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「埼玉防災資料展 Part2－過去を知って、現在に備える」 

 防災資料リスト  
 

食料、防災グッズとともに、知識や情報も災害への大切な備えとなります。 
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リストはテーマごとに発行年順に掲載しています。  

テーマは便宜的に区分しており、掲載資料は所蔵資料の一部です。 

「請求記号」欄の表示は次のとおりです 

Ｓ○○○      ・・・埼玉資料室（県立浦和図書館）所蔵資料   

Ｓのついていない資料・・・社会科学資料室（県立浦和図書館）所蔵資料   
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◆ 震災史・災害史
書名 著編者 発行者 発行年 請求記号 備考

1 関東大震災写真絵はがき　大正１２年 S453/ｶ/ 貴重書：絵はがき19枚

2 震災被害及救護概況 埼玉県 1924 S369.3/ｼﾝ/ 貴重書

3 大日本地震史料    震災予防調査会／編 思文閣出版 1973 369.3/ﾀﾞ/

4 東京府大正震災誌 中央出版社 1974 369.3/ﾄ/ 1925年刊の複刻版

5 埼玉近代百年史 埼玉近代史研究会／著 古瀬政一 1974 S206/ｻ/ ｐ138-144「関東大震災」

6 埼玉県警察史　第１巻 
埼玉県警察史編さん委員会
／編

埼玉県警察本部 1974 S317.7/ｻ/ ｐ550-562「関東大震災と警察」

7
関東大震災における草加市域の被害状況　旧新田
村を中心として

四方田登喜太／〔著〕 草加史談会 1978 S217/ﾖ/

8 古地図が教える地震危険地帯 守屋喜久夫／著 日刊工業新聞社 1978 369.3/Mo72

9 埼玉県北足立郡大正震災誌 埼玉県北足立郡／編 大和学芸図書 1981 S453/ｷ/ 昭文堂大正１４年刊の複製

10 新編埼玉県史　資料編　１９（政治・行政） 埼玉県／編 埼玉県 1982 S201/ｻ/ ｐ982-994「関東大震災と県政」

11 新編埼玉県史　資料編　２３（社会・労働） 埼玉県／編 埼玉県 1982 S201/ｻ/ ｐ438-470「関東大震災」

12
関東大震災体験記　マグニチュード七・九
大正十二年九月一日午前十一時五十八分

川越市総務部庶務課／編 川越市総務部庶務課 1983 S453/ｶ/

13 幸手町のかたりべ    第１集    関東大震災編 
幸手町かたりべ編集委員会／
編

幸手町教育委員会 1983 S279/ｻ/

14 関東大震災の思い出文集　満六十周年に当って ［羽生市立］須影公民
館

1984 S369.3/ﾊ/

15 久喜市史調査報告書　第５集　久喜市の地震被害 久喜市史編さん室／編 久喜市 1985 S279/ｸ/

16 新編埼玉県史　別編　３　自然 埼玉県／編 埼玉県 1986 S201/ｻ/
ｐ59-80「3　被害地震」
附録「埼玉県地質図（1986年2月）」

17 新編埼玉県史　通史編　６　近代 埼玉県／編 埼玉県 1989 S201/ｻ/ ｐ398-428「関東大震災と埼玉県」

18
埼玉県行政史　第２巻　大正元年から太平洋戦
争終結まで

埼玉県／編 埼玉県 1990 S317/ｻ/
ｐ402-408「関東大震災と朝鮮人虐殺事
件」

19 大規模地震被害想定調査報告書    平成４年３月 埼玉県環境部消防防災課 埼玉県 1992 S317.8/ﾀｲ/

20 『古志賀谷』　第７号 越谷市郷土研究会 1992 S273//ｺ/ ｐ30-37「関東大震災の話」

21 地震資料展（生涯学習）企画展 第８回 八潮市立資料館／編 八潮市立資料館 1993 S369.3/ｼｼ/

22
もし大地震が埼玉県を襲ったら！  大規模地震被
害想定調査報告書から           

埼玉県消防防災課／編 埼玉県 1994 S369.3/ﾓ/

23
大規模地震被害想定調査報告書  概要版  平成６
年３月

埼玉県環境部消防防災課 埼玉県 1994 S317.8/ﾀｲ/

24 栗橋の地名　もじずり叢書 １ 桐生清／著 もじずり叢書刊行会 1994 S290.34/ｷ/ 第55回「新田前」

25 埼玉県の近世災害碑 高瀬正／著 ヤマト出版 1996 S369.3/ﾀ/

26 埼玉県活断層調査報告書 
埼玉県環境部防災局
地震対策課

1996 S453/ｻｲ/

27 『郷土志木』　第２８号 志木市郷土研究会 1999 雑誌 ｐ30-32「〈追筆〉関東大震災の憶い出」

28 最新版＊日本被害地震総覧            宇佐美龍夫／著 東京大学出版会 2003 R453.21/ｻｲ/ 参考図書　久喜図書館所蔵
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29 幸手市史　通史編２　近・現代 生涯学習課市史編さん室／編 幸手市教育委員会 2003 S279.2/ｻﾂ/ ｐ327-331「関東大震災と幸手」

30
ドキュメント災害史　地震・噴火・津波、そして復興
１７０３－２００３

国立歴史民俗博物館／編 国立歴史民俗博物館 2003 369.3/ﾄｷ/

31
コレクション・モダン都市文化    第２６巻    関東大
震災     

和田博文／監修 ゆまに書房 2007 361.78/ｺﾚ/

32
埼玉県地質地盤資料集　ボーリング柱状図集、深
層Ｓ波速度構造データ集

埼玉県環境科学国際セ
ンター研究企画室

2007 S455/ｻｲ/

33
西埼玉地震（熊谷気象台）北関東地震（前橋気象
台）編集記録書　昭和６年９月２１日（１９３１）発生

清水義信／編 清水義信 2007 S453/ﾆｼ/

34 埼玉県地震被害想定調査報告書   平成19年度 埼玉県 2007 S317.8/ｻｲ/

35 栗橋町史    民俗2    水と暮らし、年中行事  栗橋町教育委員会／編 栗橋町教育委員会 2010 S279.4/ｸﾘ/ ｐ63-69「池・沼の分布と生活」

36
未曾有の大災害と地震学　関東大震災　シリーズ
繰り返す自然災害を知る・防ぐ 第６巻

武村雅之／著 古今書院 2009 369.31/ﾐｿ/

37 わが国の歴史地震被害一覧表          改訂版    宇佐美龍夫／編著 日本電気協会 2010 R453.21/ﾜｶ/ 参考図書　久喜図書館所蔵

38 災害史に学ぶ    火山編     
中央防災会議『災害教訓の継
承に関する専門委員会』／編

内閣府（防災担当）災
害予防担当

2011 369.3/ｻｲ/

39 災害史に学ぶ　海溝型地震・津波編
中央防災会議『災害教訓の継
承に関する専門委員会』／編

内閣府（防災担当）災
害予防担当］

2011 369.3/ｻｲ/

40 災害史に学ぶ　内陸直下型地震編 
中央防災会議『災害教訓の継
承に関する専門委員会』／編

内閣府（防災担当）災
害予防担当

2011 369.3/ｻｲ/

41 災害史に学ぶ　風水害・火災編 
中央防災会議『災害教訓の継
承に関する専門委員会』／編

内閣府（防災担当）災
害予防担当

2011 369.3/ｻｲ/ 

42 災害対策全書    １    災害概論
ひょうご震災記念２１世紀研究
機構災害対策全書編集企画委
員会／編

ひょうご震災記念２１世
紀研究機構災害対策
全書編集企画委員会

2011 369.3/ｻｲ/

43 地震と活断層  被害を最小限にするために            
埼玉県危機管理防災部消
防防災課地震対策担当

2011 S453/ｼｼ/

44 首都圏大震災その予測と減災  角田史雄／〔著〕 講談社 2011 S453/ｼﾕ/

45 日本歴史災害事典 北原糸子／編　松浦律子／編 吉川弘文館 2012 R369.3/ﾆﾎ/ 参考図書

46 埼玉県の気象・地震概況　月報・年報 熊谷地方気象台 雑誌

◆ 防災資料
書名 著編者 発行者 発行年 請求記号 備考

1
地震の備え？できてますか　やさしく学べる地震対
策ハンドブック

武蔵野銀行 1995 S369.3/ﾑ/

2
地震防災対策ハンドブック  地域における震災対策
の実務

地震防災対策研究会／編集 ぎょうせい 1997 369.31/ｼｼ/
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3 地震防災の事典 岡田恒男／〔ほか〕編 朝倉書店 2000 369.31/ｼｼ/

4 防災学ハンドブック 京都大学防災研究所／編 朝倉書店 2001 369.3/ﾎｳ/

5 ハザードマップ　その作成と利用 ハザードマップ編集小委員会／
編著

日本測量協会 2005 369.3/ﾊｻ/

6 地震防災のはなし　都市直下地震に備える 岡田恒男／編　土岐憲三／編 朝倉書店 2006 369.31/ｼｼ/

7
市町村災害時高齢者・障害者支援マニュアル作成
の手引き

埼玉県福祉部長寿社
会政策課

2007 S369.3/ｼﾁ/

8
災害に備えて  高齢の人と障害のある人、そして地
域の皆さんのために           

埼玉県福祉部長寿社
会政策課

2007 S317.8/ｻｲ/

9
大地震から人命と社会を守る　“彩の国”市民科学
オープンフォーラム

埼玉大学地圏科学研
究センター

2008 S369.3/ﾀｲ/

10
地盤災害から身を守る　安全のための知識　シリー
ズ繰り返す自然災害を知る・防ぐ 第１巻

桑原啓三／著 古今書院 2008 369.3/ｼﾊ/

11
危機管理・防災に関する地域住民向け行動マニュ
アル             

埼玉県危機管理防災
部危機管理課

2009 S369.3/ｷｷ/

12 地震災害と防災活動　震災消防活動とそのルーツ 竹内吉平／著 近代消防社 2009 369.31/ｼｼ/

13 埼玉の震災対策　平成２２年度版
埼玉県危機管理防災
部消防防災課

2010 S317.8/ｻｲ/

14
埼玉県地域防災計画    震災対策編　平成２３年１
１月修正       

埼玉県防災会議 2011 S317.8/ｻｲ/

15
家族で話そう防災のこと  さいたま市防災ガイドブッ
ク　　保存版 

さいたま市総務局危機
管理部防災課

2011 S369.3/ｶｿ/

16
震災時帰宅支援マップ  歩いて帰る  首都圏版    
３版

昭文社 2011 S369.3/ｼﾝ/

17 大震災を考える　東日本大震災と地震のメカニズム 野外調査研究所 2011 S369.3/ﾀｲ/

18
大震災を考える  シンポジウム  第２回    地震の調
査と被害

野外調査研究所 2011 S369.3/ﾀｲ/

19 防災ぴあＭＡＰ  首都圏版    ぴあｍｏｏｋ        ぴあ 2011 S369.3/ﾎｳ/

20 埼玉防災マニュアル    ２０１２    保存版 埼玉新聞社／編 埼玉新聞社 2011 S369.3/ｻｲ/

21 防災対策ガイド
越谷市協働安全部危
機管理課

2011 S318.873/ﾎｳ/

22 防災・災害対応の本質がわかる本 二宮洸三／著 オーム社 2011 369.3/ﾎｳ/

23
地域防災とまちづくり　みんなをその気にさせる災
害図上訓練

瀧本浩一／著 イマジン出版 2011 369.3/ﾁｲ/

24 災害からみる防災・減災Ｑ＆Ａ 藤田嘉美／著 オーム社 2011 369.3/ｻｲ/

25 災害と防災・防犯統計データ集 三冬社編集部／編 三冬社 2011 R369.3/ｻｲ/ 参考図書

26 場面別ビジネスマンの地震対策マニュアル 総合防災ソリューション／編 中央経済社 2011 369.31/ﾊﾒ/
27 さいたま市地域防災計画　    震災対策編  さいたま市防災会議／編 さいたま市防災会議 2012 S318.811/ｻｲ/ 「地域防災計画」各市町村で発行されています

28
大震災を考える  シンポジウム  第３回    わが家と
学校の減災

野外調査研究所 2012 S369.3/ﾀｲ/
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29 埼玉防災マニュアル    ２０１２          埼玉新聞社／編 埼玉新聞社 2012 S369.3/ｻｲ/

30
災害から身を守る知恵袋  もしものときの災害マ
ニュアル           

九都県市合同防災訓
練連絡部会

2012 S369.3/ｻｲ/

31 災害・防災の本全情報    ２００４－２０１２ 日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2012 R369.3/ｻｲ/ 参考図書

32 絵とき地震による液状化とその対策
関東地質調査業協会液状化研
究会／編

オーム社 2012 511.3/ｴﾄ/ 久喜図書館所蔵

33 災害対策全書    ４    防災・減災
ひょうご震災記念２１世紀研究
機構災害対策全書編集企画委
員会／編

ひょうご震災記念２１世
紀研究機構災害対策
全書編集企画委員会

2011 369.3/ｻｲ/

◆ 東日本大震災の記録
書名 著編者 発行者 発行年 請求記号 備考

1 さいたま市東日本大震災の被災地支援活動報告集
さいたま市総務局危機
管理部防災課

2011 S369.3/ｻｲ/

2 闘う日本  東日本大震災１カ月の全記録 産経新聞社／著 産経新聞出版 2011 369.31/ﾀﾀ/

3 明日への一歩　大津波復興の証言 岩手日報社 2011 369.31/ｱｽ/

4
平成の三陸大津波  ２０１１．３．１１東日本大震災
岩手の記録

岩手日報社 2011 369.31/ﾍｲ/

5
３・１１東日本大震災１カ月の記録　２０１１・３・１１～
４・１１紙面集成

河北新報社／編 竹書房 2011 369.31/ｻﾝ/

6 東日本大震災全記録　被災地からの報告 河北新報社 2011 369.31/ﾋｶ/

7 東日本大震災　読売新聞報道写真集 読売新聞東京支社 2011 369.31/ﾋｶ/

8
東日本大震災  報道写真全記録　２０１１．３．１１－
４．１１

朝日新聞社／著　朝日新聞出
版／著

朝日新聞出版 2011 369.31/ﾋｶ/

9 東日本大震災  ２０１１．３．１１            埼玉新聞社 2011 369.31/ﾋｶ/

10 ２０１１年東北地方太平洋沖地震災害調査速報 日本建築学会／編集著作 日本建築学会 2011 369.31/ﾆｾ/

11
「笑顔・希望」－明日へ共に歩む  東日本大震災被
災地支援・交流活動１年間の全記録           

浦和学院高等学校東日本大震
災対策本部／編

浦和学院高等学校 2012 S369.3/ｴｶ/

12
東日本大震災記録集  福島県   
ＪＡＧＤＡ　ｒｅｐｏｒｔ ｖｏｌ．１８９       

日本グラフィックデザイ
ナー協会

2012 369.31/ﾋｶ/

13
東日本大震災記録集  岩手県 
  ＪＡＧＤＡ　ｒｅｐｏｒｔ ｖｏｌ．１８９       

日本グラフィックデザイ
ナー協会

2012 369.31/ﾋｶ/

14
東日本大震災記録集  宮城県   
ＪＡＧＤＡ　ｒｅｐｏｒｔ ｖｏｌ．１８９       

日本グラフィックデザイ
ナー協会

2012 369.31/ﾋｶ/

15 震災１年全記録　大津波、原発事故、復興への歩み 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 2012 369.31/ｼﾝ/

16 東日本大震災・ダイジェスト 近代消防社 2012 369.31/ﾋｶ/
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◆ 地図資料
書名 著編者 発行者 発行年 請求記号 備考

1 迅速測図（フランス式）　
関東平野ほぼ全域。明治13年～19年
作成。原図の復刻版(カラー）

2 迅速測図（ドイツ式）　　
関東平野ほぼ全域。明治13年～19年
作成。複製図（白黒）

3 土地分類基本調査　 埼玉県
1964-
1981

S455/ｻ/

寄居、川越、大宮、熊谷、鴻巣、秩
父、万場（埼玉県内）、  三峰・金峰
山（埼玉県内）、 高崎・深谷（埼玉県
内）、古河、野田（埼玉県内）、水海
道　東京東北部　東京西北部（埼玉県
内）

4 土地条件図    国土地理院 1972 S454/ｺ/
昭和45年～昭和56年にかけて発行。
大宮、川越、鴻巣、古河、野田、水
海道、東京西北部、東京東北部

5 埼玉県山地災害危険地区位置図 埼玉県 1987 S369.3/ｻｲ/ 秩父、飯能、寄居
6 土地保全図　久喜地区・松江地区 国土庁土地局 1992 S455/ｺ/

7 都市圏活断層図 国土地理院／編 日本地図センター 1996 S453/ﾄｼ/
青梅、大宮、川越、熊谷、東京西北
部、深谷、本庄藤岡（2005年）

8
地図で見るさいたま市の変遷　明治・大正・昭
和・平成の４代１２０余年の歴史が読める

日本地図センター 2003 S211/ﾁｽ/ 地図６枚

9 埼玉県山地災害危険地区位置図 埼玉県 2005 S369.3/ｻｲ/ 埼玉県全域

10 さいたま市地震マップ 
さいたま市建設局建
築部建築総務課

2010 S318.811/ｻｲ/

11 埼玉県立図書館所蔵ハザードマップ一覧  埼玉県立浦和図書館 2011 S318.8/ｻｲ/ 各市町村のハザードマップ一覧
12 さいたま市液状化危険度マップ    全区  さいたま市 2012 S318.811/ｻｲ/ さいたま市区別ごとあり
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