
様式１

とやまの伝統技術等「所在リスト１」　
平成31年3月26日作成

番号 タイトル 分類 資料種別 発行年 時間(映像) 内容 資料所在地 備考
1 富山県の近代化遺産 総合 図書 H8 － 県内の土木構造物等の調査結果 建設技術企画課

2 昭和の土木遺産 総合 パンフ H11 － 県内の土木文化財の紹介
建設技術企画課
高岡市図書館 高岡土木

3 富山の水と都市（まち）づくり 総合 パンフ H15 － 県内の主な河川とその周辺における見所の紹介 建設技術企画課 国土交通省

4 とやま土木物語 総合 図書 2002 明治の治水・大正の発電・昭和の都市計画
建設技術企画課・新川土木・
射水市中央図書館

白井芳樹著（元県土木部長）

射水市

5 都市　富山の礎を築く 総合
図書

2009 河川・橋梁・都市計画の技術者の足跡
建設技術企画課
射水市中央図書館

白井芳樹著（元県土木部長）

射水市
6 昭和初期の富山都市圏における土木事業と三人の土木技師 総合 図書（論文） 2005 白井芳樹氏の学位論文 建設技術企画課
7 建設業のあゆみ 総合 図書 S62 高岡建設業協会創立４０周年記念の足跡誌 高岡市図書館 高岡土木
8 大島町史 総合 図書 H元 大島町の歴史 高岡市図書館 高岡土木
9 われらが足跡 総合 図書 H9 － 福野土木事務所創設５０周年記念誌 砺波土木
10 とやま近代化ものがたり 総合 図書 H8 － 富岩運河等 富山県立図書館 富山土木
11 富山県自動車交通史 総合 図書 Ｈ元 － 富山県立図書館 富山土木
12 身近な土木の歴史 総合 図書 H11 － 近代土木遺産を探そう 富山市立図書館 富山土木
13 土木のしおり１９７２ 総合 図書 S47 － 富山市立図書館 富山土木
14 土木のしおり１９７０ 総合 図書 S45 － 富山市立図書館 富山土木
15 立山土木概要 総合 図書 S63 － 立山土木６０年のあゆみ 富山市立図書館 富山土木
16 平村史 総合 図書 S60 － 　 南砺市　平行政センター 南砺市
17 雲上の別世界へ（立山有料道路30周年記念誌） 総合 図書 H13 － 立山有料道路30年の歩み 富山道路公社 富山道路公社
18 とやまの土木 総合 図書 H3 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
19 ９２とやまの土木 総合 図書 H4 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
20 ９３とやまの土木 総合 図書 H5 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
21 ９４とやまの土木 総合 図書 H6 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
22 ９５とやまの土木 総合 図書 H7 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
23 ９６とやまの土木 総合 図書 H8 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
24 ９７とやまの土木 総合 図書 H9 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
25 ９８とやまの土木 総合 図書 H10 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
26 ９９とやまの土木 総合 図書 H11 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
27 とやまの土木２０００ 総合 図書 H12 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
28 とやまの土木２００１ 総合 図書 H13 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
29 とやまの土木２００２ 総合 図書 H14 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
30 とやまの土木２００３ 総合 図書 H15 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
31 とやまの土木２００４ 総合 図書 H16 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
32 とやまの土木２００５ 総合 図書 H17 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
33 とやまの土木２００６ 総合 図書 H18 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
34 とやまの土木２００７ 総合 図書 H19 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
35 とやまの土木２００８ 総合 図書 H20 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
36 とやまの土木２００９ 総合 図書 H21 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
37 とやまの土木２０１０ 総合 図書 H22 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
38 とやまの土木２０１１ 総合 図書 H23 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
39 とやまの土木２０１２ 総合 図書 H24 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
40 とやまの土木２０１３ 総合 図書 H25 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
41 とやまの土木２０１４ 総合 図書 H26 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
42 とやまの土木２０１５ 総合 図書 H27 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
43 とやまの土木２０１６ 総合 図書 H28 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
44 とやまの土木２０１７ 総合 図書 H29 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
45 とやまの土木２０１８ 総合 図書 Ｈ３０ － 富山県土木部の業務内容を紹介 建設技術企画課
46 ロカルちゃ！富山 土木構造物編 総合 図書 H26 県内の土木施設を紹介したパンフレット 建設技術企画課
47 暴れ川と生きる（常願寺川河川業書） 総合 図書 H28 常願寺川の治水・砂防の歴史、文化の紹介 建設技術企画課 監修　白井芳樹（元土木部長）

48 六十年のあゆみ 富山県土木部 総合 図書 Ｈ１１ － 富山県土木部の６０年のあゆみを紹介 建設技術企画課
49 とやまの土木一一六年 総合 図書 Ｈ１１ － 富山県土木部の６０周年記念講演記録 建設技術企画課
50 日本の近代化遺産 総合 図書 2000 富山・白岩砂防ダムｐ90-98（岩波新書） 射水市中央図書館 射水市
51 南砺広域農道事業誌 道路 図書 S59 南砺広域農道の工事のあゆみ 高岡土木
52 大門町歴史の道調査報告書 道路 図書 H6 － 大門町を中心とした道の歴史 高岡市図書館 高岡土木
53 秘境五箇山に新しい道を 道路 図書 S56 － 一般国道１５６号工事史 砺波土木 北陸建設弘済会
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番号 タイトル 分類 資料種別 発行年 時間(映像) 内容 資料所在地 備考
54 北陸自動車道上越～朝日間のトンネル工事 道路 図書 Ｈ元 － 富山県立図書館 富山土木
55 古代の道路事情 道路 図書 H12 － 古代の道路事情 万葉歴史館 高岡土木
56 道路の雪対策のあゆみ 道路 パンフ H28 － 道路の雪対策のあゆみ 道路課
57 無題 橋梁 フィルム ? － 橋梁設計図 道路課
58 富山の橋 橋梁 CD-ROM ? － 富山の橋の写真をデータ化して収録したもの 道路課
59 橋梁事業パンフレット 橋梁 資料 ? － 橋梁関係のパンフレット 道路課
60 無題 橋梁 資料 ? － 桜橋、笹津橋の文化財登録に関する資料 道路課
61 21世紀に架ける虹のアーチ・立山大橋 橋梁 VHSビデオ ? 22分 立山大橋工事記録 道路課 富山県
62 立山橋（富山市水橋）復元図 橋梁 資料CD-R H19 － 立山橋の建設当時（明治2年）の図面、パース 道路課
63 庄川と橋 橋梁 図書 S51 － 庄川に架かる橋の歴史 高岡土木
64 愛本刎橋 橋梁 模型 ? － ２分の１の復元模型等 うなづき友学館（歴史民族資料館） 宇奈月町
65 愛本刎橋 橋梁 写真 ? － うつりかわり等 うなづき友学館（歴史民族資料館） 宇奈月町
66 橋の文化史 橋梁 図書 H10 － 中部地方の橋 富山市立図書館 富山土木
67 日本百名橋 橋梁 図書 H10 － 愛本橋、越中・舟橋 富山市立図書館 富山土木
68 大門大橋の今昔 橋梁 図書 S42 － 大門大橋の歴史 高岡市図書館 高岡土木
69 民間で架けた賃取橋(明治13年) 橋梁 展示 不明 - 明治13年時点の賃取橋の位置図 子撫川統合ダム管理事務所
70 川を利用した内陸水運(明治17年の様子) 橋梁 展示 不明 - 明治17年時点の内陸水運の位置図 子撫川統合ダム管理事務所
71 富山の川と橋 橋梁 DVD H28 ３２０分 県内の橋梁を紹介 道路課 太田　隆作成(元県道路課長)
72 富山大橋の秘密を探る旅 橋梁 図書 H27 - 富山大橋の歴史の話 富山土木、富山県立図書館他 富山土木
73 富山大橋　－ひとつの歴史が終わる　のこして伝える匠の技－ 橋梁 図書 H28 － 富山大橋架け替え事業によりわかった富山大橋のよさを紹介 富山土木、富山県立図書館他 富山土木
74 富山大橋　技術資料　－ひとつの歴史が終わる　のこして伝える匠の技－ 橋梁 図書 H28 － 富山大橋で使用されていたコンクリート・鋼材の材料特性の調査結果 富山土木、富山県立図書館他 富山土木
75 あたらしい富山大橋の工事誌 橋梁 図書 H28 － 新富山大橋の設計内容等を集大成 富山土木 富山土木
76 富山大橋工事写真集　－誰が、何を、どのように－　着工前と完成後 橋梁 図書 H28 － 富山大橋架け替え事業で実施された工事の全て 富山土木 富山土木
77 馳越（はせこし）線工事ってなんだろう 河川 パンフ H15 － 神通川馳越線工事の歴史の紹介 建設技術企画課 国土交通省
78 小矢部川外河川航空写真 河川 写真 H12 － 小矢部川水系の航空写真1/12,500 河川課
79 日本近代土木を築いた人びと 河川 VHSビデオ H13 58分 河川改修関連 河川課 大成建設
80 川紀行 河川 VHSビデオ ? ? 河川改修関連 河川課 河川環境管理財団
81 都市河川は今・・・ 河川 VHSビデオ ? 20分 河川改修関連 河川課 建設省
82 とやまの川と治水 河川 VHSビデオ H15 ２８分 河川改修関連 河川課 富山県河川協会
83 神通川・庄川　改修計画図（古図） 河川 図面 M33？ － 神通川・庄川の改修計画の平面図面 河川課 富山県
84 河川流域図 河川 図面 S50 － 県内河川の流域界がまとめられた図面 河川課 富山県
85 片貝川布施川改修工事誌 河川 コピー S14 － 河川工事の内容及び費用 新川土木
86 常願寺川の歴史を訪ねて 河川 図書 S52 － 富山県立図書館 富山土木
87 ふるさと土木史 河川 図書 H2 － 常願寺川治水 富山県立図書館 富山土木
88 治水論 河川 図書 M24 北陸政論の主筆であった西師意の治水論 富山県立図書館 清明堂
89 滑川市史(通史編) 河川 図書 S60 － 椎名道三と滑川の用水 滑川市立図書館 滑川市
90 早月川扇状地を探る 河川 図書 H6 － 五厘堤 滑川市立図書館 滑川市
91 日本の川自然と民俗Ⅳ 河川 図書 Ｈ元 － 神通川 富山市立図書館 富山土木
92 日本の川自然と民俗Ⅰ 河川 図書 S62 － 庄川 富山市立図書館 富山土木
93 とやま百川 河川 図書 S51 － 富山の川の歴史 高岡市図書館 高岡土木
94 庄川改修工事 河川 図書 T3 － 庄川の改修工事記録 高岡市図書館 高岡土木
95 北陸地名伝承の研究 河川 図書 H10 － 川の名前の由来 万葉歴史館 高岡土木
96 庄川実測図(青島・中田間) 河川 図面 M35 － 平面図・断面図等の原図 砺波郷土資料館 砺波市
97 庄川の川工事が生んだ事業家　佐藤助九郎展 その他 図書 H20 庄川の川工事が生んだ事業家　佐藤助九郎の生涯を紹介 砺波郷土資料館 砺波市
98 流送に生きた人々 その他 図書 H25 庄川の流れを利用して木材を運んだ人々の暮らしと歴史 砺波郷土資料館 砺波市
99 砺波市歴史資料調査報告書第２２集 その他 図書 H27 昭和44年～49年実施の高波地区圃場整備事業の工程を詳細に紹介 砺波郷土資料館 砺波市
100 とやまの川 河川 VHSビデオ ? 13分 河川課 富山県河川協会
101 下条川沿岸排水事業誌 河川 図書 S9 下条川の改修・乾田化事業 射水市中央図書館 射水市
102 下条川の歴史資料集 河川 図書 2004 下条川の歴史 射水市中央図書館 射水市
103 下条川河川改修事業のしおり 河川 パンフレット 1999 射水市中央図書館 射水市
104 下条川災害復旧助成事業のしおり 河川 パンフレット 1989 射水市中央図書館 射水市
105 六ヶ用水解説書 河川 図書 S58 六ヶ用水・改修の変遷 射水市中央図書館 射水市
106 新堀川 河川 図書 1974 射水平野東部の農業用排水の歴史 射水市中央図書館 射水市
107 （明治時代の）富山県河川実測平面図 河川 図書 M24～ － 県内主要河川の実測平面図 富山県立図書館 古絵図・貴重書ｷﾞｬﾗﾘｰ
108 室牧ダム及び発電所工事誌 ダム 図書 S38 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館 ダム管
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109 上市川総合開発建設工事記録 ダム 図書 S40 － 上市川ダム工事記録
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・上市川ダム管理事務

河川課
ダム管

110 和田川ダム施設図面 ダム 図書 S43 － 事業概要、図面一式 和田川ダム管理事務所

111 利賀川第一利賀川第二発電所工事誌 ダム 図書 S55 － 事務・土木・建築編
河川課（開発班）・議会図書館・
公文書館・利賀川ダム管理事務

112 子撫川総合開発事業　子撫川ダム図集 ダム 図書 S54 － 事業概要、図集 河川課（開発班） 子撫川ダム管理事務所

113 角川ダム建設事業角川ダム図集 ダム 図面 S51 － 新川土木
114 熊野川総合開発事業熊野川ダム図集 ダム 図面 S60 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

115 熊野川総合開発事業熊野川ダム工事誌 ダム 図書 S60 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

116 上市川総合開発事業上市川第二ダム工事誌 ダム 図書 S61 － 上市川第二ダム工事記録
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・上市川ダム管理事務

河川課
ダム管

117 上市川総合開発事業上市川第二ダム図集 ダム 図面 S61～ －
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・上市川ダム管理事務

河川課
ダム管

118 上市川第２ダムふるさと千石 ダム 写真 S60 － 河川課（開発班）

119 朝日小川総合開発事業朝日小川ダム工事誌 ダム 図書 H3 － 朝日小川ダムの工事記録等
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・入善土木

120 朝日小川総合開発事業朝日小川ダム図集 ダム 図面 H3 － 事業概要、図集
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・入善土木

121 朝日小川総合開発事業朝日小川ダムRCD工法工事記録 ダム 図書 H3 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

122 朝日小川ダムの建設～ＲＣＤ工法を中心に～ ダム VHSビデオ ? 30分 朝日小川ダム建設の記録 河川課（開発班） 富山県
123 布施川総合開発事業布施川ダム工事誌 ダム 図書 H5 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

124 布施川総合開発事業布施川ダム図集 ダム 図面 H5 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

125 砺波山田川総合開発事業城端ダム工事誌 ダム 図書 H5 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

126 境川総合開発事業境川ダム工事誌 ダム 図書 H6 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

127 境川総合開発事業境川ダム図面・写真集 ダム 図面・写真 H6 － 本事業に係る各種の図面、写真等
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・境川ダム管理事務所

河川課
ダム管

128 境川発電所工事誌 ダム 図書 H5 － 事務・土木・建築編 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

129 境川ダム ダム VHSビデオ ? 30分 境川ダム建設の記録 河川課（開発班） 富山県
130 境川総合開発事業 ダム 16mmフィルム S63 21分 境川ダム建設記録（～定礎式） 境川ダム管理事務所 富山県
131 境川総合開発事業 ダム DVD S63 21分 上記のダビング（画質荒い） 境川ダム管理事務所 富山県
132 境川総合開発事業 ダム 16mmフィルム H6 30分 境川ダム 境川ダム管理事務所 富山県
133 境川総合開発事業 ダム DVD H6 30分 上記のダビング（画質荒い） 境川ダム管理事務所 富山県
134 無題 ダム 写真・ビデオ・パネル H5 － 境川ダムについての写真、ビデオ・パネルの展示 境川ダム管理事務所 南砺市旧上平村

135 大谷川総合開発事業大谷ダム工事誌 ダム 図書 H12 － 大谷ダムの工事記録等
河川課（開発班）・議会図書館
公文書館・入善土木

136 大谷ダム建設の記録 ダム VHSビデオ ? 30分 大谷ダム建設の記録 河川課（開発班） 富山県
137 久婦須川総合開発事業　久婦須川ダム工事誌 ダム 図書 H15 － 河川課（開発班）・議会図書館・公文書館

138 久婦須川ダム　－建設の記録－ ダム VHSビデオ H15 30分 河川課（開発班）
139 舟川ダム工事誌 ダム 図書 H24 － 舟川ダムの工事記録等 河川課(開発班）、入善土木

140 愛本堰堤史 ダム 図書 S54 －
黒部川と農業用水の円滑、合口用水の成立と愛本堰
堤等

富山県立図書館
黒部市立図書館

富山土木
黒部市

141 切手に見る土木技術の歩み ダム 図書 H11 － ふるさと富山黒部ダム 富山市立図書館 富山土木
142 宇奈月ダム工事誌、図面集、写真集 ダム 図書 H14 － 河川課（開発班）

143
電気事業発足50周年記念「明日の繁栄を求めて」
～井田川・和田川総合開発の記録～

ダム DVD　 ? - 井田川・和田川総合開発の歴史
和田川ダム管理事務所

富山県企業局

144 胡桃地すべり復旧の記録（無声）① 砂防 16mmフィルム ? ? 氷見市胡桃地区地すべり災害の記録 砂防課 富山県
145 胡桃地すべり復旧の記録（無声）② 砂防 16mmフィルム ? ? 氷見市胡桃地区地すべり災害の記録 砂防課 富山県
146 胡桃地すべり復旧の記録（有声） 砂防 16mmフィルム ? 21分 氷見市胡桃地区地すべり災害の記録 砂防課 富山県
147 胡桃地すべり復旧の記録 砂防 VHSビデオ ? 21分 氷見市胡桃地区地すべり災害の記録 砂防課 富山県
148 砂防と治水 砂防 16mmフィルム S13 21分 富山県の砂防事業の紹介 （戦前に制作されたものと思われる） 砂防課 富山県
149 災害関連緊急地すべり対策事業 国見地すべり－対策事業に賭ける① 砂防 VHSビデオ ? 21分 氷見市国見地区地すべり対策事業記録 砂防課 富山県
150 災害関連緊急地すべり対策事業 国見地すべり－対策事業に賭ける③ 砂防 VHSビデオ ? 21分 氷見市国見地区地すべり対策事業記録 砂防課 富山県
151 落シのくらしをまもる～災害関連緊急地すべり対策事業～（×４本） 砂防 VHSビデオ ? 25分 庄川町落シ地区地すべり対策事業の概要 砂防課 富山県
152 SABOと村おこし～SABOとSOBAが結ぶアジアの二つの村～ 砂防 VHSビデオ ? ? 利賀川砂防事業遊砂地工事の事業概要 砂防課 富山県
153 安政の大災害シアター・立山カルデラ大地のドラマ 砂防 VHSビデオ ? 30分 安政の立山カルデラ鳶山崩れ災害アニメ 砂防課 富山県
154 富山平野を守る～常願寺川の砂防～ 砂防 VHSビデオ ? 13分 常願寺川砂防事業の紹介 砂防課 建設省立山砂防工事事務所
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155 もう一つの立山～立山砂防～ 砂防 VHSビデオ ? 30分 立山砂防の紹介 砂防課 建設省立山砂防工事事務所
156 ロック君と土砂災害の旅 砂防 VHSビデオ ? ? 立山カルデラキャラクターの ロック君が立山カルデラを紹介 砂防課 建設省立山砂防工事事務所
157 国際トロッコサミット記録集 砂防 VHSビデオ ? ? 平成12年に立山で開催された同サミットの記録 砂防課 国際トロッコサミット実行委員会

158 日欄交流400周年記念シンポジウム 「デ・レイケと常願寺川」第一部、第二部 砂防 VHSビデオ ? 72分 同シンポジウムの第一部挨拶、 第二部特別講演記録 砂防課 国土交通省・富山県
159 日欄交流401周年記念シンポジウム「デ・レイケと常願寺川」第三部 砂防 VHSビデオ ? 100分 同シンポジウムの第三部パネルディスカッション 砂防課 国土交通省・富山県
160 天然ダムによる大土石流を想定した防災訓練 ～平成の鳶崩れに備える　記録ビデオ 砂防 VHSビデオ ? 103分 H14.10.05に大川寺境内外において 行われた防災訓練の記録 砂防課 国土交通省 立山砂防工事事務所

161 天然ダムによる大土石流を想定した防災訓練 ～平成の鳶崩れに備える　ダイジェスト版 砂防 VHSビデオ ? 23分 H14.10.05に大川寺境内外において 行われた防災訓練の記録 砂防課 国土交通省 立山砂防工事事務所

162 「土砂災害防止法」とは～土砂災害の危険区域を明らかにします～ 砂防 VHSビデオ ? 10分 「土砂災害防止法」の概要 砂防課 全国地すべり・がけ崩れ対策協議会

163 黒部川直轄砂防事業30周年「厳しい自然との闘い」 砂防 VHSビデオ ? 12分 黒部川砂防事業の紹介 砂防課 建設省黒部工事事務所
164 黒部川直轄砂防事業31周年 「美しい自然と清らかな流れを残すために」 砂防 VHSビデオ ? 16分 黒部川砂防事業の紹介 砂防課 建設省黒部工事事務所
165 神通川水系・菅原文太の奥飛騨紀行～厳寒期から初夏へ～ 砂防 VHSビデオ ? 54分 神通川水系上流部を菅原文太氏が訪れる 砂防課 建設省神通川水系砂防工事事務所

166 キャンプ砂防ｉｎ奥飛騨～上宝村で過ごした12日間の記録～ 砂防 VHSビデオ ? 30分 Ｈ９．８月に奥飛騨で行われたキャンプ砂防の記録 砂防課 建設省神通川水系砂防工事事務所

167 円空のさと21世紀の息吹き～奥飛騨と共生する神通川水系砂防～ 砂防 VHSビデオ ? 28分 神通川水系砂防事業の取り組み 砂防課 建設省神通川水系砂防工事事務所

168 焼岳火山砂防～自然と暮らしを守る～ 砂防 VHSビデオ ? 21分 焼岳火山砂防事業の紹介 砂防課 建設省神通川水系砂防工事事務所

169 富士山直轄砂防30周年記念式典から 「幸田文『崩れ』～富士山大沢崩れ～」 砂防 VHSビデオ ? 35分 富士山直轄砂防30周年記念式典映像の紹介 砂防課 建設省富士砂防工事事務所
170 検証脆弱列島日本～土砂災害の恐怖［新潟　長野・姫川流域］ 砂防 VHSビデオ ? 47分 Ｈ７姫川流域の災害記録 砂防課 建設省北陸地方建設局
171 ザ・地すべり～大地のパワー～ 砂防 VHSビデオ ? 10分 地すべりに関するビデオ 砂防課 建設省中部地方建設局
172 「土砂災害」のお話 砂防 VHSビデオ ? 19分 土砂災害に関するビデオ 砂防課 砂防広報センター
173 あの山があの川が「何故」 砂防 VHSビデオ ? 20分 土砂災害に関するビデオ 砂防課 砂防広報センター
174 日本の活火山砂防 砂防 16mmフィルム ? 18分 活火山砂防事業に関する紹介 砂防課 砂防広報センター
175 火山と土石流～日本・フィリピン・インドネシア・アメリカ 砂防 VHSビデオ ? 20分 各国の火山の紹介 砂防課 砂防広報センター
176 幸田文　文学碑除幕式 砂防 VHSビデオ ? ? 「崩れ」を執筆した幸田文さんの 文学碑の除幕式の記録 砂防課 砂防広報センター
177 よみがえる地附山 砂防 VHSビデオ ? 60分 長野県地附山地すべり災害の記録 砂防課 長野県
178 被災者が語る9.15豪雨災害～貴重な体験を未来に活かす 砂防 VHSビデオ ? 33分 Ｈ11の神通川上流域豪雨災害の記録 砂防課 岐阜県
179 ～21世紀の砂防事業～和歌山県の渓流環境整備を考える 砂防 VHSビデオ ? ? 平成12年に開催された講演・フォーラムの記録 砂防課 和歌山県
180 土石流県西北部豪雨災害の記録 砂防 VHSビデオ ? 18分 Ｓ63広島県豪雨災害の記録 砂防課 広島県
181 土石流災害は突然やってくる　加計災害からの教訓 砂防 VHSビデオ ? 12分 Ｓ63広島県加計町豪雨災害の記録 砂防課 広島県
182 災害から立ち直る町～私たちのふる里学習記～ 砂防 VHSビデオ ? 29分 広島県の災害復興記録 砂防課 広島県
183 山際地すべり 砂防 VHSビデオ ? 45分 大分県大山町山際地区の地すべり記録 砂防課 大分県
184 横江谷流路工雪対策渓流モデル事業実験状況 砂防 VHSビデオ ? 13分 横江谷流路工に架かる橋上から 雪を捨て融解状況を実験 砂防課 富山県

185 地すべり2003とやま　子供地すべり学会 砂防 ＤＶＤ、ＶＨＳビデオ H15 104分 Ｈ15.8に開催された 第42回日本地すべり学会の記録 砂防課
平成15年度（社）日本地すべり学会
第42回研究発表会および
現地見学会実行委員会

186 地すべり2003とやま　県民講演会 砂防 ＤＶＤ、ＶＨＳビデオ H15 未定 Ｈ15.8に開催された 第43回日本地すべり学会の記録 砂防課
平成15年度（社）日本地すべり学会
第42回研究発表会および
現地見学会実行委員会

187 立山砂防を訪ねて 砂防 図書 H15 － 立山砂防の技術の紹介 砂防課
188 砂防と治水 砂防 DVD,VHS H16 21分 無声16mmフィルムに解説等の音声を追加 砂防課 富山県
189 立山砂防７０年のあゆみ 砂防 図書 H9 － 富山県立図書館 富山土木
190 大地が動く 砂防 DVD H20 １０分 全国の土砂災害の映像による記録 砂防課 （社）斜面防災対策技術協会
191 天涯を護るー立山カルデラの砂防ー 砂防 DVD H21 ２４分 立山カルデラの直轄砂防事業の紹介 砂防課 富山県教育委員会
192 第３６回国際水文地質学会シンポジウム報告集 砂防 図書 H21 － 公開シンポジウムの講演集 砂防課 国際水文地質学会富山大会実行委員会

193 第３６回国際水文地質学会シンポジウム講演概要集 砂防 図書 H21 － 常願寺川の砂防事業と緑や地下水の保全 砂防課
194 とやまの砂防 砂防 図書 S61～ － 砂防関係事業の紹介など 砂防課 富山県治水砂防協会
195 護天涯 砂防 パンフ H15,H25 － 砂防関係事業の紹介など 砂防課
196 岸壁崩壊を防ぐ　白岩砂防堰堤右岸の保全対策 砂防 DVD H17 25分 白岩砂防堰堤の保全対策の紹介など 砂防課 立山砂防工事事務所（チューリップTV製作委託）

197 常願寺川砂防100周年 砂防 DVD H18 97分 常願寺川砂防事業の歴史の紹介など 砂防課 砂防広報センター
198 国際砂防フォーラム報告書 砂防 図書 H23 国際砂防フォーラム（H21～23）の概要 砂防課 国際砂防フォーラム実行委員会

199 落シ地すべり 砂防 図書 H9 － 落シ地すべりの事業概要 砺波土木 砺波土木
200 常願寺川流域における歴史的砂防施設群の調査報告書(中間報告) 砂防 図書 H25 常願寺川流域の砂防施設の概要 砂防課
201 常願寺川流域における歴史的砂防施設群の調査報告書 砂防 図書 H26 － 常願寺川流域の歴史的砂防施設に関する調査 砂防課 富山県
202 砂防 ふるさとの礎 砂防 ＤＶＤ、ＢＬ Ｈ24 １２分 富山県の砂防事業の紹介 砂防課
203 立山・黒部世界遺産にむけて(英語版) 砂防 ＤＶＤ 「立山・黒部」の紹介 砂防課
204 避難していてよかった ―犠牲者ゼロをめざして― 砂防 ＤＶＤ ９分 鹿児島県垂水市等における災害 砂防課
205 崩れ 大地のいとなみと私たち 砂防 ＤＶＤ H18 １７分 砂防事業の紹介 砂防課
206 立山砂防の防災システムを世界遺産に 砂防 図書 H27 世界遺産登録を目指す日本固有の防災遺産の全貌に迫る 砂防課 制作：知事政策局
207 日本固有の防災遺産　立山砂防の防災システム 砂防 図書 H28 「立山砂防の防災システムを世界遺産に」の抜粋英語版 砂防課 制作：知事政策局
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208 日本固有の防災遺産　立山砂防の防災システム(2018) 砂防 図書 H30 H28発行図書の改訂版（重文指定を加筆） 砂防課 制作：総合政策局
209 立山砂防・土砂との闘い～世界に誇る防災遺産～ 砂防 DVD H29 14分 立山砂防をアニメ、CG、実写で紹介 砂防課 製作：富山県世界遺産登録推進事業実行委員会

210 立山砂防・土砂との闘い～世界に誇る防災遺産～ 砂防 DVD H30 13分 H29製作DVDの改訂版（英語字幕追加） 砂防課 製作：富山県世界遺産登録推進事業実行委員会

211 国際防災学会インタープリベント2018開催報告書 砂防 リーフレット H30 インタープリベント2018富山の開催概要 砂防課 製作：富山県世界遺産登録推進事業実行委員会

212 無題 港湾 パンフ S59～ － 富山港パンフレット 港湾課
213 無題 港湾 パンフ S38～ － 富山新港パンフレット 港湾課
214 無題 港湾 図書 S35 － 伏木富山港港湾計画一部変更 港湾課
215 無題 港湾 図書 S48 － 伏木富山港港湾計画改訂 港湾課 以降15冊
216 伏木港史 港湾 図書 S48 － 港湾課
217 富山新港史 港湾 図書 S58 － 港湾課、伏木港事務所
218 奥田郷土史 港湾 図書 H8 － 港湾課
219 ３０年のあゆみ 港湾 図書 H3 － 伏木富山港直轄事業の工事史 港湾課
220 魚津港港湾計画改訂 港湾 図書 S52 － 魚津港港湾計画改訂 港湾課 以降４冊
221 中島閘門リベットうち 港湾 ビデオ H9 － 中島閘門リベットうち等 港湾課 復元関係で他８本
222 牛島閘門復元工事 港湾 ビデオ H13 － 牛島閘門復元工事 港湾課
223 富岩運河・中島閘門 港湾 VHSビデオ H11 20分 富岩運河・中島閘門の歴史 港湾課 富山県（ﾁｭｰﾘｯﾌﾟTV製作委託）

224 富岩運河・中島閘門 港湾 VHSビデオ ? 15分 中島閘門復元工事 港湾課 富山県
225 牛島閘門復元工事 港湾 VHSビデオ ? 15分 牛島閘門復元工事 港湾課 富山県
226 伏木富山港（新湊地区）臨港道路東西線 港湾 VHSビデオ ? 30分 ＣＧアニメーション 港湾課 国土交通省
227 北陸みなと紀行 港湾 VHSビデオ ? 60分 伏木富山港の概要 港湾課 国土交通省
228 重要文化財富岩運河水閘施設（中島閘門）閘門操作室保存修理工事報告書 港湾 図書 H22 － 中島閘門操作室保存修理工事の記録 港湾課
229 中島閘門 港湾 図書 ? － 設計図 富山港事務所
230 伏木築港論 港湾 図書 M25 伏木港の価値と富山県の将来を力説した著作 富山県立図書館 北陸政論社
231 建物の見方・調べ方近代土木遺産の保全と活用 港湾 図書 H10 － 富岩運河と中島閘門 富山市立図書館 富山土木
232 奈呉の浦の移り変わり 港湾 図書 H5 － 奈呉の浦の歴史 高岡市図書館 高岡土木
233 伏木港のあゆみ 港湾 図書 Ｈ元 － 伏木港の歴史 高岡市図書館 高岡土木
234 伏木港 港湾 パンフ S6～ 伏木港の概要紹介 伏木港事務所 年刊（ただし欠年あり）
235 富山新港資料（調査編） 港湾 図書 S39 富山新港築造に当たっての各種資料 富山新港管理局 伏木富山港工事事務所
236 富山新港資料（計画編） 港湾 図書 S39 富山新港築造に当たっての各種資料 富山新港管理局 伏木富山港工事事務所
237 富山新港資料（事業実施編） 港湾 図書 S39 富山新港築造に当たっての各種資料 富山新港管理局 伏木富山港工事事務所
238 写真で見る３０年の歩み　富山新港 港湾 図書 H10 富山新港３０年の記念冊子　写真多数 富山新港管理局 富山新港港湾振興会
239 日本港湾史 港湾 図書 S53 － 伏木港事務所 （社）日本港湾協会
240 伏木海陸運送株式会社　四十年史 港湾 図書 S59 － 伏木港事務所
241 伏木海陸運送株式会社　五十年史 港湾 図書 H6 － 伏木港事務所
242 三十年のあゆみ　伏木富山港工事事務所 港湾 図書 H3 － 伏木港事務所
243 伏木海上保安部50年のあゆみ 港湾 図書 H10 － 伏木港事務所

244 無題（昭和7年度伏木港修築事業の工事記録） 港湾 図書・図面 S7 －
当年度施工事業について、全12章に渡り工事概要を
手書きで記した文書。図面、数量・費用・人工実績表
も添付され、当時の工事の様子が分かる。

伏木港事務所 内務省

245 金子技師　雑書綴 港湾 図書 S17 －
昭和17年伏木港修築工事起工式に際し、金子修築
工事事務所長が作成した文書綴。伏木港沿革、事業
概要、事業費経緯、式典次第等。

伏木港事務所 内務省

246 内川可動橋（内川橋・鹿子浦橋）設計図 港湾 図面 S34 －
昇降式可動橋の図面一式
青焼き全34葉（1葉目欠）＋材料表

伏木港事務所

247 富岩運河・中島閘門放水路 港湾 図書 H24 － 中島閘門放水路水門補修工事設計図 富山港事務所
248 富山空港工事誌 空港 図書 S59 － 富山空港の工事記録 総合交通政策室空港施設班
249 富山空港 空港 写真 ? － 富山空港のＨ５、Ｈ８の航空写真 総合交通政策室空港施設班
250 富山飛行場建設誌 空港 図書 S10 － 倉垣飛行場の工事記録 富山県立図書館 航空対策課
251 富山都市計画事業概要 都市 図面 ? － 富岩運河、都心区画整理、街路の 各事業の概要を示す図面の複製 都市計画課
252 水のゆくえ（牛島浄化センター記録） 都市 ＶＨＳビデオ S63 － 富山市牛島浄化センター 都市計画課
253 わたしたちの下水道　－小矢部川流域下水道－ 都市 VHSビデオ フィルム S63 30分 小矢部川流域下水道の供用と下水道事業について 都市計画課（下水道班） 富山県
254 連続立体交差 都市 写真 S40～S43 － 調印式、施工写真抜粋 魚津市都市計画課 パンフレットも有り
255 高岡古城公園の自然 都市 図書 S60 － 実際に調査（動物・植物）した 結果をまとめたもの 高岡市立図書館 高岡生物研究会 高岡地学研究会

256 （都）福野駅前線 都市 DVD　 H18 3分 福野駅前広場の整備 都市計画課街路係 砺波土木
257 （都）呉羽町袋線 都市 DVD　 H18 5分 富山大橋の架替 都市計画課街路係 富山土木
258 富山太閤山開発計画’６３ 都市 図書 1963 太閤山ニュータウンの開発計画 射水市中央図書館 射水市
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259 富山太閤山開発計画’６３（要約） 都市 図書 1963 太閤山ニュータウンの開発計画 射水市中央図書館 射水市
260 安全で快適な橋をめざして～富山大橋架け替え工事～ 都市 DVD H21 9 富山大橋上部工工事記録 富山土木
261 無題 建築 図書 Ｓ３３～ － 県施設の設計図書 営繕課
262 太閤山荘 建築 図面 H2 － 移築したときの簡単な図面 県民福祉公園管理事務所 都市計画課
263 郷土のひかり 建築 図書 S57 － 社寺建築の名匠(岩城庄之丈) 滑川市立図書館 滑川市
264 日本の土木遺産 建築 図書 H8 － 五箇山の合掌造り集落 富山市立図書館 富山土木
265 住まいと街なみ百年のあゆみ 建築 図書 S58 － 富山県の住まいと街なみ 高岡市図書館 高岡土木
266 白川郷・五箇山の合掌造り集落 建築 図書 H8 － 南砺市　平行政センター 南砺市
267 新湊地域建築組合文書 その他 歴史資料 明治～昭和 － 大工太子講及び指図等（収蔵資料） 射水市新湊博物館 射水市
268 住まいのとやま学 建築 図書 S62 － 木を使う富山の住まい 富山県建築士会、建築住宅課
269 住の遺産 建築 図書 H13 － とやまの住まいとまちなみの写真集 富山県建築士会、建築住宅課
270 富山県の建築（明治・大正期） 建築 図書 S58 － 明治・大正期の住宅・建築物・まちなみ 富山県建築士会
271 富山の土蔵 建築 図書 H15 － 富山県伝統的建築技術調査報告書 富山県教育委員会

272 富山湾岸海岸線航空写真 その他 写真
S56,61,

H2,7,12,18,
22,26

－ 河川課

273 災害統計 その他 図書 S40～ － 各年災の統計 河川課
274 そのとき何が起きたか・・・ その他 VHSビデオ ? ? 災害関連 河川課 建設省
275 もしもの水害に備えて その他 VHSビデオ H8 16分 災害関連 河川課 河川情報センター
276 水防活動を学ぶ その他 VHSビデオ ? 15分 災害関連 河川課 国土交通省
277 治水対策とその効果 その他 VHSビデオ H11 13分 災害関連 河川課 富山県河川協会
278 洪水・土砂災害について知っていますか？ その他 VHSビデオ ? 6分 災害関連 河川課 建設省
279 いみずの水 その他 図書 S57 射水上水道企業団の１０年史 高岡土木
280 庄川合口用水史 その他 図書 S42 － 砺波土木
281 大きく生まれ変わった小さな街 その他 図書 S57 － 砺波土木 福光商工会
282 水の王国とやま その他 図書 S61 － 砺波土木 富山県
283 新大長谷第一発電所導水路トンネル貫通への軌跡 その他 VHSビデオ － － 新大長谷第１発電所の工事記録 企業局
284 明日の反映を求めて その他 ＶＨＳ、ＤＶＤ S38 － 井田川総合開発の記録 企業局電気課土木管理係
285 明日を築く その他 ＶＨＳ、ＤＶＤ S44 － 和田川総合開発の記録 企業局電気課土木管理係
286 庄川合口５０年誌 その他 図書 H2 － 庄川合口用水の歴史、関係する河川総合開発事業など 企業局水道課 庄川沿岸用水土地改良区

287 富山県の水道の歴史 その他 図書 S51 － 富山県における水道事業の歴史
企業局水道課
富山県立図書館

富山県水道協会
富山土木

288 黒部川沿岸用水誌 その他 図書 H6 － 国営黒部川沿岸農業水利事業について
黒部市立図書館
入善町図書館

黒部市
入善町

289 黒部川水害記録 その他 図書 H8 － 気象経過、状況経過、被害状況、復旧状況 黒部市立図書館 黒部市
290 黒部川扇状地 その他 図書 S56 － 黒部川扇状地の水田略史、 流水客土、ほ場整備記録等 黒部市立図書館 黒部市
291 十二貫野用水誌 その他 図書 S60 － 十二貫野用水開削史、 水路管理、災害、用水の改修 黒部市立図書館 黒部市
292 十二貫野用水にみる先人の知恵 その他 図書 H6 － 十二貫野用水開発の歴史、 用水管理の現状 黒部市立図書館 黒部市
293 郷土に歴史的土木事業を訪ねる その他 図書 H8 － 黒部川電源開発 富山市立図書館 富山土木
294 日本土木建設業史Ⅱ その他 図書 H12 － 資料編 富山市立図書館 富山土木
295 地図の記憶 その他 図書 Ｈ１１ － 伊能忠敬の越中測量記 高岡市図書館 高岡土木
296 越中伏木地理誌編 その他 図書 H3 － 伏木の歴史地理 高岡市図書館 高岡土木
297 豪雪 その他 図書 S57 － 三八、五六豪雪について 高岡市図書館 高岡土木
298 北陸道と河道の変遷 その他 図書 S44 － 高岡市図書館 高岡土木
299 常設展示 その他 展示  江戸 － 石黒信由の測量記録、測量技術等 射水市新湊博物館 射水市
300 とやまの土木　今日は何の日 その他 図書 H9 富山の土木史年表 建設技術企画課
301 日本の近代土木遺産　現存する重要な土木構造物2800選 その他 図書 H17 土木学会が全国調査した重要構造物一覧 建設技術企画課
302 阪神・淡路大震災10周年記念事業記録集 その他 図書 H18 阪神淡路大震災の記録集 建設技術企画課
303 新潟県中越地震－国土交通省の活動記録－ その他 図書 H18 新潟県中越地震における国土交通省の記録 建設技術企画課
304 新潟県中越大地震の記録 その他 図書 H19 新潟県中越地震における新潟県の記録 建設技術企画課
305 新潟県中越大地震の記録（技術資料） その他 図書 H19 新潟県中越地震における新潟県の記録 建設技術企画課
306 新潟県中越大地震の記録（資料編） その他 図書 H19 新潟県中越地震における新潟県の記録 建設技術企画課
307 ふるさと土木史 その他 図書 H2 富山県：常願寺川治水史 建設技術企画課
308 TSUKURU その他 パンフ H28 女性による建設業の魅力をPRするパンフレット 建設技術企画課
309 礪波地方気象災異史叢 その他 図書 H20 － 砺波地方における災害、異常気象の記録 砺波土木 山路　晴彦
310 平成２０年７月２８日南砺市豪雨災害の記録 その他 CD-ROM H23 － 平成２０年７月２８日南砺市豪雨災害の記録 砺波土木

6 / 7 ページ



様式１

とやまの伝統技術等「所在リスト１」　
平成31年3月26日作成

番号 タイトル 分類 資料種別 発行年 時間(映像) 内容 資料所在地 備考
311 富山地方鉄道五十年史 その他 図書 S58 － 富山地方鉄道の記録 高岡土木
312 富山工事事務所六十年史 その他 図書 H8 － 富山工事事務所の記録 高岡土木
313 50年のあゆみ　富山県魚津土木事務所 その他 パンフ S53 昭和初期頃と発刊時における町並み・土木施設等の対比写真 新川土木
314 にいかわの土木 その他 パンフ H28 新川土木の事業を紹介 新川土木
315 小杉左官太子講文書 その他 歴史資料 江戸～平成 左官太子講及び法会記録等（収蔵資料） 射水市新湊博物館 射水市
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