
巻号 所蔵 デジタル画像リンク デジタル画像中の議員名簿掲載箇所 備考

明治31年3月編 あり あり 第3編議員

明治31年11月編 あり あり 第3編議員

明治32年11月(増訂) あり あり 第3編議員

明治33年12月(増訂) あり あり 第3編議員

明治34年11月(増訂) あり あり 第3編議員

明治35年11月(増訂) あり あり 第3編議員

明治36年11月(増訂) あり あり 第3編議員

明治37年11月(増訂) あり なし ―

明治38年11月(増訂) あり なし ―

明治39年12月(増訂) あり あり 第3編議員

明治40年12月(増訂) あり あり 第3編議員

明治41年12月(増訂) 甲 あり なし ― 落丁あり

明治41年12月(増訂) 全 あり なし ―

明治42年12月(増訂) 甲 あり あり なし

明治43年12月(増訂) 乙 あり あり 第2編議員

明治44年12月(増訂) 甲 あり あり なし

明治44年12月(増訂) 乙 あり あり 第2編議員

大正1年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正2年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正3年11月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正4年5月増訂 甲 あり あり なし

大正4年11月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正5年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正6年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正7年12月増訂 甲 あり あり なし

大正7年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正8年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正9年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正10年増訂 甲 あり あり なし

大正10年増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正11年増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正12年増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正13年増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正14年増訂 甲 あり あり なし

大正14年増訂 乙 あり あり 第2編附録

大正15年増訂 甲 あり あり なし

大正15年増訂 乙 あり あり 第2編附録

昭和2年12月 乙 あり あり 第2編附録

昭和3年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

昭和4年11月増訂 甲 あり あり なし

昭和4年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

昭和5年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録
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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783978
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783978/118
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783979
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783979/136
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783980
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783980/196
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783981
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783981/181
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783982
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783982/169
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783983
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783983/193
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783984
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783984/193
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783985
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783985/230
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783986
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783986/244
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783987
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783989
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783989/138
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783990
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783991
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783991/148
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337702
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337702/161
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351227
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351227/164
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351404
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351404/176
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1681686
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351228
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351228/181
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351229
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351229/186
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351230
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351230/190
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1681687
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351231
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351231/193
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351232
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351232/198
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351233
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351233/207
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653720
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653719
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653719/214
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337698
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337698/223
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337701
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337701/229
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337700
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337700/238
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653718
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337699
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337699/242
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653716
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653717
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653717/249
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1274842
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1274842/249
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278916
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278916/252
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278906
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278919
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278919/261
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464127
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464127/266


昭和6年12月増訂 乙 あり あり 第2編附録

昭和7年12月増訂 甲 あり あり なし

昭和7年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和7年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和8年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和8年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和9年12月増訂 甲 あり あり なし

昭和9年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和9年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和10年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和10年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和11年12月増訂 甲 あり あり なし

昭和11年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和11年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和12年12月増訂 甲 あり あり なし

昭和12年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和12年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和13年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和13年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和14年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和14年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和15年12月改訂 乙 あり あり なし

昭和15年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和16年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和16年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和17年12月増訂 甲 あり あり なし

昭和17年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和17年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和18年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和18年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和20年12月増訂 甲 あり あり なし

昭和20年12月増訂 乙 あり あり なし

昭和20年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和21年12月増訂 丙 あり あり 議員

昭和22年4月増訂 乙 あり あり なし
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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464130
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464130/271
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1446956
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1446969
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653724
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653724/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278914
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278925
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278925/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464126
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464145
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464154
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1464154/8
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1446973
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1446961
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1446961/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451780
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451809
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451816
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451816/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1273280
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1270896
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653722
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1653722/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451849
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451864
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451864/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451890
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451900
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1451900/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682476
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682482
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682482/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450755
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450762
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450762/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450774
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450779
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450797
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450797/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450791
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450785
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1450785/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682477
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682478
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682481
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682481/7
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682480
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682480/6
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1682484

