成8年- 平成8年- 平成28年‐ 平成18年- 平成19年- なし 平成27年- なし 録画中継（平成28年-）あり

徳島県 - 徳島県議会会議録 BZ-95-5 昭和38年6月定例会- 平成3年- 平成3年-
平成19年-（可決・認定・同意

された議案）
平成16年‐ 平成19年- なし 平成28年‐ なし

とくしま県議会だより　平成
26年-
県議会資料　平成18年-

過去4年分（平成29-）の審議中継

あり

香川県 - 香川県議会会議録 BZ-97-5 第124回 昭和42年2月定例会- 平成3年- 平成3年- なし なし なし なし 令和2年度 なし 県議会だより　平成10年‐
録画中継（平成31/令和元年-）あ
り

愛媛県 - 愛媛県議会会議録 BZ-99-5 昭和38年2月定例会- 平成3年- 平成21年- なし 平成15年- 平成19年度- なし 平成28年‐ なし
ようこそ県議会へ　平成21年
‐

録画中継（平成28年-）あり

高知県 - 高知県議会会議録 BZ-112-5 昭和25年2月定例会- 平成7年‐ 平成7年‐ なし あり 平成11年‐ なし 平成27年‐ なし
こうち県議会だより　平成11
年‐

録画中継（平成30年-）あり

福岡県 - 福岡県議会会議録 BZ-114-5 昭和38年2月定例会 - 平成7年‐ 平成7年‐ なし あり なし 平成11年 なし なし
ふくおか県議会だより　平成
25年-

録画中継（平成28年-）あり

北九州市 昭和38年4月1日 北九州市議会会議録 BZ-115-5 昭和38年3月定例会- 平成9年- 平成9年- 平成16年- 平成20年‐ なし 令和3年- 平成28年度‐ 平成25年‐ 市議会だより　昭和38年-
昭和38年2月10日5市合併により発
足
録画中継（平成30年-）あり

福岡市 昭和47年4月1日 福岡市議会会議録 BZ-116-H-5 昭和49年2月定例会- 平成3年- 平成3年- 平成30年- 平成10年- 平成30年- なし 令和元年- 平成29年-
ふくおか市議会だより　令和2

年-

明治22年4月1日市制施行
録画中継（平成31/令和元年-）あ
り

佐賀県 - 佐賀県議会会議録 BZ-117-5
昭和27年10月、12月、昭和28

年1月、昭和38年2月定例会-
平成11年‐ 平成11年‐ 平成29年‐ あり 平成27年- なし なし なし

さが県議会だより　平成30年

‐
録画中継（平成29年-）あり

長崎県 - 長崎県議会会議録 BZ-119-5 昭和26年2月定例会- 平成8年- 平成8年‐ なし あり 平成18年‐ 平成15年‐ 平成28年‐ なし
ながさき県議会だより　平成
25年‐

欠：昭和31-37年
録画中継（平成29年-）あり

熊本県 - 熊本県議会会議録 BZ-122-5 昭和36年3月定例会- 昭和55年‐ 平成9年‐ なし あり 令和2年- 令和2年‐ 平成30年－ なし 熊本県議会報　平成27年‐ 録画中継（平成21年-）あり

熊本市 平成24年4月1日 熊本市議会会議録 BZ-123-K-5 平成元年5月定例会- 平成3年- 平成3年- 平成24年- なし 平成3年- 平成3年- 平成元年のみ 令和元年-
くまもと議会だよりいちょう

平成23年-

明治22年4月1日市制施行

録画中継（平成24年-）あり

大分県 - 大分県議会会議録 BZ-124-5 昭和38年2月定例会- 平成元年‐ 平成元年‐ 令和3年‐ 平成18年‐ 平成20年‐ 平成20年‐ なし なし 県議会おおいた　平成20年‐ 録画中継（平成28年-）あり

宮崎県 - 宮崎県議会会議録 BZ-126-5
昭和29年6月、9月、昭和38年

6月定例会-
平成19年- 平成19年- 平成29年-（採択結果） 平成18年- 平成19年- 平成19年- 平成28年- なし 県議会の動き　平成29年- 録画中継（平成28年-）あり

鹿児島県 - 鹿児島県議会会議録 BZ-128-5 昭和38年5月臨時会- 昭和60年- 昭和62年- 平成7年- なし 平成24年- 平成7年-（議決結果） 平成26年- なし 鹿児島県議会だより平成18年-
-昭和55年まで欠多し

直近1年分（令和2年-）の議会中継
あり

沖縄県 - 沖縄県議会会議録 BZ-131-5 昭和47年5月臨時会- 昭和47年- 昭和47年- 平成21年-（議案処理一欄） 昭和49年- 平成11年～
令和2年-（付託・審議された

請願・陳情の結果）
平成28年- なし

議会情報　平成21年-
美ら島沖縄（議会刊行物とい

うより情報誌）平成26年～

昭和47年5月15日本土復帰

録画中継（平成29年-）あり


