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ケーブルワン制作「地域のチカラで復興へ」~8⽉豪⾬災害を振り返る〜（令和元年8⽉豪⾬関連番組）を追加いたしました。

資料名 発行元 発行年月 資料名 発行元 発行年月

佐賀県災異誌(第1巻) 佐賀県 1964年3月 佐賀市史　第1巻 佐賀市 1977年7月

佐賀県災異誌(第2巻) 佐賀県 1974年3月 佐賀市史　第2巻 佐賀市 1977年7月

佐賀県災異誌(第3巻) 佐賀県 1985年3月 佐賀市史　第5巻 佐賀市 1981年2月

佐賀県災異誌(第4巻) 佐賀県 1995年3月 復刻　佐賀市史　上巻 佐賀市 1973年2月

佐賀県災異誌(第5巻) 佐賀県 2005年3月 大和町史 大和町教育委員会 1975年11月

佐賀県災異誌(第6巻) 佐賀県 2015年3月 富士町史　上巻 富士町 2000年3月

平成12年～28年災害の状況 佐賀県 富士町史　下巻 富士町 2000年3月

佐賀県過去の著名洪水より 佐賀県河川砂防課 三瀬村史 三瀬村 1977年3月

昭和28年6月豪雨による災害実相
報告書(第一報)

佐賀県知事室※ 1953年9月 諸富町史 諸富町 1984年3月

佐賀県における風水害の主な記録
(明治期以降)

佐賀県公文書館
展示パネル

2012年 東与賀町史 東与賀町 1982年11月

災害による交通規制一覧(平成11
～27年度)

佐賀県 久保田町史　上巻 久保田町 2002年3月

ケーブルワン(武雄)出水災害
ニュース映像　数点

ケーブルワン 1990年7月ほか 久保田町史　下巻 久保田町史 2002年3月

多 久 ケ ー ブ ル メ デ ィ ア
冠水ニュース映像

多久ケーブルメディア 2010年7月 久保田町史(旧版) 久保田町 1971年10月

伊 万 里 ケ ー ブ ル ビ ジ ョ ン
災害時応援協定ニュース

伊万里ケーブルビジョ
ン

2011年6月 川副町誌 川副町誌編纂事務局 1979年2月

佐賀県史　中巻 佐賀県 1968年7月 嘉瀬町史 嘉瀬公民館 2007年12月

佐賀県史　下巻 佐賀県 1967年3月 鍋島町史 鍋島町公民館 1981年8月

佐賀県警察史　上巻 佐賀県警察本部 1975年3月 鍋島町誌 鍋島町公民館 1966年4月

佐賀県警察史　下巻 佐賀県警察本部 1977年1月 高木瀬町史 高木瀬公民館 1976年2月

佐賀県林業史 佐賀県 1990年3月 兵庫町史 兵庫公民館 1975年3月

佐賀県干拓史 佐賀県耕地協会 1941年5月 唐津市史　現代編 唐津市 1990年10月

台風と佐賀県の気象災害 佐賀県 1963年9月 唐津市史 復刻版(昭和37年) 相知町 1991年3月

佐 賀 県 水 防 計 画 書
(昭和53～平成28年度)

佐賀県 相知町史 上巻下巻 相知町 1971年4月

浸 水 想 定 区 域 図
佐賀県水位周知河川

国土交通省 呼子町史 呼子町 1977年3月

土地保全図付属資料 国土庁土地局 1985年3月 浜玉町史　上巻 浜玉町教育委員会 1989年

佐賀県津波浸水想定区域図(堤防
有・堤防無）

佐賀県統括本部
消防防災課

2010年3月 厳木町史　中巻 唐津市 2010年9月

昭和60年8月31日台風13号による
農地海岸施設災害の記録

佐賀県農林部、九州農
政局有明海岸事業所

1985年3月 厳木町史　下巻 唐津市 2011年3月

昭和28年6月集中豪雨(梅雨前線)
被災写真

佐賀県　河川砂防課
北波多村史 自然、集落誌・民族
編

唐津市 2008年3月

昭和47年6、7月梅雨前線豪雨災害
写真

佐賀県　河川砂防課 北波多村史　通史編Ⅱ 北波多村 2011年

昭和51年8月3日～4日被災写真 佐賀県　河川砂防課 北波多村制百周年記念誌 北波多村 2011年3月

平成2年発生災害写真 梅雨前線豪
雨(H2.7.2)

佐賀県　河川砂防課 肥前町史　中巻 肥前町 1999年4月

佐 賀 県 地 域 防 災 計 画
(平成23～25年)

佐賀県 七山村史　続編 七山村 1993年3月

土砂災害危険箇所マップ 佐賀県　河川砂防課 鎮西町史(昭和37年版) 鎮西町 1962年4月

流 域 資 産 台 帳
(松浦川、六角川)

国土交通省
武雄河川事務所

2012年3月 鳥栖市誌　第1巻 鳥栖市 2005年4月

平成2年7月梅雨前線豪雨の記録
（松浦川）

国土交通省
武雄河川事務所

1990年7月 鳥栖市誌　第3巻 鳥栖市 2008年3月

1 低平地研究会
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資料名 発行元 発行年月 資料名 発行元 発行年月

九州北部豪雨 平成24年7月13日～
14日出水概要 速報版

国土交通省
武雄河川事務所

2012年7月 鳥栖市誌　第4巻 鳥栖市 2009年3月

九州地方の水害記録写真集 （S56
年8月作成）

建設省九州地方建設局 1981年8月 多久市史　第2巻 多久市 2002年12月

高水速報 松浦川・六角川・嘉瀬
川 ほか

国土交通省
武雄河川事務所 多久市史　第3巻 多久市 2005年3月

昭和34年9月台風被害状況（写真
集）

国土交通省
武雄河川事務所 多久市史　第4巻 多久市 2008年3月

嘉瀬川水系出水状況航空写真（H2
年7月3日撮影）

国土交通省
武雄河川事務所 伊万里市史　民族・生活・宗教編 伊万里市 2006年3月

武雄工事事務所30周年記念フォ
ト・グラフ武雄30

国土交通省
武雄河川事務所

1988年12月 伊万里市史　現代編Ⅱ 伊万里市 2006年3月

武雄 武雄工事20年史
国土交通省
武雄河川事務所

1979年 伊万里市史　近世・近代編 伊万里市 2007年3月

牛津川流域 牟田辺地区低平地対
策事業のご紹介

国土交通省
武雄河川事務所

1994年 伊万里市史　自然・地理編 伊万里市 2003年3月

九州水害'95梅雨出水にみる治水
事業の効果

国土交通省 1995年 伊万里市災害写真集 伊万里市 1967年11月

六角川牛津川8･30洪水 昭和55年
激甚災害

国土交通省
武雄河川事務所

1980年 北方町史 上巻 北方町 1985年3月

北方町史 下巻 北方町 1987年3月

北方町史(明治・大正・昭和前期
編)

北方町 2005年3月

鹿島市五十年のあゆみ 鹿島市 2004年8月

鹿島市史 上巻 鹿島市 1974年4月

鹿島市史 中巻 鹿島市 1974年10月

鹿島市史 下巻 鹿島市 1974年10月

もし、六角川が氾濫したら…（六
角川氾濫危険区域図）

国土交通省
武雄河川事務所 小城町史 小城町 1974年3月

もし、松浦川が氾濫したら…（松
浦川氾濫危険区域図）

国土交通省
武雄河川事務所 三日月町史　上巻 三日月町 1985年1月

もし、嘉瀬川が氾濫したら…（嘉
瀬川氾濫危険区域図）

国土交通省
武雄河川事務所 三日月町史　下巻 三日月町 1989年11月

佐賀平野大規模浸水危機管理計画(平
成23年6月)第2回改訂版

佐賀平野大規模浸水危
機管理対策検討会

2011年6月 牛津町史(昭和33年版) 牛津町役場 1958年12月

牛津町史(平成2年版) 牛津町 1990年3月

芦刈町史 芦刈町 1974年8月

六角川・松浦川流域航空写真
国土交通省
武雄河川事務所 嬉野町史　上巻 嬉野町 1979年3月

嬉野町史　下巻 嬉野町 1979年11月

塩田町史　上巻 塩田町 1983年10月

1991(H3)台風第17号・第19号災害
の記録(江北町)

江北町総務課 1991年9月 塩田町史　下巻 塩田町 1984年12月

塩田町公民館報　ほか

神埼町史 神埼町役場 1972年8月

宝の干潟(うみ)有明海との新たなるふ
れあい　有明海岸環境基本計画

国土交通省
武雄河川事務所

1995年3月 千代田町誌
千代田町
教育委員会

1974年10月

平成18年度府招地区災害関連緊急
地滑り対策事業

九州地方計画協会 2006年 脊振村史 脊振村教育委員会 1994年3月

佐賀国道五十年史
国土交通省
佐賀国道事務所

1982年3月 脊振村誌 脊振村役場 1958年10月

「風水害が頻発した昭和20年代」
佐賀県公文書簡
展示パネル

1982年4月 吉野ヶ里町誌
吉野ヶ里町誌
編纂委員会

2008年6月

佐賀県災害特報(写真) 佐賀県※ 1953年 東脊振村史 東脊振村 1982年11月

「昭和31年夏 大型台風と豪雨の
連続襲来」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 三田川町史 三田川町 1980年11月

昭和31年8月17日台風九號による被害記録寫眞
付27日大雨被害記録(写真)

佐賀県※ 1956年 基山町史　上巻　下巻 基山町 2009年9月

芦刈町高潮避難地図～もしも、芦刈町
の海岸堤防がこわれたとしたら～（高
潮ハザードマップ）

国土交通省
武雄河川事務所

もし台風19号が満潮とかさなっていた
なら!!高潮災害防止啓発パンフレット

平成2年7月梅雨前線豪雨 六角川 直轄
河川激甚災害対策特別緊急事業 安心
で住みよいふるさとづくりのために

国土交通省
武雄河川事務所

1990年

災害に強かまちにせんば！大雨・
洪水に備えて！あなたのまちは何
から始めるね？

国土交通省
武雄河川事務所

国土交通省
武雄河川事務所

1995年9月

佐賀平野大規模浸水危
機管理対策検討会
国土交通省　武雄河川
事務所

2011年6月

激特レポート（平成2年7月梅雨前
線豪雨 六角川 直轄河川激甚災害
対策特別緊急事業 紹介パンフ
レット）

国土交通省
武雄河川事務所

2011年7月

洪水や高潮の時あなたはどうしま
すか？佐賀平野大規模浸水危機管
理計画の紹介

2 低平地研究会
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資料名 発行元 発行年月 資料名 発行元 発行年月

昭31.8.17台風9号 昭31.8末豪雨 昭31.9.10台
風12号　災害による被害概況ならびに対策

佐賀県※ 1956年9月 基山町史　資料編 基山町 2011年2月

「大正3年 『暴風雨被害御下賜金配
分に関わる書類』」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 基山町の２０世紀 基山町教育委員会 2003年3月

大正3年 『暴風雨被害御下賜金配分
に関わる書類』(原本写し)

佐賀県 地方課※ 1914年 上峰村史 上峰町 1979年11月

「昭和37年7月 大浦災害などにおけ
る自衛隊災害派遣要請」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 中原町史　上巻 中原町 1982年3月

「昭和32年7月 豪雨により伊万里で
大型地すべり発生」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 三根町史 三根町 1984年3月

昭和32年「地すべり等危険地域におけ
る家屋移転の助成に関する条例」

佐賀県※ 2012年 北茂安村誌 北茂安村公民館 1961年12月

「昭和37年10月 災害対策基本法に基
づく県防災会議条例を制定」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 北茂安　史跡めぐりガイド
北茂安町
教育委員会

1996年11月

昭和38年度佐賀県地域防災計画書 佐賀県防災会議※ 1963年6月 北茂安町の史話伝説 北茂安町 1983年3月

昭和37年「県防災会議条例」「県災害
対策本部条例」

佐賀県※ 1962年10月 北茂安町史 北茂安町 2005年2月

「安全で豊かな県土をめざして」
佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 有田町史　通史編 有田町 1986年2月

「佐賀県公報に見る伝染病『コレ
ラ』」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 有田町史　索引・年表編 有田町 1988年8月

「佐賀県公報に見る伝染病『狂犬
病』」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 西有田町史　下巻 西有田町 1988年9月

「戦前の警察と公衆衛生」
佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 大町町史　上巻 大町町 1987年9月

「衛生行政の変遷 警察から保健
所へ」

佐賀県公文書簡
展示パネル

2012年 江北町史 江北町 1982年3月

「有明海北岸低地における水害防止に
関する総合研究」

佐賀県※ 1965年1月 福富町誌　続編 福富町 1992年11月

「洪水流入と大規模締切計画について‐主と
して不完全締切案‐(中間報告」

九州地方建設局
計画検査課※

1957年3月 有明町史 有明町教育委員会 1969年9月

有明海沿岸の海岸並びに干拓堤防調査
書　昭和31年10月佐賀県

佐賀県※ 1956年10月 杵島郡高潮災害誌　復刻版
杵島郡役所
(洋学堂書店)

1916年8月
(1994年7月)

有明海沿岸の海岸堤防標準横断断面図
昭和31年10月　福岡県

福岡県※ 1956年10月 太良町誌　上巻 太良町 1995年3月

伊勢湾台風災害調査報告
科学技術庁資源調査会
※

1960年3月 筑後川五十年史
建設省九州地方建設局
筑後川工事事務所

1976年3月

伊勢湾台風と臨海都市-名古屋市部災
害の対策と問題点-附属資料Ⅰ

科学技術庁資源調査会
※

1960年3月 鹿島市災害誌 鹿島市立図書館 1979年11月

【各自治体防災マップ等】

【各自治体防災計画等】

伊勢湾台風における防潮林の効果
について　附属資料Ⅲ

科学技術庁資源調査会
※

1960年3月 【防災啓発映像資料多数】

【国土交通省武雄河川事務所管内水
害・災害関連写真・映像多数】

国土交通省
武雄河川事務所

武雄市制50周年記念誌
武雄市
総務部企画課

2004年4月

『自衛隊災害派遣要請状況(昭和35年
以降)』表　(昭和38年7月まで)

佐賀県※ わがまち神野
「神野町史」
編纂委員会

2012年6月

佐賀県政史 佐賀県 1979年3月 開成かたりべ 相良興伸 2004年12月

佐賀県政史(資料編) 佐賀県 1979年3月 新ふるさと循誘
「新ふるさと循誘」
編集実行委員会

2012年3月

有明干拓史
九州農政局
有明干拓建設事業所

1969年9月 ふるさと循誘 循誘校区自治会 1996年3月

佐賀県土地改良史
佐賀県土地改良事業
団体連合会

1994年 わが郷土　北川副町の歴史 轟木保 1989年4月

佐賀の気象百年誌 佐賀地方気象台 1990年8月 祐徳稲荷神社史(乾)(坤) 祐徳稲荷神社社務所 1941年8月

災害寫眞　昭和十六年六月　佐賀縣
(佐賀大学附属図書
館所蔵)

1941年6月 新ふるさとの歴史--小城の歴史と文化-- 小城町教育委員会 1992年3月

明治百年記念　佐賀県の人物と遺跡 佐賀県教育委員会 1968年10月 川上読本(ふるさと川上・もの知り百科)
川上校区自治会長会/
川上校区まちづくり協
議会

2013年3月

「地域のチカラで復興へ」～8月
豪雨災害を振り返る～

ケーブルワン 2019年9月 鳥栖の歴史読本 鳥栖市 2009年9月

※佐賀県公文書簡所蔵資料 ふるさと基山の歴史 基山町

1960年3月

広域大災害対策の現状とその問題点
－伊勢湾台風災害を中心として観た－
(※P55～P70抜け)

行政管理庁行政監察局
※

1960年5月

伊勢湾台風による低湿地干拓地域の災
害について　-その土地利用の現況と
問題点-　附属資料Ⅱ

科学技術庁資源調査会
※

3 低平地研究会


