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”彩の国”市民科学オープンフォーラム-斜面崩壊による土砂災害から身を守る-講演および討論会資料
”彩の国”県民科学オープンフォーラム2003-土壌・地下水汚染から社会を守る-講演および討論会資料
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”彩の国”市民科学オープンフォーラム-首都圏直下地震による埼玉県の被害と防災-講演および討論会資料
”彩の国”市民科学オープンフォーラム-地震から我が家を守る-講演および討論会資料
”地震動と構築物”に関する文献目録 第1集

災害科学の総合的研究班

〈一水20年・一波25年〉津波災害と被災漁家のアイデンティティの帰趨-1983年（昭和58年）の奥尻島津波災害を事例と
して-

金田弘夫

「1993年鹿児島豪雨災害の総合的調査研究」報告書

1993年豪雨災害鹿児島大学調査研究会

「一九八二年七月長崎水害」における住民の対応

東京大学新聞研究所

「関東甲信越地区の河川災害に関する総合的研究」最終報告書

嶋祐之

「根釧地域と北方四島との一体的な地域政策のあり方についての研究」

財団法人北海道開発協会

「自然災害の軽減を求めて

岡田弘

有珠山噴火からのメッセージ」

「自然災害の予測と防災力」ワーキンググループ研究成果報告書

雪害および積雪情報の記録法と解析法の検討

「昭和46年台風25号による千葉県下災害の実態調査」報告書
「水害」シンポジウム

「地震、耐震構造」講演会
震災報道1260日

嶋祐之

講演概要

「なだれ」に関する談話会
「毎日新聞」が伝えた

秋田谷英次

日本雪氷学会北海道支部
1995.1.17～1998.7.17

毎日新聞大阪本社

「竹芝幹線その1工事」の下水道工事に起因する当社冷蔵倉庫被害に対する補償等の要望書（ホチキス止め）

五十嵐冷蔵株式会社

「貯水池濁度の水理に関する災害科学的研究」研究成果別刷集

足立昭平

〔1〕沿岸海域における流氷の運動予測の研究

田端忠司

〔1〕長大構造物の地震動災害とその防止に関する研究①

小林啓美

〔1〕長大構造物の地震動災害とその防止に関する研究②

小林啓美

〔1〕雪氷による河川災害に関する基礎的研究
〔10〕地震災害防止のための貯槽タンク及びその結合系の許容欠陥評価基準の確率に関する研究

玉手統

〔11〕微小地震活動・地殻構造・広域地殻変動による東北日本の地震発生予測に関する研究

石井絋

〔11〕山地積雪の流動と安全性に関する研究

渡邊善八

〔12〕積雪災害の防止に関する基礎研究

渡邊善八

〔12〕東北地方地盤災害にかかわる地殻変動の水文ならびに構造地質学的研究

森合禧夫

〔13〕発生・伝播機構を考慮した模擬地震動作成に関する研究

和泉正哲

〔13〕モンスーンアジアにおける異常乾湿の気候学的研究

吉野正敏

〔14〕地震活動域における電磁気異常現象の検出に関する研究

乗富一雄

〔14〕都市建築群の地震動作以外の予測とその防止・軽減に関する研究

小川淳二

〔14〕斜面の経時変化の観測・測定による危険度の予測方法の開発

芥川真知

〔15〕気候変動と降水特性よりみた東北裏日本における気象災害の地域特性

梶川正弘

〔15〕山地積雪災害の予防に関する研究

遠藤治郎

〔16〕首都圏および周辺地域の地震災害とネオテクトニクス（Ⅰ）

木村敏雄

〔16〕首都圏および周辺地域の地震災害とネオテクトニクス（Ⅱ）

木村敏雄

〔16〕砂質斜面の安定性と風化機構に関する研究
〔17〕関東地区周辺における仮想地震による最大加速度の推定

佐藤良輔

〔17〕干害の発生要因に関する研究

羽生寿郎

〔18〕洪水災害危険度の評価に関する研究

高橋裕

〔18〕長大橋の突風応答に関する研究

伊藤学

〔18〕破砕帯地すべりの分類による発生規模の予測と対策の研究

山口真一

〔19〕工業施設の耐震化に関する研究

梅村魁

〔19〕長スパン構造の耐風安全性の評価に関する基礎研究

伊藤学

〔2〕地盤の動特性および地下構造物の動的挙動に関する研究

久保慶三郎

〔2〕地盤の動特性および地下構造物の動的挙動に関する研究-Ⅰ

久保慶三郎

〔2〕北海道における災害の地域特性の統括

酒井良男

〔20〕流れとしての津波

梶浦欣二郎

〔21〕河成平野における洪水の比較研究

大矢雅彦

〔22〕破砕帯地すべりの発生と予測の研究

山口真一

〔25〕鉄筋コンクリート構造の耐震補強とその効果に関する研究

東洋一

〔25〕降雨の再現期間と構造物の耐用期間を考慮した斜面崩壊の評価法とその防止対策の最適化

松尾稔

〔26〕フォッサマグナ南部の地殻構造・地殻変動の自然災害

土隆一

〔26〕本邦諸火山の地球化学的方法による活動状況測定に関する基礎的研究

小坂丈予

〔29〕平地部と山地部の積雪の異同に関する研究

松岡春樹

〔3〕海岸・海洋構造物による海氷の制御に関する研究

佐伯浩

〔3〕地震活動度と震害分布

嶋悦三

〔3〕九州の火山地域における地盤災害の評価と対策①

山崎達雄

〔3〕九州の火山地域における地盤災害の評価と対策②

山崎達雄

〔3〕土石流の発生機構に関する研究

片岡順

〔3〕凍上災害の予測に関する基礎的研究

木下誠一

〔30〕地盤および基礎の地震災害についての研究

島

〔30〕災害時における避難計画の最適化に関する研究

石田正次

〔31〕海震に対する駿河湾奥部の海岸工学的応答特性の研究

菱田構造

〔31〕降雨による流亡土量の予測に関する研究

種田行男

〔33〕長野県奈良尾地すべりの綜合的研究

川上浩

〔34〕異常波浪の予測と統計的特性に関する研究

岩垣雄一

〔34〕断層空気のヘリウム・アルゴン比よりみた活断層の活動度と地震活動との関係

杉崎隆一

〔34〕フォッサマグナの地殻構造・基盤の変形と地盤災害

土隆一

〔35〕都市化域の構成要素と微視的出水特性に関する研究

岡太郎

〔36〕海岸構造物の設計波浪に関する研究

岩垣雄一

〔37〕河川災害の地形形態的特性に関する研究

岩佐義明

担

〔38〕地盤災害に関する地質工学的研究
〔38〕火山爆発機構に関する基礎的研究

加茂幸介

〔39〕東南海、三河地震の震害調査と被害地盤の振動特性に関する研究

飯田汲事

〔39〕農地災害におよぼす木場整備の影響

丸山利輔

〔39〕火山堆積土より成る自然斜面の表層すべりに関する研究

太田秀樹

〔39〕地すべり地における地下水の変動と移動機構の関係に関する研究

島通保

震災取材班

〔4〕各種検層法の比較測定と地震工学への適用に関する研究

太田裕

〔4〕寒冷多雪地帯の融雪遅延機構
〔4〕集中豪雨の実態に関する研究

礒野謙治

〔40〕名古屋市域における地中埋設菅路の震害予測と対策に関する研究

堀内孝英

〔41〕沖縄の台風災害の研究

研究成果報告書

〔41〕高層建築物周辺の強風の乱れに関する研究

石崎潑雄

〔41〕自然強風による構造物の破壊機構に関する研究

白石成人

〔42〕都市防災計画からみた公共施設の最適耐震設計法に関する研究

山田善一

〔42〕破砕帯地下水の動きよりみた地盤災害の予知と予防

田中茂

〔43〕熊本・天草・島原地域の地震活動度・地震の規模・地震危険度予測の研究

久保寺章

〔43〕紀伊半島四万十累帯の破砕帯地すべりの発生と予測に関する基礎的研究①

原田哲朗

〔43〕紀伊半島四万十累帯の破砕帯地すべりの発生と予測に関する基礎的研究②

原田哲朗

〔44〕開発農地の保全と防災に関する研究

河野洋

〔45〕地域開発に起因する水災害とその制御に関する基本的研究①

福田清

〔45〕地域開発に起因する水災害とその制御に関する基本的研究②

福田清

〔45〕マサ土地帯の災害防止に関する類型化とその適用に関する研究

松浦誠

〔47〕沿岸海洋災害にかかわる海水の流動・拡散に関する研究

樋口明生

〔48〕土石流災害の防止・軽減法に関する研究

芦田和男

〔49〕〔48〕九州地区の活地熱帯の地すべり予測と防止法の研究

山崎達雄

〔49〕噴火機構の計測学的研究

加茂幸介

〔5〕２つの特定地震における地震活動の研究

三木晴男

〔50〕大分県中部の地震活動と災害調査

内田一郎

〔50〕河川糸における災害発生地点の予測に関する研究

石原安雄

〔50〕近畿地方における地殻構造と地震波動特性の研究

吉川宗治

〔52〕内水災害防御施設の最適規模配置に関する研究

角屋陸

〔52〕リモートセンシング情報の河川災害予知への応用に関する研究

森忠次

〔52〕昭和51年6月豪雨による鹿児島県の土砂および土石流の災害に関する調査

椿東一郎

〔52〕台風13号による八丈島の暴風災害の研究
〔53〕1976年7月11日大雨による伊豆半島南部の災害調査研究報告

土隆

〔53〕海岸・海洋構造物の安全性に関する研究

椹木亨

〔54〕昭和51年9月17日台風による災害の調査研究

中島暢太郎

〔54〕人工斜面における法面保護工の防災工学的研究

網干寿夫

〔54〕都市河川高水制御システムの連携操作に関する研究

室田明

〔54〕昭和51年１月豪雪の研究②

樋口敬二

〔55〕護岸構造物の耐震設計と耐震対策に関する研究

柴田徹

〔55〕昭和51年度10月発生の長野県信州新町奈良井地すべりに関する緊急調査研究

島

〔57〕架空送電線の風による振動障害防止の研究

中村泰治

〔57〕漂砂海岸の災害危険箇所の予測に関する研究

山口正隆

〔58〕貯水ダムの堆砂災害予測に関する研究

吉良八郎

〔58〕直下地震の地震動特性とこれに対する鉄筋コンクリート建物の災害防止対策に関する研究

富井政英

〔59〕海岸地域における地下水の塩水化に関する自然災害の研究

福尾義昭

〔59〕災害防止対策のための桜島降下火山灰の堆積機構に関する研究

巻内勝彦

〔6〕漂砂の移動と海岸侵食制御に関する研究

椹木亨

〔6〕自然災害より見たわが国の食糧自給の限界推定に関する研究

山本良三

〔6〕土の凍結融解に伴なう自然災害の特性に関する研究

木下誠一

〔63〕異常波浪に対する河口堤防の防災機能維持に関する研究

三井宏

〔63〕大地震時の人間心理・行動調査に関する研究

表俊一郎

〔64〕台風常襲地域における水災害の要因とその対策に関する研究①

豊国永次

〔64〕台風常襲地域における水災害の要因とその対策に関する研究②

豊国永次

〔64〕台風常襲地域における水災害の要因とその対策に関する研究③

豊国永次

〔66〕昭和53年5月18日妙高災害に関する緊急調査

藤田至則

〔67〕1978年宮城県沖地震による被害の総合的研究①

佐武正雄

〔67〕1978年宮城県沖地震による被害の総合的研究②

佐武正雄

〔67〕集中豪雨域の短期予測に関する研究

元田雄四郎

〔68〕昭和53年6月22日新潟水害の特性に関する調査研究

小出崇

担

〔69〕1977年有珠山噴火による災害調査①
〔69〕1977年有珠山噴火による災害調査②
〔7〕南西諸島の干ばつの研究

藤川武信

〔7〕着雪・着氷・災害対策の基礎的研究

若浜五郎

〔71〕1978年伊豆大島近海の地震による災害の総合的研究

大澤胖

〔9〕北海道の火山灰地急斜面の深さ別地すべりの予知に関する研究

板倉忠三

〔保存版〕地球環境白書

今「地震」が危ない

18.分散系としての雪の構造と力学
1923年

関東大震災

1955～1958年

写真

奥利根地区水文気象調査総合報告

1960年5月24日チリ地震津浪踏査速報
一九六八年

十勝沖地震調査報告（1）

一九六八年

十勝沖地震調査報告（2）

1968年十勝沖地震調査報告
秋季研究発表会

東京電力株式会社
チリ津浪合同調査班

1968年十勝沖地震調査委員会

1968年十勝沖地震調査報告
1972年9月

株式会社学習研究社
黒岩大助

1968年十勝沖地震調査委員会
アブストラクト集

日本オペレーションズ・リサーチ学会

一九七三年六月十七日根室半島沖地震調査報告

酒井良男

一九七四年伊豆半島沖地震災害調査研究報告

土隆一

1975年大分県中部地震による建築物被害調査報告
一九七五年一月阿蘇群発地震の活動と被害に関する調査研究報告
一九七五年大分県中部地震の活動と被害に関する調査研究報告
1977～1978年有珠山噴火に際して火山噴火予知連絡会有珠山総合観測班がとった地元行政当局との対応

横山泉

1977-1978年有珠山噴火に伴う災害文献目録

自然災害科学北海道地区資料センター

一九七七年有珠山噴火災害対策の概況

北海道総務部防災消防課

一九七七年有珠山噴火による災害調査

酒井良男

一九七七年有珠山噴火による災害調査

酒井良男

1977年有珠山噴火災害

北海道農地開発部

農地・農業地施設の復旧

1978年伊豆大島近海の地震による被害について

川崎浩司

1978年宮城県沖地震による被害について

田治米辰雄

一九七八年一〇月二四日有珠山泥流災害調査
一九七八年伊豆大島近海の地震による災害の総合的調査研究報告
一九七八年宮城県沖地震による被害の総合的調査研究
一九八二年浦河沖地震における被害と住民の対応行動-「災害対応行動」と「産業被害」一九八三年四月二十七日東北地方大規模山林火災

金田弘夫

一九八三年四月二十七日東北地方大規模山林火災
一九八三年日本海中部地震に関する資料目録

東北地区自然災害資料センター

1983年日本海中部地震の強震記録に関する資料

東北大学工学部

一九八三年日本海中部地震による災害の総合的調査研究
一九八四年島原群発地震の活動と被害に関する総合調査

高橋良平

一九八五年メキシコ地震に関する調査研究

自然災害科学総合研究班

一九八五年チリ地震に関する調査研究

伯野元彦

一九八五年長野市地附山地すべりの災害調査研究

川上浩

一九八六年伊豆大島噴火における災害情報の伝達と住民の対応

東京大学新聞研究所

一九八六年梅雨末期集中豪雨による鹿児島市内のシラス災害に関する調査研究
一九八七年モンスーン季の豪雨によるバングラディシュの洪水氾濫災害の調査研究

村本嘉雄

一九八七年ロスアンゼルス地震と都市機能障害の調査研究

南忠夫

一九八七年北海道層雲峡溶結擬灰岩崩壊とその災害に関する調査研究

勝井義雄

1988 気象年鑑

気象庁監修

1988年12月の十勝岳噴火をめぐる自治体・住民の対応-「見えない」危機との闘い-

東京大学新聞研究所

一九八八年十勝岳火山噴火の推移、発生機構および社会への影響に関する調査研究

勝井義雄

一九八八年十勝岳火山噴火の推移、発生機構および社会への影響に関する調査研究

勝井義雄

1988年南西諸島および九州中西部豪雨災害の調査研究

平野宗夫

一九八八年七月島根・広島豪雨災害の調査研究

芦田和男

日本気象協会編

1989.10 ロマプリー地震被害記事
一九八九年ロマプリエタ地震によるサンフランシスコ湾岸地域等の被害に関する調査研究

亀田弘行

一九九〇年十二月十一日千葉県に発生した竜巻による暴風災害の調査研究

桂順治

一九九〇年十九号台風による風水害の調査研究

名合宏之

1990年7月九州中北部豪雨による災害調査の研究

平野宗夫

1991年雲仙における土石流の調査研究

平野宗夫

一九九一年台風十九号による強風災害の研究

光田寧

1991年度

芝浦工業大学工学研究所

工学研究所年報

第9巻

一九九三年異常気象による冷害の調査研究

堀口郁夫

1993年鹿児島豪雨災害浸水図（5枚）（封筒）
一九九三年フィリッピン・マヨン火山の噴火と災害の調査研究

北海道大学理学部

一九九三年釧路沖地震による被害の調査研究

鏡味洋史

1994年三陸はるか沖地震関連記事スクラップ集

一般新聞

1994年ロスアンジェルス地震と都市機能障害の調査研究

大町達夫

一九九四年三陸はるか沖地震とその被害に関する調査研究

長谷川昭

一九九五年

第二十八回

秋季大会研究発表講演要旨集（第一～三分冊）

朝夕刊

94.12.29～95.1.8

社団法人

化学工学会

1995年阪神大震災関連記事スクラップ集

毎日新聞

朝夕刊

95.1.17～1.19

1995年阪神大震災関連記事スクラップ集

毎日新聞

朝夕刊

95.1.20～1.23

1995年阪神大震災関連記事スクラップ集

毎日新聞

朝夕刊

95.1.24～1.26

1995年阪神大震災関連記事スクラップ集

毎日新聞

朝夕刊

95.1.27～1.31

1995年阪神大震災関連記事スクラップ集

毎日新聞

朝夕刊

95.2.1～2.3

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.7.1～7.17

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.8.1～8.31

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.7.18～7.31

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.5.24～6.30

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.5.1～5.23

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.4.17～4.30

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.4.1～4.16

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.3.17～3.31

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

95.3.6～3.16

1995年阪神大震災関連スクラップ集

朝日新聞

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

95.8.13～9.30

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

95.10.1～12.10

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

95.12.15～96.1.14

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

96.1.15～1.21

1995年兵庫県南部地震災害調査速報

日本建築学会

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.5.1～5.10

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.5.11～5.20

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.5.22～5.31

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.6.1～6.12

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.6.13～6.22

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.6.23～7.4

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.7.5～7.19

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.7.20～7.25

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.7.26～7.27

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.8.2～8.18

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.8.19～8.28

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.9.1～9.7

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.9.8～9.14

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.9.15～9.22

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.9.23～9.29

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.9.30～10.4

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.10.5～10.13

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.10.14～10.19

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.10.20～10.27

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.10.28～11.5

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.11.6～11.11

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.12.25～96.1.8

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.3.7～.3.20

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.11.12～11.22

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.11.23～11.30

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.12.1～12.14

1995年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.12.15～12.24

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

産経新聞

朝刊

95.1.18～1.22

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.4.26～4.30

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.4.10～4.15

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.4.16～4.20

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.4.21～4.25

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.4.5～4.9

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.31～4.4

95.2.27～3.5

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.15～3.18

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.25～3.30

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.19～3.24

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.10～3.14

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.4～3.9

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.3.1～3.3

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.25～2.28

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.21～2.24

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.18～2.20

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.15～2.17

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.11～2.14

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.8～2.10

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.2.4～2.7

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.1.24～1.29

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.1.18～1.23

1995年兵庫県南部地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

95.1.30～2.3

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

96.1.22～3.31

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

96.4.1～6.30

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

朝日新聞

朝刊

96.7.1～9.20

1996年豪雪による広域雪氷災害の実態調査

小林俊一

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.1.9～.1.16

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.1.17～.1.21

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.1.22～.2.1

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.2.2～.2.14

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.2.15～.2.24

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.2.25～.3.6

1996年兵庫県南部沖地震関連記事スクラップ集

神戸新聞

朝刊

96.3.22～.4.6

1998年度日本建築学会大会（九州）パネルディスカッション資料

性能設計と荷重

日本建築学会

1998年南東北・北関東の集中豪雨災害に関する調査研究

真野明

一九九九年度日本建築学会大会（中国）研究資料

日本建築学会

1999年コロンビア中西部の地震とその災害に関する調査研究

鏡味洋史

2000年9月東海豪雨災害に関する調査研究

辻本哲郎

2000年有珠山噴火

北海道新聞社

二〇〇〇年度日本建築学会大会（東北）災害部門

研究協議会資料

震災調査の意義と方法-変遷と将来-

日本建築学会

2002年ヨーロッパ水害調査

報告書

土木学会

2002年ヨーロッパ水害調査

報告書

土木学会

2002年ヨーロッパ水害調査-概要報告書二〇〇三年

三陸南地震新聞報道記事

東海新報、北羽新報、秋田魁新報

2003年7月吸収豪雨災害に関する調査研究

橋本晴行

2003年7月集中豪雨による肥薩地域土砂災害の調査研究

鹿児島大学自然災害研究会

2003年十勝沖地震災害調査報告

日本建築学会北海道支部

二〇〇三年スリランカ水害調査報告書
2003年宮城県北部の地震による地震災害に関する総合的調査研究

源栄正人

2004年10月23日新潟県中越地震災害調査報告

日本建築学会

2006年度

徳島大学

徳島大学環境防災研究センター

年報

2011-2012年冬期に北海道岩見沢市を中心として発生した大雪に関する調査報告書

公益社団法人

2011年東日本大震災被害調査報告書

九州大学

2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報

日本建築学会

2017年

京都大学

九州北部豪雨災害調査報告書

日本雪氷学会北海道支部

2017年3月27日に栃木県那須町で発生した雪崩災害に関する調査研究

上石勲

2018年

京都大学防災研究所

平成30年7月豪雨災害調査報告書

２１世紀情報化と国土

雪氷災害調査チーム

国土計画・調整局

21世紀の安全を考える

安心して暮らせる社会をめざして

北海道大学図書刊行会

21世紀の災害とその研究

京都大学防災研究所

二十五周年小史

京都大学防災研究所

2つの特定地域における地震活動の研究

三木晴男

四十五周年小史

京都大学防災研究所

４ヶ国語による防災用語集
五十年のあゆみ

ＩＤＮＤＲ
社団法人日本河川協会

5th SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROLOGICAL SCIENCES
78宮城県沖地震災害の教訓-実態と課題8月14日

宮城県

参考文献

95阪神・淡路大震災に学ぶ

全建総連

Ⅳ1977年有珠山噴火による農林災害調査

堂腰純

A Comprehensive Study on Earthquake Disasters in Turkey in View of Seismic Risk Reducation

Yutaka Ohta

A Theoretical and Numerical Study on Baroclinic Responses Caused by Barotropic Rossby Waves Incident to a Ridge

Takashi SAKAMOTO

Abstract Journal in Earthquake Engineering
Advanced Seminar on Spectral Analysis of Time Series
An Estimate of Future Tsunami Damage Along the Pacific Coast of Japan.

Ryutaro TAKAHASI

Analytical studies on the variation of the ozone layer over Antarctica

Shigeru Chubachi

Annual Report（No.1～3）年報

新潟大学

AQUA ALIVE

株式会社日水コン

Assimilation of Velocity Date into a Rankine Vortex Model

Tsuyoshi Wakamatsu

Bidecadal and quasi-decadal precipitation variability over the Pacific and its adjacent region

Takuya Nakanowatari

BULLETIN OF THE DISASTER PREVENTION RESEARCH INSTITUTE（Vol.20Part.5～Vol.45Part.4）（ヌケ25-2、3、
33-1、3、35-4、44-4）

京都大学防災研究所

Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering（Vol.5、7～9、11）
BULLETIN OF THE OCEAN RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITY OF TOKYO №5

WATARU SAKAMOTO

BULLETIN OF VOLCANIC ERUPTIONS(No.15～22)

VOLCANOLOGOCAL SOCIETY OF JAPAN

BULLETIN OF VOLCANIC ERUPTIONS(No.23～33)

VOLCANOLOGOCAL SOCIETY OF JAPAN

CD-ROM：STRONG-MOTION EARTHQUAKE RECORDS IN JAPAN（Vol.41～50）（ヌケVol.48、49）
CD-ROM：STRONG-MOTION EARTHQUAKE RECORDS IN JAPAN（Vol.53・54、58、59、60、61）

防災科学技術研究所

CD-ROM：九大地熱・火山研究報告（第11、12号）

九州大学

CD-ROM：研究紀要（第33、34号）

北海道工業大学

CD-ROM：昭和34年

社団法人

中部建設協会

CD-ROM：平成12年（2000年）9月 恵南豪雨災害

社団法人

中部建設協会

CD-ROM：平成12年（2000年）9月 忘れない、東海豪雨

社団法人

中部建設協会

伊勢湾台風

強震観測事業推進連絡会議

CD-ROM：土木学会略史1994-2004

CD-ROM：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター年報（2010～2012年度）
CELLULAR INJURY AND RESISTANCE IN FREEZING ORGANISMS Sapporo Conference1966

The Institute of Low Temperature Science

Climatic Changes in the Interior Alaska

Kinshiro NAKANO

Consideration of damage caused by recent large earthquakes and earthquake-proofing in Japan and the USA

Hiroshi SAKURAI

Contributions from the Institute of Low Tempereture Science（15～16、A17～A39、B11～B20）
CONTRIBUTIONS ON BIOLOGICAL

SCIENCE

APPEARED

PUBLICATIONS,1982-1983,ABSTRACTS

OR

IN

PRESS IN

FROM

THE

INSTITUTE

OF LOW TEMPERATURE

SCIENCE
Institute of Low Tempereture Science

Dictionnaire français-japonaisⅠ

par E. Raguet

Dictionnaire français-japonaisⅡ

par E. Raguet

DNDレーダによる降水現象の観測に関する共同研究報告書（第3報）

建設省土木研究所

DPRI

京都大学

DPRI

NewsLettes（Special Issue～No.100）（ヌケNo.2、5～9、21、48、52～59、87）

DPRI

ニュースレターNo.2

京都大学防災研究所

DPRI（1993、1989、1979）
DPRIニュースレター（No.1、3）
Dynamic Analysis Offshore Structures

C.A.Brebbia and S.Walker

Earthquake Catalog（January-June1986～January-June1990）
Effects of Additional Steel for the Reinforced Concrete Corner

Part1 Symmetrical L-shaped Type under Pure

Bending

Akira SUGINOME

ELASTIC ANALYSIS OF FRAMED SHEAR WALLS BY CONSIDERING SHEARING DEFORMATION OF THE BEAMS AND
COLUMNS OF THEIR BOUNDARY FRAMES

Masahide TOMII

Engineering Seismological Studies on the 1976 Caldiran Earthquake in Turkey
Experimental Research on the Failure Mechanism of Umbrella Type Hyperbolic Paraboloid Shells

Wataru KATO

EXPERIMENTAL STUDIES ON REINFORCED CONCRETE MEMBERS AND COMPOSITE STEEL AND REINFORCED
CONCRETE MEMBERS 1977（Vol.2、3）
Finite Element Techniques For Fluid Flow

C.A.Brebbia and J.J.Connor

FLOOD AND SEDIMENT DISASTERS CAUSED BY THE 1999 HEAVY RAINFALL IN VENEZUELA
FRONT JULY1998⑦

特集

水の日本に暮らす1-高温多湿の衣生活再考

Fundamentals of Finite Element Techniques

C.A.Brebbia and J.J.Connor

GENERAL REPORT ON THE NIGATA EARTHQUAKE OF 1964

新潟地震調査報告編纂委員会

Geological Observations on the Damaged Areas in Hokkaido,Due to the Tokachi-oki Earthquake of 1968

Toshio ISHIKAWA

Glacier Lake and its Outburst Flood in the Nepal Himalaya

山田知充

HYDRAULIC DESIGN of STILLING BASINS and BUCKET ENERGY DISSIPATORS
Hydrological Regime and Climatic Changes in the Arctic Circle

Kinshiro NAKANO

HYPERSTATIC STRUCTURES

Butterworths

IATSS Review Vol.17、No.1 特集/高速交通社会の行方

シンポジウム/21世紀初頭の交通社会

財団法人

国際交通安全学会

iic-HPC Vol.24
INDIVIDUAL STUDIES BY PARTICIPANTS AT THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SEISMOLOGY AND
EARTHQUAKE ENGINEERING Vol.9
INTERNATIONAL GEOLOGICAL CORRELATION PROGRAM
International Seminar on RECENT TRENDS OF FLOODS AND THEIR PREVENTIVE MEASURES

北海道河川防災研究センター

IRIDeS NEWs（2017号～2022号）

東北大学災害科学国際研究所

IRIDeS quarterly（Vol.1～Vol.14）

東北大学災害科学国際研究所

J.C.バーキル著

湯川富士

工業技術者のための微分方程式の理論

J.Y.クストー氏講演記録
JAPAN-CHINA(TAIPEI）

JOINT SEMINAR ON NATURAL HAZARD MITIGATION

ＪＩＣＳＴ科学技術用語シソーラス １９８１

日本科学技術情報センター

ＪＩＣＳＴシソーラス主題カテゴリー別索引

日本科学技術情報センター

１９８１

ＪＩＣＳＴ資料所蔵目録

索引編

’８３

日本科学技術情報センター

ＪＩＣＳＴ資料所蔵目録

目録編

’８３

日本科学技術情報センター

JOURMAL OF NATURAL DISASTER SCIENCE（VOL11.NUM1～VOL19.NUM2）

日本自然災害学会

JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS（Vol.7No.3、Vol.7No.4）
JOURNAL OF THE MINING COLLECE , AKITA UNIVERRSITY
Kagoshima International Conference on Vplcanoes 1988 Proceedings
Kagoshima International Conference on Vplcanoes 1988 Proceedings
KOBEnet活動記録集
L.E.エルスゴルツ著

KOBEnet東京
工業技術者のための変分法

LATTICE DEFECTS IN ICE CRYSTALS

湯川富士
東

晃

北大図書刊行会

Living with Usu Volcano Toward Safer Coexistence with Active Volcanoes(ＶＨＳ)
Low Temperature Science（Ser.B36～B39）
Mechanics and structure of snow as a dispersed system

Daisuke Kuroiwa

Mesoscale Cyclogenesis in Winter Monsoon Air Streams

Kazuhisa TSUBOKI

Metamorphism of snow and ice sintering observed by time lapse cine-photomicrography

Daisuke Kuroiwa

Microscale Turbulent Structure and Turbulent Flux in the Upper Layer of the Western Equatorial Pacific Ocean

Chikashi Kobayashi

NATURAL DISASTER SCIENCE（1979-1～1988-2）（ヌケ1986-1）
NDIC NEWS（No.1～No.66）（ヌケNo.32、35、41、49、57、59）

九州大学西部地区自然災害資料センター

NOAA

Eric A. Anderson

Technical Report NWS19-A Point Energy and Mass Balance Model of a Snow Cover

Non-Linear Structures
NTTファシリティーズジャーナル196 特集

K.I.Majid
災害対策～阪神・淡路大震災を教訓として

Numerical Study of Nonlinear Energy Transfer From Large Generation Scale Down to Small Dissipation Scale Across
the Oceanic Internal Wave Spectrum
Objective Classification of Precipitation Types during the Baiu Season Using Three-Dimensional Radar Reflectivity
Data
Observational and Analytical Studies on the Convergence Band Clouds Occurring along the West Coast of
Hokkaido,Japan
Observational Studies on Factors Causing Differences in the Development of Snow Clouds during Winter Monsoon
Surges
ＯＤＡ（政府開発援助）の現状と課題

Yoshihiro Niwa
Jingyang Chen
Fumiaki Kobayashi
Hiroyuki Yamada
総務庁行政監察局

On Mitigation of Earthquake Disasters Learned from the Field Survey in the Damaged Area due to the Caldiran
Earthquke

Yoshio SAKAI

ON MOTION OF TURBIDITY CURRENT HERD IN A RESERVOIR
ON THE 30 SEPTEMBER 1993 EARTHQUAKE IN THE STATE OF MAHARASHTRA, INDIA

Hiroshi Kagami

OUTLINE OF RECENT HYDRAULIC RESEARCH IN JAPAN
PHOTOELASTIC ANALYSIS OF A VIERENDEEL FRAME GIRDER WITH ARCHED MEMBERS

Shoji NAKATA

Preliminary Reconnaissance Report of the 2011 Tohoku-Ciho Taiheiyo-Oki Earthquake

AIJ

PROCEEDINGS of The 95' International Workshop on Volcanoes
Proceedings of the Fourth International Congress for Applied Mechanics 1934
QUALITY OF THE ENVIRONMENT IN JAPAN 1987

環境庁

Reconnaissance Report ON THE 21 AUGUST 1988 EARTHQUAKE IN THE NEPAL-INDIA BORDER REGION

T.Fujiwara

大蔵省印刷局

REPORT OF HYDROLOGICAL RESEARCH IN THE AREA OF LAKE BIWA,1966~1974
Report of Research Laboratory of Engineering,Shibaura Institute of Technology（Vol.5～6）
Research Report of Water Resources Research Center（No.18～20、25）（ヌケNo.21～24）
Sieben-und mehrstellige Tafeln der Kreis-und Hyperbelfunktionen

Keiichi Hayashi

SNOWFALLS AND THEIR RELATION TO COLD AIR DRAINAGE IN HOKKAIDO ISLAND,JAPAN

TACHIVANA Yoshihiro

Source Parameters and Rupture Mechanism of Deep-Focus Earthquakes

Tsutomu SASATANI

STORM SURGE AND SEVERE WIND DISASTERS CAUSED BY THE 1991 CYCLONE IN BANGLADESH
STRONG-MOTION EARTHQUAKE RECORDS IN JAPAN INDEX（Vol.1～20）
STRONG-MOTION EARTHQUAKE RECORDS IN JAPAN INDEX（Vol.1～26）
STRONG-MOTION EARTHQUAKE RECORDS IN JAPAN（Vol.19～40）（ヌケVol.25）
STUDIES ON FOGS

T.HORI

Studies on Generation of Deep Convection over Eastern China during the Summer Monsoon

Taro Shinoda

STUDIES ON NONLINEAR VIBRATIONS OF BUILDING STRUCTURES

Norihiro Ando

STUDIES ON THE ATMOSPHERIC AEROSOL PARTICLES IN RELATION TO THE WIND SYSTEMS

Dong-In Lee

Studies on the Mechanisms of Local Heavy Rainfalls in the Orofure Mountain Range, Hokkaido, Japan

Koyuru Iwanami

Studies on the Mesoscale and Microscale Features of Heavy Rainfall Events during the Late Period of the Baiu Season

Nobuhiro Takahashi

Studies on the Meso-β Scale Structures and Features of Precipitation in the Baiu Frontal Zone

Shuji Shimizu

Studies on the Nocturnal Cooling in Basins

Masayuki Maki

Studies on the Vertical Structures of Atmospherie Electrical Elements during Snowfalls near the Ground Surface

Yosio Asuma

STUDIES ON THE VISIBILITY FLUCTUATION BY AIRBORNE SNOW PARTICLES

Keishi Ishimoto

Studies on Three-Dimensional Retrieval of Microphysical and Thermodynamic Variables in Snow Clouds

Sun Shouxiang

Study on the Formation Process of Precipitation Systems in the Meiyu Front on the China Continent

Takeshi Maesawa

STUDY REPORT DISASTERS CAUSED BY THE 1988 HEAVY RAINFALL IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO

H．Imamoto

TANNE TRADING CO.,LTD

Study Report of Damage Done by the 1987 Earthquakes in Ecuador
Surface hoar growth on snow

Akihiro HACHIKUBO

symposium on earthquake engineering Vol.Ⅰ
symposium on earthquake engineering Vol.Ⅱ
SYMPOSIUM PAPERS UNTIL 1991

Hydrology Division, PWRI

SYNTHETIC HYDROLOGICAL STUDY FOR THE ISHIKARI RIVER BASIN

HYDROLOGY RESEARCH GROUP

Technical Reports on National Seismic Hazard Maps for Japan Technical Note oｆ the National Research Institute for
Earth Science and Disaster Prevention No.336

防災科学技術研究所

The Humboldt County EARTHQUAKES
Tokapchi トカプチ【十勝川治水事業概要】
TSUNAMI’93 Proceedings of the IUGG IOC International Tsunami Symposium
Vol.190 January1996 明日へのJCCA

〔特集〕沖縄

交流を求めて

WEATHERSENSOR100・ガイドブック

社団法人建設コンサルタンツ協会
KENWOOD

WORKSHOP ON HYDRAULICS AND HYDROLOGY IN COLD REGIONS
XXV

IAHR CONGRESS TOKYO

Year 2002 Flood Disaster Investigation in Europe Summary Report
青い箱（5ケ）
青森県長泥橋の橋脚の振動測定と地盤調査（続）

田治米鏡二

秋田県における昭和49年豪雪による果樹の被害実態調査

鈴木宏

秋田大学工学資源学部研究報告

第21号 地球科学関連論文抜刷

アジア・太平洋の水問題
アジアの変動帯

藤田和夫

阿蘇火山の集中総合観測（第一回）報告（1977年8～12月）

久保寺章

阿蘇火山の集中総合観測（第二回）報告（1981年8～12月）

久保寺章

暖地積雪の研究

論文集

足立昭平先生記念論文選集

足立昭平先生記念事業会

足立昭平先生追悼文集

足立昭平先生記念事業会

アトサヌプリ・摩周（カムイヌプリ）

北海道防災会議

網走川

北海道開発局

常呂川

湧別川

網走川参考資料

渚滑川

写真集

網走川水系工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

網走川水害地形分類図

北海道開発局網走開発建設部

彩の国さいたま”彩の国”市民科学オープンフォーラム-激甚化・多様化する気象災害に備える-講演および討論会資料

埼玉大学

石狩海岸砂地における林帯造成の方法（3）-単純な林から複雑な森へ-

東三郎

石狩川流域水害地形分類図

科学技術庁資源局

石川県地震被害想定調査報告書【概要版】

石川県

石川県地域防災計画-地震対策編-

石川県防災会議

異常気象と自然災害

伊藤驍

異常気象レポート’８４

気象庁編

異常現象調査報告

仙台管区気象台

伊豆大島三原山の集中観測-一九七四年六月-

「噴火予知のための主要活火山における熱的状態の調査研究」研究
班

伊豆諸島における火山噴火の特質及び火山防災に関する調査研究資料集（地学編）

東京都

伊勢湾台風50年誌

社団法人中部建設協会

語り継ぎ、伝える

伊勢湾台風災害文献目録
委託研究報告

昭和五十五年度

中部地区部会
河川の機能に関する基礎的研究

イタリア北部スタバにおけるダム決壊災害の調査研究

村本嘉雄

緯度観測所による東北地方の主な地震の記録資料

東北大学工学部自然災害科学資料室

緯度観測所による東北地方の主な地震の記録資料（1902年～1925年）

東北大学工学部

茨城大学工学部紀要

茨城大学工学部

第11巻

岩倉組土建二十五年史
岩の工学用語解説集

社団法人土質工学会

宇治川水理実験所気象観測鉄塔による観測と解析（2）

田中正昭

宇治川水理実験所気象観測用鉄塔による観測と解析（1）

中島暢太郎

有珠山

北海道防災会議

有珠山

海文堂

平成噴火とその記録

有珠山二〇〇〇年噴火と火山防災に関する総合的観測研究

室蘭民報社
岡田弘

有珠山周辺地域における災害防止対策に関する報告書
有珠山土石流と闘う

北海道土木砂防災害課

有珠山とともに＝火山との共生を目指して＝(ＶＨＳ)

有珠火山防災課意義協議会

有珠山における地形変化・土砂災害と植生の回復：1977-1984年図表集

自然災害科学北海道地区資料センター

有珠山における泥流災害とその対策に関する研究

門村浩

有珠山の噴火予測・災害予測および防災の問題

藤井義雄

有珠山噴火と環境変動

北海道大学

有珠山噴火と土石流対策

北海道国土保全研究会

有珠山噴火による流出土砂の防止対策に関する調査報告書

北海道

大蔵省印刷局

有珠山一九七七-一九七八年噴火に伴なう環境変動の追跡調査
内浦湾海岸浸食成因調査報告書

北海道開発局土木試験所

雲仙、普賢岳噴火の記録・雑誌によるスクラップ集
雲仙、普賢岳噴火の記録・雑誌によるスクラップ集
雲仙・普賢岳大噴火、十勝沖地震、フィリピン地震
雲仙岳における火山体構造探査の事前調査研究

太田一也

雲仙岳に火山性土石流を発生させる豪雨の解析と防災システムの整備充実

荒生公雄

雲仙岳の土石流・火砕流災害に関する総合研究

平野宗夫

雲仙岳の土石流・火砕流災害に関する調査研究

平野宗夫

雲仙岳溶岩ドームの形成と崩落に関する総合的観測研究

太田一也

雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究

太田一也

雲仙における土石流・火砕流の調査研究

平野宗夫

雲仙普賢岳・災害状況

長崎新聞

雲仙普賢岳・災害状況

長崎新聞

雲仙普賢岳・災害状況

長崎新聞

雲仙普賢岳の火山災害に関する文献目録（第3版）
エアウォーター株式会社

環境・社会報告書

エアウォーター株式会社

環境・社会報告書2012

エアウォーター株式会社

環境・社会報告書2014

髙橋和雄

2013

エーゲ海における古代文明滅亡に影響した歴史津波の科学的検証

今村文彦

恵山

北海道防災会議

えりも岬周辺の自然地理学的研究

多田文男

えんじにあ特集号

北海道大学

平成18年3月

演習林業務資料

第七号（別刷）問寒別川流域の森林経営と保全に関する基礎的研究

武藤憲由

演習林業務資料

第八号（別刷）問寒別川流域の森林経営と保全に関する基礎的研究

武藤憲由

堰堤技術資料
応用地質

第7号

第18巻

直線コンクリート重力堰堤の安定

第1・2、3、4号

日本応用地質学会

大阪周辺域における強風・落雷・豪雨の短時間高精度測定と予測システムの構築
大林組技術研究所報

阪神・淡路大震災

D.C.Henny
藤吉康志

調査・分析/対応技術

大林組技術研究所報（No.19、20）
オープンフォーラム「首都圏の地震と地震防災対策を考える」要旨集

日本自然災害学会

岡田弘博士論文選集

岡田弘教授退官記念

沖積扇状地の土石分散工法に関する研究

東三郎

沖縄開発に伴う土地環境の変化と防災に関する研究

藤川武信

小樽櫻町地すべり委員会（第3回）1971.4.9（チューブファイル）
オホーツク海沿岸地域気象水文調査報告書（開拓事業基礎調査）

北海道開発局

オホーツク海と周辺陸域における大気－海洋－雪氷圏相互作用（1997年）

北海道大学低温科学研究所

オホーツク海と周辺陸域における大気－海洋－雪氷圏相互作用（1998年）

北海道大学低温科学研究所

温泉工学会誌（Vol.32No.1、Vol.32No.2/3）
御岳山一九七九年火山活動および災害の調査研究報告

青木治三

海外技術ハイライト（Vol.18No.1～Vol.25No.12）（ヌケ19-4、20-5、20-9、21-6、21-9、23-11、23-12、24-3）
海岸災害研究ニュース（第1～11号）
海岸災害研究ニュース（第12、14～21号）（ヌケ第18号）

海岸災害総合研究班

海岸侵蝕論文集

経済安定本部

海岸堤防の設計について

佐藤清一

外装材の欠損に関する基礎考察

主として圧着工法によるタイル張外装について

長尾寛博

開拓使営繕事業の研究
海底漂砂移動追跡用放射性ガラス砂の製作（第2報）

北海道開発局室蘭開発建設部

海底漂砂追跡用放射性ガラス砂の製作（第1報）

北海道開発局室蘭開発建設部

開発土木研究所報告

北海道開発局

第一一一号

外部点検評価報告書
外部評価報告書

北海道大学低温科学研究所

平成13年1月

北海道大学

科学技術庁資源局資料第三十六号
科学技術庁資源調査会

石狩川河道変遷調査

報告第三十四号

水資源の変動様相に関する調査報告

科学研究費事務必携

科学技術庁資源局
科学技術庁資源調査会
科学研究費研究会

科学雑誌・Newtonスクラップ集

その1

Newton

81.8～82.9

科学雑誌・Newtonスクラップ集

その2

Newton

83.5～83.9

学術月報（第二十三～三十二巻）（ヌケ第三十一巻）

日本学術振興会

学術審議会科学研究費分科会企画部会 自然災害特別研究小委員会の質問に答えて

災害科学総合研究班

学術審議会科学研究費分科会企画部会のチェック・レビュー

災害科学総合研究班

学術審議会科学研究費分科会企画部会のチェック・レビュー

災害科学総合研究班

学生の意識で見た地震と火山噴火

岡田弘

画地評価論

白井雅治・谷圭二

清文社

確率論手法による構造解析

星谷勝

鹿児島出版会

確率論手法による振動解析

星谷勝

鹿児島出版会

鹿児島国際火山会議
火山

第三十巻

1988 論文集

第四号

日本火山学会

火山（第二十巻特別号～第二十九巻三号）（ヌケ第21、22巻）

日本火山学会

火山（第二十九巻四号～四十九巻五号）（ヌケ第四十九巻三号）

日本火山学会

火山ガス測定による噴火予測に関する基礎研究

小坂丈予

火山活動による火砕流および火災泥流災害発生規模の予測に関する研究

谷口義信

火山観測法

中央気象台

火山災害の規模と特性

荒牧重雄

火山体の物理的場の比較研究による噴火災害予測
火山灰・軽石の集合流動（泥流）の発生領域と・防災計画に関する研究

山岡勲

火山爆発のダイナミックス

井田喜明

平成十五年度研究成果報告書（２）

火山爆発のダイナミックス（平成十四年度研究成果報告書）

井田喜明

火山爆発のダイナミックス（平成十五年度研究成果報告書）

井田喜明

火山フォーラム2001in北海道駒ヶ岳報告書

「火山フォーラム2001in北海道駒ヶ岳」実行委員会

火山噴火が火山体とその周辺域の侵食に及ぼす影響

下川悦郎

火山噴火に伴う乾燥粉体流（火砕流等）の特質と災害

荒牧重雄

火山噴火に伴う乾燥粉体流（火砕流等）の特質と災害

荒牧重雄

火山列島硫黄島の火山現象調査図

高橋博

河川災害

芦田和夫

河川災害に関するシンポジウム
河川災害に関するシンポジウム（昭和62、63、平成2、13年度）
河川に関する調査・試験・研究報告書（平成十三～十五年度）

独立行政法人北海道開発土木研究所

語りつがれる危険予知

小川豊

災害と地名

家庭系ごみ炭化物の特性と炭化処理の資源化・埋立前処理としての可能性

松藤敏彦

山海堂

神奈川大学

工学研究

March2019 No.2

神奈川大学工学研究

March 2018 No.1

神奈川大学工学研究所

神奈川大学

所報（第一～三十九号）

鹿ノ子ダム図集

神奈川大学
北海道開発局

紙ファイル
紙袋（2ケ）
神流川洪水観測所

観測心得

竹内俊雄

神流川洪水観測所

昭和26年度報告

竹内俊雄

カメルーン・ニオス湖一九八六年ガス噴出災害の調査研究

荒牧重雄

河・湖・海岸の沖積地域に発達した都市の災害特性と防災対策に関する基礎的研究
環境科学

北海道大学大学院環境科学研究科紀要

環境に配慮した建設工事事例集

ゆとりとうるおいのある地域づくりに向けて

社団法人北海道建設業協会

関西地区災害科学研究資料文献・資料目録（Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、ⅩⅢ、）

関西地区班

寒帯気団の活動の不規則性による異常気象とそれに伴う豪雨に関する研究

浅井冨雄

寒中コンクリートの気象条件と初期凍害防止に関する研究-別冊-

金武漢

寒中の仮設工事対策に関する研究-シート上屋の換気量算定法の提案-

黒沢紀彦

感潮河川に関する研究-利根川感潮部についての調査研究-

吉川秀夫

関東大震災被害スライド
関東地区災害科学資料センター資料（その9、10、13）
関東地区災害科学資料センター文献・資料目録（その20）
関東地区災害科学資料センター文献・資料目録（その21）
関東地区資料（その8）
寒冷環境と農業をとりまく諸問題

堂腰純

紀伊半島西部三波川帯の彎曲と幅の縮小-高野山有料道路並びに高野竜神スカイラインの建設に関連しして-

岩橋勉

キーワード用語・体系図集

災害情報委員会

季刊

消防科学と情報（第一〇～四十九号）（ヌケ第四十八号）

気候学・気象学研究報告2
気候学・気象学研究報告3
気候資料利用案内

一九八三

気象庁

気候資料利用案内－気象台・測候所編－

一九八五

気象庁

気候変動と降水特性よりみた東北裏日本における気象災害の地域特性
技術資料

第十九号

技術報告

第十七巻

土木学会北海道支部
特別号（CAシンポジウム講演論文集）

技術報告資料/技術報告集（第15、17、18、20、28号）

社団法人土質工学会北海道支部

基準渇水量図作成基本調査報告書（最終報告書）

北海道開発局

気象研究ノート

日本気象学会

第一三九号

気象集誌

大日本気象学会

気象庁観測技術資料

第21号

気象庁技術報告

第20号

気象庁技術報告

第22号

気象庁技術報告

第三十六号

時別平均値その1

気象庁
気象庁
気象庁

瀬戸内海中部高潮の総合調査報告

気象庁研究時報（14巻1～5号）

気象庁

気象と地震の話

吉武素二・増原良彦

季節風時の集中豪雪の発生機構と短時間予測に関する研究

菊地勝弘

北一の沢地すべり

北海道

大蔵省印刷局

北国新聞記事スクラップ「雪害＋雪対策」（昭和五十五～六十二年）
北農

三十七巻

二号

北の巨大都市とその周辺
北をつくる

札幌都市研究Ⅱ

札幌都市研究センター

1号

基盤研究（B）

社団法人北海道建設業協会
1999年コロンビア中西部の地震とその災害に関する調査研究

鏡味洋史

岐阜大学流域環境研究センター報告 第六号
九州大学理学部

島原火山観測所

研究報告

第12号

九大地熱・火山研究報告（第11～24号）
強震観測装置の開発

北海道大学工学部

強震観測速報（第1～3号）

強震測定委員会（東京大学地震研究所）

強震観測の現状と将来への提言-骨子強震計設置場所の常時微動Ⅰ（北海道地方）
強震計設置場所の常時微動Ⅲ（関東地方）東京都内を除く

文部省特定研究

強震動・構造物応答研究班

強震計設置場所の常時微動Ⅶ（関西地方）
強震計設置場所の常時微動Ⅷ（大阪府）
行政機関等ガイドブック（北海道地方）昭和63年版
京都大学

防災研究所要覧

総務庁北海道管区行政監察局

1972、1974

京都大学防災研究所

1996-1997（パンプレット）

京都大学防災研究所

1998-1999（パンプレット）

京都大学防災研究所

2002-2003（パンプレット）

京都大学防災研究所

自然災害研究協議会（パンプレット）

京都大学防災研究所（1984、1988、1990、1992）
京都大学防災研究所（パンプレット）
京都大学防災研究所（パンプレット）
京都大学防災研究所（パンプレット）
京都大学防災研究所（パンプレット）
京都大学防災研究所1994（パンプレット）
京都大学防災研究所2000-2001（パンプレット）
京都大学防災研究所二十年史

京都大学

京都大学防災研究所四十年史

京都大学

京都大学防災研究所五十年史
京都大学防災研究所年報

第五十六号

京都大学防災研究所年報

第六十一号

京都大学防災研究所年報（第十四A～二十八B-1号）（ヌケ第十七号）

京都大学防災研究所

京都大学防災研究所年報（第二十八B-2～四十六A号）（ヌケ第四十号）

京都大学防災研究所

京都大学防災研究所年報（第四十六B～六十号）（ヌケ第五十六号）

京都大学防災研究所

京都大学防災研究所パンプレット
京都大学防災研究所要覧（1978、1980）
京都府における震災対策基礎調査報告書（第1、2・3篇）
清水台地すべり

北海道土木部

霧島火山群のなりたち・恵みと火山防止に関する検討会の記録

国土交通省宮崎河川国道事務所

霧島火山北部地域における群発地震活動

東京大学地震研究所

空中写真に関する目録

東北大学工学部自然災害科学資料室

空中写真による日本の火山地形

日本火山学会

東京大学出版会

釧路開発建設部災害応急対策要綱

災害対策本部設置要領

釧路開発建設部

砕砂を使用した軟練りコンクリートのワーカビリチー

阿部道彦

屈折法による厚岸大橋予定地の基盤探査

田治米鏡二

屈折法による厚岸大橋予定地の基盤探査（続）
熊本自然災害研究発表会
会

田治米鏡二

要旨集/熊本自然災害研究会研究発表会

要旨集/特定非営利活動法人熊本自然災害研究会研究発表会

要旨集/特定非営利法人熊本自然災害研究会研究発表
要旨集（第一～二十四回）（ヌケ第五、七、九、十、十 熊本自然災害研究会/特定非営利法人熊本自然災害研究会/特定非営

二、十五、十八、二十二回）

利活動法人熊本自然災害研究会

くらしと地震 現代版地震対策

柳川喜郎

黒いファイルなど
経世家・後藤新平
月刊

その生涯と業績を語る

財団法人東京市政調査会

地球

続・群発地震

研究者名簿

平成三年六月

「自然災害」総合研究班

研究者名簿

平成五年三月

「自然災害」総合研究班

研究者名簿

平成五年三月

「自然災害」総合研究班

研究所紀要（XⅡ、ⅩⅢ、ⅩⅣ、XV）

（財）北海道河川防災研究センター

研究所要覧（学術月報Vol.29増刊号、学術月報Vol.30増刊号Ⅱ）

日本学術振興会

研究報告

1974

東北大学工学部

研究報告

昭和42年度

東北大学工学部建築学科

研究報告

第二四五号

基礎杭の垂直荷重支持力および水平荷重支持力に関する実験的研究

研究報告（第一、二号）
研究報告書（第5編

建築学科

建築構造学研究室
志賀研究室

鉄道技術研究所
東北大学

昭和44年度、第6編

昭和45年度）

北海道防災会議

研究論文抄録集

加藤一行

原子力発電の立地と地震

酒井良男

験震時報（第15巻第1～2号、第16巻第２～3・4号、第17巻第3号～第32巻第3・4号）（ヌケ27-1、27-2、30-2、31-1、
31-2）

気象庁

現地観測に基づいた土石流に起因する活火山性荒廃地域の農林災害の予測とその軽減工法に関する研究

宮城大学農学部

高圧力を受けた状態における堆積岩の変形に関する実験

財団法人電力中央研究所

豪雨災害に備える

科学技術資源調査会編

豪雨による地盤災害の発生予測手法に関する研究

大原資生

豪雨の形成過程のマルチスケール研究

武田喬男

工学研究所年報

一九九〇年（平成二年）度

芝浦工業大学工学研究所

工学部研究報告

第八十八号（昭和五十三年八月）

北海道大学工学部

大蔵省印刷局

硬化セメントペーストの耐凍害性と細孔構造に関する研究

大内一之

航空写真利用の手引き

中部地区自然災害科学資料センター

降水、積雪および地表水に関するシンポジウム
洪水の短時間予知手法とその実際化に関する研究

高棹琢馬

豪雪地帯における水害地形に関する研究

多田文男

研究報告

構造体におけるコンクリートの圧縮強度・静ヤング係数に及ぼす乾燥の影響

杉山雅

構造物基礎の失敗例

Ｋ．チェッキー

鹿児島出版会

構造力学

酒井忠明

技報堂出版

高知大学学術研究報告

第13巻

神戸新聞

朝刊★96年4月

神戸新聞

朝刊★96年5月

神戸新聞

朝刊★96年6月

神戸新聞

朝刊★96年7月

四国地方における海岸災害について

上森千秋

神戸新聞★95年
広報

むかわ

昭和53年

港湾技術資料（No.236、250、286、287、298）

運輸省港湾技術研究所

氷の科学

前野紀一

国際防災の十年
国定公園

災害科学研究者からの提言

北大図書刊行会

日本学術会議災害工学研究連絡委員会

サロマ湖と周辺の観光

国内外4豪雨災害に関するフォーラム-資料国有林野保健休養資源開発調査報告書 支笏湖周辺地区
国立国会図書館百科

国立国会図書館百科編集委員会

国立防災科学技術センター年報（昭和58～平成元年度）

国立防災科学技術センター

出版ニュース社

国立防災科学技術センター要旨集（研究報告）/防災科学技術研究所研究報告（第一～六十七号）（ヌケ第十一、十二、十
防災科学技術研究所

五、五十一号）
琴似発寒川でのアイスジャム発生による流量の急変（別刷）

社団法人

駒ケ岳

北海道防災会議

北海道開発技術センター

これだけは知っておきたい安全な土地の選び方

今村遼平

鹿島出版会

コンクリート・ブロック工法（H型ブロック
コンクリート強度の空隙率依存性を応用した構造体コンクリートの強度推定法に関する研究

吉野利幸

コンクリートの初期凍害耐力に及ぼす空気量の影響

横山隆

コンクリートの凍結水量と細孔構造に関する実験研究

沢田英二

コンクリートのひびわれの耐凍害性におよぼす影響

丹羽範夫

災害科学
災害科学

中間報告

災害科学

長期計画

災害科学研究資料としての空中写真の利用現況と組織的活用の問題点

奥田節夫

災害科学研究資料の解析と総括に関する総合的研究（関西地区班）報告書
災害科学研究資料の収集とその総括に関する総合的研究

報告書

災害科学研究連絡会議報告
災害科学研究連絡会議報告
災害科学講演会

講演要旨

昭和38年2月

文部省「災害科学総合研究」北海道地区部会

災害科学資料センターにおける空中写真の整理・検索システムについて

奥西一夫

災害科学シンポジウム

中国四国における各種災害の実態について

災害科学総合研究班

災害科学長期研究計画

昭和41年2月

災害科学総合研究班

災害科学長期研究計画（紙ファイル）

災害科学総合研究班

災害科学の研究成果とその問題点

災害科学総合研究班

災害科学の総合的研究（中間報告）

災害科学の総合研究班

災害科学の長期研究計画

災害科学総合研究班

関西地区部会

中間報告（第2冊分）

災害記録（昭和三十七・三十八、三十九・四十、四十一、四十二、四十五、四十六、四十八・四十九年、昭和53・54年～
昭和63年・平成元年、※昭和56年は災害対策編・被害状況編の２冊）

北海道

災害警戒期における行政指導と住民の対応に関する基礎的研究

三隅二不二

災害警戒期における行政指導と住民の対応に関する基礎的研究

三隅二不二

災害時の都市生活機能-震災を対象として-ワークショップ報告書

自然災害科学総合研究班

災害情報と避難に関するシンポジウム

自然災害科学総合研究班

災害資料の収集とその解析による自然災害事象の研究（北海道研究班）
災害心理学

安全・安心

独学ノート

災害制御研究センター報告（第1～11号）（ヌケ第9号）

東北大学

災害対策基本法解説

消防庁防災課

災害調査

矢野勝正

災害と人間行動

東京大学新聞研究所

災害とパーソナリティ

風間亮一

災害に伴う地域住民の生活体系の変容に関する研究

北海道大学

災害の研究

30

損害保険料率算定会

災害の研究

31

損害保険料率算定会

災害の研究

32

損害保険料率算定会

災害の研究

33

損害保険料率算定会

災害の地域性

東京大学出版会

村井延雄

災害の地域的特異性に関する基礎的総合研究
災害の地域的特異性に関する基礎的総合研究

-特に本邦中部地区の災害の特異性- 中間研究報告

松澤勲

災害予測図作成手法に関する基礎的研究

重点領域「自然災害」総合研究班ワーキンググループ

災害予知の問題

災害科学と防災科学の基本問題に関する総合研究班

埼玉大学地圏科学研究センターの研究成果と技術開発-未来型社会建設のためのシーズ技術作物被害の要因としての接地層内の異常冷却の発生機構と量的予測に関する研究

近藤純正

桜島火山観測所

京都大学防災研究所

桜島火山の集中総合観測（第２～9回）（ヌケ第3、4、6回）

全国主要活火山の集中総合観測

桜島火山の総合調査報告

自然災害特別研究「桜島火山の総合調査」研究班

櫻町地すべり委員会（１）1970.11.5（紙ファイル）
桜町地すべり第2回委員会

1970.12.3（紙ファイル）

櫻町地すべり第2回委員会

1970.12.3（紙ファイル）

札幌小樽道路朝里工区その一工事

桜地区地すべり調査

その二

報告書

株式会社熊谷組

札幌市洪水ハザードマップ

札幌市

薩摩硫黄島火山・口永良部島火山の集中総合観測（2000年8月～2001年3月）

全国主要活火山の集中総合観測

沙流川参考資料

建設省河川局

沙流川水系工事実施基本計画参考資料

沙流川水温調査報告書

北海道

山岳雪崩大全

雪氷災害調査チーム

山地積雪災害の予防に関する研究

研究報告・第1号

遠藤治郎

三陸はるか沖地震関連記事スクラップ集①

デーリー東北新聞

三陸はるか沖地震関連記事スクラップ集②

東奥日報

事業概要1963

北海道開発局室蘭開発建設部

試験研究抄録集

北海道立寒地建築研究所

地震

地震・教団

日本キリスト教団阪神大震災救援活動センター
地震学会

地震（第2集第19巻第1号～第2集第22巻第4号）
地震（第2集第24巻第1号～第2集第36巻第3号、第2集総目次・著者索引）（ヌケ第2集28巻2号）
地震（第2集第36巻第4号～第2集第56巻第3号）（ヌケ第2集40巻2号）
地震学百年

萩原尊禮

ＵＰ選書

地震学会会員名簿（昭和60年12月）
地震観測センター速報（第一、五、六号）
地震観測法追録
地震月報

第1号

中央気象台

別冊2

財団法人日本気象協会

地震災害を免れるには

小田原正夫

開発社

地震対策と災害復旧工法

災害復旧工法編

建設省河川局防災課監修財団法人建設工法研究所編

山海堂

地震対策と災害復旧工法

地震対策編

建設省河川局防災課監修財団法人建設工法研究所編

山海堂

地震探鉱実験グループ会報

地震探鉱実験グループ

第六九号

地震動Ⅰ
地震動Ⅱ-火山・構造物への影響
地震動災害文献目録-震度（階）

北海道地区自然災害科学資料センター

地震と活断層

垣見俊弘

地震と災害-研究成果普及版-

自然災害科学総合研究班

地震と対策

インダストリー・ランド・センター

地震と津波の起因

正三角粒素自然変遷循環論の一端

ＩＳＵ株式会社

前田泰治

地震に伴う人間行動の実態調査（1）

太田裕

地震の理論とその応用

松澤武雄

東京大学出版会

地震予知と社会的反応

東京大学新聞研究所

東京大学出版会

地震予知の方法

浅田敏

東京大学出版会

地震予報・警報論

力武常次

学会誌刊行センター

地震聚報

全

愛知県防災会議地震部会復刻

静岡・大崩海岸の山崩れ災害に関する地質学的研究

研究報告論文集

土隆一

地すべり地形分布図データベース

NIED

地すべり地形分布図データベース

NIED

地すべり報告１、２（チューブファイルが2冊）
自然災害一覧（第3部）

昭和48・49年

東北地区班

自然災害科学

キーワード用語・体系図集（補完版）

中部地区自然災害科学資料センター

自然災害科学

キーワード用語集

自然災害科学・資料収集解析研究班

自然災害科学

資料解析研究

松沢勲

Vol.1

自然災害科学（Vol.3No.1、Vol.8No.2、Vol.14No.3、Vol.15No.1、Vol.15No.2、Vol.17No.1、Vol.23No.2）
自然災害科学研究資料の収集と解析に関する総合的研究

自然災害科学会/日本自然災害学会

第10回自然災害資料解析研究シンポジウム

自然災害科学研究体制具体化計画

災害科学総合研究班

自然災害科学研究体制実施計画概要

災害科学総合研究班

自然災害科学研究体制実施計画説明書

災害科学総合研究班

自然災害科学研究体制整備推進計画

災害科学総合研究班

自然災害科学研究の成果と将来
自然災害科学研究のための観測システムの現状と問題点

自然災害科学総合研究班

自然災害科学辞典

松澤勲

自然災害科学資料解析研究（第一～九巻）

自然災害科学資料収集解析総合研究班

自然災害科学資料収集解析総合研究の動向と将来展望について

自然災害科学

自然災害科学資料センター

重点領域「自然災害」総合研究班

整備第2期計画

自然災害科学総合シンポジウム

築地書館
資料収集解析総合研究班

講演論文集（第51～55回）（ヌケ第52回）

自然災害科学総合シンポジウム（第13～三十三回）（ヌケ第三十二回）

自然災害総合（研究）班

自然災害科学地区資料センターの設置と中央総合資料センターの整備について

災害科学総合研究班

自然災害科学に於ける各専門分野の現状と成果並びに将来の展望

自然災害科学総合研究班

自然災害科学の研究成果と将来の方向

自然災害科学総合研究班

自然災害科学の将来象

酒井良男

1977.8.29パネルディスカッション

自然災害科学の総合的研究（紙ファイル）
自然災害科学北海道地区総会

講演 （昭和59年度）

自然災害科学北海道地区資料センター

自然災害科学北海道地区総会

講演 （昭和60年度）

自然災害科学北海道地区資料センター

自然災害科学北海道地区総会
自然災害研究

講演（昭和59年度）

防災フォーラム

自然災害研究協議会

自然災害科学北海道地区資料センター

プレート境界の巨大地震-2003年十勝沖地震から何を学ぶか

中国地区部会 研究論文集

第1号

自然災害研究協議会西部地区部会報 第38号
自然災害研究協議会西部地区部会報 第44号
自然災害研究協議会西部地区部会報（第1～37号）（ヌケ第24、25、29、30、32、33、36号）
自然災害研究資料活用の手引き

資料の収集・整備・活用と資料情報システム

松澤勲

自然災害研究資料活用の手引き（その2） データベースの現状と情報システム

自然災害科学・資料収集解析研究班

自然災害研究資料活用の手引き（その2） データベースの現状と情報システム

自然災害科学・資料収集解析研究班

自然災害研究資料情報システムの具体化計画

自然災害科学・資料収集解析研究班
文部省科学研究費補助金災害資料の収集とその解析による自然災害

自然災害研究における航空写真の利用実例集
自然災害と学校教育

事象の研究班

昭和61年8月

ワークショップ報告書

自然災害科学総合研究班

自然災害特別研究の現状

昭和53年2月

災害科学総合研究班

自然災害特別研究の現状

昭和54年3月

災害科学総合研究班

自然災害特別研究の現状

昭和55年3月

災害科学総合研究班

自然災害特別研究の現状と動向

自然災害特別研究災害科学総合研究班

自然災害における社会科学的問題点 ワークショップ報告書

自然災害科学総合研究班

自然災害に関する研究の現状と将来に関するシンポジウム-豪雨災害と地震災害を例として-

自然災害科学総合研究班

自然災害に関する研究の現状と将来に関するシンポジウム-豪雨災害と地震災害を例として-

日本学術会議災害工学研究連絡会自然災害科学総合研究班

自然災害に関する人文社会系研究のデータベース化

田中淳

自然災害に対する総合防災基本計画策定のための調査結果

-中間報告-

自然災害に対する総合防災基本計画策定のための調査報告書

東京都

防災都市計画の基本構想

環境科学研究会
京都大学防災研究所

自然災害の文献・資料集録（1～3）
自然災害への挑戦

Gilbert F.White & J.Eugene Haas

自然災害北海道地区

1977年有珠山噴火農林災害関係農業土木学会誌

自然に学び、自然に備える

特集

ブレーン出版

46巻1号

近年の豪雨災害記録集・2010 東海（恵南）豪雨から10年

自然災害科学の研究成果と展望

自然災害科学総合研究班

実時間的な台風風災害予測法の研究

光田寧、田中正昭

知っておきたい異常気象

朝倉正

大蔵省印刷局

知っておきたい災害と植物地名

小川豊

山海堂

地盤災害

山口真一

地盤の構成にもとづくサイスミック・マイクロゾーニングに関する研究

鏡味洋史

市民による日高横断道路「時のアセス」

「止めよう日高横断道路」全国連絡会調査部

社会科副読本

白老町教育委員会

しらおい

写真集日本の自然災害-津波による原発事故も収録- 東日本大震災襲来

日本専門図書出版株式会社

柔構造物の強風災害防止のための設計規範に関する研究

伊藤学

住宅構成材の標準化に関する基礎的研究

鎌田清子

集中豪雨のメカニズムと予測に関する研究

浅井冨雄

集中豪雨をもたらすメソ降水系の降雨機構と組織化に関する研究

木村龍治

樹木年代学からみた地すべり地の推移

東三郎

主要活火山の傾斜分級図

防災科学技術研究所

主要災害調査（第四十九～五十二号）

防災科学技術研究所

主要災害調査（第七～四十七号）（ヌケ第9、14、15、30、43号）

国立防災科学技術センター

主要災害調査

科学技術庁国立防災科学技術センター

詳細

第15号

阪神大震災

1978年宮城県沖地震による災害現地調査報告

あれから1年

毎日新聞社

消防白書62

消防庁編

消防白書63

消防庁編

将来をになう資源
昭和一七年九月

将来資源調査会年報（1956年10月-1957年9月）

科学技術庁資源局

岩内港拡張計画及設計

昭和二十二年十一月

池袋菊彦

中央気象台気象研究所概要

附

研究成果の一覧

昭和28年西日本水害調査報告書
昭和29・30年及び31年度

土木学会

苫小牧港調査報告

昭和30～31年（冬季）只見川水系水文気象調査報告書
昭和32～33年（冬季）只見川水系水文気象調査報告書
昭和32年夏期（第5年度）只見川上流域水文気象調査報告
昭和32年度

苫小牧港調査報告

昭和33年度

苫小牧港調査報告

昭和三十四年度
昭和36年

北海道大学工学部

苫小牧港調査報告

北海道大学

災害記録

昭和三十七年度（第六回）
昭和38年度

北海道開発局技術研究発表会論文集

東北大学工学部

昭和三十九年

財団法人北海道開発協会

防災工学研究協議会報告

十勝冷湿害誌

昭和39年度

東北大学工学部

昭和39年度

北海道水防計画

昭和39年度文部省科学研究費

十勝市町村冷湿害対策本部
防災工学研究協議会報告
北海道
特定研究（災害科学）農林災害分科会

研究報告

災害科学総合研究班

農林災害分科会

昭和三年度直轄工事年報
昭和四十年九月豪雨および二十四号台風による風水害の調査とその防災研究

松沢勲

昭和40年度

災害科学総合研究班

災害科学シンポジウム

昭和41年3月
昭和42年

昭和39年冷害調査の記録

農林省

火災年報

関西地区部会

北見統計調査事務所

北海道

昭和42年7月豪雨災害（九州地区）資料目録

災害科学総合研究班

西部地区部会

昭和42年7月豪雨による呉市の災害の調査速報
昭和42年7月豪雨による災害の総合的実態的研究

九州地区班研究報告

昭和42年度

北海道地域災害科学研究集会

昭和43年度

九州地区における豪雨災害の総合的研究

昭和四十四年八月水災害の総合的調査研究

講演概要

文部省特定研究・災害科学の総合的研究・北海道地区
栗原道徳

研究報告

昭和44年度

北海道地区災害科学研究文献目録

昭和44年度

西部地区における災害の地域的特性に関する総合的研究

文部省科学研究費・特定研究

昭和45年度

札幌小樽道路朝里工区その一工事

桜地区地すべり調査

報告書

昭和45年度台風10号による災害の実態と防災に関する研究

株式会社熊谷組
上森千秋

昭和46年23号台風による災害過程の実態調査報告書
昭和46年度

西部地区における災害の地域的特性に関する研究（最終報告）

昭和47年7月豪雨災害の調査と防災研究
昭和四十八年九月道南及び東北北部豪雨災害の調査と防災研究
昭和四十九年七月集中豪雨災害の調査研究総合報告書

矢野勝正
研究報告

山岡勲
矢野勝正

昭和四年度直轄工事年報
昭和四年度直轄工事年報附図
昭和50年度

科学研究費（特定研究）研究進捗状況報告書

日本学術振興会

災害科学総合研究班北海道地区

昭和50年度

河川の機能に関する基礎的研究

昭和51年

北海道開発局

昭和五十一年九月台風十七号による災害の調査研究総合報告書

中島暢太郎

昭和51年度

河川の機能に関する基礎的研究

北海道開発局

昭和51年度

調査研究報告集

昭和52年

北海道立寒地建築研究所

昭和52年台風5号および9号による南西諸島の暴風雨に関する研究

坂上務

昭和53年6月12日発生の宮城県沖地震における各学科（系）・教室からの教訓・反省事項等メモ

東北大学工学部

昭和53年度

北海道

10月16日・10月24日有珠山泥流災害調査

昭和五十三年度

河川の機能に関する基礎的研究

昭和56（1981）8月洪水

報告書

昭和五十四年

十勝川洪水報告書（速報版）

北海道開発局帯広開発建設部

昭和56年度

調査研究報告集

北海道立寒地建築研究所

昭和56年度

北海道雪害対策実施要綱

北海道防災会議

北海道融雪災害対策実施要綱

北海道防災会議

昭和57年

昭和57年長崎豪雨災害の解析及び防災対策に関する研究

長崎大学工学部

昭和58年10月3日三宅島噴火および災害に関する調査研究

下鶴大輔

昭和五十八年日本海中部地震における秋田県能代市浅内地区の地盤変状に及ぼした地盤構造の影響に関する調査研究
昭和五十八年日本海中部地震における青森県西津軽郡鰺ヶ沢町赤石及び鳴沢地区川尻の地盤変状に及ぼした地盤構造の影
響に関する調査研究
昭和59年度災害科学総合研究

河川分科会シンポジウム-河川災害に関するシンポジウム-

昭和五年度直轄工事年報
昭和五年度直轄工事年報附図
昭和60年度

自然災害科学中部地区シンポジウム

昭和60年度災害科学総合研究

講演要旨集

昭和61年伊豆大島火山噴火に関する調査研究
昭和新山生成50周年記念
昭和の横顔

自然災害科学総合研究班

中部地区部会

河川分科会シンポジウム-河川災害に関するシンポジウム井田喜明

’95国際火山ワークショップ報告書

あの時この時・思い出の40年

安田信託銀行

所蔵地形図等利用の手引き

中部地区自然災害科学資料センター

白老営林署

管内概要

昭和38年6月

札幌営林局

白老営林署

管内概要

昭和38年度

札幌営林局

白老営林署

管内概要

昭和39年度

札幌営林局

白老営林署

管内概要

昭和40年度

札幌営林局

白老町史
シラス災害に関する資料目録

災害科学総合研究班

西部地区部会

シラス地帯の開発に伴う自然災害の防止研究
資料「日本の道路」産業と暮らしの道づくり
資料目録

国立防災科学技術センター

資料目録（その2）

国立防災科学技術センター

知床硫黄山

北海道防災会議

シンクタンク年報

総合研究開発機構

震災市街地復旧方策検討調査報告書

建設省住宅局

新信濃川第2床固補強工事報告

黒井俊治

昭和30年7月

新手法による火山災害の定量化の検討
新詳高等地図

重点領域「自然災害」総合研究班ワーキンググループ

最新版

振動境界層における乱流の発生と成長過程

早川道雄

人文・自然科学研究

第三十二号

釧路公立大学

人文・自然科学研究

第三十一号

釧路公立大学

人文・自然科学研究

第二十六号

人文・自然科学研究（第十六～三十号）※26は別棚

釧路公立大学

人文・自然科学研究（第創刊～二十三号）※16～20は別棚

釧路公立大学

新編土質工学の基礎

Ｒ．Ｎ．ヤング

シンポジウム

Ｂ．Ｐワーケンチン

シンポジウム「伊豆大島火山1986年噴火」

日本火山学会

森林施業に関連する流域調査の方法

東三郎

森林緑地の水害調節機能の定量化とその配置に関する研究

竹下敬司

水域システムと流出に関する研究

藤田睦博

水害の総合的研究

第一号

財団法人農業物理研究所

水害の総合的研究

第二号

財団法人農業物理研究所

水文学における研究手法に関するシンポジウム

第1回

水質ならびにデータ取得・処理

水文統計論

角屋睦

スキージャンプ台実験と３次元粒子流モデル開発による雪崩流動機構の解明

西村浩一

生活水準の歴史的推移

総合研究開発機構

政策研究アブストラクト

総合研究開発機構

生産研究

東京大学生産技術研究所

Vol.49No.3、Vol.49No.4

西南日本における初生的大規模斜面変動の発生・移動機構の解析

藤田崇

西南日本における初生的大規模斜面変動の発生・移動機構の解析

藤田崇

西部地区自然災害資料目録（No.3、5）

災害科学総合研究班

西部地区部会

西部地区自然災害資料目録（No.5、7～24）（ヌケNo.19、21）

災害科学総合研究班

西部地区部会

清流のふるさと
世界

鹿児島出版会

北海道およびその周辺の地下構造とその地学的意味

後志利別川治水史

人工衛星写真集

NASA

世界地図帳

日本図書館協会・全国学校図書館協議会選定図書

昭文社

雪氷・異常気象Ⅰ
雪氷災害

木下誠一

雪氷災害文献目録

自然災害科学北海道地区資料センター室

雪氷災害文献目録

北海道地区自然災害科学資料センター

雪氷災害文献目録

自然災害科学北海道地区資料センター室

雪氷の研究No.6雪氷の研究展望と文献目録
雪氷路面の氷結防止用薬剤散布の効果とその植生に対する副作用に関する実験的研究

板倉忠三

瀬戸大橋上部工工事写真集

本州四国連絡橋公団

ゼロメートル地帯の被災と災害対策の研究

松沢勲

線形回路理論

安田一次

全国強震観測地点台帳

追録第10号

強震観測事業推進連絡会議

全国強震観測地点台帳

追録第12号

強震観測事業推進連絡会議

全国強震計設置状況一覧（昭和52年1月31日現在）

強震観測事業推進連絡会議

全国強震計設置状況一覧（昭和五十六年一月一日現在）

国立防災科学技術センター

前線付近に発生するメソスケール帯状降雨域の形成メカニズムに関する数値実験

齋藤定

セントへレンズ火山の噴火活動とそれに伴う災害の研究

下鶴大輔

増刊号

神戸新聞スクラップ集（一九九六年

総合防災に関するシンポジウム報告書

北大図書刊行会

五月八日～十一月六日）鈴木紗理奈・山田マリア特集
自然災害科学総合研究班

創立十五周年記念誌
続地震予知と社会的反応

東京大学新聞研究所

東京大学出版会

その他Ⅰ
空から見る日本の火山
第十回

荒牧重雄

丸善株式会社

桜島火山の集中総合観測-二〇〇七年六月～二〇〇八年三月-

第19回

日本自然災害学会学術講演会

第1回

災害科学総会講演会検討会メモ

日本自然災害学会
災害科学総会研究班

第1回

災害科学総会講演会討論会メモ

災害科学総会研究班

第1回

災害科学総会講演会討論会メモ

災害科学総会研究班

第一回～第二回災害科学総合講演会講演要旨、第三回～第十七回災害科学総合シンポジウム論文集

自然災害科学資料解

析研究Vol.1～Vol.7（ファイル）
第1回地震防災シンポジウム

大都市を襲う地震災害と地震防災の課題

日本建築学会

第１回諏訪之瀬島火山の集中総合観測（1984年7月～8月）

全国主要活火山の集中総合観測

第20回日本自然災害学会学術講演会

日本自然災害学会

第二十二回（平成二十五年度）研究発表会

特定非営利活動法人熊本自然災害研究会

第23回

自然災害科学総合シンポジウム要旨集（手書き背表紙）

第28回

研究発表会論文集

日本建築学会北海道支部

第二回「ファジィシステムシンポジウム」講演論文集

国際ファジィシステム学会日本支部

第2回諏訪之瀬島火山の集中総合観測（1989年10月）

全国主要活火山の集中総合観測

第二回中日河川及びダム会議
第三二二号

論文集（中国側）

地すべり地形分布図

第37集

「福岡・中津」

防災科学技術研究所

第32回自然災害科学総合シンポジウム 第14回日本自然災害学会学術講演会プログラム

文部省科学研究費総合研究「自然災害総合班」日本自然災害学会

第35回

日本建築学会

研究発表会論文集

第三回諏訪之瀬島火山の集中総合観測（1998年10月）

全国主要活火山の集中総合観測

第四十二回自然災害科学総合シンポジウム

京都大学防災研究所

第4回

日中河川及びダム会議論文集（中国側）

第6回防災科学技術研究連絡会

地震防災と強震観測

予稿集

大規模特殊火災と消防

徳田正明

大正１２年関東大地震震害調査報告（第１巻）

土木学会

大正１２年関東大地震震害調査報告（第２巻）

土木学会

大正１２年関東大地震震害調査報告（第３巻）

土木学会

大正１２年関東大地震震害調査報告（附図下）

土木学会

大正１２年関東大地震震害調査報告（附図上）

土木学会

大正十五年度

昭和元年度

直轄工事年報

大正十五年度

昭和元年度

直轄工事年報附図

耐震工学研究室論文集録

北海道大学工学部建築工学教室

耐震工学研究室論文集録（No.2、3）

北海道大学工学部建築工学教室

東京法令出版

大震災からの復興に向けて-地盤工学からのアプローチ大震時における都市防災に関する研究（追報）

国立防災科学技術センター

大豆の冷害について-1964-

北海道立北見農業試験場

大成建設技術研究所報
大土木工事における資本集約に関する研究
大日本地震史料

第１巻

文部省震災予防評議会

大日本地震史料

第２巻

文部省震災予防評議会

大日本地震史料

第３巻

文部省震災予防評議会

大日本地震史料

下巻

震災予防調査会

大日本地震史料

上巻

震災予防調査会

台風・集中豪雨雪の防災計画モデルに関する研究

山本龍三郎

台風十三号による八丈島の暴風災害の調査研究

石崎撥雄

台風13号による三重、愛知、静岡県下海岸堤防被害調査報告

三重大学農学部

台風16号による風水害の総合的調査研究

室田明

台風24号（1994年9月）に伴う高潮の堆積物に関する調査

西村裕一

台風26号による災害の実態調査
台風6号による石狩川の洪水

報告書

土木学会誌1975年10月号

台風七九二〇号の強風による都市、海岸および農業災害に関する調査研究報告書
台風常襲地域における水災害の要因とその対策に関する研究

昭和55年2月

豊国永次

台風常襲地域における水害の要因とその対策に関する研究（中間報告）昭和54年2月

豊国永次

対話Vol.8 原子力発電の現状とその安全性

北海道電力株式会社

都甲泰正氏

宅地造成設計施工の手引き

総合建設技術研究会編

武谷愿教授退官記念誌

武谷愿教授退官記念事業会

大成出版社

竹中技術研究報告No.21
竜巻、マイクロバースト及びシアーラインのレーダー自動検出システムの開発に関する研究

菊池勝弘

竜巻など瞬発性気象災害の実態とその対策に関する研究

光田寧

竜巻など瞬発性気象災害の実態とその対策に関する研究（資料編）

光田寧

建物・地物の影響を受ける強風の極値の研究

石崎撥雄

ダム統合管理とその手法

水系開発委員会

樽前山の集中総合観測-第一回一九八三年- 有珠山の集中総合観測-第二回

一九八二年-

弾・塑性新論

横道英雄

単一流域を対象とした貯留関数法の精度比較

（財）北海道河川防災研究センター・研究所

弾性波式地下探査による堰堤予定地点の岩盤の深さに関する調査

新谷鐐三

弾性波式地下探査による堰堤予定地点の岩盤の深さに関する調査

新谷鐐三

弾性波による釧路市の地盤調査

田治米鏡二

弾性波による八戸市の基盤探査

岡田広

暖地豪降雪災害の研究

福井大学積雪研究室

論文集

地域間交通事業の展開の方向

国土計画・調整局

地域情報力

国土計画・調整局

地域別出火危険度と対策について

東京消防庁

地域別に見た津浪の危険率

髙橋龍太郎

技報堂出版

地域防災データ総覧（風水害・火災編、危険物災害・雪害編、地域避難編、災害情報編、防災教育編、防災地図編、自主
防災活動編、防災まちづくり編、災害統計編）

財団法人消防科学総合センター

地価公示

国土庁土地鑑定委員会編

昭和六十三年

地下水要覧

地下水要覧編集委員会

地下震源の直接観察

小笠原宏

地球文明を拓く技術知の組み換えをめざして

最先端の土木系大学院の構築

外部評価報告書

京都大学大学院工学研究科

地区研究資料センター室の学術情報システムデータベース（ファイル）
地形が降雨場に及ぼす影響を考慮した短時間降雨予測手法の開発と３次元レーダー情報の利用に関する研究

中北英一

地形効果による降雨の強化・集中化機構に関する研究

武田喬男

地圏化学研究センター年報

平成二十五年三月

地圏科学フォーラム”地圏科学の誕生に向けて”
治山事業報告

大地との調和と共生

21世紀、新たな地圏科学技術の創造

埼玉大学
北海道林務部治山課

山海堂

千島森林誌

千島の国有林

地上及び衛星リモートセンサーを用いた豪雪の検出・予測方法の検討

上田博

治水

岡崎文吉

北海道河川防災研究センター

網走開発建設部

北海道河川防災研究センター

東

北海道大学図書刊行会

現代語版

治水事業の歩み

湧別川・渚滑川

地表変動論
中央気象臺附属気象技術官養成所研究報告
中国の農地・農村

第1巻第1～2号

友好訪中団報告書

三郎

中央気象臺附属気象技術官養成所
農業土木会北海道支部

中低層鉄筋建物の耐震設計法

社団法人鋼材倶楽部

中部地区災害科学資料センター文献・資料目録

昭和五十年十一月

技報堂出版

中部地区災害資料センター

中部地区災害科学資料センター文献資料目録（その2）
中部地区災害科学資料センター文献資料目録（その3）
中部地区自然災害科学資料センター文献・資料目録（USGS)
中部地区自然災害科学資料センター文献・資料目録（土砂災害)
中部地区自然災害の実態と予測に関する総合研究（手書き背表紙）
中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更（3号原子炉の増設）に係る安全性について
中部地区自然災害科学資料センター蔵書目録

中部地区自然災害科学資料センター

忠別地区

ダム貯溜水温調査解析報告書

資料編

昭和46年度

日本気象協会北海道本部

忠別地区

ダム貯溜水温調査解析報告書

資料編

昭和47年度

日本気象協会北海道本部

超関数理論の概観と波動論への応用

田治米鏡二

調査研究報告（第三十八～四十二号）（ヌケ第四十号）

北海道立寒地建築研究所

調査研究報告書

札幌市除雪対策専門委員

昭和48年3月24日

調査研究報告（No.20、21）

北海道立寒地建築研究所

調査研究報告（No.22～25、37）
調査報告書

北海道立寒地建築研究所

札幌土木現業所（中間報告）

昭和39年度夕張市南大夕張地内南部地滑り調査

朝鮮河川調査年報

日本特殊土木工業株式会社
朝鮮総督府

千代田新水路への洪水流入（無人ヘリ映像）02.10.08(ＶＨＳ)
直轄河川防御対象氾濫区域図（石狩川下流水系）

北海道開発局

チリ地震津浪被害調査概報

日本建築学会北海道支部

土質調査法

土質工学会

土と基礎

土質工学会

実用数式・図表の解説

土と基礎の沈下と変形の実態と予測

土質工学会

土と構造物の動的相互作用

土質工学会

津波工学研究報告

第36号

東北大学

津波の浅海域での特性に関する総合的研究

最終報告書

災害科学国際研究所

堀川清司

低温科学

生物篇（第十一～三十五号）

低温科学研究所

低温科学

物理篇（第十一～五十三号）（ヌケ第十八～二十、二十三号）

低温科学研究所

泥炭地における河川築堤の土質工学的調査-石狩川水系における主として沈下、圧縮調査例の概要-

北海道開発局土木試験所

堤防の氾濫防止効果に関する模型実験（第九回建設省直轄技術研究会資料）1955.7.28

有賀世治

天塩川参考資料

北海道開発局

天塩川水系工事実施基本計画参考資料

天塩港調査報告

北海道開発局

鉄筋コンクリート構造物の耐震安全性

山田稔

技報堂出版

鉄筋コンクリート建物の動的耐震設計法

梅村魁

技報堂出版

テンソルとレオロジー

横道英雄

技報堂出版

同一測線におけるラブ波とレーリー波の分散と地下構造との関係

小柳敏郎

東海豪雨災害の残した問題点とその後の対応

辻本哲郎

冬期季節風の吹き出し方向に直交する筋状雲の構造

佐藤晋介

冬期只見川上流域水文気象調査総合報告

東北電力株式会社

冬期道路交通維持技術について（1）

板倉忠三

鉄筋コンクリート床スラブにおける大撓み発生原因の解明とその対策

東京工業大学

土木工学科

研究報告（第十五、十六、二十六～二十八号）

東京照射学
東京大学

三菱総合研究所地域計画部編
地震研究所研究速報

東京大学地震研究所彙報別冊

第6号

東京大学地震研究所

第4号第7冊

東京大学地震研究所研究速報（第10号4～5冊）
東京大学地震研究所要覧1974
東京大学地震研究所彙報別冊
東京帝国大学地震研究所

第4号第8冊

地震観測報告

東京帝国大学地震研究所彙報

別冊（第一～三号）

東京帝国大学地震研究所彙報（第一～十五号）
東京湾アクアライン

技術が奏でるシンフォニー(ＶＨＳ)

東京湾アクアライン

写真集

道新フォーラム

日本道路公団

リゾート開発の行方

北海道新聞社

東南アジアの気候の特性について（2）-ラオス・タイ・マレーシア・シンガポールの大雨-

中島暢太郎

東北・北海道における昭和55年夏季の異常低温による農作物の実態調査と解析

藤瀬一馬

東北大学工学部津波防災実験所

1981

東北大学災害科学国際研究所

活動報告書

二〇一二

東北大学津波防災実験所研究報告/津波工学研究報告（第1～39号）（ヌケ第25号）
東北地域災害科学研究（昭和四十四～六十二年度）（ヌケ昭和五十九年度）
東北地域災害科学研究（第25～58巻）（ヌケ第41～43、46、47巻）

東北地区自然災害資料センター

東北地方で得られた強震記録に関する資料

東北大学工学部

東北地方微小地震地殻変動観測資料 昭和48年度自然災害特別研究（1）
道路雪氷の研究

前野紀一

十勝川

北海道開発局

写真で綴る変遷

十勝川確率高水流量に就いて

北海道開発局河川課

十勝川写真集

北海道開発局

十勝川の流水に関する調査報告

北海道大学工学部理学第一研究室

十勝川の流水に関する調査報告

北海道大学工学部理学第一研究室

十勝岳

北海道防災会議

十勝岳爆発災害調査報告

北海道農業試験場

十勝ダム図集

北海道開発局

十勝地域計量調査

河川の流送浮泥について

北海道総合開発委員会事務局

特定研究（災害科学）研究報告集録

災害科学総合研究班

特定研究（災害科学）研究報告集録（昭和39年3月末現在）第一分冊

災害科学総合研究班

特定研究（災害科学）研究報告集録（昭和40年3月末現在）

災害科学総合研究班

特定研究（災害科学）研究報告集録（昭和41年3月末現在）

災害科学総合研究班

特定研究（災害科学）研究報告集録（昭和42年3月末現在）

災害科学総合研究班

特定研究（災害科学）研究報告集録/自然災害特別研究報告集録/自然災害特別研究報告・研究成果集録（昭和43～60年
度）（ヌケ昭和四八年度）

自然災害科学総合研究班

特別寄稿

酒井良男

原子力発電の立地と地震

公務職員研修協会

都市化と流出

角屋睦教授退官記念論文集

都市近郊保安林の防災機能に関する基礎的研究

駒村富士弥

土質工学における化学の基礎と応用

土質工学会

土質工学用語解説集

土質工学会

土質動力学の基礎

石原研而

鹿児島出版会

都市と災害

日本都市学会編

ぎょうせい

都市の変容と自然災害

石原安雄・大沢胖・伯野元彦

日本学術振興会

都市流出に係わる豪雨の時空間的広がりに関する研究

高木不折

とっさの情報処理

風間亮一

その2 -釧路沖地震と東北沖地震を比較して-

とっさの情報処理（釧路沖地震の教訓から）

風間亮一

鳥取県西部地震、サハリン地震、北海道東方沖地震
突発災害調査研究の総括

災害科学総合研究班

突発災害調査研究の総括（2）

災害科学総合研究班

突発災害調査研究の総括（3）

自然災害科学総合研究班

突発災害調査研究の総括（4）

自然災害科学総合研究班

トドマツ樹幹の凍裂の発生機構、とくにその水喰材との関係について

石田茂雄

トドマツ生材の凍結温度

石田茂雄

土木技術者のための地質学

高橋彦治

鹿児島出版会

土木研究所資料（第2078、2226、2246、2576、2591、2604、2756、2757号）
土木構造物の新構造美観編

中村作太郎

土木試験所彙報

北海道開発局土木試験所

第五号、第十三号

土木試験所年報（第十一、十九～二十九号）

北海道開発局土木試験所

土木施設災害復旧工法

建設省河川局防災課監修土木施設防災工法研究会編

解説編・施工冷編

山海堂

苫小牧1962
とまこまい'69 昭和44年度市勢要覧
苫小牧海岸調査報告

昭和27・28年度

苫小牧市役所

苫小牧海岸調査報告

昭和36年3月

北海道開発局室蘭開発建設部

苫小牧海岸調査報告

昭和37年3月

北海道開発局室蘭開発建設部

苫小牧郷土史年表

苫小牧郷土文化研究会

苫小牧工業港1961
苫小牧工業港の修築と技術的検討
苫小牧市開港

開基90周年

市制15周年

記念式典

苫小牧市

苫小牧の物産
苫小牧港調査報告
苫東

調査

昭52

サンコー

倶多楽（日和山）

北海道防災会議

内陸盆地の降雪機構に関する観測的研究

中井専人

長崎豪雨災害10年にみる防災力の現状と課題に関する調査報告書

高橋和雄

渚滑川河口調査資料（2、3、4、？、6、7）（箱）
渚滑川河口調査資料（8、9）（箱）
名古屋大学教授

山本良三博士

なぜ・ナニ有珠山

退官記念業績集

耕地の風害とその対策に関する研究

山本良三

火山のことをもっと知ろう！(ＶＨＳ)

雪崩事業費による研究の経緯と成果 外部点検評価報告書

北海道大学低温科学研究所

雪崩文献目録

第1集

自然災害科学北海道地区資料センター室

雪崩文献目録

第1集（和文篇）1977年2月

自然災害科学北海道地区資料センター室

奈良女子大学地理学研究報告（Ⅴ、Ⅵ）

奈良女子大学

奈良大学地理学研究報告（第二十一～二十七号）

奈良大学

奈良大地理

第一九号

奈良大地理（第23号）

奈良大学

奈良大地理（第24、25号）

奈良大学

奈良大地理（第三～二十二号）（ヌケ第十九号）

奈良大学

南西諸島における干バツと節水灌漑

長智男

南米コロンビア国ネバド・デル・ルイス火山の一九八五年噴火と災害に関する調査研究

勝井義雄

南米コロンビア国ネバド・デル・ルイス火山の一九八五年噴火と災害に関する調査研究

勝井義雄

南方海域海底火山の活動記録

関東地区災害科学資料センター

新潟県の地すべり調査報告書目録

新潟大学

新潟県の地すべり調査報告書目録-その1-

新潟大学

新潟市域災害年表

南憲一

新潟大学

2002年11月

積雪地域災害研究センター

西野博士論文
西畑勇夫先生記念論文選集

西畑勇夫先生記念会

日本海地域の自然と環境（第3～24号）

福井大学地域環境研究教育センター

日本海地域の自然と環境（第25号） 福井大学地域環境研究教育センター研究紀要

福井大学地域環境研究教育センター

日本海地域の自然と環境（第26号）

福井大学地域環境研究教育センター

日本海地域の自然と環境（第27号）

福井大学地域環境研究教育センター

日本海地域の自然と環境（第28号）

福井大学地域環境研究教育センター

日本火山学会会員名簿

日本火山学会

日本火山学会会員名簿（一九九一年、二〇〇三年）

日本火山学会

日本建築学会北海道支部創立25周年記念 北海道の建築にかかわる研究文献目録

日本建築学会北海道支部

日本建築学会論文報告集

第56号

日本自然災害学会会員名簿

1997年

日本自然災害学会

日本地図帳

日本図書館協会・全国学校図書館協議会選定図書

日本における最大級豪雨の時間的空間的集中特性に関する実証的研究

桑原英夫

日本農業気象学会北海道支部会誌

第12号

日本農業気象学会北海道支部

日本農業気象学会北海道支部会誌

第13号

日本農業気象学会北海道支部

日本の火山性地震・微動のデータベース

火山地震データ編集グループ

日本の地震学の概観

地震学会

日本の特殊土

昭文社

土質工学会

日本林学会北海道支部論文集

第四十七号

日本被害地震総覧

宇佐美龍夫

東京大学出版会

ニューマークの数値計算法

成岡昌夫

情報堂出版

熱帯海洋上の対流活動の日変化

久保田尚之

ねばりを考慮した地盤の液状化発生予測手法の開発

風間基樹

日本林学会

北海道支部講演集

第15、17～19号（別刷）

根室市の地盤と地質

北海道

年報

新潟大学

第2号（2008年）

年報（第1～3号）（ヌケ第2号）

新潟大学災害復興科学センター

濃尾臨海低平地域の水災害に対する居住安全性の評価

昭和58年11月

細井正延

濃尾臨海低平地域の水災害に対する居住安全性の評価

昭和59年11月

細井正延

農地保全の研究（No.1～3）

農業土木学会農地保全研究部会

農林災害

沢田敏男

農林災害年表
ノースリッジ地震の記録-1994年1月17日発生-雑誌によるスクラップ集
のぼりべつ
のぼりべつ'61 開基90周年・町制施行10周年記念
登別町史
破壊現象とその予測の可能性

ワークショップ報告書

自然災害科学総合研究班

箱型鋼矢板と深海岸壁の築造

種谷賽

畑作物の湿害防止に関する試験成績

北海道立北見・十勝農業試験場

畑地におけるかんがいによる霜害防止

髙橋英紀
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小柳敏郎
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山口甲

波浪観測台帳

港湾局建設課

波浪研究会報告
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阪神・淡路大震災

品川守

関博之

北海道河川防災研究センター

港湾局建設課

防災研究への取り組み

京都大学防災研究所

阪神・淡路大震災における消防活動の記録-神戸市域-

神戸市消防局

阪神・淡路大震災復興まちづくり調査報告研究会資料

生活被災・応急・立ち上がり過程にみる地区施設・地区環境・防

災まちづくり

日本建築学会都市計画委員会

阪神淡路大震災地図
阪神大震災

朝日新聞大阪本社版

紙面集成

1995.1.17～2.17

朝日新聞社

阪神大震災の教訓

日経アーキテクチャ

ひうち灘魚島における水温変動について

田中正昭

東アジアにおける歴史的都市の成立と系譜に関する地理学的研究

千田稔

東日本大震災における学校等の被害と対応に関するヒアリング調査

記録集

日本安全教育学会

東日本大震災における学校等の被害と対応に関するヒアリング調査

記録集

日本安全教育学会

東日本大震災における学校等の被害と対応に関するヒアリング調査

記録集

日本安全教育学会

ビキニ水爆被災資料集

三宅泰雄

被災者復興支援会議の活動記録-阪神・淡路大震災とくらし再建-

被災者復興支援会議

東京大学出版会

微小地震観測所要覧（第2版）
日高、胆振海岸浸食成因調査報告書 昭和40年度

北海道開発局土木試験所

日高山脈地震被害調査報告書
日高西部地震による強震動の研究

笹谷努

微動と地震動災害について

野越三雄

ビューフォート風力階級

波浪階級 室蘭潮位表（昭和32年）（手書き）

兵庫県地域防災計画（資料編）（平成2年修正）

兵庫県防災会議

兵庫県地域防災計画（資料編）（平成3年修正）

兵庫県防災会議

兵庫県地域防災計画（震災対策計画編）（平成2年修正）

兵庫県防災会議

兵庫県地域防災計画（震災対策計画編）（平成3年修正）

兵庫県防災会議

兵庫県地域防災計画（平成2年修正）

兵庫県防災会議

兵庫県地域防災計画（平成3年修正）

兵庫県防災会議

びわ湖開発資料年表

滋賀県立図書館

琵琶湖周辺の気象（1）

中島暢太郎

琵琶湖に関する文献目録（自然科学編）

滋賀県立図書館

ファジィ・システム専門講習会テキスト

国際ファジィシステム学会日本支部

フォッサ・マグナ北部地域における崩災の発生機構と予測に関する研究
フォッサマグナ北部地域における崩災の発生機構と予測に関する研究
福井大学

地域環境研究教育センター

福井大学

地域環境研究教育センター

成果報告

茅原一也

福井大学積雪研究室研究報告（第5、7～10、13～15）
福山、笠岡周辺の夏の海陸風について

中島暢太郎

付図
降灰が市民生活に及ぼす影響および基礎的基盤の整備に関する調査報告書-火山と共生する島原に向けて-

高橋和雄

古地震

萩原尊禮

プレコンチナンⅢの実験について

ジャック-イヴ・クストー

噴火災害の特質とHazard Mapの作製およびそれによる噴火災害予測の研究

下鶴大輔

噴火災害の特質とHazard Mapの作製およびそれによる噴火災害予測の研究

下鶴大輔

文化財建造物等の地震対策に関する日中専門家ワークショップ

東京文化財研究所

報告書

噴火メカニズムと災害

日下部実

噴火予知のための主要活火山における熱的状態の調査研究

横山泉

東京大学出版会

平成10年度（1998）愛知県活断層調査研究委員会資料
平成12年（2000年）有珠山噴火災害報告

北海道開発局

平成13年度研究委員会活動

地下水涵養研究委員会

平成14年度

大阪平野地下水シュミレーションモデル解析（中間活動報告）

寒地河川学研究会

「石狩川土砂管理計画検討」資料

平成十四年度

北海道大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻

修士論文概要集

平成十四年度

北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻

修士論文概要集

平成15年台風10号北海道豪雨災害調査団

報告書

平成15年度

環境研究室成果報告書

平成15年度

独立行政法人北海道開発土木研究所

平成十七年度

網走川

財団法人北海道河川防災研究センター寒地河川学研究会

土木学会
独立行政法人北海道開発土木研究所
業務実績報告書

北海道大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻

平成4年9月11日洪水

室蘭開発建設部

修士論文概要集

常呂川 洪水報告書（速報版）

北海道開発局

平成5年8月豪雨による鹿児島災害時の防災機関、自主防災組織および市民の対応

長崎大学工学部

平成五年八月豪雨による鹿児島災害の調査研究

岩松暉

平成8年度

自然災害科学中部地区シンポジュウム

平成元年度

自然災害ワーキンググループの報告

平成十年二月

全球水文過程研究

3次元数値モデルによる豪雨の予報システムのための検討

研究成果報告集（第一分冊）

吉崎正憲
科学技術庁

防災科学技術研究所

平面図形の慣性主軸方向の決定に関する一考察

杉野目章

別冊

（財）北海道河川防災研究センター・研究所

洪水流出解析事例集

単一流域を対象とした貯留関数法の精度比較

防災科学技術（No.24～33）（ヌケNo.25～28、30）

科学技術庁国立防災科学技術センター

防災科学技術（No.33～70）（ヌケNo.42、44～49、52、54～58）

国立防災科学技術センター

防災科学技術研究所

研究資料（第十四～一一七号、付図）（ヌケ32、33、55、64、66、69、81、84、85、96、98、

101、109、116）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第一一八～二四〇号）（ヌケ125、136）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第169、178、184、一八九、二〇〇、二一〇、二一一号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第二二一、二二二、二三八、二四四、二四七、二四八、二五九、二六〇、二七〇、二七

一、二七七、二七八、二八五、二八六、二九〇、二九一号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第二四一～三〇九、三一七、三一一、三二一号）（ヌケ242、244、280）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三二三～三三五号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三三六号「全国地震動予測地図」作成手法の検討、同DVD版）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三三六号〔別冊1〕、〔別冊2〕）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三三六号〔別冊3〕、〔別冊4〕）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三三七～三四〇号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三四三、三三六〔別冊5〕、三三六、四一三、三四一、三四二号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三四四～三四九号）（ヌケ第三四七号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三四七、三五〇～三五九号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第三六〇～四〇〇号）（ヌケ三九五号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第四〇一～四十八号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第七十二、三一〇、三一二～三二〇号）（ヌケ第三一七～三一八号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第四一九～四三三号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第434～444号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第434～461号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究報告

防災科学技術研究所

第七十六号

防災科学技術研究所研究報告（第六十八、七十五、七十四、六十九、七十、七十一、七十三、七十七、七十八、八十一～
八十三号）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所ニュース（紙ファイル）
防災科学技術研究所年報（平成2、七～十一年度）

国立防災科学技術センター

防災科学技術センターニュース（紙ファイル）
防災科学技術総合研究速報/国立防災科学技術センター研究速報（第一～九十一号）（ヌケ第2、4～13、24、32、46、
49、73号）

国立防災科学技術センター

防災科学技術総合研究報告（第二十五、二十八、三十一号）

国立防災科学技術センター

防災基準と二次災害防止に関する報告

日本学術会議災害工学研究連絡会自然災害科学総合研究班

防災基本計画

平成7年7月

中央防災会議

防災専門図書館所蔵

地震関係図書目録

社団法人全国市有物件災害共済会

防災専門図書館

防災専門図書館所蔵

農業災害関係図書目録

社団法人全国市有物件災害共済会

防災専門図書館

防災白書62

国土庁編

防災白書63

国土庁編

防災まちづくりハンドブック
報道写真全記録

タウン・クラフティングA・B・C

国土庁大都市圏整備局

阪神大震災

朝日新聞社

北大委託研究報告

昭和54年度

北陸農業研究資料

第八号

河川の機能に関する基礎的研究

昭和55年度

岸力

上越市（高田）における積雪断面観測資料

農林水産省北陸農業試験場

快適な生活空間を求めて

天野光三

歩車共存道路の計画・手法

都市文化社

北海道2003年日高洪水災害フォーラム資料集
北海道2003年日高洪水災害フォーラム資料集
北海道開発局

治水工事三十年のあゆみ

北海道開発局十五年小史
北海道開発局が行う

環境影響評価

北海道工業大学研究紀要（第二十一～三十四号）

北海道工業大学

北海道砂防計画論

北海道開発局

昭和六十三年六月

北海道自治年鑑1988昭和六十三年版

北海道広報社

北海道主要造林樹種の凍害に関する研究（Ⅰ）凍害と温度

今田敬一

北海道主要造林樹種の凍害に関する研究（Ⅱ）凍害と朝日の影響

今田敬一

北海道主要造林樹種の凍害に関する研究（Ⅲ）凍害発生の時期

今田敬一

北海道主要造林樹種の凍害に関する研究（Ⅳ）土壌凍結の影響

今田敬一

北海道西岸に発生する小低気圧の研究（技術時報別冊38号）

札幌管区気象台

北海道大学

農学部農業物理研究室報告

昭和43年12月、昭和42年3月

北海道大学アイソトープ総合センター 平成23年度

自己点検・評価報告書

北海道大学

北海道大学工学部建築工学科40周年記念誌
北海道大学工学部所蔵

欧文雑誌目録（1980）

北海道大学工学部図書室

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山観測センター

年報（二〇一三～二〇一五年度）

北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター

二〇〇二年度年報

北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター

二〇〇三年度年報

北海道大学低温科学研究所付属流氷研究施設外部評価報告書

北海道大学低温科学研究所

北海道太平洋岸における津波の地域特性

八鍬功

北海道太平洋岸の津波の地域特性

八鍬功

北海道地域災害科学研究

北海道地域研究班

研究報告

北海道地域防災計画

北海道防災会議

北海道と北東ユーラシアの新たな交流の進展に向けて

次世代の北東ユーラシアネットワーク形成に関する調査研究会

北海道南西沖地震関連記事スクラップ集1.

北海道新聞

朝夕刊

93.7.13～7.20

北海道南西沖地震関連記事スクラップ集2.

北海道新聞

朝夕刊

93.7.21～8.2

北海道南西沖地震関連記事スクラップ集3.

北海道新聞

朝夕刊

93.8.3～8.15

北海道における異常気象文献目録

自然災害科学北海道地区資料センター

北海道における沿岸・海洋災害文献目録

北海道地区自然災害科学資料センター

北海道における海象（沿岸・海洋）災害文献目録

北海道地区自然災害科学資料センター

北海道における火砕流堆積物及び火山灰層の分布についての研究

第1編（道南地域）

北海道

北海道における火砕流堆積物及び火山灰層の分布についての研究

第2編（全道地域）

北海道

北海道における火砕流堆積物及び火山灰層の分布についての研究（第1、2編）

北海道

北海道における火砕流堆積物及び火山灰層の分布についての研究（第1、2編）

北海道

北海道における河川災害文献目録

自然災害科学北海道地区資料センター

北海道における航空網と幹線空港に関する調査研究

横道英雄

北海道における災害写真のスライド資料目録

自然災害科学北海道資料センター

北海道における地盤災害文献目録

北海道地区自然災害科学資料センター

北海道における電線着雪とその発達抑止に関する研究

五藤員雄

北海道に於ける特異地盤に対する地震緊急対策に関する研究（第1～6編）（ヌケ第4編）

北海道地震災害研究グループ/北海道防災会議

北海道における農作物の収量と気象要因との関係について

北海道農業試験場

北海道における農林災害文献目録

自然災害科学北海道地区資料センター室

北海道における農林災害文献目録（1）-昭和46年3月北海道における農林災害文献目録（1、2）
北海道における冷害危険度の推定と今後の研究上の問題点
北海道農業試験場報告

北海道農業試験場

第六十二号

北海道の気候と農業気象災害

横田廉一

北海道の漁港における漂砂問題とその対策について

北海道開発局土木試験所

文永堂

北海道の災害略史

村井延雄

北海道の地すべり

北海道土木部

北海道のダム 1986

「北海道のダム」編集委員会

北海道広域利水調査会

北海道の治水

舘谷清

北海道河川防災研究センター

北海道の農業気象

第20号

別刷 寒冷紗を使用した場合の暴風施設の効果

北海道の農業気象（日本農業気象学会北海道支部会誌）（第15～22号）（ヌケ第16～17号）
北海道立地下資源調査所

年報

平成7年度

山口甲

横田廉一
日本農業気象学会北海道支部

北海道立農業試験場報告

第9号

北海道立農業試験場

穂別町史
本州四国連絡橋

児島・坂出ルート

本州四国連絡橋公団

本荘市地盤振動特性調査報告

本荘市

マサ土地帯における土砂災害の予測と防止に関する研究

網干寿夫

マサ土地帯の災害防止に関する類型化とその適用に関する研究

松浦誠

海洋架橋調査会

まちづくり協議会による復興まちづくりの課題と展望
松代群発地震資料月報（No.2）

松代地震センター

松代群発地震資料報告（No.14、18～22、24～28）

松代地震センター

松代地震センター15年のあゆみ
松代地震総合報告会
真夏の大崩落

講演要旨

科学技術庁国立防災科学技術センター

長野市地附山地すべり災害の記録

長野市

マルチパラメーターレーダーによる豪雨・豪雪の検出方法の検討

遊馬芳雄

三日で解決せよ有珠山噴火現地対策本部長奮闘記

増田

敏男

時事通信社

緑色岩類（No.1、2）
南関東の活断層分布図

村井勇

ミニコンピューターによる短周期地震波の多成分観測

後藤典俊

宮城県地震地盤図

宮城県

宮城県で得られた強震記録に関する資料

東北大学工学部

鵡川参考資料

建設省河川局

鵡川水系工事実施基本計画参考資料

鵡川町史
室蘭市周辺の軟弱地盤及び火山性砕屑岩の地質調査研究

北海道

室蘭市周辺の軟弱地盤及び火山性砕屑岩の地質調査研究

北海道

明治一～三十年、東京で観測した地震の表

東京都防災会議

メーカーハウスVol.5 地震に強い家づくり

佐藤紀章

メゾスカーフ

ジャック・ピカール

モニュメントからみた雪崩災害

新潟大学積雪地域災害研究センター

物語

長尾義三

日本の土木史

鹿島出版会

森と湖と火山の支笏・洞爺国立公園
モルタル・コンクリートの塑性流動に関する研究

桑原隆司

文部省科学研究費

災害科学総合研究班

自然災害特別研究 昭和51年11月

やませ時の冷害の原因となる下層雲の発生機構とその発現予測の可能性に関する研究

兒玉安正

ヤマセの発現機構と予測に関する研究

浅井冨雄

やや長周期（周期約2-20秒）地震動のデータを用いた震源過程の解析

伯野元彦

夕張市南部地すべり調査

日本特殊土木KK.

ユーラシアにおける都市囲郭の成立と系譜に関する比較地誌学的研究

戸祭由美夫

横浜市地震時複合危険度図について

横浜市計画局防災技術部

予知・予報の現状と問題点
予報資料

ワークショップ報告書

自然災害科学総合研究班

石狩川の洪水予報

北海道開発局石狩川治水事務所

よみうりランド

レジャーとともに40年

陸水物理研究会

水文学研究会

合同研究発表会

パンプレット

リバーフロント研究所報告（第13、15号）

財団法人リバーフロント整備センター

流域雨量予測による総合防災システム（降雨防災）に関する総合研究

科学技術庁

流域雨量予測による総合防災システム（降雨防災）に関する総合研究成果報告書

科学技術庁

流域保全における森林の多目的利用

村井延雄

輪中聚落地誌

中澤辨次郎

冷害防止現地試験成績〔稲作〕（昭和41、42年度）

北海道立農業試験場

冷蔵庫の凍上害

木下誠一

漏水防止工法について
ロサンゼルス地震
ロマ

建設省土木研究所

1994/1/17

プリエタ地震被害調査報告

ロマプリエータ地震の記録・雑誌によるスクラップ集
ロマプリエータ地震の記録・新聞によるスクラップ集
わが国の強震観測の現状整理と改善への方向

太田裕

わが国の自然災害科学

災害科学総合研究班

一九七七

和歌山県長峯変成帯縦貫-藤白・長峯トンネル地質調査資料

岩橋勉

忘れない、東海豪雨

社団法人中部建設協会

伊豆諸島における火山噴火の特質等に関する調査・研究報告書
一九八三年五月二六日

日本海中部地震津波検潮記録

一九八三年五月二六日

日本海中部地震津波踏査報告

平成二年五月

東京都防災会議

一九八二年三月二十一日浦河沖地震調査報告

北海道地区自然災害科学資料センター

雨水技術資料

社団法人雨水貯留浸透技術協会

第29号

特集/災害時の水利用

雨竜川の改修沿革調査報告書

西川鶴元・高井利秋

雲仙普賢岳噴火災害

社説・特集記事等

雲仙普賢岳噴火災害

住居関連記事 1

雲仙普賢岳噴火災害

住居関連記事 2

雲仙普賢岳噴火災害関連記事スクラップ集⑦

長崎新聞

雲仙普賢岳噴火災害関連記事スクラップ集⑧

長崎新聞

雲仙普賢岳噴火災害関連記事スクラップ集⑨

朝日新聞

雲仙普賢岳噴火災害関連記事スクラップ集⑩

北国新聞

越前海岸山崩れとその災害に関する調査研究

三浦靜

越前海岸山崩れとその災害に関する調査研究

三浦靜

沿岸・海洋Ⅰ
沿岸海域における流氷の運動予測の研究

田畑忠司

沿岸地帯の開発に伴う自然災害の予測の研究

研究中間報告書

沿岸地帯の開発に伴う自然災害の予測の研究

昭和50年5月

昭和48年9月

飯田汲事
飯田汲事

沿岸低地帯の地盤沈下の実態と災害の解明
沖積河川における洪水流の制御と治水安全度の向上に関する研究

岸力

沖積河川の流路変動に関する基礎的研究

藤田裕一郎

沖積蛇行の平面および河床形状と流れに関する水理学的研究

長谷川和義

沖縄の自然災害の調査報告

中島暢太郎

架空送電線の氷雪害対策

日本氷雪学会

河口閉塞調査報告書

河口閉塞調査資料Ⅲ

河床上の矩形粗度が水路の抵抗に及ぼす効果の研究

山岡勲

河川に関する研究報告（第3号）

北海道開発局旭川開発建設部

河川の機能に関する基礎的研究

昭和60年

北海道開発局

河川の機能に関する基礎的研究

平成2年

北海道開発局

河川の機能に関する基礎的研究

昭和57年

北海道開発局

河川の機能に関する基礎的研究

昭和58年

北海道開発局

日本農村問題研究所

河川の機能に関する基礎的研究

昭和59年

北海道開発局

河川の高水計画と河道形状に関する総合的研究
河川関係技術資料（2）

月報一〇一～二三四号

北海道開発局

河川災害Ⅰ
河川段階改修計画における氾濫規模の予測と最適化手法に関する研究

神田徹

河川堤防の漏水対策技術

北海道河川防災研究センター

河川堤防護岸の破壊条件の研究

赤井浩一

河川流域における雨水流出特性の平均化過程に関する基礎的研究

松林宇一郎

河相変動論

北海道河川防災研究センター

河道維持に関する基礎的研究

北海道開発局

火山灰・軽石の集合流動（泥流）の発生領域と・防災計画に関する研究

山岡勲

海岸における波の制御に関する研究

岩垣雄一

海岸埋立地域の地盤動特性と震害対策
海震に対する駿河湾奥部の海岸工学的応答特性の研究

菱田耕造

海洋観測

理化学器械製作株式会社

水理生物調査器械

確率統計水文学 研究資料（その1）
確率統計水文学 研究資料（その一）
確率統計水文学 研究資料（その1）一九七五・三
確率統計水文学 研究資料（その二）
確率流量の算定に関する総合的研究

藤田睦博

学章防災教育のあり方とその教育効果判定法に関する研究

水野欽司

活断層の分布・活動度と地震危険度

貝塚爽平

寒冷地における高速道路の雪害と対策研究

板倉忠三

寒冷地における平野の特性と形成機構に関する研究報告

大矢雅彦

関西地区災害科学研究資料文献・資料目録（ⅩⅤ、ⅩⅠⅤ、ⅩⅢ）

関西地区班

関東地区災害科学資料センター文献目録（その5）
関東地区災害科学資料センター資料（その10）
関東地区災害科学資料センター文献目録（その1～4）
関東地区災害科学資料センター文献目録/関東地区災害科学資料センター文献・資料目録（その12～19）（ヌケその14、
16）
関東平野直下に地震活動及び地震動予測についての基礎的研究

宇佐美龍夫

丸山

北海道防災会議

岩尾内ダム流域雨量資料
季刊

消防科学と情報（第五十～六十号）

吉野川・北上川資料
丘陵地の流出特性に関する研究

筑波大学

宮城県水産試験場研究報告（第六、七号）

宮城県水産試験場

宮城県沖地震災害に関する諸調査の総合的分析と評価

仙台都市科学研究会

急激な都市化に伴う災害ポテンシャルの変遷過程の研究

森本良平

京阪神をモデルケースとした地震動災害の防止に関する地域的対策の研究

小堀鐸二

京都大学防災研究所（パンプレット）
強振動および津波の予測と破壊能評価に関する研究

平澤朋郎

強震観測事業推進連絡会議

防災科学技術研究所

強震速報（No.15～46）（ヌケNo.19、20、23、30、35）

強震動および津波の予測と破壊能評価に関する研究

平澤朋郎

郷土資料（15）濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告

岐阜大学教育学部

郷土資料（9）濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告

岐阜大学教育学部

九州の火山地域における地盤災害の評価と対策

山崎達雄

九州大学理学部

島原地震火山観測所 研究報告（第13～14号）

九大地熱・火山研究報告（第25号）2020年12月
九大地熱研究報告/九大地熱・火山研究報告
釧路公立大学紀要

九州大学大学院工学研究院

人文・自然科学研究（第33号）

釧路公立大学

釧路川水系工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

傾斜都市域の洪水・土砂氾濫災害の予測と軽減･復興対策に関する研究

高橋保

傾斜都市域の洪水・土砂氾濫災害の予測と軽減･復興対策に関する研究

高橋保

傾斜都市域の洪水・土砂氾濫災害の予測と軽減･復興対策に関する研究

高橋保

傾斜農林地の開発に伴う自然災害の防止に関する研究

河村三郎

月刊

地球

九重地熱・火山研究観測ステーション

第五～十号

群発地震

研究年報（第3～27号）（ヌケ第4、18号）

新潟大学積雪地域災害研究センター

研究報告（1976、1975）
後志利別川参考資料

後志利別川水系工事実施基本計画参考資料

建設省河川局

交通安全白書63

総務庁編

公共事業予算制度の研究（Ⅱ）常願寺川水系治山治水事業実態調査報告

科学技術庁資源局

広帯域（周期0.1～20秒）地震動特性に関する研究

伯野元彦

弘前大学理学部雪害観測所報告（第一～七号）（ヌケ第四号）

弘前大学

構造システムから住空間までを含む建築物総合地震安全性の常時監視ウェブネットの構築

岡田成幸

構造物の振動論

酒井忠明

江戸川感潮部水理調査報告書（Ⅰ）

建設省

洪水、土砂流出および海岸侵食による災害とその防御に関する研究

江頭進治

洪水の立体観測

北海道開発局

洪水の流出に関する研究

北海道開発局

洪水記録（昭和三十一年・昭和三十三年）

石狩川治水事務所

洪水災害危険度の評価法に関する研究
洪水時における河川堤防の安全性と水防技術の評価に関する研究
洪水文献集（英文）

科学技術庁

洪水文献集（英文）

科学技術庁

降ひょうと下降流突風（ダウンバースト）による災害に関する研究

小元敬男

降雨災害をもたらす豪雨の集中度に関する研究

武田喬男

降雪観測用レーダの技術調査報告

土木研究所

降雪地域用リモートセンシンググランドトルースの確立

村本健一郎

高速なだれの破壊力の研究

中川正之

高潮の発生機構とその極値に関する研究

土屋義人

高度化、多様化する物流ニーズに対応する物流拠点の多面的活用を推進するための方策に関する調査-物流拠点の再開発に
よる高度利用に関する調査－報告書
豪雨による土砂崩壊の予測に関する研究

道上正規

豪雨による土砂崩壊の予測に関する研究

道上正規

豪雨による土砂崩壊の予測に関する研究（中間報告）

道上正規

豪雨による表層崩壊の発生に関する研究

駒村富士弥

豪雨域の強度・規模・移動方向が洪水流出に及ぼす効果に関する研究

小尻利治

豪雨出水の実時間予測と制御に関する研究

高棹琢馬

豪雪災害の発生動態と被害予測に関する研究

秋田谷英次

豪雪時における降積雪の監視システムならびに降雪過程に関する総合研究

科学技術庁研究調整局

豪雪時の交通を中心とした社会的機能のシュミレーション

日本積雪連合会

豪雪地帯森林の取り扱いに関する総合的研究

北村昌美

豪雪地帯森林の取り扱いに関する総合的研究

北村昌美

国際水文学一〇年計画（ＩＨＤ）国内計画に関する資料

科学技術庁資源局

黒部ホウ雪崩－黒部峡谷乾雪表層雪崩の研究－

富山大学立山研究室

今日までの下水道工事概要と被害発生に関する経緯（ホチキス止め）

五十嵐冷蔵株式会社

砂浜決壊の防止工法とその適用性に関する研究

尾崎晃

砂防ダムの機能評価に関する基礎的研究

堀内照夫

最近の内陸直下型地震の調査報告

東京都立大学地震研究グループ

災害に伴う地域住民の生活体系の変容に関する研究

北海道大学

災害の規模と防災計画の基準に関する研究

災害科学総合研究班

災害の規模と防災計画の基準に関する研究

文献集

災害科学総合研究班

災害の地域的特異性に関する基礎的総合研究（中間研究報告）
災害科学の研究成果とその問題点（大きな冊子が2冊）

災害科学総合研究班

災害科学の研究成果とその問題点（小さな冊子が1冊）

災害科学総合研究班

災害科学研究通信（No.2～No.59）（ヌケNo.1、38～39、53）

自然災害総合研究班

災害科学総合講演会

自然災害総合（研究）班

講演要旨/自然災害科学総合シンポジウム（第1～12回）

災害警報と避難行動に関する研究

京都大学防災研究所

鈴木裕久

災害警報の伝達とその効果に関する研究

岡部慶三

災害資料の収集とその解析による自然災害事象の研究

一九八四年三月

災害資料の収集とその解析による自然災害事象の研究

一九八五年三月

災害資料の収集とその解析による自然災害事象の研究

一九八六年三月

災害資料の収集とその解析による自然災害事象の研究

一九八七年三月

災害資料文献目録（一、二）（紙ファイル）
災害時の避難･予警報システムの向上に関する研究

廣井脩

災害情報伝達過程の迅速化・正確化に関する研究

田崎篤郎

災害多発地帯の「災害文化」に関する研究

首藤伸夫

災害対策を対象とした軟弱地盤の性状

福岡正巳

災害予測図作成手法に関する基礎的研究

陶野郁雄

阪神大震災

復興市民まちづくり（Vol.1～5）

阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局

阪神大震災

復興市民まちづくり（Vol.6～8）

阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局

桜島火山の地下水・熱水系に関する研究
三陸大津波来襲時の被害予測（津波防波堤破壊時を含む）

岩崎敏夫

三陸大津波来襲時の被害予測（津波防波堤破壊時を含む）

岩崎敏夫

山が動く土が襲う

川上浩

長野県の土砂災害

山くずれと地質・地形構造の関連性に関する研究

田中茂

山くずれの周期性を適用した山・崖くずれの広域ハザードマップの作成

下川悦郎

山の気象研究会ニュース（No.1～No.50）
山の気象研究会ニュース（No.51～No.72）
山の気象研究会ニュース（No.78～93）（ヌケNo.80、85、88）
山の気象研究会論文集-創立30周年記念特別号山形県大蔵村赤松地区山崩れ調査報告
山崎達雄教授論文選集

山崎達雄教授記念事業会

山地河川流域における降雨による洪水流出現象の研究

岡本芳美

山地豪雪災害の予測と防除、復旧対策に関する研究

秋田谷英次

山地小流域の短期流出に関する研究

福嶌義宏

山地流域の降雨流出現象に関する研究
山林地の荒廃予測に関する基礎的研究
資料の収集･解析に基づく自然災害に対するリスクの比較研究

高木不折

資料解析に基づく防災ポテンシャルの変遷に関する研究

一九八八年三月（課題番号62601016）

水谷伸治郎

資料解析に基づく防災ポテンシャルの変遷に関する研究

一九八九年三月（課題番号63601018）

水谷伸治郎

資料解析に基づく防災ポテンシャルの変遷に関する研究（課題番号01601021）

水谷伸治郎

自然災害と水-そのひきがねとなる水-

災害科学総合研究班

自然災害の予防と防災力

研究報告集録（平成二年）

「自然災害」総合研究班

自然災害の予測と防災力

研究報告集録（平成三年）

「自然災害」総合研究班

自然災害の予測と防災力

研究報告集録（平成三年、平成四年、平成五年、昭和六十三年、平成元年）

「自然災害」総合研究班

自然災害より見たわが国の食糧自給の限界推定に関する研究

山本良三

自然災害科学総合シンポジウム（第37～四十三回）（ヌケ第38～39回）

京都大学防災研究所

自然災害資料データベース「ＳＡＩＧＡＩ」検索マニュアル

自然災害総合研究班災害情報委員会

社会組織の防災力に関する研究

水野欽司

社会組織の防災力に関する研究

水野欽司

主要災害調査（第五十三～五十五号）

防災科学技術研究所

秋田県鹿角市八幡平地すべり・土石流災害に関する調査研究

柳澤栄司

週刊読売

続報阪神大震災

がんばれ！！神戸

週刊読売

臨時増刊2月7日号

読売新聞社
読売新聞社

神戸壊滅

集中豪雨の実態に関する研究

礒野謙治

集中豪雨の予知と対策

高棹琢馬

集中豪雪の動的構造とその量的予測の研究

若浜五郎

十勝川の水環境

帯広開発建設部

十勝川計画高水流量の検討

北海道開発局

十勝川洪水予報電子計算機計画書
十勝川直轄砂防 20年の歩みと展望
出水の予測精度向上に関する研究

北海道大学工学部

渚滑川・網走川・常呂川・湧別川「平成10年9月16日～18日
渚滑川参考資料

渚滑川水系工事実施基本計画参考資料

台風5号による洪水」速報（第1報）

昭和四十五年三月

北海道開発局網走開発建設部
建設省河川局

小流域における降雨流出機構に関する研究

山田正

昭和37年度 サロベツ総合調査中間報告書 水部門

北海道開発局

昭和38年1月豪雪に関する調査研究報告

特定研究による総合研究班

昭和38年度 サロベツ総合調査中間報告書 水部門（第1部）

北海道開発局

昭和三十八年度 サロベツ総合調査中間報告書 水部門（第一部別表）

北海道開発局

昭和39年度 サロベツ総合調査中間報告書 水部門

北海道開発局

第1部

昭和四十四年八月水災害の総合的調査研究

研究報告

昭和49年度

報告書

札樽自動車道山側ノリ面調査

昭和五十年 洪水報告書（総括編）
昭和五十年八月風水害に関する調査研究総合報告書
昭和51・52年豪雪による交通災害の総合的研究報告

中峠哲朗

昭和51年10月発生の長野県信州新町奈良尾地すべりに関する緊急調査研究
昭和51年6月豪雨による鹿児島県の土砂および土石流災害に関する調査研究報告
昭和五十一年豪雪の調査

樋口敬二

昭和51年度

日本学術振興会

科学研究費補助金（特定研究）研究進捗状況報告書

昭和53年6月26日新潟水害の特性に関する調査研究

6.26新潟水害調査研究組織

昭和55・56年豪雪によるなだれ・地すべり災害及び交通障害の調査研究
昭和56年8月九州及び北海道南西部の豪雨災害に関する調査研究

坂上務

昭和56年8月北海道豪雨災害に関する調査研究

岸力

昭和57年7月豪雨災害に関する調査研究
昭和五十七年浦河沖地震災害記録

北海道

昭和58年7月山陰豪雨災害の調査研究

角屋睦

昭和59年長野県西部地震による災害

信州大学自然災害研究会

昭和60年6月山口県西部地区の豪雨災害の調査研究
昭和60年長野市地附山地すべりによる災害

信州大学自然災害研究会

昭和62年度

岸力

河川の水質保全に及ぼす水源林の機能に関する研究

昭和六十三年八月北海道中西部（留萌・空知地域）の豪雨災害調査
昭和63年版

都市交通年報

昭和63年度

河川の水質保全に及ぼす水源林の機能に関する研究

岸力
運輸省地域交通局
報告書

岸力

昭和五一年九月台風一七号による災害の調査研究総合報告書
昭和二十八年度の作況に鑑み指導奨励上特に注意すべき事項

北海道立農業試験場

松代群発地震地域における強震記録のディジタル・データ
常呂川参考資料

強震観測資料

第1号

常呂川水系工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

常呂川水系における降雨流出の解析
常呂川水系における降雨流出の解析（資料編）
尻別川水系工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

新潟県能生町表層雪崩災害に関する総合的研究
新潟大学積雪地域災害研究センター 創立十周年記念講演会論文集

新潟大学積雪地域災害研究センター

新聞記事にみる一八九一年濃尾地震被害の基礎資料調査

中京圏地震動観測連絡会

森林の土砂災害防止機能に関する研究

山口伊佐夫

森林緑地の水害調節機能の定量化とその配置に関する研究
神戸

新たなる出発

読売新聞社

神奈川大学工学研究

March2021（No.4）

神奈川大学工学研究所

神奈川大学工学研究（第3号）

神奈川大学工学研究所

震害予測情報システムに関する研究-基本構想と実現への考察-

太田裕

水域経営に関する基礎的研究

板倉忠興

水工学に関する夏期研修会講義集（一九六五～一九八一年度）（ヌケ1969AB、1968A、1967B、1971B、1972B、
1973B、1974B、1976B、1977～1980AB）

土木学会水理委員会

水資源の効率的利用方法の開発に関する研究

岸力

水資源の循環機構の調査

菅原正巳

水資源計画の最適化に関する基礎的研究

日野幹雄

水資源研究センター研究報告（第一～一六号）（ヌケ第三号）
水資源研究センター研究報告（第一七号）
水成地形の変動による河川災害の総合的研究

芦田和男

水文・水資源研究のためのＡＩ技術の利用に関するシンポジウム
水理観測における規模の評価に関する研究

論文集

水文・水資源学会
室田明

世界の異常気候と食糧生産に関する研究
世帯を基本単位とする総合地震安全性診断システムの開発

北海道大学工学部

瀬戸内海地域における災害の特性に関する総括的研究

前川力

静内川上流水文気象調査報告書

北海道電力株式会社土木部・札幌管区気象台技術部

石狩川参考資料4 石狩川水系工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

石狩川の土砂動態（案）

財団法人北海道河川防災研究センター寒地河川学研究会

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和43年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和44年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和45年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和46年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和47年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和48年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂に関する研究 昭和49年

北大IHD研究グループ

石狩川の流出解析と流砂及び維持流量の調査研究資料〔Ⅰ〕

石狩川開発建設部

石狩川洪水報告書（一九七五年八月洪水）

北海道開発局石狩川開発建設部

石狩川舟運史
石狩川昭和56年8月23日台風15号洪水速報

北海道開発局

石狩川昭和56年8月洪水速報

北海道開発局

石狩川水系工事実施基本計画参考資料 第Ⅳ編（２）

北海道開発局

石狩川水系工事実施基本計画参考資料 第Ⅳ編（２）

北海道開発局

石狩川水系水資料 流量年表

北海道総合開発企画本部

石狩川泥炭地域の地形と水害

科学技術庁資源局

石狩川流域の土砂動態

財団法人北海道河川防災研究センター寒地河川学研究会

文献集

石狩川流域降雨予測検討報告書

石狩川開発建設部

石狩川流域融雪流出解析
石狩湾の自然条件について

北海道開発局

積雪災害の基礎的研究

吉田順吾

積雪災害の基礎的研究（紙ファイル）

吉田順五

積雪災害の防止に関する基礎的研究

渡邊善八

雪泥流の凝集構造の解明

小林俊一

雪泥流の発生機構とその災害特性

小林俊一

雪泥流災害の発生条件分析と防災対策の検討

和泉薫

雪氷（33巻4号、35巻1号、40巻2号、40巻3号、39巻2号）

日本雪氷学会

雪氷の研究No.2（上）（下）

日本雪氷協会

雪氷寒冷災害研究の要約

災害科学総合研究班

雪崩教本

雪氷災害調査チーム 雪崩事故防止研究会

千歳川計画高水流量の検討と河道計画

北海道開発局

扇状地における洪水・土砂災害の発生とその防止軽減に関する研究
扇状地における洪水・土砂災害の発生とその防止軽減に関する研究
全球水文過程における災害予測に関する研究 研究成果報告書

防災科学技術研究所

全国有感・無感地震回数表 一八七三年-一九七四年

気象庁観測部地震課

総合開発と地域行政

科学技術庁資源局

その二琵琶湖淀川地域

多摩ニュータウン流出試験地調査報告書

都市水文学研究会

太田川高瀬堰の水理

建設省中国地方建設局

大規模な崩壊・氾濫災害に関する研究

奥田節夫

大規模開発地域における災害の予測と防止に関する研究

河上房義

大規模土地改変に伴う環境変化の比較研究

門村浩

大地震および噴火に先行する地震活動の変化の研究

尾池和夫

大地震時における都市生活機能の被害予測とその保全システムに関する研究

志賀敏男

第2回 日中河川及びダム会議

建設庁河川局

報告書

第2回 日中河川及びダム会議論文集（札幌会議）
第57回自然災害科学総合シンポジウム 講演論文集

建設庁河川局
2020年

京都大学防災研究所

自然災害研究協議会

第三紀層の地すべり発生予測の研究
断層運動における短周期挙動と入力地震波の推定

佐藤良輔

地すべり・斜面崩壊の事例収集と災害解析

林拙郎

地下構造の不規則な地域での地震動災害とその防止に関する研究

吉川宗治

地下資源調査所報告 第69号

北海道立地下資源調査所

地下深部開発における亀裂性岩盤内の熱伝達と特性の評価手法に関する研究

柳澤栄司

地学的特性を考慮した地震動災害予測の研究

森本良平

地球規模での水資源賦存量の長期的な変動と安定性の評価に関する研究

吉野文雄

地球電磁気学的手法による断層活動度の研究

乗富一雄

地圏科学研究センター論文報告集（平成十四年三月）

埼玉大学

地圏科学研究センター年報（平成十五年三月～二十四年三月）

埼玉大学

地震

第2集第23巻第1～4号

地震・津波と北海道南西地方

-一九九三年北海道南西沖地震被害調査研究- 報告書

室蘭工業大学一九九三年北海道南西沖地震被害に関する調査研究グ
ループ

地震・津波と北海道南西地方-一九九三年北海道南西沖地震被害調査研究-報告書

室蘭工業大学

地震月報

気象庁

第128号

地震と災害-研究成果普及版-

自然災害科学総合研究班

地震の準備過程の解明

飯尾能久

地震活動度と震害分布

島悦三

地震活動度と震害分布

島悦三

地震研究所彙報（第16号第1～4冊、17-1～4、18-1、4、19-2、3、4、21-1～4、22-2～4、23-1～4、25-1～4、26-1～
4、27-1～4、28-1～4、30-2、33-4、34-1～3、37-4、38-1～4、39-2～4、40-1～4、42-2、3、59-1

東京大学

地震研究所彙報（第18号第2冊、18-3、19-1、29-3～4、30-1、32-3～4、33-1～2、34-4、37-1～3、41-1～4、42-1、424、43-1）

東京大学

地震災害事象の通信・面接・現地調査法にもとづく組織的研究

太田裕

地震時におけるライフライン系を含む都市機能の防災と復旧過程に関する研究

山田善一

地震時における水理構造物の動的挙動の解明とその防災対策に関する研究

本間仁

地震時の崖・擁壁の崩壊予測に関する調査（三多摩地区）

東京都防災会議

地震時の建物内死者発生メカニズム解明のためのデータベース構築とデータマイニング

岡田成幸・鏡味洋史

地震時の建物内死者発生メカニズム解明のためのデータベース構築とデータマイニング

岡田成幸・鏡味洋史

地震動予測精密化のための地下深部構造の研究

浅野周三

地震予知観測データの伝送と高速度処理に関する研究

鈴木次郎

地盤の動特性および地下構造物の動的挙動に関する研究

久保慶三郎

地盤の劣化とその地域特性を考慮した崩壊危険度の評価に関する研究
地盤災害Ⅰ
地理学科

50年のあゆみ

2020

奈良大学地理学教室

竹中技術研究報告No.23
中部地区における災害の地域的特性に関する総合的研究
中部地区における災害の地域的特性に関する総合的研究
中部地区における災害の地域的特性に関する総合的研究（中間研究報告）
中部地区における自然災害の実態と予測に関する総合研究（昭和45年）
中部地区における自然災害の実態と予測に関する総合研究（昭和45年）
中部地区における自然災害の実態と予測に関する総合研究（昭和47年）
中部地区災害科学資料センター文献・目録（その5）
中部地区自然災害の実態と予測に関する総合研究
忠別川水温調査研究報告書

北海道開発局

貯水池への出水予測の精度向上に関する研究

北電興業

貯水池への出水予測の精度向上に関する研究

藻岩ダム流域内積雪調査

貯水池への出水予測の精度向上に関する研究のうち水文気象データ調査報告書

北電興業

貯水池濁度の水理に関する災害科学的研究

足立昭平

長大構造物の地震動災害とその防止に関する研究

小林啓美

長短期流出両用モデルとダムの流水管理に関する研究

田中丸治哉

直轄河川

北海道開発局

防御対象氾濫区域図

北海道版（指定河川）

直轄河川防御対象氾濫区域図（北海道版）

北海道開発局

津波による大規模土砂移動の解析と評価方法の開発

首藤伸夫

津波工学研究報告（第37号）

東北大学災害科学国際研究所

津波工学研究報告（第38号）

東北大学災害科学国際研究所

津波注意報・警報に対する自治体及び住民の対応-一九八九年十一月二日三陸沖地震低ダム群工法の原理と効用に関する実証的研究

東三郎

低温科学

低温科学研究所

物理篇

資料集（第二十七～五十六号）

天塩川水系工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

電子計算機による岩尾内ダム洪水調節自動操作に関する研究報告
電子計算機プログラム集

北海道開発局石狩川開発建設部

都市における地盤の地震危険度に関する研究

石原研而

都市における地盤の地震危険度に関する研究

石原研而

都市の豪雪による災害とその対策（昭和五十六年）

渡邊善八

都市の豪雪による災害とその対策（昭和五十七年）

渡邊善八

都市の豪雪災害の予測と軽減・防除に関する研究

菊地勝弘

都市の豪雪災害の予測と軽減・防除に関する研究

菊地勝弘

都市域急流河川の流れと河床変動の数値解析に関するシンポジウム（札幌）
都市供給施設における震害の防止・軽減並びに復旧対策に関する研究
都市供給施設における震害の防止・軽減並びに復旧対策に関する研究

昭和63年3月

都市住空間の震災予測と耐震化システムに関する研究

柴田明徳

土砂の流送・運搬に伴なう自然環境変化に関する研究

石原藤次郎

土石流の発生機構に関する研究

片岡順

土石流の発生及び規模の予測に関する研究

片岡順

土石流の発生及び規模の予測に関する研究

片岡順

土木技術（第五巻

第一号）

冬期道路交通維持技術について（2）～（6）

板倉忠三

凍上災害の予測に関する基礎的研究

低温科学研究所

東海地方における大地震の被害予測に関する研究

村松郁栄

東京直下地震に関する調査研究（その４）

東京都防災会議

東京直下地震に関する調査研究（その５）

東京都防災会議

東日本大震災合同調査報告

機械編

東日本大震災合同調査報告

都市計画編

東日本大震災合同調査報告

共通編１

東日本大震災合同調査報告書編集委員会

東日本大震災合同調査報告

共通編２

東日本大震災合同調査報告書編集委員会

東日本大震災合同調査報告

共通編３

東日本大震災合同調査報告書編集委員会

東日本大震災合同調査報告

建築編３

東日本大震災合同調査報告書編集委員会

東日本大震災合同調査報告

土木編５

東日本大震災合同調査報告書編集委員会

東北・北陸地方の豪雪地帯における雪崩と地すべり発生の要因分析法に関する研究
東北大学

災害科学国際研究所

東北大学

災害科学国際研究所

東北地域災害科学研究

活動報告書（2012～2021年度）

東北大学災害科学国際研究所

研究報告（昭和41、43年度）

東北地域災害科学研究（第37～48号）（ヌケ第41、42号）
東北地域災害科学研究（第56巻）

東北地区自然災害資料センター

東北地域災害科学研究（第57巻）

東北地区自然災害資料センター

東北地区災害科学資料センター文献目録/東北地区自然災害科学資料目録（No.1～32）（ヌケNo.4～6、8、19、26、31） 東北大学工学部自然災害科学資料室
東北地方における降雹の実態と雹害防止に関する基礎的研究

梶川正弘

東北地方における降雹の実態と雹害防止に関する基礎的研究

研究成果報告書

梶川正弘

洞爺湖周辺水利総合開発計画

北海道広域利水調査会

道内小流域水文原資料887例（1）
道内小流域水文原資料887例（2）
苫小牧港航路浚渫と底質の移動について（中間報告）

北海道開発局港湾部

苫小牧港沖捨土に伴う漁業影響調査報告書
奈良大地理 第26号

奈良大学地理学会

内浦湾海岸浸食成因調査報告書

北海道開発局土木試験所

内陸地震による強震動の予測、地盤・構造物・都市機能の障害とその対策に関する研究

和泉正哲

南西諸島の干ばつの研究

藤川武信

日高、胆振海岸浸食成因調査報告書 昭和42年度

北海道開発局土木試験所

日高・胆振海岸浸食成因調査報告書

北海道開発局土木試験所

日-中比較河川学セミナー会議録

日-中比較河川学セミナー組織委員会

日本の産業と観光
日本の統計

昭和63年

総務庁統計局

日本沿岸における遠地津波

羽鳥徳太郎

日本海地域の自然と環境（第25号） 福井大学地域環境研究教育センター研究紀要
日本海地域の自然と環境（第27号）

福井大学地域環境研究教育センター

日本海中部地震の記録

秋田県

日本海中部地震の記録-被災要因と実例-

秋田県

日本海中部地震津波の発生・増幅機構と破壊力

首藤伸夫

日本自然災害学会学術講演会要旨集（第九～十回）

日本自然災害学会

日本水産文献集成

谷川英一、坂本武雄

日録20世紀

第四巻

海洋学及陸水学

1995 平成7年

阪神・淡路大震災！

講談社

濃尾臨海低平地域の水災害に対する居住安全性の評価

細井正延

梅雨前線豪雨による能登地域災害の総合調査と今後の防災対策に関する研究

高瀬信忠

飯田汲事教授論文選集

東海地方地震・津波災害誌

比較河川学の研究

昭和61年

岸力

比較河川学の研究

昭和六十一年

岸力

比較河川学の研究

昭和六十年

岸力

被災状況における避難行動の予測と制御に関する研究

三隅二不二

琵琶湖プロジェクト報告

中北英一

姫川支川蒲原沢土石流災害と危機管理に関する調査研究

蒲原沢土石流災害調査特別委員会

漂砂の動態と海岸侵食制御に関する研究

椹木亨

苗代災害の実態解析とその水稲生育に対する影響の研究

東北・北海道地区苗代災害研究班

不均質場における不圧地下水状態の時空間変動過程に関する研究

原田守博

富山沿岸下新川海岸

建設省北陸地方建設局

調査報告書（第Ⅱ編）

黒部工事事務所

富山湾海岸浸蝕調査報告書

富山湾海岸封策協議会

福井県建設・雪対策技術センター年報（第一～五号）

福井建設・雪対策技術センター

福井県雪対策・建設技術研究所年報（第八号）
福井県建設・雪対策技術センター年報（第七号）
複列・網状砂州河川の形成機構に関する研究

清水康行

物語

北海道虻田町

虻田町史

別巻2000年有珠山噴火

その記録と教訓

平成十三年芸予地震による都市地震災害に関する総合的調査研究

中山隆弘

平成五年北海道南西沖地震・津波とその被害に関する調査研究
平成六年（一九九四）北海道東方沖地震およびその被害に関する調査研究

笠原 稔

平成七年サハリン北部地震とその被害の調査研究

笠原 稔

平成七年兵庫県南部地震とその被害に関する調査研究

藤原悌三

平成七年兵庫県南部地震の被害調査に基づいた実証的分析による被害の検証
平成七年兵庫県南部地震の被害調査に基づいた実証的分析による被害の検証
平成十六年度

北海道大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻

藤原悌三
資料編

藤原悌三

修士論文概要集

豊平峡ダム積雪融雪モデル解析（紙ファイル）
豊平川洪水氾濫シュミレーション(ＶＨＳ)
防災科学技術研究所

豊平川洪水危機管理検討委員会

研究資料（第十四～一一七号、付図）（ヌケ32、33、55、64、66、69、81、84、85、96、98、

101、109、116）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第一一八～二四〇号）（ヌケ125、136、169、178、184、189、200、210、211、221、

222、238）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第二四一～三〇九、三一七、三一一、三二一号）（ヌケ242、244、247、248、259、

260、270、271、277、278、280、285、286、290、291）

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

防災科学技術研究所

研究資料（第434～461号）

防災科学資料センター・ニュース（No.1、3～5）
防災科研ニュース（No.157～No.218）（ヌケNo.1～156、163～165、167～174、200、212）

防災科学技術研究所

北海道2003年日高洪水災害フォーラム資料集

土木学会

北海道水理地質図幅説明書

北海道立地下資源調査所

第3号 滝川留萌

北海道における河川の水温変化について

北海道開発局

北海道の災害略史

一九七一

村井延雄

北海道の大雨資料

第五編

北海道の地下水資源

石狩低地帯主部

北海道水資源ハンドブック
北海道水資源ハンドブック（資料編）

北海道土木部河川課
北海道立地下資源調査所

北海道大学

大学院理学研究院附属 地震火山研究観測センター年報（2016年度、2017年度）

北海道地域災害科学文献集（Ⅰ）

（1960～67）

北海道大学

大学院理学研究院附属

文部省科学研究費・特定研究

北海道地域防災計画

北海道防災会議

北海道地域防災計画関係資料

北海道防災会議

北海道中央地帯の開発に伴う軟弱地盤の災害対策
北海道南西沖地震20年記念

奥尻島シンポジウム

酒井良男
報告書

北海道南西沖地震群によって観測された特異な強震動記録の要因に関する研究

笹谷努

北海道南西部の局地的大雨（ファイル）

菊地

北海道年鑑

北海道新聞社

1989平成元年

北関東地域におけるローム層の各地・各層での粘土鉱物資料
鵡川・沙流川治水史
網走川・常呂川・湧別川

平成15年8月9日～10日

台風10号による洪水 洪水速報

湧別川・渚滑川

平成12年9月2日～3日前線豪雨よる洪水

湧別川参考資料

湧別川水系工事実施基本計画参考資料

洪水速報
昭和四十四年三月

北海道開発局網走開発建設部
北海道開発局網走開発建設部
北海道開発局網走開発建設部

融雪期の地すべり挙動とその観測システムに関する基礎的研究

伊藤驍

融雪流出予知法の基礎的研究（土木試験所）

北海道開発局

利水評論（No.1～35）（ヌケなし）

北海道広域利水調査会

陸上に氾濫した津波の挙動と津波の流動による被災のメカニズムに関する研究

堀川清司

陸水域の富栄養化に関する総合研究（Ⅲ）

国立公害研究所

流域の都市化に伴う洪水流出形態の変化予測に関する研究

角屋睦

流域特性のメッシュ集中化によるマクロ水文モデルの開発

椎原充晴

流出試験地調査成果報告書

建設省河川局

留萌川工事実施基本計画参考資料

北海道開発局

臨海埋立地護岸の前面波高に関する研究

三井宏

冷害の発生機構と予知に関する研究

横田廉一

冷気の流れによる農林植物災害とその対策の研究

吉村不二男

歐文彙報（Vol.12No.1・2～Vol.26No.3）（ヌケ12-4、13-2、21-2～4、22-1～3）

中央気象台

地震火山研究観測センター

災害科学総合研究班北海道地区

