
Ⅰ　鉄道の黎明
　 １　はじめての鉄道

1 蒸気車之図 天理参考館参考館
2 鉄道略則 天理参考館参考館
3 錦絵　東京汐留鉄道御開業祭礼図 交通科学博物館
4 錦絵　汐留ヨリ横浜迄鉄道開業御乗初諸人拝礼之図 交通科学博物館
5 錦絵　従汐留横浜迄蒸気車鉄道往返之図 交通科学博物館
6 錦絵　高縄鉄道之図 天理参考館参考館
7 錦絵　六郷川蒸気車往返之全図 天理参考館参考館
8 錦絵　横浜蒸気車鉄道全図 天理参考館参考館
9 乗車券 第1等～3等（レプリカ） 天理参考館参考館
10 錦絵　京坂名所図絵　大阪梅田ステンション気車之図 交通科学博物館
11 錦絵　浪花十二景之内　鉄道寮蒸気車 交通科学博物館
12 錦絵　梅田停車場　坂府新名所 交通科学博物館
13 大阪神戸間時刻賃金表 天理参考館参考館
14 大阪神戸間時刻賃金表 交通科学博物館

２　明治期における和歌山市の鉄道
紀和鉄道
15 南和紀和鉄道沿道名勝古蹟図 館蔵
16 和歌山市五條間汽車発着時刻表 館蔵
17 和歌山駅　写真 館蔵
18 紀和鉄道株式会社第１４回報告 館蔵
19 仮契約書 館蔵

南海鉄道
20 紀坂鉄道予定線略図 館蔵
21 南海鉄道案内上巻 館蔵
22 大和紀伊及摂河泉名所案内図 館蔵
23 南海鉄道報告書　第９回、１０回、１１回、１３回 交通科学博物館
24 南海難波駅　写真 館蔵
25 紀ノ川鉄橋　写真 館蔵
26 南海和歌山市駅　写真 館蔵
27 南海鉄道時刻及御案内 天理参考館
28 難波和歌山市間蒸汽列車運転時刻表 天理参考館
29 南海鉄道御案内 天理参考館
30 南海沿線案内 天理参考館
31 南海電車沿線案内 交通科学博物館
32 乗車券類(南海鉄道) 天理参考館

加太軽便鉄道
33 和歌山口駅　写真 館蔵
34 加太駅　写真 館蔵
35 汽車発着時間表 天理参考館参考館
36 加太軽便鉄道　写真 館蔵
37 新造車両 館蔵
38 沿線御案内　加太電車 館蔵
39 乗車券類（加太軽便） 交通科学博物館

Ⅱ　市電が走る
１　市電の開業と路線

島村安次郎と和歌山水力電気株式会社
1 島村安次郎肖像画 個人
2 島村翁酔像 個人
3 和歌山県資産家一覧鑑 館蔵
4 和歌山水力電気株式会社軌道敷設特許状 国立公文書館
5 日高川水力電気反対記事 和歌山県立文書館
6 第三水力発電所計画平面図 国立公文書館
7 第三水力発電所水路縦断面図 国立公文書館
8 土地収用法ニ依ル事業認定ノ件 国立公文書館
9 車両連結御許可願 国立公文書館
10 和歌山水力電気株式会社本社写真 館蔵

和歌山市駅
11 市駅構内写真 館蔵
12 花電車写真 館蔵
13 １形車両想像復元図 個人
14 電気軌道一部竣工ニ付運輸開始許可ノ義ニ付稟伺 国立公文書館
15 市駅停留場実測平面図 国立公文書館
16 市内電車初乗記 和歌山県立文書館
17 和歌浦紀三井寺遊覧電車 天理参考館
18 電車唱歌 館蔵
19 乗車券類（和歌山水力電気） 天理参考館
20 南海連絡乗車券 交通科学博物館
21 電気軌道敷設方法変更ノ件ニ付稟伺 国立公文書館
22 電車進行速度変更認可申請書 国立公文書館
23 散水車給水蹴込線此願添付図面 国立公文書館
24 散水車車体構造図 国立公文書館
25 ３１号車体構造図 国立公文書館
26 客車増加使用願 国立公文書館
27 客車車体構造図 国立公文書館
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本町・京橋
28 京橋を渡る花電車　写真 館蔵
29 京橋１　写真 個人
30 土地収用法ニ依ル事業認定ノ件 国立公文書館
31 京橋２　写真 個人
32 京橋擬宝珠
33 本町通　写真 館蔵
34 ぶらくり丁　写真 館蔵
35 郵便局　写真 個人
36 元寺町　写真 館蔵
37 紀国座パンフレット 館蔵
38 東西合同大歌舞伎 館蔵
39 京橋橋桁補強設計図 国立公文書館
40 京橋工事　写真 館蔵
41 コンクリート製京橋　写真 館蔵

一の橋から扇の芝へ
42 大手門外　写真 館蔵
43 一の橋前１　写真 個人
44 公園前　写真 館蔵
45 渉り線位置変更願付図 国立公文書館
46 和歌山県庁前　写真 館蔵
47 和歌山市役所　写真 館蔵
48 和歌山県庁　写真 館蔵
49 新和歌山県庁　写真 館蔵

小松原から高松へ
50 真砂丁１　写真 館蔵
51 真砂丁２　写真 館蔵
52 真砂丁３　写真 個人
53 扇ノ芝　写真 個人
54 真砂丁俯瞰　写真 個人
55 高松車庫　写真 館蔵
56 和歌道の松並　写真 館蔵

和歌浦付近
57 五百羅漢寺付近　写真 館蔵
58 和歌浦口停留所　写真 個人
59 和歌浦全景１　写真 個人
60 和歌浦全景２　写真 個人
61 紀伊和歌浦明細新地図 館蔵
62 和歌浦停留場１　写真 館蔵
63 和歌浦停留場２　写真 館蔵
64 和歌浦図屏風 個人
65 明光台　写真 館蔵
66 明光橋　写真 館蔵

旭橋から紀三井寺へ
67 電気軌道運輸開始ニ関スル報告 国立公文書館
68 旭橋１　写真 個人
69 旭橋２　写真 個人
70 旭橋架換工事一般図軌道舗装構造図 国立公文書館
71 中津橋写真 個人
72 和歌浦遠望写真 館蔵
73 紀三井寺全景写真 館蔵
74 踏切警報機設置図面 国立公文書館
75 踏切警報機図面 国立公文書館

鵬雲洞
76 土地収用法ニ依ル事業認定ノ件 国立公文書館
77 電気軌道一部運輸開始許可報告 国立公文書館
78 鵬雲洞竣工１　写真 個人
79 鵬雲洞竣工２　写真 個人
80 鵬雲洞１　写真 館蔵
81 鵬雲洞２　写真 個人
82 電気軌道敷設工事施行認可ニ付稟伺 国立公文書館
83 琴ノ浦東浜間軌道舗装工事設計図 国立公文書館
84 軌条 個人
85 犬釘 個人

出島線
86 電気軌道分岐線特許申請 国立公文書館
87 和歌浦口付近路線図 国立公文書館
88 御手洗池１　写真 個人
89 御手洗池２　写真 館蔵
90 出島　写真 館蔵
91 権現前　写真 館蔵
92 通学児童　写真 館蔵
93 新和歌浦旅館街　写真 館蔵
94 新和歌浦名所交通鳥瞰図 館蔵

新町線
95 着手届 国立公文書館
96 友田町付近１，２　写真 個人
97 北ノ新地付近　写真 個人
98 新町橋 個人
99 公園前 個人



100 電気軌道新町線実測平面図 国立公文書館
101 阪和東和歌山駅開業写真 館蔵
102 阪和電鉄全通パンフレット 個人
103 阪和電鉄全通記念品 個人
104 御案内　阪和電鉄 館蔵
105 阪和東和歌山駅　写真 個人
106 新通付近　写真 館蔵
107 橋上の電車　写真 個人

２　経営母体の変遷
京阪電鉄
108 会社合併ニ付軌道特許ニ属スル権利義務継承許可願 国立公文書館
109 岡崎邦輔書 館蔵
110 京阪電気鉄道株式会社和歌山支店　写真 館蔵
111 和歌山電車沿線案内 館蔵
112 乗車券類（京阪電鉄） 天理参考館参考館

合同電気
113 河水使用譲渡許可申請 国立公文書館
114 電車車両　写真 三重交通
115 山田駅前写真 三重交通
116 合同電気株式会社和歌山支社写真 館蔵
117 合同電車沿線御案内 館蔵
118 乗車券類（合同電気） 天理参考館参考館

東邦電力
119 会社合併認可申請書 国立公文書館
120 会社合併ニ因ル発電用水利使用許可移転願 国立公文書館
121 発電水利一覧図（日高川上流地形図） 国立公文書館
122 和歌山電車沿線御案内 館蔵
123 乗車券類（東邦電力） 天理参考館参考館

阪和電鉄
124 電気軌道譲渡許可申請 国立公文書館
125 時刻表 個人
126 阪和ニュース 個人
127 南紀の楽土白浜湯崎温泉 個人
128 東和歌山　写真 館蔵
129 阪和中之島駅・紀伊中ノ島駅　写真 個人

南海鉄道・近鉄日本鉄道
130 会社合併認可申請書 国立公文書館
131 南海沿線案内 館蔵
132 沿線御案内 天理参考館参考館
133 乗車券類（南海鉄道） 天理参考館参考館
134 近畿日本鉄道路線図 個人
135 乗車券類（近鉄） 天理参考館参考館

Ⅲ　戦後の市電と国体
１　街の復興と市電

復興
1 本町　戦災写真 館蔵
2 七番丁　戦災写真 館蔵
3 九番丁・十二番丁　戦災写真 館蔵
4 雑賀屋町　戦災写真 館蔵
5 和歌山市駅前　戦後復興写真 館蔵
6 宇治　戦後復興写真 館蔵
7 本町　戦後復興写真 館蔵
8 公園前　戦後復興写真 館蔵
9 和歌山城天守閣　戦後復興写真 館蔵
10 西汀丁　戦後復興写真 館蔵
11 新通　戦後復興写真 館蔵
12 高松　戦後復興写真 館蔵

市電の姿
13 運転系統運賃表 個人
14 方向幕 個人
15 市駅１　写真 館蔵
16 市駅２　写真 館蔵
17 市駅３　写真 館蔵
18 本町２丁目１　写真 個人
19 本町２丁目２　写真 館蔵
20 京橋１　写真 個人
21 京橋２　写真 個人
22 公園前１　写真 個人
23 公園前２　写真 館蔵
24 公園前３　写真 個人
25 市役所前１　写真 個人
26 市役所前２　写真 個人
27 市役所前３　写真 館蔵
28 県庁前１　写真 館蔵
29 県庁前２　写真 館蔵
30 真砂町１　写真 館蔵
31 真砂町２　写真 個人
32 病院前　写真 館蔵
33 車庫前１　写真 個人



34 車庫前２　写真 個人
35 和歌浦口１　写真 個人
36 和歌浦口２　写真 館蔵
37 和歌浦口３　写真 個人
38 和歌浦口車庫　写真 個人
39 和歌浦　写真 館蔵
40 旭橋１　写真 個人
41 旭橋２　写真 館蔵
42 紀三井寺　写真 館蔵
43 布引　写真 個人
44 浜ノ宮　写真 館蔵
45 鵬雲洞　写真 個人
46 琴ノ浦　写真 個人
47 東浜　写真 個人
48 海南駅前　写真 個人
49 新和歌浦１　写真 個人
50 新和歌浦２　写真 館蔵
51 権現前１　写真 個人
52 権現前２　写真 館蔵
53 東和歌山　写真 個人
54 国鉄和歌山駅前１　写真 館蔵
55 国鉄和歌山駅前２　写真 館蔵
56 国鉄和歌山駅前３　写真 館蔵
57 新通　写真 個人

車両の数々
58 ３０形車両竣功図表 個人
59 ３０形３８号車両写真 個人
60 ６０形車両竣功図表 個人
61 ６０形６５号車両写真 個人
62 １００形車両竣功図表 個人
63 １００形１００号車両写真 個人
64 ２００形車両竣功図表 個人
65 ２００形２０４号車両写真 個人
66 ２５１形車両竣功図表 個人
67 ２５１形２５１号車両写真 個人
68 ３００形車両（半鋼製）竣功図表 個人
69 ３００形３０３号車両写真 個人
70 ３００形車両（全金属製）竣功図表 個人
71 ３００形３１１号車両写真 個人
72 ３２１形車両竣功図表 個人
73 ３２１形３２１号車両写真 個人
74 ５００形車両（木造）竣功図表 個人
75 ５００形５０２号車両写真 個人
76 ５００形車両（半鋼製）竣功図表 個人
77 ５００形５０５号車両写真 個人
78 ７００形車両竣功図表 個人
79 ７００形７０３号車両写真 個人
80 １０００形車両竣功図表 個人
81 １０００形１００１号車両写真 個人
82 ２０００形車両竣功図表 個人
83 ２０００形２００１，２００１連接車両写真 個人
84 １形車両模型 個人
85 ３０形車両模型・散水車車両模型 個人
86 ２００形模型 個人
87 ２５１形車両模型・７００形車両模型 個人
88 ３２１形車両模型・２０００形車両模型 個人
89 電車模型 個人

２　軌道線の廃止
最後の市電
90 さよなら電車１　写真 館蔵
91 さよなら電車２　写真 館蔵
92 記念乗車券 館蔵
93 記念絵はがき 館蔵
94 ワッペン 個人
95 南海社章 個人
96 車両の処分１～５　写真 個人
97 車両移送１～４　写真 伊予鉄道
98 車体構造図 伊予鉄道
99 車番プレート　　３２４ 伊予鉄道
100 車番プレート　　　８１ 伊予鉄道
101 伊予電鉄モハ８１号１～２　写真 伊予鉄道
102 岡公園の３２１号 館蔵
103 室山団地公園の３２２号 館蔵
104 本町通　写真 個人
105 黒潮国体開催ポスター 和歌山県
106 黒潮国体炬火台・トーチ 和歌山県
107 黒潮国体男女総合天皇杯 和歌山県


