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凡  例 

 

この目録は、平成 27 年 3 月 31 日現在、当館においてデータ登録が完了している北

海道の市町村広報誌（支庁が発行したものを含む）262タイトルをまとめたものである。 

 

・市町村名の五十音順に排列した。 

・記述は次の項目で構成した。 

市町村名、タイトル、所蔵（発行年月）、備考 

・欠号があるものには「（欠有）」と表記した。 

・備考欄には誌名の変遷や出版者の変更等の情報を記した。 

・巻末に地域別索引を付した。 

札幌、宗谷、網走、根室、釧路、十勝、上川、留萌、空知、石狩、日高、胆振、 

   後志、檜山、渡島の順とし、各管内は市町村ごとに排列した。 



市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
あ 愛別町 広報あいべつ 83号(1964.8)～

No.669(2014.12)
赤井川村 広報あかいがわ No.58(1964.12)～

No.595(2014.12)
(欠有)

No.409以降の誌名：あかいがわ広
報

赤平市 広報あかびら 145号(1960.8)～
No.828(2014.12)
(欠有)

阿寒町
(現・釧路市)

広報あかん No.100(1969.4)～
No.415(2005.10)
(欠有)

市町村合併により№415をもって終
刊
合併後の広報誌は『広報くしろ』

旭川市 こうほう旭川市民 旭川市広報
誌

40号(1954.1)～864号
(2014.12)
(欠有)

誌名の変遷：40号の誌名：弘報旭
川市民
68号の誌名：広報旭川市民
196号以前の誌名：旭川市民
756号以降の誌名：あさひばし

朝日町
(現・士別市)

広報あさひ 141号(1975.4)～
Vol.473(2005.8)
(欠有)

VOL.397からの副誌名：水とみどり
の里 141号～274号の誌名：町報
あさひ
市町村合併によりVOL.473をもって
終刊 合併後の広報誌は『広報 し
べつ(士別)』に統一

芦別市 広報あしべつ 1号(1951.6)～
No.806(2014.12)
(欠有)

誌名の変遷：町のあゆみ(1号～43
号)、弘報あしべつ(44号～132号)
、広報あしべつ(133号～No.208)、
こうほうあしべつ(No.209～234号)、
広報あしべつ（235号～487号)、広
報星の降る里あしべつ(487号～　)

足寄町 広報あしょろ No.122(1965.10)～
No.740(2014.12)
(欠有)

厚岸町 広報あっけし 215号(1965.5)～
No.810(2014.12)
(欠有)

副誌名：暮らしイキイキ、あなたと
町の情報誌(No.565～No.574)→暮
らしイキイキ、あなたと町の広報誌
(No.575～)

厚沢部町 広報あっさぶ 67号(1965.11)～
No.612(2014.12)
(欠有)

誌名表記：Public Relations
Assabu(448号～452号)→広報あっ
さぶAssabu(453号～)

厚田村
(現・石狩市)

広報あつた 1965.9.5～No.471(1999.11
)
(欠有)

厚真町 広報あつま 8号(1952.8)～748号
(2014.12)
(欠有)

8号～22号の誌名：村報厚真
23号～76号の誌名：村報あつま
124号～162号の誌名：町報あつま

網走市 広報あばしり 145号(1971.9)～
No.664(2014.12)
(欠有)

安平町 広報あびら No.1(2006.4)～
No.105(2014.12)

虻田町
(現・洞爺湖町)

広報あぶた 44号(1966.1)～
No.482(2006.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.482を以って
終刊
合併後の広報誌は『広報 とうや
湖』に統一

い 生田原町
(現・遠軽町)

広報いくたはら 218号(1977.6)～
No.558(2005.9)
(欠有)

市町村合併により、№558をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 えんが
る』に統一

池田町 広報いけだ 85号(1958.10)～
No.800(2014.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
い 石狩市 広報いしかり 11号(1952.7)～

No.745(2014.12)
(欠有)

11号～40号の誌名：いしかり町弘
報
41号～88号の誌名：いしかり町広
報
95号～220号の誌名：いしかり
No.525以前の出版地：石狩町(石
狩)
No.525以前の出版者：石狩町

石狩町
(現・石狩市)

広報いしかり おしらせ版 No.1(1979.4)～
No.110(1989.3)

今金町 広報いまかね No.90(1966.2)～
No.671(2014.12)
(欠有)

岩内町 広報いわない 114号(1965.10)～
No.704(2014.12)
(欠有)

114号～116号の誌名：町広報いわ
ない

岩見沢市 広報いわみざわ 12号(1952.7)～
No.859(2014.12)
(欠有)

う 歌志内市 広報うたしない No.267(1969.7)～
No.1170(2014.12)
(欠有)

歌登町
(現・枝幸町)

広報うたのぼり 1962.5.15～
No.301(2006.3)
(欠有)

市町村合併により、No.301をもって
終刊  合併後の広報誌は『広報 枝
幸』に統一

浦臼町 広報うらうす 57号(1969.7)～
No.603(2014.12)
(欠有)

浦河町 広報うらかわ 55号(1960.12)～
No.692(2014.12)
(欠有)

No.110～145の誌名：町報うらかわ

浦幌町 広報うらほろ 23号(1954.6)～
No.752(2014.12)
(欠有)

雨竜町 広報うりゅう 創刊号(1952.5)～
Vol.737(2014.12)
(欠有)

98号以前の誌名：雨龍村政だより
100号～131号の誌名：町政だより
98号以前の出版地：雨龍村(空知)
98号以前の出版者：雨龍村
変遷前誌：雨龍村報

え 江差町 広報えさし 昭和31年2月号(1956.2)～
2014.12月号(2014.12)
(欠有)

昭和31年2月号,1965.10.25の誌
名：江差町広報

江差町 みんなのチャンネル 広報おし
らせ版

60.1月号(1985.1)～平成7
年6月号(1995.6)
(欠有)

枝幸町 広報えさし 43号(1966.1)～
No.467(2006.3)
No.1(2006.4)～
No.105(2014.12)
(欠有)

市町村合併により、467号をもって
終刊
合併後の広報紙は『広報 枝幸』に
統一

恵山町
(現・函館市)

広報えさん No.1(1985.3)～
No.222(2004.11)

市町村合併によりNo.222をもって
終刊
合併後の広報誌は『市政はこだて』
に統一

恵庭市 広報えにわ 148号(1965.7)～749号
(2014.12)
(欠有)

200号までの出版者：恵庭町

江別市 広報えべつ 281号(1964.10)～902号
(2014.12)
(欠有)

281号～287号の誌名：江別市政だ
より

えりも町 広報えりも No.109(1970.7)～
No.913(2014.12)
(欠有)

継続前誌：広報ほろいずみ(～
No.108)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
え 遠軽町 広報えんがる 特集号(1969.6)～797号

(2005.9)
1号(2005.10)～
No.111(2014.12)
(欠有)

市町村合併によりNo.797をもって
一旦終刊

遠別町 広報えんべつ No.169(1969.9)～
No.681(2014.12)
(欠有)

遠別町 広報えんべつ 復刻版 1(1950～1971)～2(1972
～1988)

1990年7月刊

お 追分町
(現・安平町)

町報おいわけ 80号(1962.12)～588号
(2006.3)
(欠有)

305号以降の誌名：広報おいわけ
市町村合併により、588号をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 あびら』
に統一

雄武町 広報おうむ 418号(1965.5)～1000号
(2014.12)
(欠有)

大空町 広報大空 4月号(創刊号)(2006.4)～
No.105(2014.12)
(欠有)

大滝村
(現・伊達市)

広報おおたき 54号(1965.5)～541号
(2006.2)
(欠有)

市町村合併により終刊 合併後の
広報誌は『広報 だて』に統一

大野町
(現・北斗市)

広報おおの No.90(1962.4)～
No.549(2006.1)
(欠有)

市町村合併により、No.549をもって
終刊  合併後の広報紙は『広報 ほ
くと』に統一

奥尻町 広報おくしり 昭和41年3月号(1966.3)～
No.561(2014.12)
(欠有)

置戸町 広報おけと NO.395(1982.4)～
No.787(2014.12)
(欠有)

興部町 広報おこっぺ 28号(1962.11)～639号
(2014.12)
(欠有)

長万部町 広報おしゃまんべ 198号(1962.1)～816号
(2014.12)
(欠有)

小樽市 広報おたる 28号(1952.8)～
No.799(2015.3)
(欠有)

合本版あり(No.144～799)

小樽市 広報おたる お知らせ版 No.253(1992.8)～
No.288(1995.7)
(欠有)

音威子府村 広報音威子府 No.137(1986.1)～
No.483(2014.12)
(欠有)

音更町 広報おとふけ No.186(1965.6)～
No.959(2014.12)
(欠有)

乙部町 広報おとべ 10号(1966.1)～
No.544(2014.12)
(欠有)

帯広市 広報おびひろ 147号(1962.8)～1075号
(2014.12)
欠号：911

帯広市 広報おびひろ おしらせ 昭和46年4月25日号
(1971.4)～昭和48年9月25
日号(1973.9)
(欠有)

小平村 広報おびら No.342(1966.2)～
No.1030(2014.12)
(欠有)

出版地名変更：小平町(No.508～)
出版者名変更：小平町(No.508～)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
お 音別村

(現・釧路市)
広報おんべつ 44号(1955.10)～

No.633(2005.10)
(欠有)

出版地名変更：音別町 出版者名
変更：音別町
市町村合併により、№633をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 くしろ』に
統一

か 神楽町
(現・旭川市)

広報かぐら町 27号(1952.6)～170号
(1967.2)
(欠有)

27号～40号の誌名・出版地：『わが
村』神楽村弘報・神楽村

上磯町
（現・北斗市）

広報かみいそ 42号(1964.9)～
No.575(2006.1)
(欠有)

No.519～No.541の副誌名：海・山・
川のある自然豊かなまち
No.541からの誌名：タウン情報誌
かみいそ
市町村合併により、No.575をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 ほくと』に
統一

上川町 広報かみかわ 169号(1961.5)～
No.1279(2014.12)
(欠有)

上士幌町 広報かみしほろ 10号(1959.12)～
No.560(2014.12)
(欠有)

上砂川町 広報かみすながわ 14号(1952.1)～
No.751(2014.12)
(欠有)

No.263～No.418の誌名：町広報か
みすながわ

上ノ国町 広報かみのくに No.288(1985.7)～
No.640(2014.12)
(欠有)

上富良野町 広報かみふらの No.74(1965.4)～
No.667(2014.12)
(欠有)

No.83以前の誌名：町報かみふら
の

上湧別町
(現・湧別町)

広報かみゆうべつ No.111(1971.4)～
No.592(2009.9)
(欠有)

市町村合併によりNo.592を以って
終刊
合併後の広報誌は『広報 ゆうべ
つ』に統一

亀田町
(現・函館市)

広報かめだ 120号(1965.2)～217号
(1973.10)
(欠有)

神恵内村 広報かもえない 59号(1967.1)～
No.605(2014.12)
(欠有)

狩太町
(現・ニセコ町)

広報かりぶと 15号(1956.4) 配架場所：広報ニセコにあり

き 木古内町 広報木古内 195号(1965.6)～779号
(2014.12)
(欠有)

北檜山町
(現・せたな町)

広報北檜山 41号(1964.6)～
No.473(2005.9)
(欠有)

市町村合併により、№473をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 せたな』
に統一

北広島市 きたひろしま 268号(1967.6)～
No.977(2014.12)
(欠有)

268号の誌名：広報ひろしまむら
No.318～No.680の誌名：広報ひろ
しま No.681～No.757の誌名：ひろ
しま
268号の出版地：広島村(石狩)
No.318～No.757の出版地：広島町
(石狩)

北見市 広報きたみ 1号(1955.9)～574号
(2006.3)
No.1(2006.4)～
No.105(2014.12)
(欠有)

市町村合併により、574号をもって
一旦終刊

北村
(現・岩見沢市)

広報きたむら 157号(1966.2)～643号
(2006.3)
(欠有)

市町村合併により、643号をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 いわみざ
わ』に統一
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
き 喜茂別町 広報きもべつ 60号(1956.5)～768号

(2014.12)
(欠有)

京極町 広報きょうごく 116号(1967.1)～692号
(2014.12)
(欠有)

共和村 広報きょうわ No.116(1965.4)～
No.712(2014.12)
(欠有)

清里町 広報きよさと 155号(1971.9)～676号
(2014.12)
(欠有)

く 釧路市 広報くしろ 8号(1952.11)～
No.110(2014.12)
(欠有)

釧路町 町報くしろ No.70(1986.1)～
No.720(2014.12)
(欠有)

No.146以降の誌名：釧路町

倶知安町 広報くっちゃん 398号(1963.5)～1031号
(2014.12)
(欠有)

熊石町
(現・八雲町)

広報くまいし No.83(1964.9)～VOL.539
(2005.9)
(欠有)

 市町村合併により、VOL.539をもっ
て終刊 合併後の広報誌は『広報
やくも』に統一

栗沢町
(現・岩見沢市)

広報くりさわ No.241(1970.1)～
No.675(2006.3)
(欠有)

継続前誌：栗沢町報(111～240号)
市町村合併により、No.675をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 いわみざ
わ』に統一

栗山町 栗山町弘報 41号(1951.10)～145号
(1958.11)
(欠有)

継続後誌：広報くりやま(199号～)

栗山町 広報くりやま 199号(1962.12)～1263号
(2014.12)
(欠有)

栗山町 くりやまチャンネル 広報お知ら
せ版

VOL.1(2003.4)～
VOL.12(2004.3)

黒松内町 広報くろまつない No.110(1978.4)～
No.440(2014.12)
(欠有)

訓子府町 広報くんねっぷ No.51(1964.9)～
No.652(2014.12)
(欠有)

け 剣淵町 広報けんぶち 60号(1968.4)～598号
(2014.12)

こ 小清水町 広報こしみず 82号(1964.1)～681号
(2014.12)
(欠有)

さ 札幌村
(現・札幌市)

弘報さっぽろむら 63号(1952.5)～158号
(1955.2)
(欠有)

札幌市 広報さっぽろ 1号(1960.4)～146号
(1972.5)

145号(1972.4)以降は各区版へ移
行

札幌市 広報さっぽろ 合本 昭和53年2月号(1978.2)～
昭和62年5月号(1987.5)
(欠有)

札幌市 広報さっぽろ 増刊号 2002年増刊号(2002.11)
札幌市 広報さっぽろ 点字版 342号(1995.5)～538号

(2011.9)
(欠有)

出版者：札幌市視力障害者福祉セ
ンター

札幌市 区民のページ 広報さっぽろ 昭和47年4月号(1972.4)～
昭和52年12月号(1977.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
さ 札幌市(厚別区) 広報さっぽろ 厚別区版 471号(1999.6)～657号

(2014.12)
(欠有)

札幌市(北区) 広報さっぽろ 北区版 450号(1997.9)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(清田区) 広報さっぽろ 清田区版 471号(1999.6)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(白石区) 広報さっぽろ 白石区版 167号(1974.2)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(中央区) 広報さっぽろ 中央区版 146号(1972.5)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(手稲区) 広報さっぽろ 手稲区版 471号(1999.6)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(豊平区) 広報さっぽろ 豊平区版 471号(1999.6)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(西区) 広報さっぽろ 西区版 471号(1999.6)～657号
(2014.12)
(欠有)

札幌市(東区) 広報さっぽろ 東区版 142号(1972.1)～657号
(2014.12)
(欠有)

継続前誌：広報さっぽろ

札幌市(南区) 広報さっぽろ 南区版 471号(1999.6)～657号
(2014.12)
(欠有)

様似町 広報さまに 115号(1963.1)～
No.754(2014.12)
(欠有)

更別村 広報さらべつ No.97(1971.5)～
No.627(2014.12)
(欠有)

猿払村 広報さるふつ 1号(1954.8)～
No.415(2014.12)
(欠有)

1号の誌名：広報さるふつむら

佐呂間町 広報さろま No.100(1966.1)～
o.686(2014.12)
(欠有)

砂原町
(現・森町)

広報さわら No.141(1984.1)～
No.374(2005.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.374をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報もり』

し 鹿追町 広報しかおい No.146(1965.10)～
No.725(2014.12)
(欠有)

鹿部町 広報しかべ No.3(1966.1)～528号
(2014.12)
(欠有)

静内町
(現・新ひだか町)

広報しずない 昭和39年11月号(1964.11)
～No.700(2006.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.700をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 新ひだ
か』に統一

標茶町 広報しべちゃ No.99(1965.8)～
No.682(2014.12)
(欠有)

No.99,No.100の誌名：町政だより

士別市 広報しべつ No.165(1970.1)～
No.591(2005.8)
No.1(2005.9)～
No.112(2014.12)
(欠有)

市町村合併によりNo.591をもって
一旦終刊

標津町 広報しべつ No.45(1969.6)～
No.573(2014.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
し 士幌町 広報しほろ 41号(1960.1)～

No.649(2014.12)
(欠有)

41号の誌名：士幌広報 41号の出
版地：士幌村(十勝)
41号の出版者：士幌村

島牧村 広報しままき No.33(1965.5)～
No.523(2014.10)
(欠有)

No.47以前の誌名：広報島牧村
No.48～No.99の誌名表記：広報し
まゝき

清水町 広報しみず No.191(1975.1)～670号
(2014.12)
(欠有)

学習情報ゆう・える(No.205～)統合

清水町 広報しみず 縮刷版 創刊号(1956.4)～277号
(1985.3)

合本
開基80年記念 1982年11月刊

占冠村 広報しむかっぷ No.88(1965.4)～
No.684(2014.12)
(欠有)

下川町 広報しもかわ 37号(1964.6)～642号
(2014.12)
(欠有)

積丹町 広報しゃこたん No.82(1964.6)～
No.636(2014.12)
(欠有)

斜里町 広報しゃり 82号(1966.1)～
856(2014.12)
(欠有)

初山別村 広報しょさんべつ No.8(1962.9)～
No.552(2014.12)
(欠有)

白老町 広報しらおい 105号(1969.7)～
VOL.652(2014.12)
(欠有)

Vol.393以降の誌名：SHIRAOI元気
Vol.429以降の誌名：げんき

白老町 くらしの広場 広報お知らせ版 1982年5月号(1982.5)～
1992年12月号(1992.12)
(欠有)

1991年5月号以降の誌名：元気ま
ち情報

白滝村
(現・遠軽町)

広報しらたき 1号(1960.1)～517号
(2002.6)
(欠有)

1号～299号の誌名：広報白滝

白糠町 広報しらぬか 34号(1956.7)～
No.937(2014.12)
(欠有)

34号の誌名：町報しらぬか
133号～136号の誌名：しらぬか
425号～445号の誌名：広報白糠
No.749～No.781の誌名：広報しら
ぬか彩発見

知内町 広報しりうち 23号(1952.7)～
No.560(2014.12)
(欠有)

23号～30号の誌名：知内村弘報
31号～60号の誌名：しりうち村弘報

尻岸内町
(現・函館市)

広報 尻岸内 昭和40年4月号(1965.4)～
1971年7月号(1971.7)
(欠有)

後志支庁 広報しりべし 昭和42年11月(1967.11)～
昭和48年1月(1973.1)
(欠有)

新篠津村 広報しんしのつ 1号(1958.4)～
No.625(2014.12)
(欠有)

1号～100号の誌名：広報しん志の
つ
No.297～No.341の誌名：ふれあい
の里広報しんしのつ
No.342～No.389の誌名：ふれあい
の里広報新しのつ村
No.390以降の誌名：ふれあいの里
新しのつ

新得町 広報しんとく 31号(1956.4)～
No.697(2014.12)
(欠有)

31号の誌名：新得町だより

新十津川町 広報しんとつかわ 111号(1965.6)～
No.816(2014.12)
(欠有)

新ひだか町 広報新ひだか 創刊号(2006.4)～
Vol.104(2014.12)

新ひだか町：2006年3月31日、静内
町、三石町合併により誕生
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
す 寿都町 広報すっつ 112号(1969.6)～

No.641(2014.12)
(欠有)

No.453以降の誌名：寿都 広報すっ
つ

砂川市 広報すながわ 11号(1952.7)～2053号
(2014.12)
(欠有)

11号～196号の誌名：町政だより
197号～No.889の誌名：市政だより

せ 瀬棚町 広報せたな 53号(1966.1)～
No.457(2005.9)
No.1(2005.10)～
No.92(2013.4)
(欠有)

市町村合併によりNo.457をもって
一旦終刊

銭亀沢村
(現・函館市)

広報ぜにかめざわ No.7(1965.4)～
No.26(1966.11)
(欠有)

そ 壮瞥町 広報そうべつ 3号(1961.10)～
No.612(2014.12)
(欠有)

3号の誌名：そうべつ 壮瞥村広報
5号～36号の誌名:そうべつ 壮瞥町
広報
3号の出版地：壮瞥村(胆振)
3号の出版者：壮瞥村

宗谷支庁 広報そうや No.16(1970.11)～
No.17(1971.1)

た 大樹町 広報たいき 1965.3.10～
No.560(2014.12)
(欠有)

大成町
(現・せたな町)

広報大成 1966.1.10～476号(2005.8)
(欠有)

No.400以降の誌名表記：広報たい
せい
市町村合併によりNo.476をもって
終刊
『広報せたな』を見よ

鷹栖町 広報たかす 100号(1959.11)～
No.759(2014.12)
(欠有)

100号～173号の誌名：鷹栖広報
No.572以降の誌名：こうほうたかす

滝川市 広報たきかわ 3号(1948.6)～
No.1648(2014.12)
(欠有)

3号～88号の誌名：滝川町公報
121号～330号の誌名：滝川だより
331号～501号の誌名：市政だより

滝上町 広報たきのうえ No.222(1982.4)～
No.604(2014.12)
(欠有)

伊達市 広報だて No.71(1964.7)～
No.676(2014.12)
(欠有)

No.468以降の誌名：伊達Date

伊達市 みんなの広場 広報だておしら
せ版

No.22(1977.3)～
No.254(1987.1)
(欠有)

端野町
(現・北見市)

広報たんの 157号(1966.1)～
No.659(2006.2)
(欠有)

市町村合併により№659をもって終
刊
合併後の広報誌は『広報 きたみ』
に統一

ち 秩父別町 広報ちっぷべつ No.179(1985.7)～
No.532(2014.12)

千歳市 広報ちとせ No.265(1963.2) ～
No.1017(2014.12)
(欠有)

忠類村
(現・幕別町)

広報ちゅうるい 1(1956.4)～
No.432(2006.2)
(欠有)

市町村合併により№432をもって終
刊
合併後の広報誌は『広報 まくべ
つ』に統一

忠類村
(現・幕別町)

広報ちゅうるい 復刻版 1(1979.8)～５・下巻
(2006.1)

市町村合併により№432をもって終
刊
合併後の広報誌は『広報 まくべ
つ』に統一

つ 月形町 広報つきがた 1号(1967.9)～
No.569(2014.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
つ 津別町 広報つべつ No.71(1965.11)～

No.624(2014.12)
(欠有)

鶴居村 広報つるい 64号(1964.10)～
No.640(2014.12)
(欠有)

て 天塩町 広報てしお 64号(1961.6)号～
No.689(2014.12)
(欠有)

64号～196号の誌名：広報天塩

弟子屈町 広報てしかが 11号(1952.7)～
No.724(2014.12)
(欠有)

11号～67号の誌名：弟子屈町政だ
より

と 戸井町
(現・函館市)

広報とい 21号(1965.6)～
No.242(2004.11)
(欠有)

21号～25号の誌名・出版地：広報
といむら・戸井村(渡島)
市町村合併によりNo.242をもって
終刊
合併後の広報誌は『市政はこだて』

当別町 広報とうべつ 120号(1963.9)～735号
(2014.12)
(欠有)

当麻町 広報とうま 我が郷土 No.589(1978.4)～
No.1039(2014.12)
(欠有)

洞爺村
(現・洞爺湖町)

広報とうや 1966年3月号～
No.471(2006.3)
(欠有)

市町村合併により、No.471をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 とうや
湖』に統一

常呂町
(現・北見市)

広報ところ 75号(1965.2)～
No.556(2005.12)
(欠有)

No.452からの誌名：広報ところ通信
市町村合併により、No.559をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 きたみ』
に統一

椴法華村
(現・函館市)

広報とどほっけ No.99(1985.7)～
No.259(2004.11)
(欠有)

市町村合併によりNo.259をもって
終刊
合併後の広報誌は『市政はこだて』
に統一

苫小牧市 広報とまこまい 47号(1952.7)～
No.1741(2014.12)
(欠有)

47号～122号の誌名：市政だより

苫前町 広報とままえ 35号(1961.6)～
No.640(2014.12)
(欠有)

泊村 広報とまり 59号(1966.2)～
No.640(2014.12)
(欠有)

豊浦町 広報とようら 69号(1965.2)～650号
(2014.12)
(欠有)

69号～117号の誌名：豊浦町政だ
より

豊頃町 広報とよころ 57号(1965.8)～
No.599(2014.12)
(欠有)

豊富町 広報とよとみ 39号(1966.1)～
No.484(2014.12)
(欠有)

39号,65号の誌名：町だより

な 奈井江町 広報ないえ 93号(1966.1)～
680(2014.12)
(欠有)

中川町 広報 明るいなかがわ 26号(1961.6)～
No.647(2013.4)
(欠有)

No.98以降の誌名：広報なかがわ

中札内村 広報なかさつない No.113(1965.10)～
No.704(2014.12)
(欠有)

No.144～No.215の誌名：広報わた
くしたちの村政
No.216～287の誌名：広報くらしと
村政
No.288以降の誌名：広報なかさつ
ない
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
な 中標津町 町政だより なかしべつ No.43(1965.8)～

No.624(2014.12)
(欠有)

109号以降の誌名：広報なかしべつ

中頓別町 広報中頓別町 1号(1953.5)～
No.661(2014.12)
(欠有)

119号以降の誌名：広報なかとんべ
つ

長沼町 広報ながぬま 196号(1970.1)～
No.731(2014.12)
(欠有)

No.508以降の誌名：緑と光の
ニュータウンながぬま

中富良野町 広報なかふらの 27号(1971.8)～468号
(2014.12)
(欠有)

七飯町 広報七飯 No.110(1965.4)～
Vol.689(2014.12)
(欠有)

名寄市 広報なよろ 1965.11～No.543(2006.3)
No.1(2006.4)～
No.105(2014.12)
(欠有)

市町村合併によりNo.546をもって
一旦終刊

南幌町 広報なんぽろ 昭和45年1月号(1970.1)～
625号(2014.12)
(欠有)

に 新冠村
(現・新冠町)

新冠 村政だより 26号(1957.1)～
No.584(2014.12)
(欠有)

48号以降の誌名：広報にいかっぷ
出版地名変更：新冠町(48号～)
出版者名変更：新冠町(48号～)

仁木町 広報にき No.113(1965.5)～
No.721(2014.12)
(欠有)

西興部村 広報にしおこっぺ 27号(1965.8)～292号
(2013.12)
(欠有)

ニセコ町 広報ニセコ 15号(1956.4)～
No.632(2014.12)
(欠有)

ね 根室町
(現・根室市)

広報ねむろ 臨時号(1956.9)～
No.896(2014.12)
(欠有)

出版地名変更：根室市(No.79～)

の 登別町
(現・登別市)

広報のぼりべつ 61号(1964.11)～
No.770(2014.12)
(欠有)

出版者変更：登別市(130号～)

登別市 広報のぼりべつ おしらせ No.9(1972.8)～
No.51(1974.5)
(欠有)

は 函館市 広報市政はこだて 9号(1950.10)～
No.909(2014.12)
(欠有)

羽幌町 広報はぼろ 10号(1952.1)～
No.618(2014.12)
(欠有)

21・22号の誌名：いづみ
10号～22号の出版者：羽幌町公民
館

浜頓別町 広報はまとんべつ 46号(1965.5)～
No535(2014.12)
(欠有)

No.92～No.128の誌名：はまとんべ
つ

浜中町 広報はまなか No.316(1991.10)～
No.592(2014.12)

No.356以降の誌名：はまなか

浜益村
(現・石狩市)

広報はまます 34号(1959.10)～
No.561(2005.9)
(欠有)

市町村合併により№561をもって終
刊
合併後の広報誌は『広報 いしか
り』に統一

早来町
(現・安平町)

広報はやきた No.282(1982.4)～
No.570(2006.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.570をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 あびら』
に統一

ひ 美瑛町 広報びえい 1953.10.15～
No.1039(2014.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
ひ 美瑛町 広報びえい おしらせ 1974.4.25～1981.3.25

(欠有)
広報びえい(昭和52年1月～昭和53
年12月製本)にもあり

東神楽町 広報ひがしかぐら 98号(1965.4)～603号
(2014.12)
(欠有)

98号,100号の誌名：ひがしかぐら
320号～331号の誌名：花のまちひ
がしかぐら

東川町 広報ひがしかわ 12号(1952.9)～
No.734(2014.12)
(欠有)

No.133～No.171の誌名：ひがしか
わ・町広報
No.173～No.269の誌名：ひがしか
わ・町政とみなさんを結ぶ広報誌

東鷹栖村
(現・旭川市)

村のひびき ひがしたかす広報 80号(1965.4)～89号
(1966.2)
(欠有)

東鷹栖村
(現・旭川市)

旧東鷹栖村広報紙 復刻版 1(『東鷹栖村報』)～3(『東
鷹栖村のひびき』)

出版者：東鷹栖の歴史をたずねる
会
誌名の変遷：東鷹栖村報(1号～23
号)→東鷹栖村のひびき(1号～111
号)→広報ひがしたかす(112号～
121号)

東藻琴村
(現・大空町)

広報ひがしもこと 19号(1952.7)～
No.666(2006.3)
(欠有)

19号～201号の誌名：東藻琴村だ
より
538号以降の誌名：広報東もこと
市町村合併によりNo.666をもって
終刊
合併後の広報紙は『広報 大空』に
統一

東利尻町
(現・利尻富士町)

広報東利尻 13号(1966.1)～
No.132(1990.8)
(欠有)

No.101以降の誌名：広報ひがし利
尻

日高町 広報日高 Vol.1(2006.3)～
Vol.105(2014.12)

日高町 広報ひだか 34号(1965.6)～
No.311(2005.3)
(欠有)

34号～51号の誌名：町報ひだか
№311をもって発行中止

比布町 広報ぴっぷ No.391(1991.4)～
No.675(2014.12)
(欠有)

美唄市 広報びばい 58号(1952.7)～1186号
(2014.12)
(欠有)

No.271～No.483の誌名：市政だよ
り
906号以降の誌名：メロディー美唄
市広報

美深町 広報びふか 112号(1962.4)～
No.739(2014.12)
(欠有)

112号～141号の誌名：びふか 町
のたより

美幌町 広報びほろ 143号(1966.1)～
No.1124(2014.12)
(欠有)

平取町 広報びらとり 18号(1951.7)～
No.640(2014.11)
(欠有)

18号～28号の誌名：村報びらとり

広尾町 広報ひろお 84号(1963.10)～
No.806(2014.12)
(欠有)

広島町
(現・北広島市)

暮らしの情報 広報ひろしまお
知らせ版

1985.12.15～2008.7.15
(欠有)

2002.5.15以降の副誌名：広報きた
ひろしまお知らせ版
2002.5.15以降の出版者：北広島市
2002.5.15以降の出版地：北広島
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
ふ 風連町

(現・名寄市)
広報ふうれん 35号(1959.2)～595号

(2006.3)
(欠有)

388号～411号の誌名：広報風連
412号～422号の誌名：風連 月刊・
広報
424号～435号の誌名：フウレン 月
刊・広報
436号～471号の誌名：風
472号～548号の誌名：月刊 風 広
報
549号以降の誌名：月刊広報風
市町村合併により、595号をもって
終刊
合併後の広報紙は『広報 なよろ』
に統一

風連町
(現・名寄市)

広報ふうれん お知らせ版 昭和63年4月号(1988.4)～
1993年12月号(1993.12)
(欠有)

平成元年2月号～12月号の誌名：
広報風連 お知らせ版
1991年1月号～1992年12月号の誌
名：広報風連 お知らせ号
1993年1月号以降の誌名：広報風
お知らせのページ

深川市 広報ふかがわ 33号(1966.1)～
No.620(2014.12)
(欠有)

福島町 広報ふくしま 120号(1965.6)～697号
(2014.12)
(欠有)

富良野市 広報ふらの 1号(1956.12)～
No.639(2014.12)
(欠有)

富良野市 広報ふらの おしらせ版 No.40(2000.7)～
No.164(2010.11)

No.142以降『広報ふらの』と共に製
本

古平町 広報ふるびら 50号(1956.1)～
No.469(2014.12)
(欠有)

50号の誌名：古平町弘報
102号の誌名：古平町広報
VOL.269以降の誌名：みんなのふ
るびら

へ 別海町 広報べっかい No.17(1965.6)～
No.614(2014.12)
(欠有)

No.462からの誌名表記：別海

ほ 北斗市 広報ほくと No.1(2006.2)～
No.107(2014.12)

北竜町 広報ほくりゅう 57号(1970.4)～
No.592(2014.12)
(欠有)

257号以前の誌名：合同庁舎だより
257号以前の出版者：北竜町合同
庁舎連絡協議会

穂別町
(現・むかわ町)

広報ほべつ No.53(1964.12)～
No.545(2006.3)
(欠有)

No.53～No.101の誌名：町報ほべ
つ
市町村合併によりNo.545をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 むかわ』
に統一

幌泉町
(現・えりも町)

広報ほろいずみ 37号(1962.11)～
No.108(1970.5)

継続後誌：広報えりも(No.109～)

幌加内町 広報ほろかない No.140(1965.10)～
No.708(2014.12)
(欠有)

幌加内町 広報ほろかない 縮刷版 1951～1997 1997年8月発行
幌延町 広報ほろのべ No.153(1971.9)～

No.602(2014.12)
299号以前の誌名：広報幌延
No.435以降の誌名：ほろのべの窓
幌延町広報誌

本別町 広報ほんべつ 295号(1965.8)～
No.1034(2014.12)
(欠有)

ま 幕別町 広報まくべつ No.372(1983.1)～
No.755(2014.12)

増毛町 広報ましけ No.552(1966.2)～
No.1258(2014.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
ま 真狩村 広報まっかり No.66(1962.6)～

No.577(2014.12)
(欠有)

松前町 広報松前 No.101(1965.4)～
No.671(2013.3)
(欠有)

丸瀬布町
(現・遠軽町)

広報まるせっぷ 29号(1974.8)～403号
(2005.9)
(欠有)

市町村合併により、№403をもって
終刊
合併後の広報誌は『広報 えんが
る』に統一

み 三笠市 広報みかさ 260号(1963.1)～
No.1430(2014.12)

三石町
(現・新ひだか町)

広報みついし No.63(1965.1)～
No.553(2006.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.553をもって
終刊  合併後の広報誌は『広報 新
ひだか』に統一

南茅部町
(現・函館市)

広報みなみかやべ No.14(1965.4)～
No.468(2004.11)
(欠有)

No.136以降の誌名：南茅部広報ふ
るさと
市町村合併によりNo.468をもって
終刊
合併後の広報誌は『市政はこだて』

南富良野町 広報みなみふらの No.118(1965.7)～
No.705(2014.12)
(欠有)

む 鵡川町
(現・むかわ町)

広報むかわ 47号(1963.1)～
No.533(2006.3)
(欠有)

鵡川町
(現・むかわ町)

広報むかわ お知らせ版 No.251(1993.2)～
No.286(1996.1)
(欠有)

No.282以降の誌名：広報むかわお
知らせ

室蘭市 むろらん 市政だより 43号(1952.7)～
No.1005(2014.12)
(欠有)

No.757以降の誌名：広報むろらん

め 女満別町
(現・大空町)

広報めまんべつ No.177(1974.2)～
No.611(2006.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.611をもって
終刊
合併後の広報紙は『広報 大空』に
統一

芽室町 広報めむろ No.243(1970.1)～
No.763(2014.12)
(欠有)

561号以降の誌名：すまいる

芽室町 広報めむろ 縮刷版 1(1949.8)～2(1979.7);上
(1979.8)～下巻(1999.12)

1～2は1979年発行、上～下は
2000年発行

も 妹背牛町 広報もせうし 153号(1969.7)～
VOL.649(2014.12)
(欠有)

森町 広報もり 53号(1955.12)～
698(2005.3),No.1(2005.4)
～No.117(2014.12)
(欠有)

市町村合併によりNo.698をもって
一旦終刊

紋別市 広報もんべつ 177号(1969.11)～
No.725(2014.12)
(欠有)

門別町
(現・日高町)

広報もんべつ 116号(1971.8)～
No.528(2006.2)
(欠有)

継続前誌：町報もんべつ(47～67
号)
市町村合併により、終刊
合併後の広報誌は『広報 日高(ひ
だか)』に統一

や 八雲町 広報やくも No.458(1965.4)～
983(2005. ),No.1(2005.10)
～No.111(2014.12)
(欠有)

No.548～No.860の誌名：広報八雲
市町村合併によりNo.983をもって
終刊

ゆ 夕張市 広報ゆうばり No.220(1963.1)～
No.1341(2014.12)
(欠有)
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市町村名 タイトル 所蔵（所蔵年月） 備考
ゆ 湧別町 広報ゆうべつ 244号(1974.12)～659号

(2009.9),1号(2009.1)～63
号(2014.12)
(欠有)

市町村合併により659号をもって終
刊
2009年10月より新たに創刊

由仁町 広報ゆに No.140(1970.4)～
No.680(2014.12)
(欠有)

よ 余市町 広報よいち No.145(1965.5)～
No.764(2014.12)
(欠有)

ら 羅臼町 広報らうす 51号(1960.4)～257号
(2014.12)
(欠有)

蘭越町 広報らんこし 108号(1964.12)～
No.712(2014.12)
(欠有)

り 陸別町 広報りくべつ 71号(1957.1)～
No.645(2014.12)
(欠有)

継続前誌：新陸別

陸別町 広報りくべつ 復刻版 1(1923)～下(1997)
利尻町 広報りしり 5号(1966.1)～

No.467(2014.12)
(欠有)

利尻富士町 広報りしり富士 No.133(1990.11)～
No.223(2011.9)
(欠有)

る 留寿都村 広報るすつ 68号(1966.1)～
No.611(2014.12)
(欠有)

留辺蘂町
(現・北見市)

広報るべしべ No.63(1966.1)～
No.901(2006.3)
(欠有)

市町村合併によりNo.901をもって
終刊

留萌市 広報るもい 94号(1966.1)～
Vol.681(2014.12)
(欠有)

副誌名：Zing(No.397～Vol.482)

れ 礼文町 広報礼文 2号(1966.1)～445号
(2014.12)
(欠有)

わ 稚内市 広報わっかない 153号(1965.5)～
No.740(2013.12)
(欠有)

153号～328号の誌名：稚内

和寒町 広報わっさむ 49号(1958.10)～721号
(2014.12)
(欠有)

49号～90号の誌名：町のあゆみ
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地域区分 市町村名 タイトル ページ
札幌村(現・札幌市) 弘報さっぽろむら 5
札幌市 広報さっぽろ 5
札幌市 広報さっぽろ 合本 5
札幌市 広報さっぽろ 増刊号 5
札幌市 広報さっぽろ 点字版 5
札幌市 区民のページ 広報さっぽろ 5
札幌市(厚別区) 広報さっぽろ 厚別区版 6
札幌市(北区) 広報さっぽろ 北区版 6
札幌市(清田区) 広報さっぽろ 清田区版 6
札幌市(白石区) 広報さっぽろ 白石区版 6
札幌市(手稲区) 広報さっぽろ 手稲区版 6
札幌市(中央区) 広報さっぽろ 豊平区版 6
札幌市(豊平区) 広報さっぽろ 南区版 6
札幌市(西区) 広報さっぽろ 西区版 6
札幌市(東区) 広報さっぽろ 東区版 6
札幌市(南区) 広報さっぽろ 南区版 6
宗谷支庁 広報そうや 8
歌登町(現・枝幸町) 広報うたのぼり 2
枝幸町 広報えさし 2
猿払村 広報さるふつ 6
豊富町 広報とよとみ 9
中頓別町 広報中頓別町 10
浜頓別町 広報はまとんべつ 10
東利尻町(現・利尻富士町) 広報東利尻 11
幌延町 広報ほろのべ 12
利尻町 広報りしり 14
利尻富士町 広報りしり富士 14
礼文町 広報礼文 14
稚内市 広報わっかない 14
網走市 広報あばしり 1
生田原町(現・遠軽町) 広報いくたはら 1
遠軽町 広報えんがる 3
雄武町 広報おうむ 3
大空町 広報大空 3
置戸町 広報おけと 3
興部町 広報おこっぺ 3
上湧別町(現・湧別町) 広報かみゆうべつ 4
北見市 広報きたみ 4
清里町 広報きよさと 5
訓子府町 広報くんねっぷ 5
小清水町 広報こしみず 5
佐呂間町 広報さろま 6
斜里町 広報しゃり 7
白滝村(現・遠軽町) 広報しらたき 7
滝上町 広報たきのうえ 8
端野町(現・北見市) 広報たんの 8
津別町 広報つべつ 9
常呂町(現・北見市) 広報ところ 9
西興部村 広報にしおこっぺ 10
東藻琴村(現・大空町) 広報ひがしもこと 11
美幌町 広報びほろ 11
丸瀬布町(現・遠軽町) 広報まるせっぷ 13
女満別町(現・大空町) 広報めまんべつ 13
紋別市 広報もんべつ 13
湧別町 広報ゆうべつ 14
留辺蘂町(現・北見市) 広報るべしべ 14
標津町 広報しべつ 6
中標津町 町政だより なかしべつ 10
根室町(現・根室市) 広報ねむろ 10
別海町 広報べっかい 12
羅臼町 広報らうす 14
阿寒町(現・釧路市) 広報あかん 1
厚岸町 広報あっけし 1
音別村(現・釧路市) 広報おんべつ 4
釧路市 広報くしろ 5
釧路町 町報くしろ 5

札幌

宗谷

釧路

根室

網走
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地域区分 市町村名 タイトル ページ
標茶町 広報しべちゃ 6
白糠町 広報しらぬか 7
鶴居村 広報つるい 9
弟子屈町 広報てしかが 9
浜中町 広報はまなか 10
足寄町 広報あしょろ 1
池田町 広報いけだ 1
浦幌町 広報うらほろ 2
音更町 広報おとふけ 3
帯広市 広報おびひろ 3
帯広市 広報おびひろ おしらせ 3
上士幌町 広報かみしほろ 4
更別村 広報さらべつ 6
鹿追町 広報しかおい 6
士幌町 広報しほろ 7
清水町 広報しみず 7
清水町 広報しみず 縮刷版 7
新得町 広報しんとく 7
大樹町 広報たいき 8
忠類村(現・幕別町) 広報ちゅうるい 8
忠類村(現・幕別町) 広報ちゅうるい 復刻版 8
豊頃町 広報とよころ 9
中札内村 広報なかさつない 9
広尾町 広報ひろお 11
本別町 広報ほんべつ 12
幕別町 広報まくべつ 12
芽室町 広報めむろ 13
芽室町 広報めむろ 縮刷版 13
陸別町 広報りくべつ 14
陸別町 広報りくべつ 復刻版 14
愛別町 広報あいべつ 1
旭川市 こうほう旭川市民 旭川市広報誌 1
朝日町(現・士別市) 広報あさひ 1
音威子府村 広報音威子府 3
神楽町(現・旭川市) 広報かぐら町 4
上川町 広報かみかわ 4
上富良野町 広報かみふらの 4
剣淵町 広報けんぶち 5
士別市 広報しべつ 6
占冠村 広報しむかっぷ 7
下川町 広報しもかわ 7
鷹栖町 広報たかす 8
当麻町 広報とうま 我が郷土 9
中川町 広報 明るいなかがわ 9
中富良野町 広報なかふらの 10
名寄市 広報なよろ 10
美瑛町 広報びえい 10
美瑛町 広報びえいおしらせ 10
東神楽町 広報ひがしかぐら 11
東川町 広報ひがしかわ 11
東鷹栖村(現・旭川市) 旧東鷹栖村広報紙 復刻版 11
東鷹栖村(現・旭川市) 村のひびき ひがしたかす広報 11
比布町 広報ぴっぷ 11
美深町 広報びふか 11
風連町(現・名寄市) 広報ふうれん 12
風連町(現・名寄市) 広報ふうれん お知らせ版 12
富良野市 広報ふらの 12
富良野市 広報ふらの おしらせ版 12
幌加内町 広報ほろかない 12
幌加内町 広報ほろかない 縮刷版 12
南富良野町 広報みなみふらの 13
和寒町 広報わっさむ 14
遠別町 広報えんべつ 3
遠別町 広報えんべつ 復刻版 3
小平村 広報おびら 3
初山別村 広報しょさんべつ 7

釧路

十勝

上川

留萌
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地域区分 市町村名 タイトル ページ
天塩町 広報てしお 9
苫前町 広報とままえ 9
羽幌町 広報はぼろ 10
増毛町 広報ましけ 12
留萌市 広報るもい 14
赤平市 広報あかびら 1
芦別市 広報あしべつ 1
岩見沢市 広報いわみざわ 2
歌志内市 広報うたしない 2
浦臼町 広報うらうす 2
雨竜町 広報うりゅう 2
上砂川町 広報かみすながわ 4
北村(現・岩見沢市) 広報きたむら 4
栗沢町(現・岩見沢市) 広報くりさわ 5
栗山町 栗山町弘報 5
栗山町 広報くりやま 5
栗山町 くりやまチャンネル 広報お知らせ版 5
新十津川町 広報しんとつかわ 7
砂川市 広報すながわ 8
滝川市 広報たきかわ 8
秩父別町 広報ちっぷべつ 8
月形町 広報つきがた 8
奈井江町 広報ないえ 9
長沼町 広報ながぬま 10
南幌町 広報なんぽろ 10
美唄市 広報びばい 11
深川市 広報ふかがわ 12
北竜町 広報ほくりゅう 12
三笠市 広報みかさ 13
妹背牛町 広報もせうし 13
夕張市 広報ゆうばり 13
由仁町 広報ゆに 14
厚田村(現・石狩市) 広報あつた 1
石狩市 広報いしかり 2
石狩町(現・石狩市) 広報いしかり おしらせ版 2
恵庭市 広報えにわ 2
江別市 広報えべつ 2
北広島市 きたひろしま 4
新篠津村 広報しんしのつ 7
千歳市 広報ちとせ 8
当別町 広報とうべつ 9
浜益村(現・石狩市) 広報はまます 10
広島町(現・北広島市) 暮らしの情報 広報ひろしまお知らせ版 11
浦河町 広報うらかわ 2
えりも町 広報えりも 2
様似町 広報さまに 6
静内町(現・新ひだか町) 広報しずない 6
新ひだか町 広報新ひだか 7
新冠村(現・新冠町) 新冠 村政だより 10
日高町 広報日高 11
日高町 広報ひだか 11
平取町 広報びらとり 11
幌泉町(現・えりも町) 広報ほろいずみ 12
三石町(現・新ひだか町) 広報みついし 13
門別町(現・日高町) 広報もんべつ 13
厚真町 広報あつま 1
安平町 広報あびら 1
虻田町(現・洞爺湖町) 広報あぶた 1
追分町(現・安平町) 町報おいわけ 3
大滝村(現・伊達市) 広報おおたき 3
白老町 くらしの広場 広報お知らせ版 7
白老町 広報しらおい 7
壮瞥町 広報そうべつ 8
伊達市 広報だて 8
伊達市 みんなの広場 広報だておしらせ版 8
洞爺村(現・洞爺湖町) 広報とうや 9

胆振

日高

留萌

空知

石狩
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地域区分 市町村名 タイトル ページ
苫小牧市 広報とまこまい 9
豊浦町 広報とようら 9
登別町(現・登別市) 広報のぼりべつ 10
登別市 広報のぼりべつ おしらせ 10
早来町(現・安平町) 広報はやきた 10
穂別町(現・むかわ町) 広報ほべつ 12
鵡川町(現・むかわ町) 広報むかわ 13
鵡川町(現・むかわ町) 広報むかわ お知らせ版 13
室蘭市 むろらん 市政だより 13
後志支庁 広報しりべし 7
赤井川村 広報あかいがわ 1
岩内町 広報いわない 2
小樽市 広報おたる 3
小樽市 広報おたる お知らせ版 3
神恵内村 広報かもえない 4
狩太町(現・ニセコ町) 広報かりぶと 4
喜茂別町 広報きもべつ 5
京極町 広報きょうごく 5
共和村 広報きょうわ 5
倶知安町 広報くっちゃん 5
黒松内町 広報くろまつない 5
島牧村 広報しままき 7
積丹町 広報しゃこたん 7
寿都町 広報すっつ 8
泊村 広報とまり 9
仁木町 広報にき 10
ニセコ町 広報ニセコ 10
古平町 広報ふるびら 12
真狩村 広報まっかり 13
余市町 広報よいち 14
蘭越町 広報らんこし 14
留寿都村 広報るすつ 14
厚沢部町 広報あっさぶ 1
今金町 広報いまかね 2
江差町 広報えさし 2
江差町 みんなのチャンネル 広報おしらせ版 2
奥尻町 広報おくしり 3
乙部町 広報おとべ 3
上ノ国町 広報かみのくに 4
北檜山町(現・せたな町) 広報北檜山 4
熊石町(現・八雲町) 広報くまいし 5
瀬棚町 広報せたな 8
大成町(現・せたな町) 広報大成 8
恵山町(現・函館市) 広報えさん 2
大野町(現・北斗市) 広報おおの 3
長万部町 広報おしゃまんべ 3
上磯町（現・北斗市） 広報かみいそ 4
亀田町(現・函館市) 広報かめだ 4
木古内町 広報木古内 4
砂原町(現・森町) 広報さわら 6
鹿部町 広報しかべ 6
知内町 広報しりうち 7
尻岸内町(現・函館市) 広報 尻岸内 7
銭亀沢村(現・函館市) 広報ぜにかめざわ 8
戸井町(現・函館市) 広報とい 9
椴法華村(現・函館市) 広報とどほっけ 9
七飯町 広報七飯 10
函館市 広報市政はこだて 10
福島町 広報ふくしま 12
北斗市 広報ほくと 12
松前町 広報松前 13
南茅部町(現・函館市) 広報みなみかやべ 13
森町 広報もり 13
八雲町 広報やくも 13

胆振

後志

檜山

渡島

18
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