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4-1 1339 チリ地震津波 昭和35年５月24日
チリ地震津波航空写真位置図 昭和35年 アジア航測株式会社
チリ地震津波航空写真 昭和35年 アジア航測株式会社
チリ地震津波航空写真 昭和35年 アジア航測株式会社

加治川地区航空写真 昭和42年８月30日 羽越水害 東洋航空事業株式会社
鍬江土石流写真集
山形工事事務所、東北電力提供写真集
国鉄新潟支社、東北電力提供写真集

国鉄新潟支社村上保線区提供写真集
村上土木事務所、小国町役場、国鉄新潟支社提供写真集
村上土木事務所提供写真集
荒川、加治川流域被害航空写真
荒川被災写真集
新潟県広報課提供写真集
新潟日報提供写真集
河北新報提供写真集

1355 1968年十勝沖地震津波 災害調査写真 No.1
1355 1968年十勝沖地震津波 災害調査写真 No.2
5420 55･12雪害 鉄塔倒壊状況写真集
5413 日本海中部地震災害記録
1508 秋田沖地震津波 新聞切り抜き
1509 日本海中部地震津波資料ブック
1510 日本海中部地震津波遡上高
5027 日本海中部地震写真
5028 日本海中部地震被害写真
5029 日本海中部地震写真 国鉄
5030 日本海中部地震被害写真
5031 昭和58年５月26日 日本海中部地震被災状況写真集 新潟市
5419 日本海中部地震
5441 日本海中部地震
5424 日本海中部地震１
5425 日本海中部地震２
1351 日本海中部地震 調査資料 No.12
1352 日本海中部地震 調査資料 No.13
1353 日本海中部地震 調査資料 No.14

日本海中部地震 津波 予備調査写真集
日本海中部地震
日本海中部地震

4-2 1421 絵本海嘯録（明治三陸津波） 明治19年７月

1422 日本三陸沿海岸海嘯の日に於る各地の潮候 参謀本部

1893 両羽地震誌 現代語訳 大内 孝一

1463 三陸津波調査報告 昭和８年 建設省土木研究所

1356 昭和８年３月３日 三陸沖強震及び津波報告 昭和８年８月 中央気象台

昭和42年８月28日〜29日の山形県および福島県北西部における大雨

1



No.2 東北の災害 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者 出版社

4-2 青森林友 三陸地方津波特集号 昭和８年８月 青森林友会

1419 1960年５月24日チリ地震津浪踏査速報 昭和35年７月 チリ津波合同調査班

1408 THE CHILEAN TSUNAMI OF MAY 24,1960 昭和36年12月 チリ津波合同調査班

1417 チリ地震津波調査報告 昭和35年10月 盛岡鉄道管理局施設部

1418 チリ地震津波調査報告 昭和36年３月 宮城県

1464 チリ地震津波災害復興誌 昭和44年３月 岩手県

1511 チリ地震津波記念 三陸津波誌 1960 チリ地震津波 気仙地区調査委員会

新潟地震 酒田市災害記録 1964.6.16 昭和41年３月 酒田市

新潟地震報告 酒田測候所

防災科学技術総合研究報告 新潟地震防災総合研究報告（その１） 昭和41年３月 第11号 科学技術庁 国立防災科学技術センター

防災科学技術総合研究報告 新潟地震防災総合研究報告（その２） 昭和41年３月 第12号 科学技術庁 国立防災科学技術センター

新潟地震の記録 地震の発生と応急対策 昭和40年６月 新潟県

新潟地震災害調査報告書（最上川下流） 昭和41年３月 酒田工事事務所

新潟地震被害状況写真（最上川下流） 酒田工事事務所

建築界 新潟地震新潟市災害調査 昭和39年８月 vol.13 No.8 理工図書株式会社

土木技術 1964.8 vol.19 No.8 土木技術社

建築研究報告 新潟地震による建築物の被害 1965年３月 No.42 建設省建築研究所

東北大学工学部土木教室研究報告 昭和39年６月16日 新潟地震調査報告 昭和40年３月 第14号 東北大学工学部土木教室

農業土木試験場技報 新潟地震調査報告 昭和40年10月 第1号 農林省農業土木試験場

新潟港土質調査報告書 昭和39年７月 新潟県港湾課

新潟港南桟橋及水産物揚場土質調査試錐工事報告書 昭和39年７月 運輸省第一港湾建設局

新潟地震港湾被害報告 第１部 昭和39年９月 運輸省港湾局

新潟地震港湾被害報告 第２部 昭和40年３月 運輸省港湾局

Plates The GENERAL REPORT ON THE NIIGATA EARTHQUAKE OF 1964 TOKYO ELECTRICAL ENGINEERING COLLEGE

昭和39年 地震災害誌 昭和39年12月 山形県災害対策本部

新潟地震調査研究報告 昭和41年３月 地質調査所

新潟地震予察報告 昭和41年10月 地質調査所

新潟地震による国道の被災について 昭和39年11月 新潟国道工事事務所

鉄道技術研究報告 新潟地震調査報告 昭和39年11月 第448号 鉄道技術研究所

5042 新潟地震災害報告書 昭和39年11月 東北電力株式会社

電力設備の軟弱地質に対する構造研究報告書 昭和40年12月 東地域電源調整会議

5252 新潟地震と都市ガス 昭和40年６月 日本瓦斯協会

新潟地震による建築物の変状を空中写真を用いて調査する方法に関する報告 昭和40年３月 東洋航空事業株式会社

航空写真 新潟地震被害 東洋航空事業株式会社

航空写真 新潟地震被害 東洋航空事業株式会社

軟弱地盤の土質調査法に関する調査研究 昭和39年度研究報告書 土質工学会

最上川下流地震災害調査委託 土質試験結果資料集 昭和39年12月 応用地質調査事務所

最上川排水機場土質調査工事 昭和39年８月 日本地下工業合資会社
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4-2 科学朝日 1964年８月 朝日新聞社

5046 昭和42年８月羽越水害の総合的研究 昭和43年３月
文部省科学研究費
特定研究（災害科学） 岩崎 敏夫

昭和43年青森県大震災 災害記録 昭和43年８月 青森県

青森県大震災の記録ー昭和43年の十勝沖地震ー 昭和44年３月 青森県

昭和43年の十勝沖地震による被害調書 青森県

"マグニチュードM7.9"の教訓（道路編） 昭和45年２月 青森県土木部

地震 '68十勝沖震災の記録 昭和44年５月 八戸市

むつ市庁舎 1968年十勝沖地震 被害調査報告 昭和43年９月 東京大学工学部建築教室

1968年十勝沖地震 震害調査速報 1968年６月 東京大学工学部 十勝沖地震震害調査団

1488･5044 東北大学工学部土木教室研究報告 1968年十勝沖地震調査報告 March.1969 第21号 東北大学工学部土木教室
地震に伴う自然現象と災害ー青森県東北部における"1968年十勝沖地震"の実例についてー
昭和44年２月 第67号 東北大学理学部

Damages to Soil Structures 1971年３月 京都大学・東北大学・中央大学

4-3 1968年十勝沖地震調査報告 昭和44年３月 1968年十勝沖地震調査委員会

1968年十勝沖地震による青森県下の災害調査報告 昭和43年９月 応用地質調査事務所

1968年十勝沖地震 港湾被害報告 津波調査報告 昭和43年12月 運輸省港湾局

1968年十勝沖地震災害調査報告 昭和43年12月 日本建築学会

鉄道技術研究報告 "十勝沖地震"調査報告 1968年８月 NO.650 鉄道技術研究所
技術研究所研究報告 十勝沖地震によって青森県南東部に発生した崩壊地の地質および土質に
関する検討 1970年３月 NO.69086 電力中央研究所

農業土木試験場技報 1968年十勝沖地震調査報告 昭和44年１月 第3号 農林省農業土木試験場

十勝沖地震と建物更生共済 昭和44年10月 全国共済農業協同組合連合会

気象庁技術報告 1968年十勝沖地震調査報告 昭和44年３月 第68号 気象庁

土と基礎 1968年９月 vol.16 No.9 土質工学会

強震・青森県を襲う '68十勝沖地震の記録 1968年７月 東奥日報社

週刊朝日 特報・十勝沖地震 昭和43年５月 朝日新聞社

週刊読売 恐怖の十勝沖地震 昭和43年５月 読売新聞社

サンデー毎日 恐怖の十勝沖地震 昭和43年６月 毎日新聞社

1492 昭和44年８月水災害の総合的調査研究 研究報告 福島地区災害

47.7豪雨 災害概況 昭和47年12月 秋田県民生部消防防災課

昭和48年11月〜49年３月 豪雪災害概況 昭和49年10月 秋田県

昭和52年８月５日災害概況報告書 昭和54年３月 弘前市

5427〜5440 55･12雪害関係資料／宮城県沖地震資料

5392〜5412 上水道関係／55･12雪害関係資料 他

昭和58年日本海中部地震ー土木施設等災害記録ー 昭和59年５月 秋田県土木部

1458 日本海中部地震の記録 被害概況と応急対策 昭和59年３月 秋田県

1583 昭和58年日本海中部地震の記録 被災要因と実例 昭和59年12月 秋田県

1462 日本海中部地震（津波）調査報告書 昭和59年度 昭和60年３月 秋田県

3



No.2 東北の災害 東北地区自然災害資料センター 作成日: 2010/10/19

棚番 書 名 番 号 著 者 出版社

4-3 1584 1983年日本海中部地震による津波に伴う漁船行動及び被害状況調査報告書 昭和61年４月 漁港漁村建設技術研究所

1449 1983年５月26日日本海中部地震の被災状況＝速報版＝ 国際航業株式会社

1449ｰ1 日本海中部地震の被災状況＝第二報、解析編＝「津波のシミュレーション解析」 昭和58年７月 国際航業株式会社

1447 日本海中部地震による被災状況 西松建設株式会社

1450 昭和58年日本海中部地震 被害調査速報 昭和58年６月 秋田大学鉱山学部土木工学科

1453 昭和58年日本海中部地震の津波痕跡記録把握調査報告書 昭和58年９月 東海大学海洋学部

1444･5021 昭和58年日本海中部地震 写真報告集 昭和59年３月 東海大学海洋学部

1461 日本海中部地震津波による能代港被災記録 昭和59年12月 東北大学津波防災実験所 五洋建設

日本海中部地震被害調査報告 中央技術研究所 地盤耐震特別研究室

能代市地盤震動特性調査 微動研究グループ 秋田大学

1454 日本海中部地震に関するシンポジウム資料集 昭和58年11月 土木学会東北支部

1460 第31回海岸工学講演会ー1983年日本海中部地震津波に関するシンポジウムー 1984年11月 土木学会海岸工学委員会

1456･5024 1983年日本海中部地震による災害の総合的調査研究 昭和59年３月
文部科学省研究費
自然災害科学総合研究班 乗富 一雄

1459
防災科学技術研究資料 昭和58年日本海中部地震における津波に関する痕跡・証言の調査結果
昭和59年８月 第87号 科学技術庁 国立防災科学技術センター

5020 昭和58年日本海中部地震 土木・建築設備被害調査報告書 昭和58年６月 東北電力土木部

電力中央研究所報告 日本海中部地震被害現地調査報告 昭和58年９月 電力中央研究所

1452 日本海中部地震による津波規模および被災状況の調査報告 1983年９月 電力中央研究所

5250 日本海中部地震と都市ガス 昭和59年２月 日本ガス協会

1451 1983年５月26日 日本海中部地震の災害調査報告 昭和58年７月 愛知工業大学

1983年日本海中部地震の余震観測からみた秋田市地盤の地震動特性 1984年12月 秋田県

1983年日本海中部地震被害調査報告書 昭和61年５月 土質工学会東北支部

1448 The Japan Sea Central Region Tsunami of May 26,1983 A Reconnaissance Report 1984 Committee on Natural Disasters

1442 週刊読売 日本海中部地震 突然海が襲いかかった 昭和58年６月 読売新聞社

1445 アサヒグラフ 日本海中部地震 津波東北・北海道を襲う 昭和58年６月 朝日新聞社

1141 秋田沖大地震 Ｍ7.7恐怖の記録 昭和58年６月 秋田魁新報社

1438 日本海中部地震 Ｍ7.7真昼の恐怖ー直撃地、能代・山本の記録ー 昭和58年７月 北羽新報社

1443 日本海中部地震M7.7 岩崎を直撃 昭和59年３月 青森県・岩崎村

1439･5008 マグニチュード7.7 魔のつめ跡を追う 日本海中部地震の記録 1983年９月 八滝町役場

1440 日本海中部地震 津波が襲う 1984年５月 峰浜村役場

1457 昭和58年日本海中部地震・津波の記録 濤安の祈り 昭和59年３月 八森町役場

5043 東北電力㈱秋田火力発電所 No.10燃料タンク 火災原因調査報告書 昭和58年12月 秋田市消防本部

5041 屋外貯蔵タンクの今後の安全対策 昭和58年12月 秋田市消防本部

5380 昭和58年日本海中部地震震害調査報告書 付録：液状化地図 別刷 昭和61年12月 土木学会

1502 日本海中部地震津波の発生・増幅機構と破壊力 昭和63年９月 No.A-63-1 自然災害科学総合研究班 首藤 伸夫

港湾 "特集"日本海中部地震と港湾 1983年11月 VOL.60 日本港湾協会
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4-4
1516

能代港関係報告書 日本海中部地震に伴う能代港火力用地護岸のケーソン復旧に関する検討 等
昭和58年７月

1515 能代港関係書類

5032ｰ5040 日本海中部地震関連（JSEEP NEWSより抜粋、他）

昭和61年８月５日 台風第10号大雨洪水災害記録 昭和62年３月 宮城県

5083 1994年三陸はるか沖地震被害調査報告書 1995年３月 清水建設株式会社

1473・5084 1994年三陸はるか沖地震災害調査報告書 平成７年７月 三陸はるか沖地震災害調査委員会

5085 平成６年三陸はるか沖地震災害調査報告書 平成８年４月 地盤工学会

5371 平成10年８月末豪雨による災害記録 阿武隈川下流 平成10年12月 建設省東北地方建設局仙台工事事務所

平成10年８月末豪雨・台風５号による災害記録 平成10年12月 建設省東北地方建設局河川部河川計画課

平成10年８月那珂川水害緊急調査報告書 平成10年11月 茨城大学

平成10年８月末集中豪雨災害における郡山市民の対応行動に関する調査報告書 平成11年１月 群馬大学

2023 荒れ狂う海・津波の記憶 平成20年８月 大船渡市立博物館

4-6 新潟地震被害写真 山形県酒田建設事務所

新潟地震被害写真集 酒田工事事務所

新潟地震被害写真 新潟県

新潟地震被害写真 新潟県

新潟地震被害写真 山形県

新潟地震被害写真 秋田県

新潟地震被害写真 秋田県

新潟地震被害写真 秋田・福島県

日本海中部地震航空写真 昭和58年 アジア航測株式会社

日本海中部地震航空写真 昭和58年 アジア航測株式会社

日本海中部地震航空写真 昭和58年 アジア航測株式会社

1340 日本海中部地震 調査資料（調査写真） No.1

1341 日本海中部地震 調査資料（調査写真） No.2

1342 日本海中部地震 調査資料（調査写真） No.3

1343 日本海中部地震 調査資料 No.4

1344 日本海中部地震 調査資料 No.5

1345 日本海中部地震 調査資料 No.6

1346 日本海中部地震 調査資料 No.7

1347 日本海中部地震 調査資料 No.8

1348 日本海中部地震 調査資料（ネガ） 昭和53年５月 No.9

1349 日本海中部地震 調査資料（ネガ） 昭和53年６月 No.10

1350 日本海中部地震 調査資料（ネガ） 昭和53年７月 No.11
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5-1 1388 女川原子力発電所 温排水調査結果 平成６年度 平成８年２月 宮城県

1389 女川原子力発電所 温排水調査結果 平成７年度 平成９年２月 宮城県

1390 女川原子力発電所 温排水調査結果 平成９年度 平成11年１月 宮城県

1391 女川原子力発電所 環境放射能調査結果 平成７年度 平成８年９月 宮城県

1392 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成７年度 平成７年９月 宮城県

1393 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成７年度 平成７年12月 宮城県

1394 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成８年度 平成８年９月 宮城県

1395 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成８年度 平成８年12月 宮城県

1396 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成８年度 平成９年３月 宮城県

1397 女川原子力発電所 環境放射能調査結果 平成９年度 平成10年９月 宮城県

1398 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成10年度 平成10年９月 宮城県

1399 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成10年度 平成10年12月 宮城県

1400 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成10年度 平成11年３月 宮城県

1401 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成10年度 平成11年６月 宮城県

1402 女川原子力発電所 環境放射能調査結果 平成10年度 平成11年９月 宮城県

1403 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成11年度 平成11年９月 宮城県

1404 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成11年度 平成11年12月 宮城県

1405 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水調査結果 平成11年度 平成12年３月 宮城県

1406 女川原子力発電所 環境放射能及び温排水測定基本計画 平成11年２月 宮城県

1236 宮城県原子力センター年報 平成11年３月 第16巻 宮城県原子力センター

1407 2000宮城県の原子力行政 平成12年３月 宮城県

5-2 防潮林経営研究録 昭和23年１月 林友会青森支部

青森県災異誌 現代篇 昭和31年６月 青森県気象対策連絡会

青森県地質説明書 昭和38年３月 青森県

災害記録 昭和43年３月 青森県

災害記録 昭和45年３月 青森県

青森県の地質 昭和47年３月 青森県

消防防災の現況 昭和47年版 青森県

防災の現況（昭和47年〜昭和49年） 昭和50年 青森県総務部消防防災課

青森県雪問題シンポジウム発言録 昭和54年 青森県企画部

防災年報 昭和46年 秋田県

防災年報 昭和47年 秋田県

防災年報 昭和48年 秋田県

防災年報 昭和49年 秋田県

防災年報 昭和50年 秋田県

防災年報 昭和51年 秋田県

防災年報 昭和50年 秋田県

防災年報 昭和51年 秋田県
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5-2 防災年報 昭和52年 秋田県

防災年報 昭和53年 秋田県

防災年報 昭和54年 秋田県

1420 震浪災害土木誌 昭和11年３月 岩手県土木課

岩手県地質説明書 ｉ 昭和29年４月 岩手県

岩手県地質説明書 II 昭和31年12月 岩手県

1424 津波と防災 昭和44年１月 田老町

津波と防災ー語り継ぐ体験ー 昭和44年１月 岩手県田老町

1423 防災の町 田老町誌（第一集） 昭和46年９月 田老町

岩手県災異年表 昭和54年６月 岩手県 岩手地方気象台

1375 三陸町地域防災計画 平成12年３月 三陸町防災会議

山形市治山治水水資源開発基礎調査報告書 1957年６月 山形市

最上川水系 馬見ヶ崎川扇状地地下水説明書 1958年３月 山形県

馬見ヶ崎川扇状地地下水調査報告書（II） 1958年３月 山形県

最上川水系 宮川・須川水系地下水調査報告書 1960年３月 山形県

昭和42年発生 公共土木施設災害復旧事業・目論見書（第２次） 山形県

昭和42年発生 公共土木施設災害復旧事業・目論見書（第４次） 山形県

山形市馬見ヶ崎川水系農業用水堰の水質汚濁に関する研究報告 1970年３月 山形県

山形盆地地下水調査 1972年 山形県

1496 福島県阿賀川筋小谷ダム水理模型実験報告書（その２） 昭和38年２月 福島県土木部

福島県災害誌（昭和20年〜昭和41年） 昭和42年12月 福島県

防災年報 昭和42年 福島県

防災年報 昭和43年 福島県

防災年報 昭和44年 福島県

防災年報 昭和45年 福島県

防災年報 昭和46年版 福島県

昭和57年度 豪雪時の各部機関における対策要領 福島県企画調整部

仙台港臨界地区の地盤 都市地盤調査報告書 昭和40年３月 第10巻 建設省 宮城県

深沼海岸調査資料綴り 昭和49年２月 サンコーコンサルタント

仙台港の波と風（その２） 昭和52年３月 運輸省第二港湾建設局

5287 宮城県地震地盤図のあらまし 昭和59年11月 宮城県

5288 宮城県地震地盤図作成調査報告書 昭和60年３月 宮城県

5319〜5353 宮城県地震地盤図 昭和60年３月 宮城県

5010 昭和59年度 宮城県津波被害想定調査報告書 昭和60年３月 宮城県 国際航業株式会社

5012 宮城県津波被害想定調査に関する報告書（概要版） 昭和63年３月 宮城県地震・津波調査委員会

5289 仙台市地域防災計画 平成４年３月 仙台市防災会議

5285 宮城県地域防災計画〔計画編〕 平成６年２月 宮城県防災会議

5286 宮城県地域防災計画〔資料編〕 平成６年２月 宮城県防災会議
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5-2 「文化財の震災保護対策に関する調査研究事業」報告書 2007年３月 宮城歴史資料保全ネットワーク

1373 土地分類基本調査 津谷・気仙沼 国土調査 1996年 宮城県

1374 土地分類基本調査 桑折・相馬中村 国土調査 1998年 宮城県

5-3 岩木山地震観測結果報告 昭和47年 青森県

岩木山地震観測結果報告 1973年 青森県

岩木山地震観測結果報告 1975 青森県

岩木山地震観測結果報告 1976 青森県

中小河川相坂川改修調査報告書 昭和59年３月 青森県十和田土木事務所

中小河川相坂川改修調査報告書（資料編） 昭和59年３月 青森県十和田土木事務所

本荘市地盤振動特性調査報告 平成元年 本荘市

1648 漁海況情報 平成11年度 岩手県水産技術センター

1649 漁海況情報 平成12年度 岩手県水産技術センター

1836 漁海況情報 平成16年度 岩手県水産技術センター

1917 漁海況情報 平成17年度 岩手県水産技術センター

1983 漁海況情報 平成18年度 岩手県水産技術センター

2039 漁海況情報 平成19年度 岩手県水産技術センター

2060 漁海況情報 平成20年度 岩手県水産技術センター
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