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土地改良歴史資料室　図書一覧
分類コード 大分類 図書等名称 発行年月日 著者名・発行所

000－00－00 総記 「二十一世紀への挑戦」 平成6年11月 21世紀を考える会

000－00－00 総記 「五訂　会計」 昭和40年2月 東京商業図書研究会

000－00－00 総記 「AN　INTERNATIONAL　EPISODE」 昭和27年4月 福原燐太郎註

000－00－00 総記 「CIA　＝アメリカ中央情報局の内幕＝」 昭和36年12月 山口房雄著

000－00－00 総記 「Cousin Phillis」 昭和25年5月 海老池俊治註

000－00－00 総記 「NHKテレビ　ホントにホント？」第四集 昭和52年9月 NHKテレビホントにホント？政策グループ

000－00－00 総記 「THE SKETCH Book」 昭和09年11月 青木常雄註

000－00－00 総記 「VISION　OF　JAPAN　わが胸中に政策ありて」 平成6年1月 橋本龍太郎著

000－00－00 総記 「アサノ知事の冒険」 平成10年3月 菊池昭典著

000－00－00 総記 「遊びの文化史」 昭和48年10月 和歌森太郎著

000－00－00 総記 「新しいふるさとづくり　＝自治の伝道に生きて＝」 平成1年12月　 山本壮一郎著

000－00－00 総記 「あたりまえの女たち　＝世界の母親の記録＝」 昭和32年2月 阿部知二著

000－00－00 総記 「いかにして問題をとくか」 昭和29年9月 柿内賢信翻訳

000－00－00 総記 「生き続ける志　＝長谷川峻その時代と生涯＝」 平成5年10月　 章和会

000－00－00 総記 「意識と行動の心理学」現代心理学2 昭和30年3月 相良守次編集責任者

000－00－00 総記 「インドで考えたこと」 昭和33年7月 堀田善衛著

000－00－00 総記 「裏切られた童心　＝憂うべき教科書の真相＝」 昭和31年6月 自由民主党

000－00－00 総記 「絵でわかる会計」 昭和44年1月 八田吉次著

000－00－00 総記 「大蔵官僚　＝超エリート集団の人脈と野望＝」 昭和57年8月　 神一行著

000－00－00 総記 「恐るべき労働　第1巻　山峡に働く人びと」 昭和36年9月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「恐るべき労働　第2巻　恐怖の労働」 昭和36年10月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「恐るべき労働　第3巻　海に生きる人びと」 昭和36年11月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「恐るべき労働　第4巻　農山村の底辺」 昭和36年12月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「おはなしおはなし」 平成6年3月 河合隼雄著

000－00－00 総記 「お役人　＝風にゆらぐ課長の告白＝」 昭和33年11月 増田米治著

000－00－00 総記 「終わりなき挑戦　＝1公務員の歩み＝」 昭和57年11月 萩野正一著

000－00－00 総記 「女が酒を飲むこと」 昭和32年8月 古谷綱武著

000－00－00 総記 「外国語の学び方」 昭和37年10月 渡辺照宏著

000－00－00 総記 「科学繊維」 昭和48年10月 井本稔著

000－00－00 総記 「歌集　青磁」 平成13年10月 戸崎巌著

000－00－00 総記 「観光立国宣言」 平成12年6月 二階俊博著

000－00－00 総記 「官僚王国論」 昭和56年4月　 草柳大蔵著

000－00－00 総記 「技術革新」 昭和33年5月 星野芳郎著

000－00－00 総記 「気象の話」 昭和41年7月 ディヴィット・C・ホームズ著

000－00－00 総記 「季節病カレンダー」 昭和38年11月　 籾山政子著

000－00－00 総記 「求婚旅行3」 昭和62年12月 田辺聖子著

000－00－00 総記 「教育内容行政の限界　＝教科書検定と学習指導要領＝」 昭和59年5月 浪本勝年著

000－00－00 総記 「今日の芸術　＝時代を創造するものは誰か＝」 昭和30年7月 岡本太郎著

000－00－00 総記 「空想より科学への社会主義の発展」 昭和21年8月 山岸辰蔵訳

000－00－00 総記 「句集　昴」 吾亦紅句会

000－00－00 総記 「クルップ五代記」 昭和36年11月 江藤淳著

000－00－00 総記 「廓（くるわ）第二部」 昭和33年1月 西口克己著

000－00－00 総記 「廓（くるわ）」 昭和33年1月 西口克己著

000－00－00 総記 「経済学　上巻」 昭和32年3月 宇野弘蔵編

000－00－00 総記 「経済学」 昭和27年5月 大内兵衛著

000－00－00 総記 「経済学及び課税の原理　下巻」 昭和29年9月 小泉信三著

000－00－00 総記 「経済学及び課税の原理　上巻」 昭和29年9月 小泉信三著

000－00－00 総記 「経済学教科書　学習講座2」 昭和30年11月 民主主義科学者協会経済部会

000－00－00 総記 「経済学教科書　増補改訂版　第一分冊」 昭和31年7月 マルクス・レーニン主義研究所訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　増補改訂版　第二分冊」 昭和31年6月 マルクス・レーニン主義研究所訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　増補改訂版　第三分冊」 昭和31年8月 マルクス・レーニン主義研究所訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　増補改訂版　第四分冊」 昭和31年10月 マルクス・レーニン主義研究所訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　第一分冊」 昭和30年2月 マルクス・レーニン主義普及協会訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　第二分冊」 昭和30年4月 マルクス・レーニン主義普及協会訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　第三分冊」 昭和30年5月 マルクス・レーニン主義普及協会訳

000－00－00 総記 「経済学教科書　第四分冊」 昭和30年6月 マルクス・レーニン主義普及協会訳

000－00－00 総記 「経済用語和英辞典」 昭和27年5月 宮川三郎編

000－00－00 総記 「ケインズ経済学解説」 昭和30年1月 鬼頭仁三郎著

000－00－00 総記 「ゲーテ格言集」 昭和52年1月 高橋健二訳

000－00－00 総記 「決断の条件」 昭和52年6月 会田雄次著

000－00－00 総記 「ケネディ　＝英知と勇気の大統領＝」 昭和41年8月 中屋健一著
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分類コード 大分類 図書等名称 発行年月日 著者名・発行所

000－00－00 総記 「現代経済学入門　上」 昭和30年2月 中山伊知郎著

000－00－00 総記 「現代経済学入門　下」 昭和30年10月 有沢広巳著

000－00－00 総記 「現代日本の教育と法」 昭和57年5月 浪本勝年著

000－00－00 総記 「現代日本の政治経済」 昭和63年3月　 高坂正堯,市村真一編著

000－00－00 総記 「現代日本の底辺　第2巻　行商人と日雇」 昭和35年6月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「現代日本の底辺　第3巻　不安定就労者」 昭和35年7月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「現代日本の底辺　第4巻　零細企業の労働者」 昭和35年8月 秋山健二郎,森秀人編

000－00－00 総記 「現代のインフレ　＝高進する生活破壊のメカニズム＝」 昭和49年5月 川口弘著

000－00－00 総記 「現代の病根　インフレーション」 昭和48年5月 西山武典著

000－00－00 総記 「現代文明ふたつの源流」 昭和53年6月 中尾佐助著

000－00－00 総記 「現代ホテルの計画」 昭和55年4月 越山徹平,古田敏雄著

000－00－00 総記 「広辞苑」（昭和59年版） 昭和59年11月 新村出編

000－00－00 総記 「耕不儘　＝地方自治に生きて＝」 平成1年11月　 山本壮一郎著

000－00－00 総記 「広報110番　＝パブリック・リレーションズ実務事典＝」 平成11年7月 電通パブリック・リレーションズ編著

000－00－00 総記 「国際ゆめ交流博覧会　公式ガイドブック」 平成9年7月 国際ゆめ交流博覧会実行委員会

000－00－00 総記 「酷寒シベリア抑留記　＝黒パン350グラムの青春＝」 平成3年5月 竹田正直著

000－00－00 総記 「古都の旅」 昭和31年10月 小林智昭著

000－00－00 総記 「子どもの教育と社会心理」 昭和55年12月 寺内礼治郞著

000－00－00 総記 「これが象だ！」 昭和31年1月 内山賢次著

000－00－00 総記 「これがはじまり　＝西洋迷信故事物語＝」 昭和43年3月 松本亨著

000－00－00 総記 「ザ・テレトピア」 昭和60年11月 郵政省通信政策室

000－00－00 総記 「歳時記の経済学」 昭和60年7月　 中村達也著

000－00－00 総記 「財政読本」 昭和50年4月 大熊一郎編

000－00－00 総記 「栽培植物の起源　上」 昭和28年10月 加茂儀一著

000－00－00 総記 「サルが人間になるにあたっての労働の役割」 昭和42年1月 伊藤嘉昭著

000－00－00 総記 「産業気象」 昭和30年11月 大後美保著

000－00－00 総記 「参考図書　＝その原理から利用まで＝」 昭和49年3月 弥吉光長著,理想社

000－00－00 総記 「三段組版　農用地整備公団関係法令集」 農用地整備公団

000－00－00 総記 「司書・学芸員になるには」 昭和52年6月　 金子量重著

000－00－00 総記 「資本主義経済の歩み　＝封建制から現代まで＝（上）」 昭和28年10月 小林良正,雪山慶正訳

000－00－00 総記 「資本主義経済の歩み　＝封建制から現代まで＝（下）」 昭和28年10月 小林良正,雪山慶正訳

000－00－00 総記 「資本論随筆」 昭和31年7月 長谷部文雄著

000－00－00 総記 「市民の日本語＝NPOの可能性とコミュニケーション＝」 平成14年9月 加藤哲生著

000－00－00 総記 「趣味のやきもの作り」 昭和38年9月 辻清明著

000－00－00 総記 「春夏秋冬」 平成18年2月 鹿野文永著

000－00－00 総記 「純粋経済学　増補版」 昭和29年6月 中山伊知郎著

000－00－00 総記 「小住宅のプランと実例」 昭和38年3月 木幡康著

000－00－00 総記 「小説「複合汚染」への反証」 昭和50年10月　 岩本経丸,他著

000－00－00 総記 「食品犯罪　＝厚生省を告発する＝」 昭和45年7月 郡司篤孝著

000－00－00 総記 「初版　人口の原理」 昭和29年5月 高野岩三郎,大内兵衛訳

000－00－00 総記 「自立経営と経営設計」 昭和41年7月 沢村東平,武藤三雄,神戸正編

000－00－00 総記 「シルクロードの十字路にて」 昭和61年7月 今野博著

000－00－00 総記 「人事六法」 昭和36年6月　 田上穣治監修

000－00－00 総記 「心理学」 昭和26年2月 大脇義一著

000－00－00 総記 「随想」 平成6年1月　 一力徳子著

000－00－00 総記 「スペシャリスト　＝知識社会の実力者＝」 昭和51年6月 本明寛著

000－00－00 総記 「スワードさんの日本語ノート」 昭和51年8月 ジャック・スワード著

000－00－00 総記 「生活のなかの統計」 昭和48年1月　 足利末男著

000－00－00 総記 「税金にメスを入れる」 昭和39年8月 谷山治雄著

000－00－00 総記 「聖書入門」 昭和31年2月 小塩力著

000－00－00 総記 「成長の限界　＝ローマ・クラブ「人類の危機」レポート＝」 昭和48年12月　 ドネラ・H・メドウス,他著

000－00－00 総記 「青年の人生観」 昭和30年7月 岡村満寿著

000－00－00 総記 「生命の起源」 昭和30年11月 オバーリン著

000－00－00 総記 「石油に浮かぶ国」 昭和43年12月 牟田口義郎著

000－00－00 総記 「戦後の世界政治」 昭和34年11月 岡倉古志郎,寺本光朗著

000－00－00 総記 「戦争国家」 昭和37年12月 フレッド・クック著,笹川正博訳

000－00－00 総記 「戦争症候群」 昭和59年7月 ジャン・バコン著

000－00－00 総記 「善の研究」 昭和25年9月 西田幾多郎著

000－00－00 総記 「創造者たちの仕事」 昭和30年1月 伊藤新一著

000－00－00 総記 「続続　逆転の発想」 昭和53年5月 糸川英夫著

000－00－00 総記 「祖先がここまでわかるおもしろ地名史」 平成2年12月　 丹羽基二著
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土地改良歴史資料室　図書一覧
分類コード 大分類 図書等名称 発行年月日 著者名・発行所

000－00－00 総記 「ソフトノミックス」 平成2年4月　 大内秀明著

000－00－00 総記 「大正っ子の　続中新田物語」 昭和59年9月 伊藤東一著

000－00－00 総記 「地域からの挑戦　＝鳥取県・智頭町の「くに」おこし＝」 平成12年10月 岡田憲夫,杉万俊夫,平塚伸治,河原利和著

000－00－00 総記 「地域の復権」 昭和55年10月　 松原治郎編著

000－00－00 総記 「チベット（上）」 昭和34年8月 阿部知二訳

000－00－00 総記 「チベット（下）」 昭和34年10月 阿部知二著

000－00－00 総記 「地方自治法」 昭和59年11月　 兼子仁著

000－00－00 総記 「地名のルーツ」 昭和55年8月 吉田允義著

000－00－00 総記 「チャーリー・チャプリン」 昭和27年8月 松本滋訳

000－00－00 総記 「中年暴走族　北へ」 平成12年8月 佐藤浩著

000－00－00 総記 「通産省と日本の奇跡」 昭和57年8月　 チャーマーズ・ジョンソン著

000－00－00 総記 「恒心に生きる」 昭和57年4月　 せとかつえ著

000－00－00 総記 「転換期の地方自治」 昭和51年4月　 佐藤竺著

000－00－00 総記 「伝説」 昭和24年12月 柳田国男著

000－00－00 総記 「東京大空襲　＝昭和20年3月10日の記録＝」 昭和46年2月 早乙女勝元著

000－00－00 総記 「統計・確率のはなし」 昭和57年9月 武藤徹著

000－00－00 総記 「東北開発夜話」 昭和52年11月 岡田益吉著

000－00－00 総記 「東北発「豊かさ」探究」 平成16年1月　 伊藤康志著

000－00－00 総記 「都市問題　＝その現状と展望＝」 昭和44年10月 佐藤武夫編

000－00－00 総記 「土地と日本人」司馬遼太郎対談集 昭和51年9月 司馬遼太郎著

000－00－00 総記 「ナチスの時代　＝ドイツの現代史＝」 昭和45年8月 内山敏著

000－00－00 総記 「怠けのすすめ」 昭和55年7月 篭山京著

000－00－00 総記 「西山貞子写真詩集　タコのすべり台」 平成5年4月 西山貞子

000－00－00 総記 「日米経済200年」 平成7年3月 渡邊靖著

000－00－00 総記 「日米経済摩擦」 平成3年5月　 佐藤英夫著

000－00－00 総記 「ニッポン官僚よ　どこへ行く」 平成4年11月 生田忠秀著

000－00－00 総記 「日本経済図説　第三版」 昭和38年3月　 大内兵衛,他著

000－00－00 総記 「日本経済図説　第五版」 昭和46年3月　 大内兵衛,他著

000－00－00 総記 「日本経済入門　＝世界一の成長がもたらすもの＝」 昭和37年2月 長洲一二著

000－00－00 総記 「日本経済の落し穴」 昭和56年4月　 西山千明,高野邦彦著

000－00－00 総記 「日本経済はどうなるのか」 昭和41年1月 大内,有沢,脇村,美濃部,内藤著

000－00－00 総記 「日本経済への提言　＝危機に挑戦する再建計画＝」 昭和52年6月 日本共産党経済政策委員会

000－00－00 総記 「日本語」 昭和32年2月 金田一春彦著

000－00－00 総記 「日本資本主義の成立Ⅱ」 昭和31年7月 楫西光速著

000－00－00 総記 「日本資本主義の農業問題　改訂版」 昭和28年2月 大内力著

000－00－00 総記 「日本資本主義発達史」（S28） 昭和28年2月 守屋典郎著

000－00－00 総記 「日本資本主義発達史」（S30） 昭和30年10月 守屋典郎著

000－00－00 総記 「日本人の科学思想の発展」 昭和24年2月 吉岡修一郎著

000－00－00 総記 「日本人の深層心理　＝「いえ」社会の危機＝」 昭和52年4月 木村駿著

000－00－00 総記 「日本の官僚」 昭和57年7月　 田原総一朗著

000－00－00 総記 「日本の税金」 昭和54年12月 佐藤進著

000－00－00 総記 「日本の政治」 昭和58年12月　 京極純一著

000－00－00 総記 「日本の大企業」 昭和37年3月 中村孝俊著

000－00－00 総記 「日本の土地問題」 昭和47年7月 佐伯尚美,小宮隆太郎著,東京大学出版会

000－00－00 総記 「日本漫画100年」 昭和43年8月 須山計著

000－00－00 総記 「入門・コンピュータ」 昭和43年8月 川畑正大著

000－00－00 総記 「人間どう視るか2　自己家畜化論」 昭和59年1月 小原秀雄,岩城正夫著

000－00－00 総記 「人間の読み方」 昭和52年5月 石川弘義著

000－00－00 総記 「認識論（上）」 昭和30年12月 藤野渉訳

000－00－00 総記 「認識論（下）」 昭和31年1月 藤野渉訳

000－00－00 総記 「農用地利用増進法・特定農地貸付法　関係法令通達集」 平成元年9月 （財）農政調査会

000－00－00 総記 「農林省残酷物語」 昭和53年12月　 官僚機構研究会

000－00－00 総記 「白書で読む日本経済論」 昭和58年1月　 金森久雄著

000－00－00 総記 「箱館昔話」 平成11年4月 （有）函館パルス企画

000－00－00 総記 「はたらく人の顔と暮らし　＝変ぼうを迫られる世界の福祉事情＝」 昭和48年4月 森健一

000－00－00 総記 「バナナと日本人」 昭和61年2月　 鶴見良行著

000－00－00 総記 「パン屋のおやじは考える」 昭和53年3月 望月継治著

000－00－00 総記 「ヒト科ヒト属の診断書」 昭和56年4月 中川志郎著

000－00－00 総記 「氷河時代」 昭和50年11月　 鈴木秀夫著

000－00－00 総記 「平泉今昔」 昭和55年3月 読売新聞社盛岡支局

000－00－00 総記 「複合汚染　その後」 昭和52年7月　 有吉佐和子著
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000－00－00 総記 「複合汚染」（上） 昭和50年5月　 有吉佐和子著

000－00－00 総記 「複合汚染」（下） 昭和50年7月　 有吉佐和子著

000－00－00 総記 「婦人問題講話」 昭和30年7月 杉浦明平訳

000－00－00 総記 「婦人論　下巻」 昭和30年10月 森下修一著

000－00－00 総記 「物理学入門　＝力と運動＝（上）」 昭和28年9月 竹谷三男著

000－00－00 総記 「物理学はいかに創られたか　上巻」 昭和48年5月 石原純訳

000－00－00 総記 「物理学はいかに創られたか　下巻」 昭和48年4月 石原純訳

000－00－00 総記 「物理実験法　改訂版」 昭和26年3月 中村清二著

000－00－00 総記 「文明改革期の日本」 平成7年11月　 長富祐一郎著

000－00－00 総記 「本音で生きた八十年　＝佐々木更三自伝＝」 昭和59年6月 河北新報社編集局

000－00－00 総記 「松川裁判の問題点」 昭和34年8月 廣津和郎著

000－00－00 総記 「松川事件の真犯人」 昭和37年2月 吉原公一郎著

000－00－00 総記 「水におどる月」 平成21年3月　 矢野陽子著

000－00－00 総記 「みちのくの民話」 昭和31年6月 東北農山漁村文化協会

000－00－00 総記 「息子達に与うる書　＝日本人の心の源流＝」 昭和56年7月 大石坦著

000－00－00 総記 「無党派　みやぎの乱　＝浅野知事、圧勝の秘密＝」 平成10年5月 佐藤豊著

000－00－00 総記 「むらの工場・産業空洞化の中で」 平成9年1月　 河北新報社

000－00－00 総記 「目で見る社会福祉」 昭和57年7月 日本社会福祉対策研究会

000－00－00 総記 「メモのまとめ方」

000－00－00 総記 「毛沢東主義の本質　＝共産主義者はこう見る＝」

000－00－00 総記 「燃ゆる山々」 昭和53年8月 荒井英二著

000－00－00 総記 「役人の生態」 昭和46年6月　 浅井清著

000－00－00 総記 「ユーラシア文明の旅」 昭和49年6月 加藤九祚著

000－00－00 総記 「夜明けに進む女性」 昭和31年4月 阿部知二著

000－00－00 総記 「略説　民法総則」 昭和46年3月　 重倉珉祐著

000－00－00 総記 「レーニンの貧農に訴える」 昭和28年7月 内山ひろし解説

000－00－00 総記 「歴史はいつ始まったか」 昭和55年10月 藪内清著

000－00－00 総記 「連合新時代の構図」 平成1年7月　 大内秀明著

000－00－00 総記 「労働組合論」 昭和21年6月 草野道夫翻訳

000－00－00 総記 「わが内なるエコロジー」 昭和57年12月　 高木仁三郎著

000－00－00 総記 「私の自画像」 平成7年12月 穂積良行著

000－00－00 総記 「私の鎮魂歌」 平成16年11月 高橋とし子著

000－00－00 総記 「和のなかの決断　＝東北からの視点＝」 昭和57年8月　 伊藤宗一郎著

000－00－00 総記 小冊子「100冊の本　＝岩波文庫より＝」 昭和36年7月 岩波書店

000－00－00 総記 小冊子「THE　CPSU」

000－00－00 総記 小冊子「日曜サロン　＝座談会・知事と語ろう＝No．1」 昭和51年10月 宮城県広報協会

000－00－00 総記 小冊子「宝石研磨教室テキスト」 昭和50年11月 仙台放送養学園

000－00－00 総記 宮城県資料目録 2017年10月2日

000－00－00 総記 「これでよいのか日本の国土　私の新国土保全論」 平成6年11月 上杉光弘

000－00－00 総記 「中小企業と経営　ハ－バ－ドMBAの（切り口）」 平成22年3月 三石誠司

000－00－00 総記 「開発援助のためのプロジェクト・サイクル・マネジメント」 平成9年3月 （財）国際開発高等教育機構

000－00－00 総記 「PCM手法に基づくモニタリング・評価」 平成12年3月 （財）国際開発高等教育機構

000－00－00 総記 「日本経済の解明」 昭和37年6月 中山伊知郎

000－00－00 総記 「L．クライン　計量」経済学 昭和37年3月 訳　宮沢光一,中村貢

000－00－00 総記 「公文書作成の手引き」 昭和50年5月 公文書管理研究会

000－10－00 法律 「三段組版・最新土地改良法令集」 平成1年9月　 農林水産省監修,全土地連

000－10－00 法律 「アロケーション関係法令集」写 昭和55年12月　 国土庁水資源局

000－10－00 法律 「改正土地改良法解説　（附）実務必携」 昭和29年7月 中島,桜井,岩城,宮戸,小野著

000－10－00 法律 「改正土地改良法令遂条説明」 昭和48年3月　 宮城県農政部耕地課

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集　質疑応答集（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集10（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集1－1（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集1－2（追録型）」 平成20年4月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集2－1（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集2－2（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集3（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集4（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集5（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集6（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集7（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川関係法令例規集8（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）
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000－10－00 法律 「河川関係法令例規集9（追録型）」 平成20年4月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「河川法関係通知集」 昭和48年1月 宮城県農政部

000－10－00 法律 「管工事施工管理関係法規集1（追録型）」 平成18年9月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「管工事施工管理関係法規集2（追録型）」 平成18年9月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「行政指導・行政計画等判例集」 昭和60年10月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「行政不服審査事務提要1－8（追録型）」 昭和59年10月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「行政不服審査事務提要9－附則（追録型）」 昭和59年10月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「行政不服審査事務提要資料（追録型）」 昭和59年10月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「行政法」 昭和33年4月 田中二郎著

000－10－00 法律 「ケース・スタディ　労災認定集1（追録型）」 平成17年1月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「ケース・スタディ　労災認定集2（追録型）」 平成17年1月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「現行　自治六法（追録型）」 平成16年12月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「建設小六法」（H06） 平成5年9月 学陽書房

000－10－00 法律 「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引き（案）」 平成15年5月 建設リサイクル法実務手続研究会

000－10－00 法律 「建築基本法令通達集1（追録型）」 平成18年6月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「建築基本法令通達集2（追録型）」 平成18年6月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・基準編―1（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・基準編―1Ⅱ（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―10（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―11（追録型）」 昭和60年4月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―2（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―3（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―4（追録型）」 昭和60年4月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―5（追録型）」 昭和60年4月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―6（追録型）」 昭和60年4月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―7（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―8（追録型）」 昭和60年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業損失補償実務提要―法令・判例編―9（追録型）」 昭和60年4月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「公共事業紛争関係資料集1（追録型）」 昭和60年6月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業紛争関係資料集2（追録型）」 昭和60年6月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業紛争判例集1（追録型）」 昭和60年6月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業紛争判例集2（追録型）」 昭和60年6月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業紛争判例集3（追録型）」 昭和60年6月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共事業紛争判例集4（追録型）」 昭和60年6月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「公共用地の取得に伴う用対連基準の解説1（追録型）」 平成20年8月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「公共用地の取得に伴う用対連基準の解説2（追録型）」 平成20年8月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「国土交通六法（国土編）」（H15） 平成14年12月 国土交通省大臣官房総務課監修

000－10－00 法律 「国土交通六法（社会資本整備編）」（H15） 平成14年12月 国土交通省大臣官房総務課監修

000－10－00 法律 「災害総覧1（追録型）」 昭和59年12月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「災害総覧2（追録型）」 昭和59年12月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「災害総覧3（追録型）」 昭和59年12月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「災害総覧4（追録型）」 昭和59年12月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「災害総覧5（追録型）」 昭和59年12月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「最新　農地法詳解」（S45） 昭和45年7月 和田正明,橘武夫著

000－10－00 法律 「最新　不動産登記と税務1（追録型）」 平成19年12月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「最新　不動産登記と税務2（追録型）」 平成19年12月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「最新土地改良法令集」 昭和52年11月　 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」 平成14年4月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」 平成4年2月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」 昭和58年3月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」 昭和52年11月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「資産税質疑応答集1（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「資産税質疑応答集2（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「市町村計画行政資料集1（追録型）」 昭和60年1月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「市町村計画行政資料集2（追録型）」 昭和60年1月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「市町村計画行政資料集3（追録型）」 昭和60年1月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「市町村計画行政資料集4（追録型）」 昭和60年1月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「市町村計画行政資料集5（追録型）」 昭和60年1月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「市町村計画行政資料集6（追録型）」 昭和60年1月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「自治六法　平成12年版」（H12） 平成11年8月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「自治六法　平成13年版」（H13） 平成12年7月　 （株）ぎょうせい
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000－10－00 法律 「自動車関係法令質疑応答集（追録型）」 昭和59年10月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「自動車交通判例要旨総覧Ⅰ（追録型）」 昭和59年5月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「自動車交通判例要旨総覧Ⅱ（追録型）」 昭和59年5月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「自動車交通六法1（追録型）」 昭和59年12月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「自動車交通六法2（追録型）」 昭和59年12月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「詳解　土地評価　事例1（追録型）」 平成20年1月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「詳解　土地評価　事例2（追録型）」 平成20年1月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「商業登記の手続」 平成3年10月 東京法務局商業登記研究会

000－10－00 法律 「消費税の解説」 大蔵省主税局税制第二課

000－10－00 法律 「新・法律百科」 宮本良隆編

000－10－00 法律 「第101回国会　土地改良法改正質疑答弁集」 昭和60年3月 北陸地区農地集団促進協議会

000－10－00 法律 「第120回国会　土地改良法改正質疑答弁集」 平成3年11月 北陸地区農地集団促進協議会

000－10－00 法律 「誰にもわかる　資産税務の手引1（追録型）」 平成17年11月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「誰にもわかる　資産税務の手引2（追録型）」 平成17年11月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「誰にも分かる消防法規の手引1（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「誰にも分かる消防法規の手引2（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「誰にも分かる消防法規の手引3（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「誰にもわかる相続・贈与の法務と税務1（追録型）」 平成20年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「誰にもわかる相続・贈与の法務と税務2（追録型）」 平成20年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「地方公共団体　公有財産管理事務質疑応答集（追録型）」 平成20年2月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「図解　建築紛争事例便覧（追録型）」 平成18年9月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「電気工事施工管理関係法規集1（追録型）」 平成18年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「電気工事施工管理関係法規集2（追録型）」 平成18年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「統計事務情報総覧1（追録型）」 昭和60年2月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「統計事務情報総覧2（追録型）」 昭和60年2月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「統計事務情報総覧3（追録型）」 昭和60年2月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「統計事務情報総覧4（追録型）」 昭和60年2月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「統計事務情報総覧5（追録型）」 昭和60年2月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「土地改良法」（S24） 昭和24年6月　 全国耕地協会

000－10－00 法律 「土地改良法改正説明会資料　No．1新旧対照条文集」

000－10－00 法律 「土地改良法改正の要説」（H03） 平成4年5月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「土地改良法改正の要説」（H13） 平成14年11月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「土地改良法解説　新版」 昭和49年4月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「土地改良法解説」（H06） 平成6年10月　 農林水産省監修,全土地連

000－10－00 法律 「土地改良法解説」（S24） 昭和24年9月　 所秀雄,中島豊一,亀長友義,他著

000－10－00 法律 「土地改良法解説」（S40） 昭和40年11月　 農地局監修

000－10－00 法律 「土地改良法関係実務必携」（S25） 昭和25年11月　 財団法人農政調査会

000－10－00 法律 「土地改良法関係法令集」（S35） 昭和35年 農政タイムス社

000－10－00 法律 「土地改良法実務必携（昭和25版）」 昭和25年

000－10－00 法律 「土地改良法施行令改正の要説」（H01） 平成1年 農林水産省構造改善局農政部管理課,全国土地連

000－10－00 法律 「土地改良法施行令改正の要説」（H03） 平成3年 農林水産省構造改善局農政部管理課,全国土地連

000－10－00 法律 「土地改良法入門一問一答」 昭和63年3月 全国土地改良事業団体連合会

000－10－00 法律 「土地改良法判例集成（上巻・下巻）」（H03） 平成3年3月　 法務省訟務局

000－10－00 法律 「土地収用法実務提要（追録型）」 昭和44年9月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「土地税制関係法令集1（追録型）」 平成20年6月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「土地税制関係法令集2（追録型）」 平成20年6月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「土地取引・管理の環境マネジメント（追録型）」 平成20年3月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「土地利用についての法律的諸問題に関する文献集（下）」 昭和46年 農政調査委員会

000－10－00 法律 「土木施工管理関係法規集1（追録型）」 平成21年5月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「土木施工管理関係法規集2（追録型）」 平成21年5月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「土木施工管理関係法規集3（追録型）」 平成21年5月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「農業災害関係事務提要1（追録型）」 昭和59年12月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「農業災害関係事務提要2（追録型）」 昭和59年12月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「農業災害関係事務提要3（追録型）」 昭和59年12月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「農業災害関係事務提要4（追録型）」 昭和59年12月　 （株）帝国地方行政学会

000－10－00 法律 「農業六法」（H02） 平成2年2月　 農林水産省監修

000－10－00 法律 「農林水産六法」（H16） 平成16年2月 農林水産省監修

000－10－00 法律 「判例土地法　公有水面・河川法1（追録型）」 平成19年1月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　公有水面・河川法2（追録型）」 平成19年1月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　都市計画関係法1（追録型）」 平成18年11月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　都市計画関係法2（Ⅰ）（追録型）」 平成18年11月　 （株）ぎょうせい
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000－10－00 法律 「判例土地法　都市計画関係法2（Ⅱ）（追録型）」 平成18年11月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　都市計画関係法3（追録型）」 平成18年11月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地関係法（追録型）」 昭和58年9月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地区画整理法1」 昭和52年4月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地区画整理法2」 昭和52年4月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地区画整理法3」 昭和52年4月 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地区画整理法1（追録型）」 平成18年3月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地区画整理法2（追録型）」 平成18年3月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地区画整理法3（追録型）」 平成18年3月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地収用法1（追録型）」 平成19年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地収用法2（追録型）」 平成19年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地収用法3（追録型）」 平成19年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地収用法4（追録型）」 平成19年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「判例土地法　土地収用法5（追録型）」 平成19年4月　 （株）ぎょうせい

000－10－00 法律 「不動産関係法令質疑応答集1（追録型）」 昭和59年9月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「不動産関係法令質疑応答集2（追録型）」 昭和59年9月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律
「平成12年改正　都市計画法・建築基準法の解説Q&A」
国土法関係質疑応答集追録臨時号

平成12年7月 （株）大成出版社

000－10－00 法律 「ホーンブック　行政法」 平成5年7月 兼子仁,椎名慎太郎,礒野弥生,村上順著

000－10－00 法律 「宮城県財務関係例規集（1）（追録型）」 平成17年8月　 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「宮城県財務関係例規集（2）（追録型）」 平成17年8月 第一法規出版（株）

000－10－00 法律 「民法（相隣関係法・借地借家法・区分所有法）マンガ」 平成4年1月 斉藤ゆずる作

000－10－00 法律 「明解　内容証明モデル文例集1（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「明解　内容証明モデル文例集2（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　境界・私道等の法律実務1（追録型）」 平成20年6月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　境界・私道等の法律実務2（追録型）」 平成20年6月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　境界・私道等の法律実務3（追録型）」 平成20年6月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　公共工事契約の実務1（追録型）」 平成17年10月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　公共工事契約の実務2（追録型）」 平成17年10月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　固定資産税の法律実務1（追録型）」 平成17年10月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　固定資産税の法律実務2（追録型）」 平成17年10月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　借地・借家の実務1（追録型）」 平成20年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　借地・借家の実務2（追録型）」 平成20年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　電気工事施工管理の実務（追録型）」 平成18年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　都市計画・開発法規の実務　新旧対照表綴」 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　土地・建物売買の実務1（追録型）」 平成20年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　土地・建物売買の実務2（追録型）」 平成20年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　土地・建物売買の実務3（追録型）」 平成20年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　農地の法律実務1（追録型）」 平成17年3月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　農地の法律実務2（追録型）」 平成17年3月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　農地の法律実務3（追録型）」 平成17年3月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　労働安全衛生の実務1（追録型）」 平成17年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「問答式　労働安全衛生の実務2（追録型）」 平成17年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「例解　危険物規制質疑応答集1（追録型）」 平成16年9月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「例解　危険物規制質疑応答集2（追録型）」 平成16年9月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「例解　消防設備質疑応答集1（追録型）」 平成17年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「例解　消防設備質疑応答集2（追録型）」 平成17年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「例解　消防設備質疑応答集3（追録型）」 平成17年7月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「労災補償法令解釈要覧1（追録型）」 平成17年10月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「労災補償法令解釈要覧2（追録型）」 平成17年10月 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「六法全書」（H12） 平成12年3月 平井宣雄,青山善充,菅野和夫編集,（株）有斐閣

000－10－00 法律 「六法全書」（S55） 昭和55年3月　 日本法律研究出版社

000－10－00 法律 「六法全書」（加除式） 昭和44年4月　 日本法律研究出版社

000－10－00 法律 「わかりやすい危険物取扱いの手引き（追録型）」 平成17年8月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「わかりやすい農地をめぐる法律相談（追録型）」 平成20年3月　 新日本法規出版（株）

000－10－00 法律 「換地関係諸法令集」 東海農用地等団体協議会

000－10－00 法律 「土地改良法解説　（昭和25版）」 昭和25年

000－10－00 法律 「土地改良法の一部を改正する法律案」 昭和47年5月 農地管理課

000－10－00 法律
小冊子「「地方分権の推進を図るための関係法律の
整備等に関する法律」（自治省関係）に関する改正概要説明資料」

平成11年8月 自治省行政管理課

000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」（昭和58年） 昭和58年3月 農林水産省構造改善局農政部管理課

000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」（平成4年） 平成4年2月 農林水産省構造改善局農政部管理課
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000－10－00 法律 「三段組版　最新土地改良法令集」（平成14年） 平成14年4月 農林水産省構造改善局農政部管理課

000－10－00 法律 「水資源機構関係法令集（その2）」 平成15年10月 （独）水資源機構

100－00－00 哲学 「今日の哲学　Ⅳ人間論」 昭和35年2月 小松摂郎編

100－00－00 哲学 「近代理論経済学とマルクス主義経済学＝現代経済学と価値論＝」 昭和23年6月 理論社編集部

100－00－00 哲学
「国家と革命
＝マルクス主義の国家論と革命におけるプロレタリアートの任務＝」

昭和21年2月 小堀甚二著

100－00－00 哲学 「国家と革命」 昭和21年9月 森宏一訳

100－00－00 哲学 「自然弁証法　第二冊」 昭和30年4月 菅原抑,寺沢恒信訳

100－00－00 哲学 「実践論矛盾論」 昭和28年6月 毛沢東著

100－00－00 哲学 「史的唯物論」 昭和28年1月 古在由重編

100－00－00 哲学 「世界大思想全集4　パスカル・オーガスチン」 昭和3年7月 神田豊穂著

100－00－00 哲学 「哲学教程　＝マルクス主義哲学の基礎について＝」 昭和27年11月 出隆著

100－00－00 哲学 「哲学教程　第一分冊」 昭和34年3月 森宏一,寺沢恒信訳

100－00－00 哲学 「哲学人名辞典」 昭和26年6月 相原信作著

100－00－00 哲学 「哲学入門」 昭和26年7月 高山岩男編

100－00－00 哲学 「哲学ノート　第一分冊」 昭和32年4月 松村一人訳

100－00－00 哲学 「哲学ノート　第二分冊」 昭和31年11月 松村一人訳

100－00－00 哲学 「哲学の貧困」 昭和5年2月 木下半治訳

100－00－00 哲学 「哲学用語事典」 昭和26年8月 高山岩男編

100－00－00 哲学 「弁証法的唯物論　第二分冊」 昭和30年8月 古在由重,森宏一訳

100－00－00 哲学 「弁証法的唯物論と史的唯物論」 昭和28年5月 石堂清倫訳

100－00－00 哲学 「唯物論哲学入門」 昭和30年2月 橋本弘毅,広島定吉著

100－00－00 哲学 「辯證法の発展　＝毛沢東の「矛盾論」を中心として＝」 昭和28年5月 松村一人著

200－00－00 歴史 「石巻市史編纂資料　伊寺水門」第3集 昭和55年3月　 石巻市史編纂委員会

200－00－00 歴史 「伊能測量隊まかり通る」 平成10年7月　 渡邊一郎著

200－00－00 歴史 「栗原郡詩」関係分抜粋

200－00－00 歴史 「高等学校　新日本史」 昭和58年2月 自由書房

200－00－00 歴史 「三本木町史」コピー 三本木町

200－00－00 歴史 「書に見る伊達政宗　＝その人と時代＝」 平成7年4月　 佐藤憲一,荒井聡著

200－00－00 歴史 「仙台郷土研究242号　仙台藩歴史用語辞典」 平成3年6月　 仙台郷土研究会

200－00－00 歴史 「続・宮城県郷土史年表」 平成9年10月　 田村昭編

200－00－00 歴史 「登米郡史」　下巻

200－00－00 歴史 「日本近代史　下巻」 昭和31年5月 井上清,鈴木正四著

200－00－00 歴史 「日本資本主義発達史年表」 昭和30年4月 岡崎次郎,楫西光速,倉持博著

200－00－00 歴史 「日本ハイウエイ・サービス株式会社　20年史」 昭和58年11月　 日本ハイウエイ・サービス株式会社

200－00－00 歴史 「半世紀の風景　＝東北をあるく＝」 平成7年8月　 河北新報社編集局

200－00－00 歴史 「人に歴史あり」宮城県版 昭和51年7月 （株）地方人事調査会

200－00－00 歴史 「戊辰の風雪　＝東北が生んだ人たち＝」 平成10年3月　 小野昌和著

200－00－00 歴史 「宮城県地図（五万分の一）全新旧」

200－00－00 歴史 「宮城県の歴史散歩」 昭和62年8月　 宮城県高等学校社会科教育研究会

200－00－00 歴史 「横目で見た郷土史」 平成8年12月　 片岡吾庵堂著

200－00－00 歴史 DVD　おおさきの飛翔 大崎市流地域自治組織編

200－00－00 歴史 小冊子「急流の如く　＝岩波新書の三十年＝」 昭和44年5月 岩波雄二郎著

200－00－00 歴史 仙台藩ものがたり 平成14年6月25日 小野昌和

200－00－00 歴史 古川市史　第4巻 平成19年3月30日 大崎市

200－00－00 歴史 みやぎ郷土小辞典 昭和48年5月1日 菊地勝之助

200－00－00 歴史 宮城県県治要覧 明治41年9月30日 宮城県

200－00－00 歴史 宮城県の近代化遺産 平成14年3月 宮城県教育委員会

200－00－00 歴史 宮城県の地理と歴史Ⅰ 昭和57年3月10日 東北大学地域社会研究会

200－00－00 歴史 宮城県の地理と歴史Ⅱ 昭和57年3月10日 東北大学地域社会研究会

200－00－00 歴史 宮城県の地理と歴史Ⅲ 昭和57年3月10日 東北大学地域社会研究会

200－00－00 歴史 亘理小史 平成2年10月1日 亘理町

300－00－00 社会科学 「国土計画を考える　＝開発路線のゆくえ＝」 平成11年2月 本間義人著

300－00－00 社会科学 「これでいいのかわが国土」 平成16年8月 北橋建治著

300－00－00 社会科学 「これでよいのか日本の国土」 平成6年11月　 衆議院議員上杉光弘著

300－00－00 社会科学 小冊子「財政改革を考える」写 昭和59年9月　 大蔵省

400－00－00 自然科学 「新しい時代は始まっている」 平成4年7月　 郷原茂樹著

400－00－00 自然科学 「新しい地球観」 昭和46年3月　 上田誠也著

400－00－00 自然科学 「危うい緑の地球」 昭和59年6月　 三島昭男著

400－00－00 自然科学 「歩いてみよう雑木林」 平成4年11月　 山岡文彦著

400－00－00 自然科学 「異常気象を追って」 昭和49年9月　 根本順吉著
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400－00－00 自然科学 「飢える地球」 昭和48年8月　 玉井虎雄著

400－00－00 自然科学 「エコパラダイムの時代」 平成5年10月　 合田周平著

400－00－00 自然科学 「エネルギーを考える」 昭和58年8月　 藤井清光,武安義光著

400－00－00 自然科学 「環境政策を考える」 昭和53年3月　 華山謙著

400－00－00 自然科学 「環境と人間2　森林はなぜ必要か」 平成4年11月　 只木良也著

400－00－00 自然科学 「気候が変わる」 昭和55年8月　 高橋浩一郎著

400－00－00 自然科学 「気象資源」 昭和53年11月　 中村政雄著

400－00－00 自然科学 「気象変動で農業はどうなるか」 昭和54年1月　 坪井八十二著

400－00－00 自然科学 「北上山地に生きる　＝日本の底辺からの報告＝」 昭和48年6月　 河北新報社編集局長二階堂義孝著

400－00－00 自然科学 「共生の生態学」 平成10年2月 栗原康著

400－00－00 自然科学 「グリーン　ハイ・テクノロジー」 平成3年9月　 梶浦一郎,小林春雄編

400－00－00 自然科学 「顕微鏡の世界」 昭和49年8月 全国学生顕微鏡観察研究会理学博士　朝比奈貞一

400－00－00 自然科学 「穀物メジャー」 昭和59年7月　 石川博友著

400－00－00 自然科学 「このままだと20年後の資源はこうなる」 平成9年1月　 カタログハウス

400－00－00 自然科学 「自然界99の謎」 昭和52年6月　 春田俊郎著

400－00－00 自然科学 「自然のおしえ　自然の癒し」 平成7年5月　 ジェームズ・Ａ・スワン著

400－00－00 自然科学 「植物と人間」 昭和55年2月　 宮脇昭著

400－00－00 自然科学 「白神山地　＝森は蘇るか＝」 平成10年5月　 佐藤昌明著

400－00－00 自然科学 「新・地球環境読本　＝21世紀への提言とメッセージ＝」 平成4年6月　 原剛著

400－00－00 自然科学 「森林環境と流域社会」 平成4年11月　 北尾邦伸著

400－00－00 自然科学 「生物多様性」 平成7年6月　 堂本暁子著

400－00－00 自然科学 「仙台平野の歴史津波」 平成7年9月　 飯沼勇義著

400－00－00 自然科学 「地球と都市の温暖化　＝人類は地球の危機を救えるか＝」 平成4年6月　 斉藤武雄著

400－00－00 自然科学 「地球は訴えている　＝人類へのメッセージ＝」 平成4年5月 天野博正著

400－00－00 自然科学 「地球は寒くなるか」 昭和50年6月　 土屋巌著

400－00－00 自然科学 「天気予報　＝日本の空の診断書＝」 昭和40年2月　 根本順吉著

400－00－00 自然科学 「氷河期へ向う地球」 昭和51年9月　 根本順吉著

400－00－00 自然科学 「見えない洪水ケースD」 昭和55年1月　 糸川英夫,未来捜査局

400－00－00 自然科学 「水の思想」 昭和54年2月 玉城　哲

400－00－00 自然科学 「宮城県の希少な野生動植物　普及版」 平成14年3月 宮城県

400－00－00 自然科学 「めだかの海」 平成7年2月　 石垣普門著

400－00－00 自然科学 「森からのおくりもの　＝林産物の脇役たち＝」 平成1年11月　 川瀬清著

400－00－00 自然科学 「森は海の恋人」 平成6年10月　 畠山重篤著

400－00－00 自然科学 「森を考える　＝白神ブナ原生林からの報告＝」 平成4年7月　 根深誠著

400－00－00 自然科学 「森を継ぐもの」 平成6年11月　 C・W・ニコル著

400－00－00 自然科学 「山と森の生活誌」 平成6年5月　 遠藤ケイ著

400－00－00 自然科学 「林道　＝東北の山々で何が起きてるのか＝」 平成1年11月　 河北新報社編集局

400－00－00 自然科学 「ルポ・東北の山と森　＝自然破壊の現場から＝」 平成8年9月　 山を考えるジャーナリストの会編

400－00－00 自然科学 Senaca21　「物質と生命の環境」の視覚から地球環境問題に展望を拓く試み 平成28年8月 石坂匡身,大串和紀,金子照美,佐藤洋平,中道宏

400－00－00 自然科学 農村の歩みに命と共同を学ぶ　土地改良にかかわりながら 平成30年12月15日 川尻裕一郎,柿崎均

400－00－00 農業土木 気象百年史 昭和50年10月10日 気象庁

400－00－00 農業土木 気象百年史　資料編 昭和50年10月10日 気象庁

400－00－00 農業土木 日本の気候 昭和34年8月15日 和達清夫

400－00－00 農業土木 ふるさと泉市の自然 昭和57年3月31日 泉市教育委員会

400－00－00 農業土木 水の世界地図 平成19年12月10日 小城武彦

400－00－00 農業土木 みやぎの自然 昭和53年8月 加藤多喜雄,加藤陸奥雄

400－00－00 農業土木 宮城の自然をたずねて 1991年5月10日 竹内貞子

500－00－00 土木工学 「火薬類保安教本シリーズ2　発破（基礎編）」写 昭和52年8月　 通商産業省立地公害局編

500－00－00 土木工学 「火薬類保安教本シリーズ3　発破（各論）」写 昭和53年5月　 通商産業省立地公害局編

500－00－00 土木工学 「建設白書　2000」 平成13年6月 建設省

500－00－00 土木工学 「建設ものしりガイド」 平成10年3月 東北地方建設局

500－00－00 土木工学 「産業火薬（新改訂版・増補版）」 昭和54年6月　 山川道雄編

500－00－00 土木工学 「図解　土木用語辞典」 昭和44年3月　 土木用語辞典編集委員会

500－00－00 土木工学 「日本の土地百年　＝国土法関係質疑応答集追録臨時号＝」 平成15年4月 日本の土地百年研究会,（株）大成出版社

500－00－00 土木工学 「爆破（全訂新版）」写 昭和45年10月 社団法人土木学会監修

500－00－00 土木工学 小冊子「公共工事の入札・契約制度の改善について」 平成6年6月 宮城県土木部

501－00－00 土木工学 「七桁対数表」（S16） 昭和16年1月　 東京大学研究会編

501－00－00 土木工学 「建設工事職種の説明」他 昭和46年5月　 宮城県土木部

501－00－00 土木工学 「土木工学ハンドブック（革製）」（S39） 昭和39年7月　 土木学会編纂

501－00－00 土木工学 「土木工学ハンドブック」（S39） 昭和39年3月　 土木学会

501－00－00 土木工学 「土木工学ポケットブック　下巻」（S27） 昭和27年5月 土木工学ポケットブック編纂会
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501－00－00 土木工学 「土木工学ポケットブック　上巻」（S27） 昭和27年2月 土木工学ポケットブック編纂会

501－00－00 土木工学 「土木工事の歩掛と仕様書」 昭和16年11月　 仲野雄介,長井熊吉共著

501－00－00 土木工学 「土木工学ポケットブック（下巻）」（S11） 昭和11年9月　 土木工学ポケットブック編纂会

501－00－00 土木工学 「土木工学ポケットブック（上巻）」（S11） 昭和11年9月　 土木工学ポケットブック編纂会

501－00－00 土木工学 「土木施工法」（S15） 昭和15年11月　 平山復二郎,磯崎傳昨著

501－00－00 土木工学 「土木設計ハンドブック」（S07） 昭和7年12月　 間崎則質著

501－00－00 土木工学 「丸善対数表」（S38） 昭和38年1月 丸善株式会社

501－00－00 土木工学 「丸善対数表」（S39） 昭和39年2月　 丸善株式会社編集

501－00－00 土木工学 「丸善対数表」（S46） 昭和46年9月　 丸善株式会社

502－00－00 土木工学 「ＤＶＤ　長沼ダム　竣工記念」 平成26年5月 宮城県,東部土木事務所,登米地域事務所

502－00－00 土木工学 「阿武隈川水運史研究」 平成6年12月 渡辺信夫　他

502－00－00 土木工学 「いわての土木遺産」 平成15年3月 岩手の土木史研究会

502－00－00 土木工学 「江戸時代の土木技術－（天保期の印旗沼堀割普請）の古文書から」 平成23年5月 （財）建設物価調査会

502－00－00 土木工学 「開発の歴史地理」 昭和60年11月 田村勝正

502－00－00 土木工学 「技術士制度における総合技術監理部門の技術体制」（第2版） 平成16年1月 （社）日本技術士会

502－00－00 土木工学
「慶長大津波と運河仙台湾岸、貞山運河のうち
-木引堀物語-その謎多き運河史

平成27年2月 佐藤昭典

502－00－00 土木工学 「現代日本土木史」 平成2年5月 高橋裕

502－00－00 土木工学 「国土の開発と河川　条里制からダム開発まで」 平成元年6月 松浦茂樹

502－00－00 土木工学
「地図で見る国土の生い立ち
（東北地方の古地理に関する調査報告書）」

平成11年3月 建設省東北地方建設局　

502－00－00 土木工学 「東北地方における　土木事業近代化の先覚者像」 平成8年9月 （社）東北建設協会

502－00－00 土木工学 「土地改良施設管理基準」　ダム編 平成16年3月 （社）農業土木学会

502－00－00 土木工学 「日本のコンクリート技術を支えた100人」 平成21年3月　 三浦宏一編集

502－00－00 土木工学 「野蒜築港120年委員会報告書」 平成13年3月　 （社）土木学会東北支部

502－00－00 土木工学 「宮城の土木史」（H04） 平成4年4月 宮城県土木部,宮城県建設技術協会

502－00－00 土木工学 「宮城の土木史」（S47） 昭和47年4月 宮城県土木部,宮城県建設技術協会

503－00－00 土木工学 「建設環境必携」平成11年度版 平成11年9月 建設省建設経済局環境調整室監修

503－00－00 土木工学 「土木設計施工要覧（上巻）」（S29） 昭和29年5月　 田口文雄編著

503－00－00 農業土木 水工学便覧 昭和41年8月1日 沼知福三郎

504－00－00 土木工学 「科学技術論文、報告書その他の文書に必要な英語文型・文例辞典（増補決定版）」 昭和57年5月 （有）小倉書店

504－00－00 土木工学 「科学文献　＝まとめ方・さがし方・利用の仕方＝」 昭和43年10月　 高橋達郎・他著

504－00－00 土木工学 「公共事業大変革と建設激震」 平成13年6月　 依田薫著

504－00－00 土木工学 「水利開発と地域対応」 昭和62年2月 白井義彦

504－00－00 土木工学 「世界大ダム展望」 昭和52年5月　 ホセ・トーラン博士

504－00－00 土木工学 「地域に活気、日本に元気　＝地域経済活性化の処方箋＝」 平成19年5月 （財）経済産業調査会

504－00－00 土木工学 「土木工事難問疑問解答集」第1集 昭和29年6月　 東京工学研究会

504－00－00 土木工学 「入札改革」 平成15年12月　 武藤博巳著

504－00－00 土木工学 「遊水地と治水計画　応用地理学からの提言｣ 昭和60年10月 内田和子

504－00－00 土木工学 「流域をたどる歴史　二　東北編」 昭和53年5月 （株）ぎょうせい

504－00－00 土木工学 「河川水利調整論」 昭和37年3月 新沢嘉芽統

504－00－00 土木工学 「欧米各国の水経済対策　（第二巻）」 昭和43年11月 建設省河川課河川計画課

505－00－00 土木工学 「建設の機械化　＝寒冷地特集号＝」No.16 昭和26年4月　 建設機械化協会

505－00－00 土木工学 「土木施工」1974．5 昭和49年4月　 山海堂

505－00－00 土木工学 「宮城県土木行政の概要」（H11） 平成11年3月 宮城県土木部土木企画課

505－00－00 土木工学 「宮城の土木行政の概要」（H13） 平成13年3月 宮城県土木部

506－00－00 土木工学 「仕事に役だつやさしい統計とOR」 昭和49年6月　 松島康夫,江副力著

506－00－00 土木工学 「土木学会誌」第30巻第1号 昭和19年1月　 土木学会

507－00－00 土木工学 「’97合格対策　1級土木施工管理技術検定　学科試験」 平成9年3月　 土木施工管理技術検定研究会

507－00－00 土木工学 「1級土木施工管理　技術検定試験問題集」 平成9年5月　 成美堂出版編集部

507－00－00 土木工学 「1級土木施工管理技術検定学科試験　受験準備講習会用資料」 平成8年3月　 土木施工管理技術研究会

507－00－00 土木工学 「1級土木施工管理技術検定実地試験問題詳解」 平成4年7月　 吉野次郎著

507－00－00 土木工学 「2003年版　1級土木施工管理技士実地試験問題全集」 平成14年11月　 土木施工管理技士受験研究会

507－00－00 土木工学 「受験マニュアル　土木施工管理技術検定」 昭和57年6月　 野口俊男編

507－00－00 土木工学 「初級プログラミング講座1　電子計算機の歴史と将来の展望」 電子計算機通信学院編

507－00－00 土木工学 「初級プログラミング講座2　電子計算機の種類と適用分野」 電子計算機通信学院編

507－00－00 土木工学 「初級プログラミング講座3　電子計算機システム図解マニュアル」 電子計算機通信学院編

507－00－00 土木工学 「初級プログラミング講座4　電子計算機用語図解マニュアル」 電子計算機通信学院編

507－00－00 土木工学 「初級プログラミング講座5　プログラミング・ハンドブック」 電子計算機通信学院編

507－00－00 土木工学 「初級プログラミング講座6　プログラマー・ハンドブック」 電子計算機通信学院編

507－00－00 土木工学 「新版　土木施工管理技士講座　＝施工管理・法規＝」 昭和53年8月　 土木施工管理技術教育センター編

507－00－00 土木工学 「水利権実務ハンドブック追録臨時号　＝21世紀の水資源ビジョン＝」 平成11年10月　 （株）大成出版社
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507－00－00 土木工学 「ダムの地質調査」写 昭和52年8月 （社）土木学会編

507－00－00 土木工学 「土木技術者のための施工管理　技術検定試験問題解説とその出題傾向」（H16） 平成16年1月　 （社）全国土木施工管理技士会連合会

507－00－00 土木工学 「土木技術者のための施工管理　技術検定試験問題解説とその出題傾向」（H19） 平成19年4月　 （社）全国土木施工管理技士会連合会

507－00－00 土木工学 「土木教程新書　最新土木製図」（S38） 昭和38年7月 桜井盛男著

507－00－00 土木工学 「フィルタイプダムの施工技術（Ⅰ）」写 日本ダム協会発行

507－00－00 土木工学 「フィルタイプダムの施工技術（Ⅱ）」写 日本ダム協会発行

507－00－00 土木工学 「フィルタイプダムの施工技術（Ⅲ）」写 日本ダム協会発行

507－00－00 土木工学 「フィルタイプダムの施工技術（Ⅳ）」写 日本ダム協会発行

507－00－00 土木工学 「フィルダム　第1巻」 昭和63年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

507－00－00 土木工学 「フィルダム　第2巻」 昭和63年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

507－00－00 土木工学 「フィルダムの設計と施工（改訂版）」写 昭和47年2月　 日本ダム協会

507－00－00 土木工学 「フィルダムの設計と施工（設計基準改正の要点）」 昭和55年8月　 農業土木学会京都支部

507－00－00 土木工学 「フィルダムの設計と施工に関する最近の動向」写（S59） 昭和59年3月 （財）日本農業土木総合研究所

507－00－00 土木工学 「フローチャート入門」 昭和46年3月 （株）日立製作所

507－00－00 農業土木 2　山と川と海 昭和60年1月30日 土木学会

507－00－00 農業土木 石積の秘法とその解説 昭和35年4月25日 大久保森造

508－00－00 土木工学 「”河工だより”集録編（第1号から第36号）」写し 昭和60年2月 東北地方建設局河川工事課

508－00－00 土木工学 「”どうこう”抜粋資料集」第1号から第67号 昭和59年2月 東北地方建設局道路工事課

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　綾里（別冊）」 昭和50年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　荒屋」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　一関（別冊）」 昭和53年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　一関」 昭和53年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　一戸（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　一戸」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　岩泉（別冊）」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　岩泉（別冊）」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　岩泉」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大川（別冊）」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大川」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大迫（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大迫」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大槌・霞露ケ岳」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大畑」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　大湊」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　階上岳（別冊）」 昭和53年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　釜石（別冊）」 昭和50年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　川井（別冊）」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　川井」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　北上（別冊）」 昭和50年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　久慈（別冊）」 昭和50年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　葛巻（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　葛巻」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　盛（別冊）」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　盛」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　三戸（別冊）」 昭和54年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　三戸・階上岳」 昭和54年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　浄法寺（別冊）」 昭和54年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　浄法寺」 昭和54年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　新町（別冊）」 昭和54年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　新町」 昭和54年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　千厩」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　外山（別冊）」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　外山」 昭和45年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　田老（別冊）」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　田老」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　土渕（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　土淵」 昭和45年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　遠野（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　遠野」 昭和45年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　沼宮内」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　沼宮内」 昭和51年 岩手県企画開発室（北上山系開発）
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508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　花巻（別冊）」 昭和50年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　早池峰山（別冊）」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　早池峰山」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　日詰」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　日詰」 昭和49年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　人首（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　人首」 昭和45年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　宮古・魹ヶ崎（別冊）」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　宮古・魹ヶ崎」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　元木（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　元木」 昭和45年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　盛岡（別冊）」 昭和53年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　盛岡」 昭和53年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　門（別冊）」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　門」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中大野（別冊）」 昭和46年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中大原」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中大原」 昭和48年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中関（別冊）」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中関（別冊）」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中関」 昭和47年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「北上山系開発地域　土地分類基本調査　陸中野田（別冊）」 昭和50年 岩手県企画開発室（北上山系開発）

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　靑梅」 昭和47年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　江差」 昭和48年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　京都西南部」 昭和47年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　士別」 昭和49年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　長野」 昭和49年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　中標津」 昭和48年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　名護」 昭和49年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　糠内」 昭和49年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土地分類基本調査　地形・表層地質・土じょう　浜頓別」 昭和47年 経済企画庁総合開発局国土調査課

508－00－00 土木工学 「土木部事業概要」（H09） 平成9年11月 宮城県土木部

508－00－00 農業土木 宮城県測量設計業協会　30中年記念誌 平成25年3月 宮城県測量設計業協会

510－00－00 土木工学 「土木工事　計画・設置届作成の手引」 昭和53年10月 （株）建設安全センター

510－00－00 土木工学 「目で見る安全」 平成12年4月　 建設業労働災害防止協会

511－00－00 土木工学 「岩の工学用語解説集」（写） 昭和47年12月　 （社）土質工学岩の力学委員会

511－00－00 土木工学 「建設工事の保安地質学」 昭和54年8月　 石井康夫著

511－00－00 土木工学 「構造強弱学（上巻）」 昭和18年9月　 大藤高彦,近藤泰夫著

511－00－00 土木工学 「構造強弱学（下巻）」 昭和5年5月　 大藤高彦,近藤泰夫著

511－00－00 土木工学 「コルゲートメタルカルバート・マニュアル」 昭和41年3月　 （社）土質工学会

511－00－00 土木工学 「コンクリート標準示方書」（S33） 昭和33年11月　 土木学会

511－00－00 土木工学 「コンクリート標準仕様書解説」（S49） 昭和49年11月 （社）土木学会

511－00－00 土木工学 「撓角法による　ラーメンの解法と設計例」 昭和43年4月 幕田貞夫著

511－00－00 土木工学 「鉄筋コンクリート」 昭和49年11月 近畿高校土木会

511－00－00 土木工学 「生コンの正しい使い方」 昭和45年3月 （社）亀田泰弘著

511－00－00 土木工学 「マトリックス法による構造力学の解法」 昭和42年11月 H．C．マーテン著

511－00－00 土木工学 「例題解説　応用力学問題集（上巻）」 昭和35年8月　 塚本正文著

511－00－00 土木工学 「わかりやすい　鉄筋コンクリート構造」 昭和40年3月　 藤田幹,鈴木敏彦著

511－00－00 土木工学 小冊子「コンクリート圧縮試験について」 昭和46年9月　 東北農政局仙台施工調査事務所

511－00－00 土木工学 小冊子「コンクリート圧縮試験について」（第2報） 昭和48年9月　 東北農政局仙台施工調査事務所

511－00－00 土木工学 小冊子「材令28日圧縮強度と材令7日圧縮強度との関係のついての既往の資料」等 柳田力著

511－00－00 土木工学 小冊子「平成7年度　リサイクルモデル工事実施報告書」 平成8年3月 宮城県土木部

512－00－00 土木工学 「測定値計算法」 昭和41年4月 沼倉三郎著

512－00－00 土木工学 「地下水探査法」 昭和41年12月 戸田光晴著

512－00－00 土木工学 「地下水調査法」 昭和16年6月　 酒井軍治郎著

513－00－00 土木工学 「AAW工法設計施工指針（平成9年度・第1版）」 平成8年11月　 斜面安定協会

513－00－00 土木工学 「SHS永久アンカー工法設計施工指針（第4次）」 平成7年1月　 SHS永久アンカー協会

513－00－00 土木工学 「各種土木構造物の設計と解説」 昭和45年4月 桜井盛男著

513－00－00 土木工学 「仮設構造物の設計」 昭和47年1月 高田武雄著

513－00－00 土木工学 「漁港構造物標準設計法」（S51） 昭和51年3月　 （社）全国漁港協会

513－00－00 土木工学 「くい基礎の設計」 昭和44年4月 中田重夫著

12／105



土地改良歴史資料室　図書一覧
分類コード 大分類 図書等名称 発行年月日 著者名・発行所

513－00－00 土木工学 「軽量鋼矢板設計施工マニュアル」 昭和50年4月　 （社）鋼材倶楽部

513－00－00 土木工学 「建設機械の運営管理と経費の算定資料」 昭和50年7月　 伊丹康夫著

513－00－00 土木工学 「建築基礎構造設計基準・同解説」 昭和45年12月　 （社）日本建築学会

513－00－00 土木工学 「建築鋼ぐい基礎設計施工基準・同解説」 昭和45年8月　 （社）日本建築学会編著

513－00－00 土木工学 「現場監督者のための土木施工1　現場設計の要点」 昭和52年5月 細矢一男著

513－00－00 土木工学 「現場技術者のための土木工事安全施工ポケットブック」 昭和45年12月　 森,浜武,前,加来著

513－00－00 土木工学 「実用　くい基礎工の設計と施工」 昭和44年7月 柴田道生著

513－00－00 土木工学 「斜面崩壊防止工事の設計と実例（参考編）」 昭和62年7月　 建設省河川局砂防課監修

513－00－00 土木工学 「斜面崩壊防止工事の設計と実例（本編）」 昭和62年7月　 建設省河川局砂防課監修

513－00－00 土木工学 「鉄筋混凝土　設計実用表」 昭和6年12月　 葛山鉄造著

513－00－00 土木工学 「土留めアンカー工法設計・施工」写 昭和50年12月　 山田邦光著

513－00－00 土木工学 「土木製図」 昭和34年2月　 実教出版株式会社

513－00－00 土木工学 「土木施工」 昭和49年10月 近畿高校土木会

513－00－00 土木工学 「土木施工データブック」 昭和39年3月　 成瀬勝武監修者代表

513－00－00 土木工学 「薬液注入工事の手引き」（S59） 昭和59年3月 東北農政局土地改良技術事務所

513－00－00 土木工学 「薬液注入工事の手引き」写し 昭和59年3月 東北農政局土地改良技術事務所

513－00－00 土木工学 「薬液注入工法の設計と施工」 昭和53年9月　 柴崎光弘,下田一雄,野上明男著

513－00－00 土木工学 「薬液注入工法ハンドブック」写 昭和58年7月　 草野一人編

513－00－00 土木工学 「擁壁及水路構造物の設計と施工」 昭和28年6月　 後藤清著

513－00－00 土木工学 「ロックアンカー・ロックボルト工法の施工技術」写 日本プロジェクト・リサーチ発行

513－00－00 土木工学 「わかりやすい　土留擁壁・石積の設計と解説」 昭和46年7月　 高倉正人,牛島礼次郎,村田秀一著

513－00－00 土木工学 「分かりやすい基礎工法」 昭和49年5月 中瀬明男,奥村樹郎,沢口正俊共著

513－00－00 土木工学 小冊子「「矢板かこい」による軟弱地盤基礎」 福島県原町農地事務所

513－00－00 土木工学 小冊子「建設省仙台工事事務所農業用水路右岸付替工事地盤振動調査報告書」 平成9年9月 （株）建調神戸

513－00－00 土木工学 小冊子「通商産業省工業用水道工事設計標準歩掛表」 昭和60年 （社）日本工業用水協会編

513－00－00 土木工学 小冊子「軟弱地盤における構造物の基礎設計法」 昭和50年 鹿島建設　鈴木音彦著

513－00－00 土木工学 小冊子「擁壁の設計」 昭和46年9月　 全国土木コンクリートブロック協会

514－00－00 土木工学 「アスファルト混合物の知識」図解土木講座 昭和51年6月 小谷昇著

514－00－00 土木工学 「アスファルト斜面舗装工学」 昭和39年6月　 農林省農業土木試験場中島保治著

514－00－00 土木工学 「現場技術者のための曲線設置法」 昭和40年9月 末松栄,多田宏行著

514－00－00 土木工学 「鋼道路橋設計便覧」 昭和55年8月 （社）日本道路協会

514－00－00 土木工学 「ジオテキスタイルを用いた軟弱路床上舗装の設計・施工マニュアル」 平成13年11月 （財）土木研究センター

514－00－00 土木工学 「鉄筋コンクリート製プレキャストボックスカルバート道路埋設指針」 平成3年7月 （財）国土開発技術研究センター

514－00－00 土木工学 「東北の道路」（H07） 平成7年7月 第18回東北地方道路写真コンテスト

514－00－00 土木工学 「東北の道路」（H09） 平成9年7月　 第20回東北地方道路写真コンテスト

514－00－00 土木工学 「東北の道路」（H10） 平成10年7月　 第21回東北地方道路写真コンテスト

514－00－00 土木工学 「道路工事の積算」 平成5年11月　 道路工事積算研究会

514－00－00 土木工学 「道路構造令の解説と運用」（S45） 昭和45年11月　 （社）日本道路協会

514－00－00 土木工学 「道路構造令の解説と運用」（S59） 昭和59年3月　 （社）日本道路協会

514－00－00 土木工学 「道路ものしりガイド　東北の道路探検物語」 平成7年8月 建設省東北地方建設局道路資料館

514－00－00 土木工学 「みやぎの道・みち・ミチ」 平成8年3月　 宮城県土木部

515－00－00 土木工学 「ぐんまの橋100選」 平成7年8月　 群馬県土木部道路建設課

515－00－00 土木工学 「コンクリートT桁橋標準設計案」 昭和17年6月　 内務省土木試験所

515－00－00 土木工学 「地盤調査と地耐力について」 守谷正博著

515－00－00 土木工学 「設計施工マニュアル（橋梁編）」写し 平成5年11月 東北地方建設局

515－00－00 土木工学 「鉄筋コンクリートパイル橋脚計算書」 昭和35年2月　 中川ヒューム管工業株式会社

515－00－00 土木工学 「道路橋下部構造設計指針＝橋台・橋脚の設計篇直接基礎の設計篇＝」 昭和43年3月 （社）日本道路協会

515－00－00 土木工学 「道路橋支承便覧」 平成3年7月 （社）日本道路協会

515－00－00 土木工学 「道路橋示方書・同解説　Ⅰ共通編　Ⅳ下部構造編」 昭和55年5月　 （社）日本道路協会

515－00－00 土木工学 「道路橋下部構造設計指針」 昭和40年3月　 日本道路協会

515－00－00 土木工学 「道路橋下部構造設計指針＝くい基礎の施工篇＝」 昭和43年10月 （社）日本道路協会

515－00－00 土木工学 「道路橋下部構造設計指針・同解説＝くい基礎の設計篇＝」 昭和51年8月 （社）日本道路協会

515－00－00 土木工学 「道路橋示方書・同解説」 平成8年12月　 （社）日本道路協会

515－00－00 土木工学 「橋台・橋脚の設計1」土木構造物設計シリーズ 昭和50年9月　　 藤森哲,栗原利栄,山口幸男著　　

515－00－00 土木工学 「プレテンション単純けた橋　道路橋　標準積算資料」 昭和49年10月　 （社）プレストレストコンクリート建設業協会

517－00－00 土木工学 「改正河川法　政・省令」 昭和45年10月 資源開発懇話会

517－00－00 土木工学 「海洋環境のデザイン」 昭和49年10月　 酒匂,野尻,和田,中村,松石著

517－00－00 土木工学 「河川および水資源工学　全国高専土木工学会編」 昭和49年3月　 澁谷和夫,大同淳之

517－00－00 土木工学 「河川改修事業関係例規集」（S55） 昭和55年 （社）日本河川協会

517－00－00 土木工学 「河川管理施設等構造審査要領、記入例」 昭和62年3月　 河川管理課
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517－00－00 土木工学 「河川管理施設等構造令関係法令例規集」（S52） 昭和52年 建設省河川局監修

517－00－00 土木工学 「河川管理の実務」 昭和58年7月 大辻昭一著

517－00－00 土木工学 「河川管理の理論と実際」 昭和44年8月 西川喬著

517－00－00 土木工学 「川環境の理念　＝自然保護と治水の相克＝」 平成4年10月　 須賀堯三著

517－00－00 土木工学 「岩洞ダムの生い立ち」 平成15年1月　 中島哲生著

517－00－00 土木工学 「建設省河川砂防技術基準（案）調査編・計画編」 昭和57年7月 （社）日本河川協会

517－00－00 土木工学 「護岸と水制」 昭和14年2月　 土木工業社編

517－00－00 土木工学 「小規模河川計画便覧（改訂） 昭和56年4月　 土木部河川課

517－00－00 土木工学 「水利権実務一問一答」 昭和54年9月　 建設省河川局水政課水利調整室

517－00－00 土木工学 「水力発電土木工事設計例」 昭和16年5月 岡村雅夫著

517－00－00 土木工学 「高水工学　＝主として洪水防御＝」 昭和26年2月　 日笠育夫著

517－00－00 土木工学 「土木工事　水理計算例及解説」 昭和18年5月　 松崎平治著

517－00－00 土木工学 「花川ダム写真集」1 写真管理状態不良（写真と写真がねばり）

517－00－00 土木工学 「花川ダム写真集」2 写真管理状態不良（写真と写真がねばり）

517－00－00 土木工学 「水辺の楽校をつくる　＝計画から運営までの理念と実践＝」 平成9年11月 建設省河川局河川環境課

517－00－00 土木工学 「宮城の河川と海岸」 昭和59年5月 宮城県土木部河川課

517－00－00 土木工学
小冊子「S49　無線式遠隔水位・雨量観測設備及び
ダム放流警報設備製作据付仕様書」

昭和49年 宮城県

517－00－00 土木工学 小冊子「河川管理施設等構造令（仮称）（案）」 昭和50年4月　 河川局治水課

517－00－00 農業土木 七北田川　まるごとガイドブック 宮城県土木部河川課,宮城県仙台東土木事務所

517－00－00 土木工学 「河川協議実務必携」　（農計資料第47号） 昭和61年3月 宮城県農政部農地計画課

518－00－00 土木工学 「簡易水道施設設計指針」 昭和54年4月 坂本俊著

518－00－00 土木工学 「暮らし快適　＝みやぎの下水道＝」 平成10年12月 宮城県土木部下水道課

518－00－00 土木工学 「上下水道」 昭和17年5月　 廣瀨孝六郎著

519－00－00 土木工学 図で見る　環境白書 平成25年6月 環境省　環境対策課・リサイクル対策課

5604－00－00 土木工学 「土木和英辞典」 平成元年11月 小林康昭　他

600－00－00 農業 「「新しい農村の時代」の条件」 平成8年7月 田中満著

600－00－00 農業 「『新農政』を斬る　日本農業年報39」 平成5年3月 大内力,今村奈良臣編集

600－00－00 農業 「21世紀はの村づくり」 昭和61年1月 久保井将雄編

600－00－00 農業 「21世紀を拓く農業農村の整備」 平成3年6月 岡部三郎著

600－00－00 農業 「明日の農業をになうのは誰か」 平成8年9月 田畑保,村松功巳,両角和夫編著

600－00－00 農業 「いきいき女性の応援歌」 東北農政局建設部

600－00－00 農業 「オリザの環」 平成10年2月 河北新報社

600－00－00 農業 「教育と農村　どう進めるか体験学習」 昭和61年11月 加藤一郎著

600－00－00 農業 「現代稲作と地域農業」 昭和54年7月 井上完二編,（財）農林統計協会

600－00－00 農業 「米をどうする」 昭和56年3月 河北新報社

600－00－00 農業 「産業経済行政　部門別地方行政総覧2」 昭和45年2月 竹村晟著

600－00－00 農業 「成功する小農経営　企業的農業はまちがっている」 昭和50年3月 農山漁村文化協会

600－00－00 農業 「小さな石」 平成4年11月 宮城県新・伊達なむらづくり推進機構

600－00－00 農業 「転機に立つカルフォルニア農業と米作」 平成5年11月 勝山達郎著

600－00－00 農業 「土地と農業」No．15 昭和59年7月 全国農地保有合理化協会

600－00－00 農業 「土木建設行政　部門別地方行政総覧1」 昭和45年8月 矢野浩一郎著

600－00－00 農業 「日本農業の進路」 昭和50年6月 農山漁村文化協会

600－00－00 農業 「日本の農政」 昭和43年9月 小倉武一著

600－00－00 農業 「農振制度　百問百答集」 昭和45年11月 全国農業構造改善対策協議会

600－00－00 農業 「農業経営の組織と管理」 平成1年1月 大泉一貫著

600－00－00 農業 「農工併進こそ二十一世紀の東北」 昭和62年12月 佐々木敬一著

600－00－00 農業 「平成4年度地方研究会講演録　明日の農政を語る」 平成5年8月 （財）日本農業土木総合研究所

600－00－00 農業 「宮城県の水稲作柄の成り立ちと診断技術」 昭和59年5月 宮城県農業センター

600－00－00 農業 「ゆとり実感、ヨーロッパの村々’89欧州むらめぐり調査団報告記」 平成2年2月 農業・農村情報問題研究会

600－00－00 農業 「ヨーロッパの農業・農村」 昭和44年12月 欧州農業事情調査団

600－00－00 農業 「私のふるさと創生論　素晴らしい国日本」 昭和62年11月 竹下登著

600－00－00 農業 「和のなかの決断」 昭和57年8月 伊藤宗一郎著

600－00－00 農業 宮城の農業　調査計画資料212号 昭和36年11月 宮城県調査課

601－00－00 農業 「21世紀に翔ぶ　登米農業」 平成3年 宮城県迫農業改良普及所

601－00－00 農業 「21世紀への飛翔　第三次宮城県長期総合計画」 昭和61年8月 宮城県

601－00－00 農業 「21世紀へ向けての農政の基本方向」 昭和61年12月 農林水産省大臣官房企画室

601－00－00 農業 「35年産米価に関する資料」 昭和35年7月 食糧庁

601－00－00 農業 「OＥＣＤ諸国における農村政策の新展開　＝各国編＝」 平成3年6月 （財）農政調査委員会

601－00－00 農業 「ＴN法（むらづくり支援システム）実践事例集」 平成8年3月 門間敏幸編著,農林水産省東北農業試験場

601－00－00 農業 「ＷＴOがわかる」地上臨時増刊号 平成11年7月 （社）家の光協会
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601－00－00 農業 「新しい食料・農業・農村政策を考える」 平成4年7月 新政策研究会

601－00－00 農業 「新しい農業経営の展開」 昭和60年3月 宮城県農政部農業普及課

601－00－00 農業 「新しいむらをめざして」 昭和59年8月 農林水産省,農業振興地域調査会

601－00－00 農業 「石越農業振興地域整備計画書（農業・農村整備計画書）」 昭和63年3月 宮城県登米郡石越町

601－00－00 農業 「稲作指導指針」（H06） 平成6年2月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「稲作転換に関する地域分析」 昭和51年3月 （財）農政調査委員会

601－00－00 農業
「おすすめモデルコース
ウェルカム　みやぎ観光ガイドブック’08祭り・イベント特集」

平成20年 （社）宮城県観光連盟

601－00－00 農業 「会計検査院ガイドブック」H14 平成14年4月 （財）経済調査会

601－00－00 農業 「改正　野菜生産出荷安定法（案）」農林法規解説全集追録臨時号 平成14年2月 （株）大成出版社

601－00－00 農業 「解説・食品リサイクル法」農林法規解説全集追録臨時号 平成14年7月 （株）大成出版社

601－00－00 農業 「果樹農業振興関係資料」 昭和51年3月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「行政組織関係例規集」（H12） 平成12年7月 宮城県

601－00－00 農業 「行政組織関係例規集」（S58） 昭和58年7月 宮城県

601－00－00 農業 「行政評価システム構築業務報告書」 平成11年3月 （株）野村総合研究所

601－00－00 農業 「敬農政策論」 平成14年9月 所秀雄著

601－00－00 農業 「県政発展計画と昭和43年度重要施策大綱」 昭和42年12月 宮城県企画部

601－00－00 農業 「県土木工事検査規程執行要領」 昭和63年2月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「公共工事標準請負契約約款の解説」 昭和48年12月 建設業法研究会

601－00－00 農業 「国会便覧」110版 平成15年2月 日本政経新聞社

601－00－00 農業 「国会便覧」112版 平成15年12月 日本政経新聞社

601－00－00 農業 「コメ政策の新たな展開と水田営農システム転換の課題（2）」 平成17年3月 （財）農政調査委員会

601－00－00 農業 「米生産調整政策に関する文献ならびに解題」 昭和55年11月 佐伯尚美,松島正博,矢坂雅充著

601－00－00 農業 「米の生産調整　＝米の過剰の克服と転作の進め方＝」 昭和46年4月 生産調整研究会

601－00－00 農業 「昭和40年度農業主産地形成推進事業関係資料」 昭和40年10月 宮城県

601－00－00 農業 「食料と環境の政策構想」 平成7年3月 矢口芳生著

601－00－00 農業 「食糧法の解説」 平成10年3月 食料制度研究会

601－00－00 農業 「新・伊達創世記」 平成4年3月 宮城県総務部広報課

601－00－00 農業 「新・伊達なクニづくり実践塾報告書」 平成5年3月 宮城県企画部地域振興課

601－00－00 農業 「新食糧法Q&A」 平成7年2月 食料制度研究会

601－00－00 農業 「新政策　そこが知りたい」 平成5年1月　 新農政推進研究会

601－00－00 農業 「新生産調整推進対策推進資料」 平成9年3月　 宮城県農政部

601－00－00 農業 「新なかだの園芸づくり」 昭和62年7月 中田町,関係JA

601－00－00 農業 「図説　農業構造改善事業85講」 昭和60年10月 農業構造問題研究会

601－00－00 農業 「図説　宮城の米と農業」 昭和53年12月　 東北農政局統計情報部

601－00－00 農業 「すっきりわかる食と農のQ&A」 平成14年9月 農林水産省

601－00－00 農業
「第156回国会成立　改正・主要食糧の需給及び
価格の安定に関する法律」農林法規解説全集追録臨時号

平成15年7月 （株）大成出版社

601－00－00 農業 「第156回国会成立　食品安全関連法要覧」 平成15年7月 （株）大成出版社

601－00－00 農業 「第2次土地改良長期計画の実績」 昭和59年9月 農林水産省構造改善局計画部

601－00－00 農業 「第二次宮城県行政改革推進計画」 平成14年3月 宮城県総務部行政管理室

601－00－00 農業 「第三次気仙沼・本吉地域広域市町村圏計画リアス四季プラン・21」 平成3年3月 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合

601－00－00 農業 「第四次大衡村総合計画」 平成12年3月　 大衡村

601－00－00 農業 「大区画水田における　先進的稲作技術導入の手引き」 平成10年10月 農林水産省構造改善局計画部資源課

601－00－00 農業 「大和町のビジョン　＝住み良い豊かなまちづくりのために＝」 昭和46年9月 （財）東北経済開発センター

601－00－00 農業 「津山農業振興地域整備計画」 昭和62年2月 宮城県本吉郡津山町

601－00－00 農業 「津山町新長期総合計画」 平成4年3月 津山町

601－00－00 農業 「東和町過疎地域活性化計画（後期）H7－11」 平成6年12月 宮城県東和町

601－00－00 農業 「東和町過疎地域活性化計画（変更）」 平成5年6月 宮城県登米郡東和町

601－00－00 農業 「登米農業振興地域整備計画書　基礎資料」 昭和61年3月 宮城県登米郡登米町

601－00－00 農業 「登米農業振興地域整備計画書」 昭和61年3月 宮城県登米郡登米町

601－00－00 農業 「登米町過疎地域活性化計画」写し 平成2年9月 宮城県登米郡登米町

601－00－00 農業 「登米町国土利用計画」 平成2年3月 宮城県登米町

601－00－00 農業 「登米町長期総合計画（第4次）　1996－2005」 平成4月08年 登米町

601－00－00 農業 「豊里農業振興地域整備計画書・基礎資料」 昭和60年3月 宮城県登米郡豊里町

601－00－00 農業 「豊里農業振興地域整備計画書・基礎資料」写し 昭和60年3月 宮城県登米郡豊里町

601－00－00 農業 「豊里町国土利用計画」 平成6年3月 宮城県豊里町

601－00－00 農業 「豊里町都市マスタープラン」（H07） 平成7年3月 宮城県豊里町

601－00－00 農業 「豊里町都市マスタープラン」（H08）写し 平成8年3月 宮城県豊里町

601－00－00 農業 「豊里町発展総合計画（第2次）」 昭和62年5月 宮城県豊里町

601－00－00 農業 「名生館官衙遺跡ⅩⅩⅠ　南小林遺跡」 平成13年3月 古川市教育委員会

601－00－00 農業 「名生館官衙遺跡ⅩⅩⅡ　灰塚遺跡」 平成14年3月 古川市教育委員会
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601－00－00 農業 「中田農業振興地域整備計画書（策定再編事業）」 平成10年5月 宮城県登米郡中田町

601－00－00 農業 「中田農業振興地域整備計画書（地域開発対応型）」写し 平成2年2月 宮城県登米郡中田町

601－00－00 農業 「中田町過疎地域活性化計画」（H06） 平成6年12月 宮城県登米郡中田町

601－00－00 農業 「中田町史資料集（第六集）」 中田町史編纂委員会

601－00－00 農業 「中田町新総合計画基本計画（前期）」 昭和63年3月 宮城県中田町

601－00－00 農業 「中田町新総合計画基本構想　S61-70」 昭和61年12月 宮城県中田町

601－00－00 農業 「中田町ふるさと21健康長寿のまちづくり基本計画」 平成3年3月 宮城県中田町

601－00－00 農業 「南郷農業の基本構想」 昭和45年12月 南郷町農業協同組合

601－00－00 農業 「農業委員業務必携　上巻」（H05）第47号 平成5年7月 全国農業会議所

601－00－00 農業 「農業概要」 平成5年3月 宮城県南方町

601－00－00 農業 「農業近代化資金等関係例規集」 平成3年9月 宮城県農政部農業経済課

601－00－00 農業 「農業生産法人　百問百答」 平成14年1月 全国農業会議所

601－00－00 農業 「農業施策の概要」H07 平成7年4月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「農業施策の概要」H08 平成8年4月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「農業施策の概要」H09 平成9年4月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「農業法人の経営管理とその支援　＝現状と課題＝」 平成11年3月 （社）全国農業改良普及協会

601－00－00 農業 「農政ハンドブック　構造政策と農地制度」 昭和58年11月 農業振興地域調査会

601－00－00 農業 「農村多元情報システム施設基本計画書（登米町）」 平成2年 （社）日本農村情報システム協会

601－00－00 農業 「農林業・施設100選」 平成9年2月 宮城県迫農林振興事務所

601－00－00 農業 「農林水産グラフ」’85　Vol．22 昭和60年9月 （株）日本経済プロデュース

601－00－00 農業 「農林水産省ガイドブック（改訂6版）」畜産関係実務要覧追録臨時号 平成16年5月 （株）大成出版社

601－00－00 農業 「灰塚遺跡・杉ノ下遺跡」 平成15年3月　 古川市教育委員会

601－00－00 農業 「はさま　1993迫町勢要覧」（H05） 平成5年 宮城県登米郡迫町

601－00－00 農業 「はさま　新長期総合計画」 平成2年3月 宮城県登米郡迫町

601－00－00 農業 「迫農業振興地域整備計画　基礎資料」 昭和61年3月 宮城県登米郡迫町

601－00－00 農業 「迫農業振興地域整備計画」 昭和61年3月 宮城県登米郡迫町

601－00－00 農業 「迫農用地利用計画」 昭和61年3月 宮城県登米郡迫町

601－00－00 農業 「迫町土づくりの手引」（S56） 昭和56年 宮城県登米郡迫町

601－00－00 農業 「ふるさとを築く　革新自治体の農政　＝京都府農政の方向と課題＝」 昭和47年12月 京都府農業会議

601－00－00 農業 「文書事務の手引　宮城県」 平成5年10月　 （株）ぎょうせい

601－00－00 農業 「平成16年10月版農林漁業金融公庫資金　取扱必携　農業」 平成16年 農林公庫

601－00－00 農業 「平成19年度宮城県農林水産行政施策の概要」 平成19年4月 宮城県農林水産部

601－00－00 農業 「補助金制度　その仕組みと運用」 昭和59年6月 加藤剛一著

601－00－00 農業 「補助金適正化法解説」 昭和57年2月 小滝敏之著

601－00－00 農業 「南方農業振興地域整備計画書」 平成7年3月 宮城県登米郡南方町

601－00－00 農業 「南方町　街（まち）づくり構想計画書」 平成10年3月 宮城県登米郡南方町

601－00－00 農業 「南方町町勢発展計画（第5次）」 平成2年9月 宮城県登米郡南方町

601－00－00 農業 「宮城県医療費適正化計画」 平成20年4月　 宮城県

601－00－00 農業 「宮城県経済長期計画」 昭和35年12月 宮城県

601－00－00 農業 「宮城県市町村概要」（H01） 平成1年12月 宮城県総務部地方課

601－00－00 農業 「宮城県新長期総合計画　新しいふるさとづくり」 昭和53年7月 宮城県企画部

601－00－00 農業 「宮城県における政策評価実践の手引」 平成13年3月 宮城県企画部

601－00－00 農業 「宮城県農業の新たな展開方向 平成3年3月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「宮城県古川市遺跡地図」1995 平成7年3月　 古川市教育委員会

601－00－00 農業 「みやぎの植物防疫（資料篇）」植物防疫事業25周年記念 昭和54年2月 宮城県病害虫防除職員協議会,宮城県植物防疫協会

601－00－00 農業 「みやぎの水田農業百科」 昭和63年2月 宮城県農政部農産課,食糧需給総合対策室

601－00－00 農業 「みやぎの転作百科」 昭和61年10月 宮城県農政部,宮城県農業普及協会

601－00－00 農業 「宮城の農業」1989 平成1年3月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「宮城の農業」1997 平成9年3月 宮城県農政部

601－00－00 農業 「豊かな生活を求めて　＝農業振興計画＝」 昭和58年3月 宮城豊里町農業協同組合

601－00－00 農業 「ゆびきたす時代　＝GIS・GPSで新しい世界を開く＝」 平成16年7月 山村悦夫著

601－00－00 農業 「夢航路未来号　宮城県総合計画実施計画　H8－H10」 平成8年3月 宮城県

601－00－00 農業 「米山農業振興地域整備計画書（農業・農村再編型計画書）」 平成5年4月 宮城県登米郡米山町

601－00－00 農業 「米山農業振興地域整備計画書（農業・農村再編型計画書）」 平成5年4月 宮城県登米郡米山町

601－00－00 農業 「米山町勢要覧　浪漫が薫るみちのくの里」（H04） 平成4年11月 宮城県登米郡米山町

601－00－00 農業 「米山町総合計画（第4次）」 平成8年4月 宮城県登米郡米山町

601－00－00 農業 「米山町農村総合整備計画書」（H06） 平成6年3月 宮城県登米郡米山町

601－00－00 農業 「米山町の農業」 平成1年5月 宮城県登米郡米山町

601－00－00 農業 「労働基準及び労働安全衛生関係事務の手引」 平成4年3月　 宮城県人事委員会

601－00－00 農業 「わがまちの資源を生かす　優良事例」 平成15年3月 都市と農山漁村共生・対流関係省連絡協議会

601－00－00 農業 「わかりやすい　食料・農業・農村　基本計画」 平成12年11月 （株）大成出版社
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601－00－00 農業 「わくわく体験ガイド　MIYAGI」（H10） 平成10年 宮城県農政部地域農業推進課

601－00－00 農業 「世界の食糧・農業Q&A」 平成2年2月 ベルトラン・デルプーシュ著,真下俊樹訳

601－00－00 農業 小冊子「JAグループ宮城における農業法人支援の考え方」 平成8年9月 JA宮城中央会,宮城県JA営農指導センター

601－00－00 農業 小冊子「火薬類取締法令　＝手帳制度の講習会用（消費編1）＝」 平成7年1月 （社）全国火薬類保安協会

601－00－00 農業 小冊子「米の統制撤廃問題についての意見」 昭和30年11月 中央農業会議

601－00－00 農業 小冊子「米の統廃をめぐる最近の諸問題」 昭和30年12月 全食糧労働組合宮城支部

601－00－00 農業 小冊子「昭和42年産米　米価運動報告書」 昭和42年 農協米価対策宮城県本部

601－00－00 農業 小冊子「確かな未来を求めて　＝知事新春対談から＝」 宮城県広報課

601－00－00 農業 小冊子「農業経営の分析・診断と事業を伸ばす改善指導」 平成9年1月 全国農業会議所

601－00－00 農業 小冊子「農業税制と青色申告」 平成8年12月 税理士　鈴木正

601－00－00 農業 小冊子「宮城の農業農村整備長期計画＝長期計画フレーム（案）＝」 平成11年9月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

601－00－00 農業 「宮城県農業農村整備環境対策の方向」 平成12年1月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

601ー00－00 農業 「大郷町農業振興地域整備計画書」 昭和46年3月 宮城県黒川郡大郷町

601ー00－00 農業 「大和町のビジョン」 昭和46年9月 （財）東北経済開発センター

601ー00－00 農業 ファイル「黒川郡農業の発展方向（試案）」 昭和42年3月 大和農業改良協力会

602－00－00 農業 「20年のあゆみ　宮城労働金庫」 昭和46年12月 宮城労働金庫

602－00－00 農業 「30周年記念誌　宮城県農村青少年クラブ」 昭和53年11月 宮城県農村青少年クラブ記念誌編纂部会

602－00－00 農業 「30年のあゆみ　宮城米改良協会」 平成5年3月 宮城米改良協会

602－00－00 農業 「岩谷龍一郎翁ものがたり　＝わが国種鶏改良の先駆者＝」 平成1年11月 岩谷龍一郎翁刊行期成会

602－00－00 農業 「海外諸国の農業政策　＝1970年から1981年まで＝」 昭和58年3月 農林水産省図書館,（財）農林統計協会

602－00－00 農業 「鹿島建設の歩み　＝人が事業であった頃＝」 平成1年9月 小野一成著

602－00－00 農業 「共同利用模範牧場建設の記録」 昭和53年3月 農用地開発公団

602－00－00 農業 「近代　日本農民運動史論」 昭和23年6月 田村栄太郎著

602－00－00 農業 「蔵王町農業協同組合三十年史」 昭和53年12月 蔵王町農業協同組合

602－00－00 農業 「事業の歩み　創業6年」 東北電力株式会社

602－00－00 農業 「そして明日へ　＝宮城県建設産業会館建設の軌跡＝」 平成8年7月 （社）宮城県建設業協会

602－00－00 農業 「畜産行政史　＝戦後半世紀の歩み＝」 平成11年3月 （社）中央畜産会

602－00－00 農業 「東北電力20年のあゆみ」 昭和47年3月 東北電力株式会社

602－00－00 農業 「日本農業史　＝近代農学形成期の研究＝」 昭和43年8月 斉藤之男著

602－00－00 農業 「日本農業史　＝資本主義の展開と農業問題＝」 昭和56年11月 暉峻衆三著

602－00－00 農業 「農業研究センターの歩み」 平成13年3月 農林水産省農業研究センター

602－00－00 農業 「農林漁業金融公庫　改革の歩み」 平成21年3月 （株）日本政策金融公庫農林水産事業本部

602－00－00 農業 「農林漁業金融公庫四十年史」 平成6年3月 農林漁業金融公庫

602－00－00 農業 「農林水産省農業環境技術研究所　17年の歩み」 平成12年12月 農業環境技術研究所

602－00－00 農業 「福島県農地開発史料」 昭和44年3月 福島県耕地課

602－00－00 農業 「宮城県建設業協会大崎支部史」 昭和62年4月 （社）宮城県建設業協会大崎支部

602－00－00 農業 「宮城県建設業協会史　＝創設35周年記念＝」 昭和58年10月 （社）宮城県建設業協会

602－00－00 農業 「宮城県農業機械発達史」 昭和41年3月 宮城県農機具協会

602－00－00 農業 「宮城県農業信用基金協会30年史」 平成4年5月 宮城県農業信用基金協会

602－00－00 農業 「宮城県農協青年連盟三十年史」 昭和59年3月 宮城県農協青年連盟

602－00－00 農業 「みやぎの女性史」 平成11年3月 宮城県,みやぎの女性史研究会,河北新報社

602－00－00 農業 「明治以降における　農業技術の発達（品種・肥料・農機具・土地改良・商品作物）」 昭和27年8月 農業技術協会

602－00－00 農業 「歴代農林大臣　農政百年史」 昭和55年5月 日刊農業新聞社

602－00－00 農業 石巻の歴史　第5巻 平成8年3月31日 石巻市

602－00－00 農業 岩手県農業史 1979年 岩手県

602－00－00 農業 早乙女はいま 昭和55年12月20日 加藤治郎

602－00－00 農業 ササニシキ物語 昭和62年11月 農業農村情報問題研究会

602－00－00 農業 小冊子「史上最高を記録した昭和40年の稲作」 昭和41年3月 農林省宮城統計調査事務所,宮城県農林統計協会

602－00－00 農業 仙台藩農政の研究 昭和33年3月25日 近世村落研究会

602－00－00 農業 「日本農業変遷史・宮城県農業史　目次」 昭和62年 加藤治郎

603－00－00 農業 「英中日畜産学用語集」 平成9年3月 農林水産技術会議事務局

603－00－00 農業 「英中日農業生物学用語集」 平成6年3月 農林水産技術会議事務局

603－00－00 農業 「英中日農業土木用語集」 平成3年2月 農林水産技術会議事務局

603－00－00 農業 「会員名簿　水土里ネットみやぎ」（H19） 平成19年6月 宮城県土地改良事業団体連合会

603－00－00 農業 「会員名簿　水土里ネットみやぎ」（H21） 平成21年7月 宮城県土地改良事業団体連合会

603－00－00 農業 「現代　国民百科事典」 昭和45年10月 武田良三編,全日本印刷工業組合連合会

603－00－00 農業 「県庁探訪・見どころ聞きどころ（宮城県の職場案内）」（H10） 平成10年4月 地方共済組合宮城県支部

603－00－00 農業 「県庁探訪・見どころ聞きどころ（宮城県の職場案内）」（H11） 平成11年4月 地方職員共済組合宮城県支部

603－00－00 農業 「最新コンピュータ辞典」 平成10年1月 （株）西東社

603－00－00 農業 「全国農村振興技術連盟会員名簿」（H19） 平成19年12月　 全国農村振興技術連盟
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603－00－00 農業 「地域興しマイスター　プロフィール集」 （財）ふるさと情報センター

603－00－00 農業 「地域づくりDATABASE」（H10） 平成10年 宮城県企画部地域振興課

603－00－00 農業 「東北管内常勤の補償業務管理士（者）名簿」（H19） 平成19年5月　 （社）日本補償コンサルタント協会東北支部

603－00－00 農業 「農業基盤整備事業等便覧（改訂五版）」農計資料第55号 昭和63年3月 宮城県農政部農地計画課

603－00－00 農業 「農業基盤整備事業の社会的役割」 昭和56年11月 全国土地改良事業団体連合会

603－00－00 農業 「農業土木　標準用語事典」 昭和49年6月 （財）農業土木学会

603－00－00 農業 「農業土木技術連盟会員名簿」（S57） 昭和57年12月　 全国農業土木技術連盟

603－00－00 農業 「農業土木技術連盟会員名簿」（S60） 昭和60年4月　 全国農業土木技術連盟

603－00－00 農業 「農業用語大辞典」 昭和58年2月 農林図書刊行会

603－00－00 農業 「畑地かんがい技士・技士補登録者名簿」（H15） 平成15年6月 （社）畑地農業振興会

603－00－00 農業 「宮城県建設業協会　会員名簿」（H20） 平成20年7月　 （社）宮城県建設業協会

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（H04） 平成4年5月　 宮城県

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（H06） 平成6年5月

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（H17） 平成17年6月 宮城県総務課人事部

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（H18） 平成18年6月　 宮城県総務課人事部

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（H19） 平成19年6月　 宮城県総務課人事部

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（S61） 昭和61年5月

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（S62） 昭和62年5月　 宮城県

603－00－00 農業 「宮城県職員録」（S10） 昭和10年1月 宮城県

603－00－00 農業 「宮城県土地改良事業関係職員録　追録（H07-H17）」 平成17年4月　 耕友会

603－00－00 農業 「宮城県土地改良事業関係職員録」 平成6年9月 宮城県土地改良編算委員会

603－00－00 農業 「宮城県の職場案内」（H19） 平成19年6月 地方職員共済組合宮城県支部

603－00－00 農業 「宮城県の職場案内」（H20） 平成20年6月　 地方職員共済組合宮城県支部

603－00－00 農業 小冊子「耕友会　会員名簿」（H17） 平成17年4月　 耕友会

603－00－00 農業 小冊子「耕友会　会員名簿」（H18） 平成18年4月　 耕友会

603－00－00 農業 「会員名簿　全国農業土木技術連盟　農業土木学会」（昭和37年度） 昭和37年11月 全国農業土木技術連盟　農業土木学会　

603－00－00 農業 「会員名簿　全国農業土木技術連盟　農業土木学会」（昭和38年度） 昭和38年12月 全国農業土木技術連盟　農業土木学会　

603－00－00 農業 「会員名簿　全国農業土木技術連盟　農業土木学会」（昭和49年度） 昭和49年12月 全国農業土木技術連盟　農業土木学会　

603－00－00 農業 「会員名簿　農業土木学会」（昭和39年度） 昭和39年12月 農業土木学会

603－00－00 農業 「農業土木学会　会員名簿」（昭和41年度） 昭和41年10月 農業土木学会

603－00－00 農業 「農業土木学会　会員名簿」（昭和43年度） 昭和43年9月 農業土木学会

603－00－00 農業 「全国農業土木技術者名簿」（昭和50年度） 昭和50年8月 農林省構造改善局設計課

603－00－00 農業 「全国農業土木技術者名簿」（平成10年度） 平成10年8月 （株）公共事業通信社

604－00－00 農業 「”土”に生命を　＝講座　農を生きる3＝」 昭和50年8月 長須祥行編

604－00－00 農業 「「家の光」にみる昭和の農村」 平成1年10月　 横山謙二編集

604－00－00 農業 「「いなか」の挑戦」 平成5年1月 浅野恭平著

604－00－00 農業 「「くらしといのち」の基本政策」 平成10年11月 農林統計協会

604－00－00 農業 「「米生産調整」政策の展望と農村社会」 昭和63年2月　 不破和彦著

604－00－00 農業 「「耕す文化」の時代　＝セカンド・ルネサンスの道＝」 平成2年7月 木村尚三郎著

604－00－00 農業 「一億人の米」 昭和49年1月　 千田徳寿著

604－00－00 農業 「一丁前の百姓になりたい　＝佐藤伝蔵氏の記録＝」 平成11年11月　 畠山哲男著

604－00－00 農業 「21世紀型農協　30の実例」 平成10年5月 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「21世紀土地改良区創造運動事例集（第2集）」 平成14年9月 全国土地改良事業団体連合会

604－00－00 農業 「21世紀と農業技術」 昭和54年3月　 （社）農林水産技術情報協会

604－00－00 農業 「21世紀農業へのシナリオ　＝農産物の需要と生産の長期見通し＝」 平成2年5月 （財）農林統計協会

604－00－00 農業 「21世紀の地球は？食糧は？」 平成3年1月　 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「21世紀の日本を考える　＝新しい地域社会の創造と農業・農村の役割＝」 平成11年11月 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「21世紀への村づくり」 昭和61年1月 久保井将雄編

604－00－00 農業 「21世紀を拓く農業農村の整備」 平成3年6月　 岡部三郎編著

604－00－00 農業 「COMEコメ！」 平成16年11月 日高トミ子,松本タカ著

604－00－00 農業 「OCONOMISSION　界はお好み焼きを待っている！」 平成14年6月 オタフクソース株式会社

604－00－00 土木工学 「TPPの真実　壮大な協定をまとめあげた男たち」 平成29年1月 西川公也

604－00－00 農業 「蒼き大地に魅せられて　＝訪中交流の記録＝」 平成12年9月 中山輝也著

604－00－00 農業 「アグリ・レポート　国民にとって農業とは」 昭和60年10月　 全国農業協同組合中央会

604－00－00 農業 「朝市大発見」 平成9年11月 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「明日の農業を拓く　＝河北新報掲載コラム「指針」より＝」 平成4年6月　 佐々木邦男,大場光昭著

604－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝平成5年度地方研究会講演録＝」（H05） 平成5年 （財）日本農業土木総合研究所

604－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝平成8年度地方研究会講演録＝」（H08） 平成8年 （財）日本農業土木総合研究所

604－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝平成9年度地方研究会講演録＝」（H09） 平成9年 （財）日本農業土木総合研究所

604－00－00 農業 「新しい農業の進路」 昭和36年9月　 渡辺兵力著

604－00－00 農業 「新しい農業のモデル　＝西ドイツの農業経営チェーン＝」 昭和45年11月　 E・A・フリードリッヒ著
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604－00－00 農業 「アメリカのコメと牛肉」 昭和62年10月　 服部信司著

604－00－00 農業 「アメリカの有機農業」 平成4年4月　 中村耕三著

604－00－00 農業
「アメリカは自由貿易に反対する
＝民主党　農業・ガット・貿易政策の底流＝」

平成5年1月 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「淡海　＝城知晴君を偲ぶ＝」 平成13年8月 城知晴君追悼集編集委員会

604－00－00 農業 「安全保障・日本の選択　＝日本人は国を守れるのか＝」 平成8年1月 海原治著

604－00－00 農業 「暗闘ウルグアイ・ラウンド」 平成3年11月　 宇都宮孝著

604－00－00 農業 「いいコメうまいコメ」 平成7年11月　 大泉一貫著

604－00－00 農業 「いきいき女性の応援歌」 東北農政局

604－00－00 農業 「一寸の村にも、五分の意地」 平成4年2月　 山下惣一著

604－00－00 農業 「一点突破で元気農業」 平成5年5月　 大泉一貫著

604－00－00 農業 「イナカ再建運動　＝百姓の独立宣言＝」 昭和53年7月 村田迪雄,乗本吉郎著

604－00－00 農業 「稲作気象　＝安全多収のために＝」 昭和58年3月　 羽根田栄四郎著

604－00－00 農業 「稲作農業の生きる道　＝実践からの提言＝」 平成6年7月 笠井実著

604－00－00 農業 「イネつくりの基礎」 昭和48年11月　 農文協編

604－00－00 農業 「イネの病害虫」 昭和48年10月　 岡本大二郎,大畑貫一著

604－00－00 農業 「今、農業第三世代が面白い」 平成4年6月　 安達生恒著

604－00－00 農業 「今農業・農村に新しい息吹を」 平成7年6月 全国土地改良事業団体連合会

604－00－00 農業 「請負耕作と農業生産法人」 昭和41年12月 宮崎俊行著

604－00－00 農業 「うまい米」 昭和44年7月 沢田徳蔵著

604－00－00 農業 「永遠なり、むらの心　＝宮城県大崎地方　明治、大正、昭和の若者たち＝」 平成2年1月　 後藤一蔵著

604－00－00 農業 「エコビジネスのすすめ」 平成3年6月　 福岡克也著

604－00－00 農業 「園芸経営技術の新展開」 昭和59年7月 門間要吉著

604－00－00 農業
「おコメあなたはどこに売る？どこで買う？
＝新食糧法の生かし方＝」現代農業一一月号増刊号

平成7年11月 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「お米の自由化　＝2兆円商品の行方＝」 昭和45年2月 日本経済新聞商品部

604－00－00 農業 「お茶にしませんか　＝シベール創業35周年記念誌＝」 平成14年1月 熊谷眞一,（株）シベール

604－00－00 農業 「思い出すまま　三」 平成11年8月 桜井滋郎著

604－00－00 農業 「親子契約　＝農業近代化へのビジョン＝」 昭和41年7月 西村修一著

604－00－00 農業 「オリザの環」 平成10年3月　 日本評論社,河北新報社

604－00－00 農業 「海外移住に牽かれた人々」 昭和44年12月 宮城県海外協会

604－00－00 農業 「概説　現代の日本農業」 平成3年7月　 藤谷築次,荏開津典生編

604－00－00 農業 「改造される　日本の国土と産業」 昭和44年4月 斉藤栄三郎監修,東北日報社

604－00－00 農業 「改訂　農業の経営　＝若い営農家のために＝」 昭和50年5月 渡辺兵力著

604－00－00 農業 「開発輸入とフードビジネス」 平成9年1月　 斉藤高宏著

604－00－00 農業 「買う米売る米　＝あすの自由取引のために＝」 昭和47年7月 沢田徳蔵著

604－00－00 農業 「科学が証明する　朝食のすすめ」 平成14年7月 香川靖雄著

604－00－00 農業 「革新経営へのミドルの道」 平成13年5月 長坂寛著

604－00－00 農業 「果樹産業成長論」 昭和44年1月 桑原正信著

604－00－00 農業 「糧断　＝日本の飢える日＝」 昭和56年4月　 森永和彦著

604－00－00 農業 「環境保全と持続的農業」 平成2年11月　 嘉田良平著

604－00－00 農業 「観光農業は感動のドラマ」 平成10年10月 工藤順一,平井隆著

604－00－00 農業 「管理される野菜　＝商品流通と品質主義＝」 昭和60年10月　 農文協文化部

604－00－00 農業 「企業的農業経営者が当面している問題点」 昭和46年7月 宮城県農業会議

604－00－00 農業 「企業的農業経営者の組織の問題」 昭和41年10月 宮城県農業会議

604－00－00 農業 「企業的農業経営に関する資料（未定稿）」 昭和46年7月 宮城県農業会議

604－00－00 農業 「企業農家と税金」 昭和48年4月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「企業農家への道」 昭和48年4月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「北の稲と四〇年」 昭和43年9月　 田中稔著

604－00－00 農業 「基本法農政の展開」 昭和40年8月 阪本楠彦著

604－00－00 農業 「協同組合」 昭和31年1月 国弘員人著

604－00－00 農業 「ギョーザ事件から何が見えたか　＝食・労働・家族のいま＝」 平成20年5月 （社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「近世農民生活史」 昭和48年2月　 児玉幸多著

604－00－00 農業 「近代化にいどむ農民像」 昭和42年11月 西宮弘著

604－00－00 農業 「グラフでみる食料・農業・農村　＝30年の軌跡＝」 平成4年8月 （財）農林統計協会

604－00－00 農業 「経済指標のかんどころ」（H08） 平成8年12月 富山県統計課,富山県統計協会

604－00－00 農業 「経済指標のかんどころ」（S48） 昭和48年4月 富山県統計調査課

604－00－00 農業 「検証！農業批判を正す」 昭和62年6月 協同組合経営研究所編

604－00－00 農業 「建設業再生のシナリオ　住民支援型コミュニティ・ビジネスの展開」 平成16年10月 大内秀明,増田聡／（財）みやぎ建設総合センター

604－00－00 農業 「現代農業政策論第1巻　農業政策の基礎理論」 昭和62年11月　 賴平編集

604－00－00 農業 「現代農業政策論第2巻　農業政策の展開と現状」 平成1年4月　 山本修編集

604－00－00 農業 「現代農業と農民」 昭和51年10月　 佐伯尚美著
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604－00－00 農業 「現代農民教育の基礎構造」 昭和56年2月 美土路達雄著

604－00－00 農業 「工事十訓　＝公共工事と会計検査＝」 平成2年5月 白川健著

604－00－00 農業 「高度経済成長と農業問題」 昭和48年12月　 近藤康男著

604－00－00 農業 「高度経済成長は復活できる」 平成16年7月 増田悦佐著

604－00－00 農業 「耕土荒廃　＝日本は飢えないか＝」 平成6年12月　 河北新報社編集局

604－00－00 農業 「荒廃する農村と医療」 昭和36年8月　 大牟羅良・菊地武雄著

604－00－00 農業 「故郷の再生の道」 平成6年9月　 野添憲治著

604－00－00 農業 「国際化時代におけるわが国農業のあり方」 昭和55年3月　 （財）政策科学研究所

604－00－00 農業 「国際化時代に向けて　＝世界の中の宮城＝」 平成8年6月　 浅野史郎講演

604－00－00 農業 「国際化時代の日本農業　＝車座になって経営革新を考える＝」 昭和63年6月　 今村奈良臣著

604－00－00 農業 「国際化と食糧安全保障　＝日本の選択と役割＝」 平成3年11月　 農業情報研究所

604－00－00 農業 「国際食料需給と食料安全補償」 平成13年3月 農林統計協会

604－00－00 農業 「国際政治不安のなかの食糧貿易」 昭和58年12月　 斉藤高宏編

604－00－00 農業 「穀物マフィア戦争」 昭和53年2月　 田原総一朗著

604－00－00 農業 「粉食追放は国民の総意か」 昭和53年1月　 安達巌著

604－00－00 農業 「個の時代のむらと農　＝元気農業のその後＝」 平成16年7月 大泉一貫著

604－00－00 農業 「このままだと20年後の食糧はこうなる」 平成9年9月　 カタログハウス

604－00－00 農業 「コミュニティ　＝生活の場を見直そう＝」 昭和48年1月　 河北新報社編集局

604－00－00 農業 「米　イネからご飯まで」 昭和54年2月 星川清親著

604－00－00 農業 「米　その需給と管理制度」 昭和44年5月　 美土路達雄編著

604－00－00 農業 「米　その商品化と流通」 昭和50年11月 諫山忠幸編

604－00－00 農業 「米」 昭和31年1月 久保田明光,久保田高明著

604－00－00 農業 「米・小麦読本」 昭和42年8月 野崎保平,小林和雄著

604－00－00 農業 「コメ王国の針路」 平成1年2月　 新潟日報報道部

604－00－00 農業 「米作　新しい波」 昭和42年9月 近藤康男編

604－00－00 農業 「コメ自由化革命」 平成1年2月　 屋山太郎著

604－00－00 農業 「米つくり　＝その苦難の歩み＝」 昭和44年3月 宮島昭二郎著

604－00－00 農業 「米作りの昔と今」 平成4年9月　 加藤治郎著

604－00－00 農業 「米と牛乳の経済学」 昭和45年12月 大島清著

604－00－00 農業 「こめと日本人　＝歴史を動かした米の魔力＝」 昭和53年5月 樋口清之著

604－00－00 農業 「米盗り物語」 平成2年11月　 坂本進一郎著

604－00－00 農業 「コメ農協はこれでいいのか」 昭和62年9月　 系統農協を考える会

604－00－00 農業 「米の語る日本の歴史」 昭和51年6月 旗手勲著

604－00－00 農業 「コメの自由化問題を考える　問答集90」 平成2年10月 コメ問題研究会

604－00－00 農業 「米の生産調整と転作の進め方」 昭和46年4月 農林省

604－00－00 農業 「コメの話」 平成4年2月　 井上ひさし著

604－00－00 農業 「米の秘史　＝三十夜話＝」 昭和52年5月 高瀬勝治著

604－00－00 農業 「こめの履歴書」 昭和61年9月　 山本文二郎著

604－00－00 農業 「コメは証言する」 昭和55年7月　 林信彰著

604－00－00 農業 「米は不足する」 昭和46年3月 佐竹利充著

604－00－00 農業 「コメは安くできる　農家は豊かになれる」 昭和63年2月 武田邦太郎著

604－00－00 農業 「米輸出大国・タイ米産業の光と影」 平成3年8月 亀谷昰編

604－00－00 農業 「コメを考える」 平成1年2月　 祖田修著

604－00－00 農業 「米をどうする」 昭和56年2月　 河北新報社

604－00－00 農業 「コメをどう捉えるのか」 平成2年9月　 高谷好一著

604－00－00 農業 「これからの稲作と地域社会をどう立て直すか」 平成4年6月 五所川原市農林課

604－00－00 農業 「これからの農業経営と営農指導」 昭和44年4月 金沢夏樹著

604－00－00 農業 「これでよいのか日本の国土　＝私の新国土保全論＝」 平成6年12月 上杉光弘著

604－00－00 農業 「栽培学批判序説」 昭和55年6月　 藤井平司著

604－00－00 農業 「里山の言い伝え　＝お天気母さんの十二ヶ月＝」 平成17年3月　 鈴木二三子著

604－00－00 農業 「される側から見た「援助」　＝タイからの報告＝」 昭和59年10月　 永井浩著

604－00－00 農業 「産業関連表とその現状分析」 昭和35年 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「シーケンス制御読本」 昭和56年5月　 大浜庄司著

604－00－00 農業 「資源戦争」 昭和54年11月　 唯是康彦編集

604－00－00 農業 「自然が食卓」 平成5年1月　 アングルズ編

604－00－00 農業 「自然農から農を超えて」 平成5年8月 川口由一著

604－00－00 農業 「自然農法への転換技術」 平成10年6月 宇田川武俊著

604－00－00 農業 「実感的農業論」 昭和45年10月　 佐藤藤三郎著

604－00－00 農業 「失敗しない田舎暮らし入門（最新版）」 平成14年6月 山本一典著

604－00－00 農業 「実例バイテク農業　＝花・野菜・果実＝」 平成4年3月　 大澤勝次,田村賢治著

604－00－00 農業 「写真で見る、オリザの環」 平成10年3月　 河北新報社
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604－00－00 農業 「主要農業経営部門についての経営の展望　＝21世紀初頭の農業経営の展望＝」 平成6年2月 21世紀農業経営研究会

604－00－00 農業 「庄内における　水稲民間育種の研究」 平成2年3月　 管洋著

604－00－00 農業 「情報時代の農業　＝農業はどう変わるか＝」 昭和46年8月 北川一栄,福島栄二著

604－00－00 農業 「昭和40年の県民所得計算」 昭和42年5月 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「昭和46年度　農業および農家の社会勘定」 昭和48年6月 農林省官房調査課

604－00－00 農業 「昭和米よこせ運動の記録」 昭和51年7月 山本秋著

604－00－00 農業 「昭和農政談」 昭和55年2月　 東畑四郎,松浦龍雄著

604－00－00 農業 「昭和農民始末」 昭和62年3月　 岩尾徹著

604－00－00 農業 「植物工場の誕生」 平成2年7月　 高辻正基著

604－00－00 農業 「食糧管理制度と米の流通　＝講座・現代農産物流通論第2巻＝」 昭和44年11月　 桑原正信監修,美崎晧編集

604－00－00 農業 「食糧危機はここまできている」 昭和49年12月　 奥宮正武著

604－00－00 農業 「食糧自給　農林統計叢書1」 昭和48年9月　 （財）農林統計協会

604－00－00 農業 「食糧自給を世界化する　＝その理論と可能性＝」 平成5年11月　 犬塚昭治著

604－00－00 農業 「食糧とエネルギーと軍事　＝日本総合安全保障論＝」 昭和61年2月　 山村喜晴著

604－00－00 農業 「食管　＝80年代における存在意識＝」 昭和55年7月 近藤康男編

604－00－00 農業 「食管制度　＝構造と機能＝」 昭和43年8月 近藤康男編

604－00－00 農業 「食管制度と生協」 昭和63年3月　 佐伯尚美編

604－00－00 農業 「新協同組織革命」 平成16年1月 百瀬恵夫著

604－00－00 農業 「人口減少経済の新しい公式」 平成16年11月 松谷明彦著

604－00－00 農業 「新食糧法と宮城県農業・農村活性化の新たな展開」 平成7年3月　 宮城県新・伊達なむらづくり推進機構

604－00－00 農業 「新農政の創造」 昭和47年10月 湊徹郎著

604－00－00 農業 「新聞記事に見る農業史」 昭和58年10月　 加藤治郎編集

604－00－00 農業 「人脈づくりの科学　＝「人と人との関係」に隠された力を探る＝」 平成16年8月 安田雪著

604－00－00 農業 「人類サバイバルの条件　＝21世紀地球社会と日本＝」 平成10年2月 吉田靖彦著

604－00－00 農業 「水田農業確立への途」 昭和63年11月　 日本農業経営学会

604－00－00 農業 「水田農業を考える」 平成1年11月　 金沢夏樹著

604－00－00 農業 「水田の世界」 昭和46年11月　 阿部襄著

604－00－00 農業 「水田のはたらき」 平成4年8月 関矢信一郎著

604－00－00 農業 「水田ハ地球ヲ救ウ」 昭和57年8月　 本田幸雄著

604－00－00 農業 「水田利用方式の展開過程」 昭和63年11月　 長憲次著

604－00－00 土木工学 「水田を守るとは　どういうことか　生物相の視点から」 平成9年6月 守山　弘

604－00－00 農業 「頭上は海の村　＝モデル農村・大潟村ものぐさ観察日記＝」 平成3年10月　 あんばいこう著

604－00－00 農業 「図説21世紀への農政の展開」 昭和62年2月 農林水産省大臣官房企画室

604－00－00 農業 「生活者の創る農とくらし」 平成5年4月 森川辰夫著

604－00－00 農業 「生産組織　＝その存立の論理＝」 昭和49年4月 朝日新聞農業賞事務局編

604－00－00 農業 「制度変革下における水田農業の展開と課題」 平成21年7月 関野幸二,梅本雅,平野信之編著,中央農業総合研究センター

604－00－00 農業 「西暦2000年の日本農業」 昭和58年11月　 日本型農業構築研究会

604－00－00 農業 「世界が見える日本が見える」 昭和62年2月　 大前研一著

604－00－00 農業 「世界の稲作・日本の稲作」第21回国際農業経済学会議東北大会 平成3年8月 第21回国際農業経済学会議東北大会実行委員会

604－00－00 農業 「世界の食糧問題」 昭和43年10月 アメリカ大統領科学諮問委員会,森宏訳

604－00－00 農業 「世界の水田　日本の水田」 平成11年6月 田渕俊雄著

604－00－00 農業 「世界の農村・日本の農村　＝中根千枝講演集＝」 平成8年8月 （社）農村環境整備センター

604－00－00 農業 「全集世界の食料世界の農村5　農業の継承と参入」 平成10年3月　 酒井惇一,柳村俊介,伊藤房雄,斉藤和佐著

604－00－00 農業 「先人の知恵を活かす　＝自然を読み、稲と語り、そして心を耕す＝」 平成13年3月 独立行政法人農業技術研究機構東北農業研究センター

604－00－00 農業 「増職の三七　仕事と志事」 平成14年5月 大原吉人著

604－00－00 農業 「走馬灯」 昭和62年8月 斉藤晃著

604－00－00 農業 「続美しき村々」 昭和60年5月　 岡部三郎著

604－00－00 農業 「そこが知りたい食料・農業Q&A」食糧振興会叢書 昭和62年10月 （社）全国食糧振興会

604－00－00 農業 「ソ連の食糧戦略」 昭和58年12月　 森永和彦,柴崎嘉之共著

604－00－00 農業 「第三の波にのる新しい農業と農村」 昭和59年9月 松本作衛著

604－00－00 農業 「第三の武器　＝食糧＝」 昭和50年12月 近藤康男編

604－00－00 農業 「第4回　電気利用優良農家事例集」 昭和48年10月 農業電化協会東北支部

604－00－00 農業 「大豆の健康宣言　＝21世紀タイシは光る＝」 平成12年11月 大久保一良監修,日本食品出版株式会社

604－00－00 農業 「大地は死んだのか　＝むらのなかの人生＝」 昭和50年4月 島一春著

604－00－00 農業 「台所と農業をつなぐ」 平成13年4月 大野和興編,山形県長井市レインボープラン推進協議会

604－00－00 農業 「対話学習　日本の農耕」 昭和54年11月　 守田志郎著

604－00－00 農業 「旅と水と生き甲斐と」 昭和59年11月　 福田仁志著

604－00－00 農業 「たべもの健康法」 昭和53年8月 森下敬一著

604－00－00 農業 「食べる米がなくなる！？」 昭和59年5月 岡庭昇編

604－00－00 農業 「誰もが知っているはずなのに誰も考えなかった農のはなし」 平成19年1月 金子照美著

604－00－00 農業 「団塊の世代ふるさとＵターン物語＝あなたが集落営農立上げのキーパーソンとなる＝」 平成18年3月　 農林水産省北陸農政局
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604－00－00 農業 「地域・農業をめぐる二つの道のたたかい」 昭和48年5月 鈴木文喜,染谷糸子著

604－00－00 農業 「地域開発はこれでよいか」 昭和48年1月　 宮本憲一著

604－00－00 農業 「地域住民と農的空間」 平成14年1月 高橋克也,安中誠司編著

604－00－00 農業 「地域に活着　公社の集合事業（地域の合意による集落的農場）」 平成3年10月 （社）宮城県農業公社

604－00－00 農業 「地域農業活性化への道」 平成1年1月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「地域農業複合化の理論と実践」 昭和56年1月　 酒井惇一著

604－00－00 農業 「地域農政の指針　＝地域農業のあり方と農協＝」 昭和58年9月 佐藤正著

604－00－00 農業 「小さい部落」 昭和48年10月 守田志郎著

604－00－00 農業 「地価インフレと農業」 昭和48年4月　 上坂二郎,中村広次著

604－00－00 農業 「畜産物市場と流通機構」 昭和47年8月 吉田寛一編,（社）農山漁村文化協会

604－00－00 農業 「治水と利水」 昭和30年11月 伊藤大三著

604－00－00 農業 「中国企業の競争力」 平成15年5月 安室憲一著

604－00－00 農業 「地力維持を考える　＝危機に立つ稲作＝」 昭和49年2月　 本谷耕一著

604－00－00 農業 「土のはたらき」 平成3年6月　 岩田進午著

604－00－00 農業 「土のはなしⅡ」 昭和63年9月 土質工学会土のはなし編集グループ

604－00－00 農業 「転機に立つカルフォルニア農業と米作」 平成5年11月 勝山達郎著

604－00－00 農業 「転機にたつ食管制度」 昭和55年1月　 今村奈良臣編著

604－00－00 農業 「天職に生きる」 平成9年10月 渡邊穎二著,（株）渡辺採種場

604－00－00 農業 「天然アップルペクチン　男と女の腸内ミステリー」 平成14年12月 田澤賢次,永島豊著

604－00－00 農業 「天間則光君論文集」 平成7年　 （株）テクノ長谷

604－00－00 農業 「ドイツにおける中小農創設政策の展開」 東敏雄著

604－00－00 農業 「統計から見た宮城の姿」 昭和41年3月 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「峠路をゆく人々」 平成2年8月 山村民俗の会編

604－00－00 農業 「東南アジアの自然と土地利用」 昭和60年5月　 高谷好一著

604－00－00 農業 「東部ドイツ農業労働者の性格 ＝19世紀末から20世紀初頭にかけての分析＝」 東敏雄著

604－00－00 農業 「東北開発夜話・続」 昭和52年11月 岡田益吉著

604－00－00 農業 「東北農業　＝技術と経営の総合分析＝」 昭和56年10月 西田周作,吉田寛一共著

604－00－00 農業 「東北農業とともに歩んで」 平成11年5月　 酒井惇一著

604－00－00 農業 「東北の園芸資源　＝その特徴と新技術＝」 平成6年2月　 園芸学会東北支部

604－00－00 農業 「東北の産業と公共事業」 昭和34年12月 （財）国民経済研究協会

604－00－00 農業 「東北のむらとまち」 平成13年5月 長田洋子

604－00－00 農業 「当面する農協問題を考える」 昭和48年9月　 近藤康男,大谷省三編

604－00－00 農業 「都市農協」 昭和46年4月 三輪昌男著

604－00－00 農業 「土壌的に見た　適地適作の手引」 昭和45年3月 農林省農政局

604－00－00 農業 「土地政策と農業」 昭和54年3月　 梶井功著

604－00－00 農業 「ドブロクをつくろう」 昭和56年6月 前田俊彦編

604－00－00 農業 「トマト・キュウリのハウス栽培　＝実践家の技術体系＝」 昭和42年6月 小島重定著

604－00－00 農業 「内発的発展の道　＝まちづくりむらづくりの論理と展望＝」 平成3年3月 守友裕一著

604－00－00 農業 「なぜ使われる農薬」 平成4年10月　 河北新報社編集局

604－00－00 農業 「謎のコメが日本を狙う」 昭和59年4月　 栗原眞,上田洋一著

604－00－00 農業 「なにをどれだけ食べたらいいの」 平成17年11月 香川芳子,女子栄養大学出版部

604－00－00 農業 「なにをどれだけ食べたらいいの」 平成17年11月 香川芳子,女子栄養大学出版部

604－00－00 農業 「波動　＝農を語る＝」 平成14年3月　 宮城県新・伊達なむらづくり推進機構

604－00－00 農業 「日・英・米　文化的景観の比較」 平成21年3月 （財）農村開発企画委員会

604－00－00 農業 「日米貿易摩擦と食糧問題」 昭和62年4月 関下稔著

604－00－00 農業 「日本一の田舎宣言」 平成10年2月 千田明著

604－00－00 農業 「日本家畜小作制度論」 昭和61年1月　 宮坂悟朗著

604－00－00 農業 「日本近代法と「村」の解体」 昭和40年2月 武井正臣・熊谷開作著

604－00－00 農業 「日本経済と農業問題」 昭和47年6月　 大島清著

604－00－00 農業 「日本米作論」 昭和45年6月 九州農業研究会

604－00－00 農業 「日本人の栄養学講座　食べ物さん、ありがとう」正・続 昭和62年9月　 川島四郎,サトウサンペイ著

604－00－00 農業 「日本畜産と飼料の自給」 昭和52年6月 吉田寛一,水間豊著

604－00－00 農業 「日本って！？　Part1」 平成9年10月 あん・まくどなるど著

604－00－00 農業 「日本って！？　Part2」 平成10年4月 あん・まくどなるど著

604－00－00 農業 「日本に食糧問題はないか」 昭和54年4月　 大谷省三編

604－00－00 農業 「日本農業　＝21世紀への課題＝」 平成5年5月 農林行政を考える会代表　近藤康男

604－00－00 農業 「日本農業十一話」 昭和39年2月 阪本楠彦著

604－00－00 農業 「日本農業解体」 昭和49年8月　 長沢憲正著

604－00－00 農業 「日本農業経営の本質」 昭和49年1月　 吉田寛一著

604－00－00 農業 「日本農業再編の戦略」 昭和57年11月 梶井功著

604－00－00 農業 「日本農業に於ける資本主義の発達」 昭和22年6月 森喜一著
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604－00－00 農業 「日本農業年報Ⅰ　MSA体制下の日本農業」 昭和29年11月 中央公論社

604－00－00 農業 「日本農業年報第28集　食管」 昭和55年7月　 近藤康男編集代表

604－00－00 農業 「日本農業の動き128　食料・農業・農村基本法の課題」 平成11年3月 中村靖彦編集,（財）農林統計協会

604－00－00 農業 「日本農業の課題と展望」 平成2年4月 山本修著

604－00－00 農業 「日本農業の課題と複合経営」 昭和55年6月　 吉田寛一,佐藤正,網島不二雄著

604－00－00 農業 「日本農業の再生」 昭和52年5月 坂本慶一著

604－00－00 農業 「日本農業の生産力構造」 昭和40年5月 石渡貞雄著

604－00－00 農業 「日本農業は生き残れるか（上）」 昭和62年1月　 小倉武一著

604－00－00 農業 「日本農業は生き残れるか（下）」 昭和62年7月　 小倉武一著

604－00－00 農業 「日本農業は生き残れるか（中）」 昭和62年4月　 小倉武一著

604－00－00 農業 「日本農政の基調」 昭和48年12月　 大谷省三著

604－00－00 農業 「日本農民運動史」 昭和31年6月 稲岡進著

604－00－00 農業 「日本のおコメ」 昭和62年5月　 村野雅義著

604－00－00 農業 「日本の行政　＝活動型官僚制の変貌＝」 平成6年4月 松村峻夫著

604－00－00 農業 「日本の金融」 昭和40年1月 三宅武雄著

604－00－00 農業 「日本の原風景・棚田」 平成11年7月 棚田学会準備グループ

604－00－00 農業 「日本の米　＝環境と文化はかく作られた＝」 平成6年2月 富山和子著

604－00－00 農業 「日本の米　＝生産・流通の現状と将来＝」 昭和50年3月　 鈴木直二著

604－00－00 農業 「日本の魚（淡水編）」 平成3年9月 田口哲著

604－00－00 農業 「日本の条件6「食糧1穀物争奪の時代」」 昭和57年7月　 NHK取材班

604－00－00 農業 「日本の条件7「食糧2一粒の種子が世界を変える」」 昭和57年7月　 NHK取材班

604－00－00 農業 「日本の食糧が消える」 昭和62年9月　 NHK特別取材班

604－00－00 農業 「日本の農業　明るい未来をめざして」 昭和42年7月 日本共産党中央委員会農民漁民部編

604－00－00 農業 「日本の農業　あすへの歩み　米価・米価審議会の記録　資料編」 昭和54年2月 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「日本の農業　あすへの歩み123　農村の学校給食」 昭和54年3月　 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「日本の農業　生産組織と集落」 昭和55年3月 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「日本の農業　地域農政の確立を求めて」 昭和52年3月 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「日本の農業」 昭和46年10月　 大内力・金沢夏樹・福武直編著

604－00－00 農業 「日本の農漁村とわたし」 平成14年2月 あん・まくどなるど著

604－00－00 農業 「日本の農村社会　増補版」 昭和40年10月 福武直著

604－00－00 農業 「日本のふるさと再生と地域資源政策」 平成17年9月　 全国農村振興技術連盟

604－00－00 農業 「入門バイオテクノロジー」 平成3年3月　 高辻正基著

604－00－00 農業 「根も葉もあってみになる本」 平成12年6月　 河北新報社

604－00－00 農業 「農家経済入門」 昭和54年12月　 吉田寛一著

604－00－00 農業 「農が壊れる　われらの心もまた」 平成9年12月 橋本克彦著

604－00－00 農業 「農家の経営診断入門」 昭和46年6月 菊池泰次著

604－00－00 農業 「農協　巨大な挑戦」 昭和55年8月　 立花隆著

604－00－00 農業 「農業・先進国型産業論」 昭和57年7月　 叶芳和著

604－00－00 農業 「農業改革の理論」 昭和63年11月　 梶井功著

604－00－00 農業 「農業革命」 昭和62年8月　 サンケイ新聞編集局

604－00－00 農業 「農業が元気のなるための本」 平成4年2月　 大泉一貫著

604－00－00 農業 「農業教育問題」 昭和62年2月　 農林水産省図書館

604－00－00 農業 「農業共同化の実態」 昭和35年1月 阪本楠彦,綿谷赳夫著

604－00－00 農業 「農業協同組合農業経営受託規程（案）」 鶯沢農業協同組合

604－00－00 農業 「農業経営　簡易診断法」 昭和34年3月 松沢盛茂著

604－00－00 農業 「農業経営の構造的再編」 昭和58年4月 鈴木福松著

604－00－00 農業 「農業経営の組織と管理」 平成1年1月　 大泉一貫著

604－00－00 農業 「農業経営の法人化と地域戦略の構築」 平成7年3月 農林水産省北陸農業試験場

604－00－00 農業 「農業軽視への反論」 昭和48年6月　 桜井豊著

604－00－00 農業 「農業構造改善事業の課題と取り組みの方向」 平成11年10月　 酒井惇一著

604－00－00 農業 「農業構造改善と自立経営」 昭和42年8月 竹中久二雄,小野塚功一著

604－00－00 農業 「農業構造の診断」 昭和40年11月 渡辺兵力著

604－00－00 農業 「農業固定資産会計入門　＝固定資産評価の理論と実際＝」 昭和48年4月 田中映著

604－00－00 農業 「農業資源経済論」 平成7年11月　 酒井惇一著

604－00－00 農業 「農業指導の理論と行動」 昭和34年6月 鞍田純編

604－00－00 農業 「農業自立戦略の研究」（写） 昭和56年8月 財団法人国民経済研究協会

604－00－00 農業 「農協人物山脈　＝日本農業を組織した人びと＝」 昭和47年6月　 島一春著

604－00－00 農業 「農業政策の課題と方向　＝現代農業政策論第3巻＝」 昭和63年6月　 藤谷築次編集

604－00－00 農業 「農業大革命」 平成7年5月 大泉一貫著

604－00－00 農業 「農業と経済　平成の農政改革＝新基本法と地域農業＝」（H11） 平成11年12月　 「農業と経済」編集委員会

604－00－00 農業 「農業と農民はどうなるか」 昭和38年3月　 河合悦三著
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604－00－00 農業 「農業にとって土とはなにか」 昭和47年7月 山根一郎,大向信平著

604－00－00 農業 「農業の基本法則　＝問題点と改正試論＝」 平成4年1月　 梶井功編

604－00－00 農業 「農協の現状と課題」 昭和49年5月 足羽進三郎編

604－00－00 農業 「農業の公共性と地域政策」農業の基本問題に関する調査研究報告書27 平成13年3月 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「農業の組織化と普及指導」 昭和50年12月 高橋正郎著

604－00－00 農業 「農業は見なおされたか　＝総合食糧政策の帰結＝」 昭和51年11月 近藤康男編

604－00－00 農業 「農業法人　＝作り方とその実務＝」 昭和36年8月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「農業法人・協業経営　＝その戦略と運営＝」 昭和40年9月 協業経営研究会

604－00－00 農業 「農業法人の研究」 昭和36年8月 宮崎俊行著

604－00－00 土木工学 「農業法人の設立・運営早わかり」 平成5年7月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「農業法人論」 昭和37年10月 大久保毅一著

604－00－00 農業 「農業保護産業論」 昭和55年10月　 石渡貞雄著

604－00－00 農業 「農業問題」 昭和32年4月 大内力著

604－00－00 農業 「農具」 昭和51年10月 飯沼二郎,堀尾尚志著

604－00－00 農業 「農工調和の理論と政策」農業構造調査委員会報告書 昭和45年10月 東北経済連合会

604－00－00 農業 「農山村の花嫁問題と対策」 昭和62年5月　 光岡浩二著

604－00－00 農業 「農産物過剰　＝国独資体制を支えるもの＝」 昭和45年9月 近藤康男編

604－00－00 農業 「農産物需給の展望と生産目標の試案」 昭和47年10月　 農林省

604－00－00 農業 「農産物の価格と政策」 昭和62年7月　 犬塚昭治著

604－00－00 農業 「農産物貿易と国際協定」 昭和54年10月　 斉藤高宏著

604－00－00 農業 「農事組合法人調査概要」 昭和46年7月 宮城県農業会議

604－00－00 農業 「農場経営の意思決定」 昭和46年3月 沢村東平著

604－00－00 農業 「農政改革　＝世界と日本＝」 昭和62年12月　 大内力編集代表

604－00－00 農業 「農政大改革　＝新しい食料・農業・農村政策の方向を徹底分析＝」 平成4年7月 日本農業新聞

604－00－00 農業 「農政無用論」 昭和60年3月　 松岡亮著

604－00－00 農業 「農村革命」 昭和46年2月　 築地文太郎著

604－00－00 農業 「農村信仰誌　＝庚申念佛編＝」 昭和50年12月　 竹内利美著

604－00－00 農業 「農村大革命　＝農村を変える　日本を変える＝」 平成10年10月 黒川和美著

604－00－00 農業 「農村だいすき、ふるさと子ども美術館」 平成12年12月 全国土地改良事業団体連合会

604－00－00 農業 「農村の貧困　＝一農学徒の覚え書＝」 昭和29年2月 川田信一郎著

604－00－00 農業 「農村は変わらない　＝農村調査30年＝」 昭和52年7月　 大橋一雄著

604－00－00 農業 「農地改革の基本構想」 昭和29年2月 石渡貞雄著

604－00－00 農業 「農地贈与の税務」 昭和43年8月 早田肇編

604－00－00 農業 「農地法の早わかり　改訂版」 昭和44年9月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「農的小日本主義の勧め」 昭和60年2月　 篠原孝著

604－00－00 農業 「農に聞け！二十一世紀　＝地肌に息吹く自立の精神＝」 平成13年12月 石川武男著

604－00－00 農業 「農の源流を拓く」 平成1年1月 中村信夫著

604－00－00 農業 「農法　＝豊かな農業への接近＝」 昭和47年10月　 守田志郎著

604－00－00 農業 「農民詩紀行　＝昭和史に刻む情念と行動＝」 昭和49年10月　 松永伍一著

604－00－00 農業 「農民と選挙　＝農民の政治意識と票のゆくえ＝」 昭和59年12月 近藤康男編

604－00－00 農業 「農民問題入門　レーニンはどう教えたか（下）」 昭和31年3月 南田健訳

604－00－00 農業 「農民私史」 昭和53年6月 新山進太郎著

604－00－00 農業 「農薬　その素顔を探る」 平成4年5月　 河北新報社編集局

604－00－00 農業 「農薬なき農業は可能か」 昭和47年11月 大串龍一著

604－00－00 農業 「農用地の利用再編への模索」 昭和54年3月　 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「農林漁業制度金融　＝利用者への手引＝」（S47） 昭和47年 農林省農林経済局金融課編

604－00－00 農業 「農林漁業体験ガイド」 平成15年3月 （財）都市農山漁村交流活性化機構

604－00－00 農業 「農を想う　＝童謡と私＝」 平成12年11月　 佐々木久壽著

604－00－00 農業 「農を語る　＝農はロマン、農は文化。やめてどうする＝」 平成10年5月　 佐々木久壽著

604－00－00 農業 「のびゆく農業　世界米市場：構造・参加者行動・機能」 昭和59年11月　 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 「敗戦そのとき村は　続農民私史」 昭和56年4月　 新山進太郎著

604－00－00 農業 「ハイテク食糧戦略」 昭和61年7月 村井恒夫著

604－00－00 農業 「はじめての簿記」 昭和50年9月 後藤弘著

604－00－00 農業 「八郎潟　ある大干拓の記録」 昭和47年11月　 千葉治平著

604－00－00 農業 「林住期」 平成19年3月 五木寛之著

604－00－00 農業 「パリティ米價の一考察」 昭和24年10月 農林省農業改良局研究部

604－00－00 農業 「非整合」 平成15年4月 勝俣昇著

604－00－00 農業 「人と水　＝水資源の現状と将来＝」 昭和48年11月 通産規格協会

604－00－00 農業 「百姓一代　＝評伝・平田良衛＝」 昭和52年11月 新藤謙著

604－00－00 農業 「百姓絵日記　＝明治の農業風俗＝」 昭和58年12月 渡辺清著
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604－00－00 農業 「百姓の一筆」 平成4年4月　 田中佳宏著

604－00－00 農業 「評論集・食管制度を考える」 昭和48年5月　 小倉武一編

604－00－00 農業 「評論集・日本農業を考える」 昭和47年5月　 小倉武一編

604－00－00 農業 「ファクトブック’96」 平成8年2月　 JA全中

604－00－00 農業 「ファクトブック’99」 平成11年4月 全国農業協同組合中央会

604－00－00 農業 「普及技術」 昭和32年6月 野村春二著

604－00－00 農業 「普及情報活動の実際」 昭和51年10月 農林省農蚕園芸局監修普及情報センター編

604－00－00 農業 「踏んばれ！！日本農業　＝迫り来る食料危機に備えて＝」 平成12年1月 （株）農経新報社

604－00－00 農業 「文明としての農業」 平成2年5月 小島慶三著

604－00－00 農業 「文明の農業的基礎」 昭和51年4月　 栗原藤七郎著

604－00－00 農業 「米価政策と米価運動」（S50） 昭和50年7月 桜井誠著

604－00－00 農業 「米価政策と米価運動」（S52） 昭和52年5月 桜井誠著

604－00－00 農業 「別表　昭和35年　全国産業関連表」 昭和35年 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「別表　昭和35年　宮城県産業関連表」（S35） 昭和35年 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「別表　昭和38年　宮城県産業関連表」（S38） 昭和38年 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「誇れるふるさとの創造に向けて」 平成6年5月 須佐昭三著

604－00－00 農業 「ポストハーベスト農薬汚染」 平成2年7月 小若順一著

604－00－00 農業 「本県の経済構造　第三集」 昭和39年7月 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「本県の経済構造　第四集」」 昭和42年3月 宮城県総務部調査課

604－00－00 農業 「本音で語ろうコメ問題」 平成4年1月　 小笠原裕著

604－00－00 農業 「まごころ　＝風土と水と農業＝」 平成8年12月 脇坂銃三著

604－00－00 農業 「よまいごと集」 昭和55年3月　 佐々木七郎著

604－00－00 農業 「マルクス・エンゲルス農業論集」 昭和48年5月　 大内力編訳

604－00－00 農業 「マルチメディア導入マニュアル　＝地域情報化戦略＝」 平成7年10月 （財）東北産業活性化センター

604－00－00 農業 「まんが日本農業入門　Part2」 藍まりと著

604－00－00 農業 「まんが日本農業入門」 藍まりと著

604－00－00 土木工学 「漫然一刻価千金　（その5） 平成27年12月 梅田　安治

604－00－00 農業 「水争い　＝河川は誰のものか＝」 昭和53年7月　 辻田啓志著

604－00－00 農業 「水がつくったアジア　＝風土と農業水利＝」 平成6年5月 真勢徹著

604－00－00 農業 「水と土に恵まれて」 平成1年8月 中道宏・千賀裕太郎著

604－00－00 農業 「水と日本農業」 昭和54年3月 緒形博之著

604－00－00 農業 「水のはなしⅡ」 昭和63年1月 水のはなし編集委員会,高橋裕編

604－00－00 農業 「水のはなしⅢ」 昭和63年2月 水のはなし編集委員会,高橋裕編

604－00－00 農業 「水の法と社会　＝治水・利水から保水・親水へ＝」 平成2年11月　 森實著

604－00－00 農業 「道ひとすじ」 昭和63年1月　 佐藤清吉著

604－00－00 農業 「みつけてください　美しい日本のむら」 平成11年3月 美しい日本のむら研究会

604－00－00 農業 「実りなき大地　＝減反を追う＝」 昭和46年2月 秋田魁新報社減反取材班

604－00－00 農業 「みやぎの稲作読本　＝良質米づくりのために＝」 昭和57年3月 鈴木淳,宮城県農業普及協会

604－00－00 農業 「みやぎの施設園芸」 平成12年3月 宮城県

604－00－00 農業 「名生家三代、米作りの技と心」 平成10年10月 名生忠久,名生陽子,名生智樹著

604－00－00 農業 「むら社会と現代」 昭和53年10月 玉城哲著

604－00－00 農業 「村の女は眠れない」 昭和49年6月　 草野比佐男詩集

604－00－00 農業 「むらの輝ける日々　＝昭和農村史への証言＝」 昭和56年2月 寺澤正著

604－00－00 農業 「村の記録」 昭和31年8月 松好貞夫著

604－00－00 農業 「むらの再生」 昭和54年10月　 安達生恒著

604－00－00 農業 「村の肖像」 平成18年3月 川尻裕一郎著

604－00－00 農業 「村の生活誌」 昭和50年5月　 守田志郎著

604－00－00 農業 「村の政治」 昭和28年10月 浪江虔著

604－00－00 農業 「村の中で村を考える」 昭和54年6月 堀越久甫著

604－00－00 農業 「むらの日本人　＝’70年代・東北農民の生き方＝」 昭和50年1月　 河北新報社編集局長二階堂義孝著

604－00－00 農業 「村の風景　＝いま農村の人たちの声は＝」 平成2年11月　 野添憲治著

604－00－00 農業 「ムラ見でけさいん　＝みやぎ当世農村の四季＝」 平成11年10月 横山千代彦著

604－00－00 農業 「むらルネサンス」 平成1年10月　 日本農業新聞

604－00－00 農業 「みやぎの稲作読本」 昭和57年3月　 鈴木淳編集

604－00－00 農業 「躍動するみやぎ農業・農村」 平成6年3月　 宮城県新・伊達なむらづくり推進機構

604－00－00 農業 「やさしい経営診断」 昭和49年3月 全国農業会議所

604－00－00 農業 「安売り卵の経済学」 昭和61年10月　 大矢野栄次著

604－00－00 農業 「病いは食から」 昭和52年5月 沼田勇著

604－00－00 農業 「よみがえれ水辺・里山・田園」 平成7年1月　 千賀裕太郎著

604－00－00 農業 「嫁さんヤーイ」 平成4年6月　 佐藤義忠著

604－00－00 農業 「ヨメより先に牛がきた」 平成12年6月 役重真喜子著
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604－00－00 農業 「酪農家族3　＝波うつ青い穂＝」 平成14年3月 立松和平著

604－00－00 農業 「リゾート列島」 平成2年2月 佐藤誠著

604－00－00 農業 「冷害と農業技術　＝55年冷害と今後の技術営農対策＝」 昭和56年3月　 農林水産省技術審議官室

604－00－00 農業 「歴史公論　百姓一揆」 昭和53年6月　 雄山閣

604－00－00 農業 「論争・日本農業論」 昭和50年1月　 高橋七五三編

604－00－00 農業 「わが国食品産業の海外直接投資」 平成4年5月 斉藤高宏著

604－00－00 農業 「わが生涯の道　土に生きる」 昭和52年8月 蜂谷東一,（株）耕榮閣

604－00－00 農業 「私の農学概論」 昭和48年6月　 菱沼達也著

604－00－00 農業 「轍（わだち）　＝宮城県農業実践大学校十周年記念誌＝」 平成1年12月 宮城県農業実践大学校同窓会

604－00－00 農業 「和の食卓」 平成8年9月　 クニエダヤスコ著

604－00－00 農業 「埴谷雄高論　＝農民闘争をめぐって＝」 平成13年9月 藤一也著

604－00－00 農業 時事評論「日本農業が抱える当面の課題」 昭和62年1月　 唯是康彦筆

604－00－00 農業 時事評論「日本農業に活路あり」 昭和62年6月　 武田邦太郎筆

604－00－00 農業 小冊子「イナカ再建運動の手引き（Ⅰ普及編）」 昭和52年9月 島根県農協中央会

604－00－00 農業 小冊子「イナカ再建運動の手引き（Ⅱ思想編）」 昭和52年9月 島根県農協中央会

604－00－00 農業
小冊子「ガット「合意」の国会批准を阻止し、
国民生活と日本農業を守る食糧管理制度再構築をめざして」

平成6年9月 食糧政策研究会

604－00－00 農業 小冊子「協同組合における教育・研修のあり方」 平成6年5月 三国,田中,平田,木下著

604－00－00 農業 小冊子「米政策のあり方を問う　＝座談会＝」 平成21年2月 （財）農政調査委員会

604－00－00 農業 小冊子「自然調和型農業の確立と協同組合間協同の役割」 平成6年1月 生協ひろしま

604－00－00 農業 小冊子「調和のとれた土づくり」 昭和48年11月 全農東京支所肥料農薬部

604－00－00 農業 小冊子「ドイツ畑作の作付順序像　＝作付順序の新理論体系＝」 昭和30年9月 農業経済調査会

604－00－00 農業 小冊子「むら（集落）」 昭和53年3月 東海林仲之助著

604－00－00 農業 東北農業情勢報告「平成5年度の冷災害の影響と対策」 平成7年3月　 東北農政局

604－00－00 農業 「ジュリスト増刊総合特集　現代の水問題　課題と展望」No.23 昭和56年7月 （株）有斐閣

604－00－00 農業 「ジュリスト増刊総合特集　日本の食糧　風土・農政・食文化」No.28 昭和58年9月 （株）有斐閣

604－00－00 農業 「土地改良事業計画設計基準　計画　ほ場整備（水田）｣ 昭和52年1月 農林省構造改善局

604－00－00 農業 「農業水利論」 昭和63年6月 新澤嘉芽統

604－00－00 農業 「土地と水」 昭和53年11月 佐竹五六

604－00－00 農業 「現代水利論」 昭和58年4月 志村博康

604－00－00 農業 「現代農業水利と水資源」 昭和52年11月 志村博康

604－00－00 農業 「水利秩序編」 昭和58年7月 中川稔

604－00－00 農業 水利制度論　昭和後期農業問題論集　9」 昭和58年9月 新井信男

604－00－00 農業 「日本農業の水利構造」 昭和46年1月 永田惠十郎

604－00－00 農業 「日本の農業を正しく理解する　10の誤解を解く」 昭和62年11月 21世紀会

604－00－00 農業 「水法論」 昭和54年9月 金沢良雄,三本木健治

604－00－00 農業 「農村地域の整備と水利」 昭和59年10月 中川稔

604－00－00 農業 「灌漑水利権論（上）｣ 昭和41年10月 土屋生

604－00－00 農業 「灌漑水利権論（下）｣ 昭和44年7月 土屋生

604－00－00 農業 「農業の継承と参入　日本と欧米の経験から」 平成10年3月 酒井惇一,柳村俊介,伊藤房雄,斎藤和佐

604－00－00 農業 「講座　農を生きる　3　土に生命を　農法と農民」 昭和50年8月 長須祥行

604－00－00 農業 「評論集　食管制度を考える」 昭和48年5月 小倉武一

604－00－00 農業 「評論集　食管制度を考える」 昭和48年5月 小倉武一

604－00－00 農業 「教育と農村　どう進めるか体験学習」 昭和61年11月 加藤一郎

605－00－00 農業 「1985年農業センサス第1巻　都道府県別統計書　宮城県」（S61） 昭和61年5月　 農林統計協会

605－00－00 農業 「1990年世界農林業センサス第1巻　宮城県統計書（農業編）」（H03）写し 平成3年9月 農林水産省統計情報部

605－00－00 農業 「1995年農業センサス第1巻　宮城県統計書」（H08） 平成8年8月 農林水産省統計情報部

605－00－00 農業 「1995年農業センサス報告書（平成7年2月1日調査）」（H08） 平成8年3月　 宮城県企画部

605－00－00 農業 「2000年世界農林業センサス第1巻　宮城県統計書（農業編）」（H13） 平成13年9月 農林水産省統計情報部

605－00－00 農業 「環境生活行政の概要」（H12） 平成12年　 宮城県環境生活部

605－00－00 農業 「環境生活行政の概要」（H15） 平成15年3月　 宮城県環境生活部環境生活総務課

605－00－00 農業 「環境生活行政の概要」（H16） 平成16年3月　 宮城県環境生活部環境生活総務課

605－00－00 農業 「市町村民所得　＝推計と利用＝」農林統計選書1 昭和37年1月 川上正道著,（財）農林統計協会

605－00－00 農業 「昭和47年度　県民所得統計」 昭和49年11月 宮城県企画部統計課

605－00－00 農業 「昭和50年　宮城県統計年鑑」 昭和53年3月 宮城県企画部統計課

605－00－00 農業 「昭和62年度農用地開発事業の予算概要及び調査、計画」（S62） 昭和62年5月　 構造改善局計画部事業計画課

605－00－00 農業 「昭和63年度農用地開発事業の予算概要及び調査、計画」（S63） 昭和63年5月　 構造改善局計画部事業計画課

605－00－00 農業 「図説　食料・農業・農村白書　参考統計表」（H14） 平成15年8月 農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　食料・農業・農村白書」（H11） 平成11年5月　 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　食料・農業・農村白書」（H13） 平成14年6月　 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　食料・農業・農村白書」（H14） 平成15年6月 （財）農林統計協会
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605－00－00 農業 「図説　農業白書」（H04） 平成5年5月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　農業白書」（H07） 平成8年5月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　農業白書」（H08） 平成9年5月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　農業白書」S62 昭和63年4月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「図説　農産物の需要と生産の長期見通し　＝2005年の農業＝」 平成8年5月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「第52次宮城農林水産統計年報（H16-17）」 平成18年3月 東北農政局統計部

605－00－00 農業 「第82次農林水産省統計表（H18－19）」 平成20年4月 農林水産省統計部

605－00－00 農業 「地域振興計画のための農林統計の利用について」 昭和41年9月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「地域統計分析の理論と実際」 昭和49年11月 農林省統計情報部

605－00－00 農業 「統計からみた迫町農業の推移と現状（その2地域別調書）」 平成3年11月 迫町,迫町農業委員会

605－00－00 農業 「統計からみた迫町農業の推移と現状」 平成3年11月 迫町,迫町農業委員会

605－00－00 農業 「統計はさま」（H05） 平成5年12月 迫町

605－00－00 農業 「農業経営の指標　＝技術革新時代の農業経営＝」 昭和45年2月 山梨県果樹試験場長　由井重文著

605－00－00 農業 「農業経済累年統計　第1巻　農家経済調査（全国・地域別）」 昭和49年3月 農林省統計情報部,農林統計研究会,（財）農林統計協会

605－00－00 農業 「農業経済累年統計　第2巻　農家経済調査（都道府県別）」 昭和50年1月 農林省統計情報部,農林統計研究会,（財）農林統計協会

605－00－00 農業 「農業経済累年統計　第3巻　農家経済調査史」 昭和50年2月 農林省統計情報部,農林統計研究会,（財）農林統計協会

605－00－00 農業 「農業経済累年統計　第5巻　農畜産物生産費調査」 昭和49年2月 農林省統計情報部,農林統計研究会,（財）農林統計協会

605－00－00 農業 「農業経済累年統計　第6巻　農産物生産費調査史」 昭和50年3月 農林省統計情報部,農林統計研究会,（財）農林統計協会

605－00－00 農業 「農業統計用語事典」 昭和50年11月 （財）農政調査委員会

605－00－00 農業 「農業白書附属統計表」（H07） 平成8年5月 （財）農林統計協会

605－00－00 農業 「農業法人と協業経営の調査　＝経営別一覧表＝」 昭和40年3月 全国農業会議所

605－00－00 農業 「農林省累年統計表　明治1年（1868）～昭和28年（1953）」 昭和30年3月 農林省農林経済局統計調査部

605－00－00 農業 「平成11年度　東北食料・農業・農村情勢報告」 平成12年12月 東北農政局

605－00－00 農業 「平成2－7－12年接続産業関連表　計数編（1）」 平成17年5月 総務省

605－00－00 農業 「平成2－7－12年接続産業関連表　計数編（2）」 平成17年5月 総務省

605－00－00 農業 「平成2－7－12年接続産業関連表　総合解説編」 平成17年5月 総務省

605－00－00 農業 「宮城縣　累年統計書」 昭和29年3月 宮城縣総務部調査課

605－00－00 農業 「宮城県市町村別累年統計　農業編（昭和50年～平成6年）」 平成8年3月 東北農政局統計情報部,宮城農林統計協会

605－00－00 農業 「宮城県ポケット農林水産統計（市町村別）」 昭和45年3月 農林省宮城統計調査事務所

605－00－00 農業 「用水と営農」1981年12月号 昭和56年12月　 日本イリゲーションクラブ

605－00－00 農業 小冊子「現地農業情報　農　＝英知と進歩＝」No289 平成21年3月 （財）農政調査委員会

605－00－00 農業 用水と営農 1983年8月

606－00－00 農業 「第64回研究発表会講演要旨集」 平成19年11月 農業農村工学会京都支部

606－00－00 農業 小冊子「農業問題研究」農問研1976年春期大会報告 昭和51年12月 農業問題研究会

607－00－00 農業 「Excel95　パーフェクトマスター」 平成8年6月 名取龍彦,浅賀幸一,花房淳著,（株）秀和システム

607－00－00 農業 「JST標準課程　よい監督者となるために　＝JSTシート集＝」 平成1年5月　 人事院事務総局

607－00－00 叢書 「PERTによる工程計画と管理」

607－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝H04地方研究会講演録＝」（H04） 平成5年2月 （財）日本農業土木総合研究所

607－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝H09地方研究会講演録＝」（H09） 平成9年12月 （財）日本農業土木総合研究所

607－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝H10地方研究会講演録＝」（H10） 平成11年2月 （財）日本農業土木総合研究所

607－00－00 農業 「明日の農政を語る　＝H11地方研究会講演録＝」（H11） 平成12年2月 （財）日本農業土木総合研究所

607－00－00 農業 「新しい農業経済　農協教科書」 昭和38年10月 全国農業協同組合中央会

607－00－00 農業 「稲作技術発展の論理と方向」東北大学農学研究所25周年記念シンポジウム 昭和41年9月 東北大学農学研究所編

607－00－00 農業 「行政管理庁　統計講習会テキスト」 昭和37年8月 行政管理庁統計基準局

607－00－00 農業 「業務年報」（H19） 平成20年8月 宮城県農業・園芸総合研究所企画調整部

607－00－00 農業 「研修概要」（H08） 平成8年4月 宮城県公務研修所

607－00－00 農業 「国勢調査指導要領」 昭和35年10月 総理府統計局

607－00－00 農業 「最新やさしくわかるISO9001」 平成15年7月 米戸靖彦著

607－00－00 農業 「市町村史統刊行の実務」地方史マニュアル10 昭和50年11月 児玉幸多,林英夫編

607－00－00 農業 「循環社会の形成と農業農村整備　＝H14地方研究会講演録＝（H14）」 平成14年10月 （財）日本農業土木総合研究所

607－00－00 農業 「昭和35年度統計実務講習会　テキスト」 昭和36年1月 宮城県,宮城県統計協会

607－00－00 農業 「昭和63年度農業関係試験研究計画」 昭和63年3月　 宮城県

607－00－00 農業 「食品80キロカロリー　ガイドブック」 平成17年9月 香川芳子・女子栄養大学出版部

607－00－00 農業 「世界の農村・日本の農村　＝中根千枝講演集＝」 平成8年8月 （社）農村環境整備センター

607－00－00 農業 「地域複合農業の展開論理　＝地域営農をみつめて＝」東北農業研究叢書第3号 平成12年3月 中島征夫著,農林水産省東北農業試験場

607－00－00 農業 「地方統計職員業務研修テキストⅡ」 昭和38年4月 行政管理庁統計基準局

607－00－00 農業 「中山間地域農村活性化総合整備事業　調査計画研修テキスト」 平成4年8月 全国土地改良事業団体連合会

607－00－00 農業 「超図解EXCEL95関数編」 平成9年2月 （株）エクスメディア

607－00－00 農業 「次代への農村づくり」第28回東北支部研修会テキスト 平成6年11月 農業土木学会東北支部,宮城県

607－00－00 農業 「東北の農業と農協Ⅰ　＝農協講座講演集＝」 昭和42年4月 宮城県農協経営研究会

607－00－00 農業 「図書館講習資料　3訂版」 昭和50年5月 日本図書館協会
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607－00－00 農業 「農家経営行動論　＝農家の行動論理と意思決定支援＝」東北農業研究叢書第2号 平成11年2月 浅井悟,門間敏幸著,農林水産省東北農業試験場

607－00－00 農業 「農業・農村とニューメディア　＝よくわかる農業・農村情報システム＝」 昭和60年6月 農村ニューメディア研究会

607－00－00 農業 「農業青色申告の手引　＝記帳から決算・申告まで＝」（S53） 昭和53年7月 農業税制研究会

607－00－00 農業 「農業改良普及員経営ハンドブック」 昭和45年2月 （社）全国農業改良普及協会

607－00－00 農業 「農業経営」文部省検定済教科書 昭和55年1月 岩片磯雄,各務春雄著

607－00－00 農業 「農業経営講座　第2巻」 昭和36年2月 錦織英夫,岩崎勝直,森英男著

607－00－00 農業 「農業土木学会地方講習会（テキスト）」（H06） 平成6年6月 （社）農業土木学会

607－00－00 農業 「農業農村整備技術研修総合ガイド」（H16） 平成16年4月 農林水産省農村振興局整備部,他

607－00－00 農業 「農林省農業者大学校通信講座　経済　Ⅲ農業経営」 昭和49年9月 （社）全国農業改良普及協会

607－00－00 農業 「農林省農業者大学校通信講座　経済　Ⅳ農業協同組合」 昭和48年3月 （社）全国農業改良普及協会

607－00－00 農業 「農林省農業者大学校通信講座　社会　Ⅳ法学（1）」 昭和47年4月 （社）全国農業改良普及協会

607－00－00 農業 「農林省農業者大学校通信講座　人文　Ⅰ人間の心理」 昭和47年7月 （社）全国農業改良普及協会

607－00－00 農業 「農林水産研究開発の現状と目標」 平成2年2月 農林水産省農林水産技術会議事務局

607－00－00 農業 「農林水産研究文献解題No10　農業気象編」 昭和59年3月 農林水産技術会議事務局編

607－00－00 農業 「農林統計の見方・使い方」（S45） 昭和45年11月 小山智士,関英二編

607－00－00 農業 「農林統計の見方・使い方」（S50） 昭和50年4月　 加用信文監修　小山,関編著

607－00－00 叢書 「パートネットワークで日程管理をしよう」 昭和47年12月 宮城県農政部耕地課

607－00－00 農業 「微分積分学教程」 平成14年4月 福島甫訳

607－00－00 農業 「みちのく農業・農村これから＝夢・緑いっぱいの大崎地域へ＝」地域関係者懇談会 平成4年11月 東北農政局,宮城県,宮城県土地改良事業団体連合会

607－00－00 農業 「例解　農業者年金相談　＝相談事例による解説＝」 平成3年3月 全国農業会議所

607－00－00 農業 研修テキスト「アスファルト舗装工」 昭和39年10月 農林省農業土木試験場中島保治著

607－00－00 農業 研修テキスト「水門」 東北農政局仙台施工調査事務所

607－00－00 農業 研修テキスト「農業用ポンプ概論」 昭和51年11月　 宮城県

607－00－00 農業 研修テキスト「ポンプ・ゲートのための電気設備」 東北農政局仙台施工調査事務所

607－00－00 農業 研修テキスト「ポンプ排水と湖面干拓」 昭和29年　 農林省農地局

607－00－00 農業 小冊子「新世紀の産業振興」講演シリーズ 平成11年6月 浅野史郎

607－00－00 農業 小冊子「水田裏作と有畜営農」夏季講習会テキスト 昭和28年 宮城県農業改良課

607－00－00 農業 小冊子「統計入門」 昭和33年1月 松村雅央著

607－00－00 農業 早わかり　農業法人のすべて 平成6年9月1日 酒井富夫

607－00－00 農業 「灌漑分水論」 昭和37年2月 福田仁志

607－00－00 農業 「農業水利権に関する研究」 昭和28年9月 農林省農地局

607－00－00 農業 「日本濩漑水利慣行の史的研究　総論篇」 昭和25年12月 喜多村敏夫

607－00－00 農業 「農業経営学講座　1　農業経営学の体系」 昭和54年7月 金沢夏樹

607－00－00 農業 「近代経済学辞典　－復及編－ 昭和37年6月 山田雄三

607－00－00 農業 「農業の経営戦略　不安定性と農業経営計画」 昭和48年6月 川口雅正

607－00－00 農業 「河川法勉強会」 兵施2年9月 （財）日本農業土木総合研究所

608－00－00 農業 「imidaS2000」 平成12年1月 （株）集英社

608－00－00 農業 「JACEM」No．48 平成21年5月 （社）農業土木機械化協会

608－00－00 農業 「JIID　研究レポート」No．28 平成19年10月 （財）日本水土総合研究所

608－00－00 農業 「JIID　平成18年度年報」 平成19年10月 （財）日本水土総合研究所

608－00－00 農業 「JIID　平成19年度年報」 平成20年11月 （財）日本水土総合研究所

608－00－00 農業 「PAL」167 平成21年12月 クボタシ－アイ株式会社

608－00－00 農業 「SDERD」Vol．68 平成20年12月 （社）土地改良測量設計技術協会

608－00－00 農業 「SDERD」Vol．69 平成21年3月 （社）土地改良測量設計技術協会

608－00－00 農業 「稲作の経営的課題」農業経営研究No．3 昭和40年3月 東北農政局

608－00－00 農業 「ウエルカム　＝みやぎ観光ガイドブック’04」 平成6年 （社）宮城県観光連盟

608－00－00 農業 「エコノミスト　日本経済の進路」 昭和40年5月 毎日新聞社

608－00－00 農業 「海外農業事情調査報告」（H08） 平成9年2月 宮城県農政部

608－00－00 農業 「価格問題と協同組合」協同組合年報第7集 昭和38年4月 協同組合研究会

608－00－00 農業 「技術と普及」昭和46年上期 昭和46年 （社）全国農業改良普及協会

608－00－00 農業 「技術と普及」昭和46年下期 昭和46年 （社）全国農業改良普及協会

608－00－00 農業 「近代農業技術の展開　＝農業技術叢書＝8」 昭和27年12月 （財）農民教育協会

608－00－00 農業 「経営と技術　＝農業技術叢書＝7」 昭和28年7月 渡辺兵力著

608－00－00 農業 「経済白書」（S56） 昭和56年9月 経済企画庁

608－00－00 農業 「月刊　建設」Vol．53　10月 （社）全日本建設技術協会

608－00－00 農業 「月刊　建設」Vol．53　11月 （社）全日本建設技術協会

608－00－00 農業 「現代の農民一揆」講座日本農民1 昭和53年7月 薄井清編

608－00－00 農業 「公害白書」昭和49年版宮城県公害白書 昭和50年3月 宮城県生活環境部

608－00－00 農業 「コンクリート製品」2009　No．457 平成21年10月 一般社団法人　全国コンクリート製品協会

608－00－00 農業 「さざなみ」7号 平成12年3月 香川自分史同好会

608－00－00 農業 「自然と人間を結ぶ」3月増刊号（2号） 平成10年3月 （社）農山漁村文化協会
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608－00－00 農業 「知っておきたい　みやぎ農林水産」（H11） 平成11年3月 東北農政局統計情報部

608－00－00 農業 「食農教育」2004・11 平成16年11月 （社）農山漁村文化協会

608－00－00 農業 「勧農叢書　和洋農具図解」 明治24年5月 谷村久松著

608－00－00 農業 「スタートする総合農政」日本農業の動きNo．16 昭和44年6月 農政ジャーナリストの会

608－00－00 農業 「大ダム」No．89 昭和54年9月 （社）日本大ダム会議

608－00－00 農業 「ダム年鑑」1987 昭和62年3月 （財）日本ダム協会

608－00－00 農業 「ダム年鑑」1991 平成3年3月 （財）日本ダム協会

608－00－00 農業 「ダム年鑑」1996 平成8年2月 （財）日本ダム協会

608－00－00 農業 「ダム年鑑」2002 平成14年3月 （財）日本ダム協会

608－00－00 農業 「ダム年鑑」2003 平成15年2月 （財）日本ダム協会

608－00－00 農業 「地質と調査」’09第4号 平成21年12月 土木春秋社

608－00－00 農業 「どこへ行く食管制度」日本農業の動きNo．12 昭和43年5月 農政ジャーナリストの会

608－00－00 農業 「土地改良の測量と設計」SDERD　Vol．70 平成21年12月 （社）土地改良測量設計技術協会

608－00－00 農業 「土地と農業　No．2」 昭和48年3月 （社）全国農地保有合理化協会

608－00－00 農業 「日本収容所列島」精神医療と人権1 昭和59年11月 戸塚悦朗,広田伊蘇夫編

608－00－00 農業 「日本の農業」1960年世界農林業センサス 昭和36年3月 農林省統計調査部,（財）農林統計協会

608－00－00 農業 「日本のホームページ10万＝2002年夏版＝」 平成12年5月 （株）アスキー

608－00－00 農業 「農家新書　年金・標準小作料・税金」49年度No．2 昭和49年8月 全国農業会議所

608－00－00 農業 「農家新書　農地・金融・税金」（S50）No．3 昭和50年9月 全国農業会議所

608－00－00 農業 「農家新書　農地・金融・標準小作料」（S52）No．5 昭和52年9月 全国農業会議所

608－00－00 農業 「農家虎の巻」（S28） 昭和28年11月 宮城県立農業試験場,農業試験場同窓会

608－00－00 農業 「農家虎の巻」（S35） 昭和35年11月 宮城県立農業試験場,農家虎の巻刊行会

608－00－00 農業 「農家虎の巻」（S39） 昭和35年11月 宮城県立農業試験場,農家虎の巻刊行会

608－00－00 農業 「農業経営改善指導の手引　稲作・畜産経営編」 昭和40年3月 農林省農政局普及部

608－00－00 農業 「農業経営改善指導の手引　個別・協業化編」 昭和39年3月 農林省農政局普及部

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．14 昭和46年5月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．18 昭和47年10月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．19 昭和48年3月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．20 昭和48年9月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．22 昭和49年7月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．24 昭和50年7月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．25 昭和51年 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．26 昭和51年7月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．29 昭和53年2月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営研究」No．30 昭和53年8月 農業経営研究会

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．074 昭和43年3月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．077 昭和44年1月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．099 昭和49年3月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．102 昭和49年11月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．102 昭和49年11月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．103 昭和50年3月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．105 昭和50年9月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．106 昭和50年12月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．107 昭和51年3月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．109 昭和51年9月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．110 昭和51年12月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．111 昭和52年3月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．112 昭和52年6月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．113 昭和52年9月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業経営通信」No．115 昭和53年3月 農林省農業技術研究所経営土地利用部

608－00－00 農業 「農業構造改善事業　優良事例集」（H07） 平成8年3月 全国農業会議所

608－00－00 農業 「農業市場研究」42号 平成8年3月 日本農業市場学会編

608－00－00 農業 「農業総合研究」第22巻第3号 昭和43年7月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業総合研究」第25巻第1号 昭和46年1月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業総合研究」第25巻第2号 昭和46年4月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業総合研究」第28巻第3号 昭和49年7月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業総合研究」第28巻第4号 昭和49年10月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業総合研究」第30巻第2号 昭和51年4月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業総合研究」第31巻第4号 昭和52年10月 農業総合研究所

608－00－00 農業 「農業ソフトウェアブック1994」（H06） 平成6年3月 日本農業ソフトウェア協会

608－00－00 農業 「農業ソフトウェアブック1996」（H08） 平成8年2月 日本農業ソフトウェア協会
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608－00－00 農業 「農業の伝統と再創造」講座日本農民2 昭和53年8月 野添憲治著

608－00－00 農業 「農村振興いわて」 平成22年1月 岩手県農村振興技術連盟

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．05 昭和49年9月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．06 昭和49年10月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．08 昭和49年12月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．14 昭和50年7月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．21．22 昭和51年3月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．29 昭和51年10月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．30 昭和51年11月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「農林水産統計月報」No．32 昭和52年1月 東北農林統計協会協議会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」974 平成20年11月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」975 平成20年12月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」976 平成20年12月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」977－978 平成21年2月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」979 平成21年3月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」980 平成21年7月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「のびゆく農業」981 平成21年8月 （財）農政調査委員会

608－00－00 農業 「人と国土　臨時増刊　長期水需給計画「水」特集」（S53） 昭和53年8月 （財）国土計画協会

608－00－00 農業 「平成15年度　農林水産祭受賞者の業績（技術と経営）」 平成16年3月 （財）日本農林漁業振興会

608－00－00 農業 「みやぎ農業試験研究だより　昭和53年8月～昭和56年12月」
農業センター,古川農業試験場,
園芸・畜産・養蚕試験場,原種苗センター

608－00－00 農業 「みやぎ農業試験研究だより　昭和57年1月～昭和59年7月」
農業センター,古川農業試験場,
園芸・畜産・養蚕試験場,原種苗センター

608－00－00 農業 「宮建JOURNAL」278 （社）宮城県建設業協会

608－00－00 農業 「明治後期茨城県における土地制度」茨城県農業史第1巻別冊 東敏雄著

608－00－00 農業 「明治後期茨城県における農業経営」茨城県農業史第1巻別冊 東敏雄著

608－00－00 農業 「明治後期茨城県における農業生産」茨城県農業史第1巻別冊 青木昭,東敏雄著

608－00－00 農業 「明治前期茨城県における土地制度」茨城県農業史第1巻別冊 木戸田四郎著

608－00－00 農業 「明治前期茨城県における農業生産」茨城県農業史第1巻別冊 青木昭,木戸田四郎著

608－00－00 農業 「明治前期茨城県における農業団体」茨城県農業史第1巻別冊 木戸田四郎著

608－00－00 農業 「歴史地理教育」3　1985－No．380 昭和60年3月 歴史教育者協議会

608－00－00 農業 「みやぎの農村近代化　No．67」 昭和56年10月 宮城県農村近代化協会

609－00－00 農業 「製図用具」 当時の烏口等一式

610－00－00 農業土木 「「新しい農村の時代」の条件　＝東北地方の優良事例に学ぶ＝」 平成8年7月 田中満著

610－00－00 農業土木 「NPO法人あぐりねっと21関係　新聞記事集（改訂版）」 平成22年12月 河北新報等　

610－00－00 農業土木 「NPO法人あぐりねっと21関係　新聞記事集」 平成15年 河北新報等　

610－00－00 農業土木 「稲田風景四季　＝仙台平野＝」 平成18年2月　 及川栄光著

610－00－00 農業土木 「内川写真集　四季滔々」 平成6年3月 東北農政局大崎農業水利事務所

610－00－00 農業土木 「お米のはなし’98」 平成10年3月　 宮城県米消費拡大推進連絡協議会

610－00－00 農業土木 「現代の農業を考える」 昭和59年3月　 （財）富民協会　菊元富雄著

610－00－00 農業土木 「耕地課創立70周年記念行事写真集」 平成1年11月

610－00－00 農業土木 「これからの農業土木」 昭和41年7月 これからの農業土木編集委員会

610－00－00 農業土木 「水田」 昭和17年2月　 小池基之著

610－00－00 農業土木 「水路四季　＝消えゆく土堀風景＝」 平成15年5月 及川栄光著

610－00－00 農業土木 「図説　土地改良100講」改訂版 昭和60年5月 岡部三郎著

610－00－00 農業土木 「図説土地改良100講」 昭和60年5月 岡部三郎著

610－00－00 農業土木 「創景」（第2集・宮城の農村景観） 昭和63年7月　 宮城県農政部

610－00－00 農業土木 「創景」（第3集・水田） 平成8年7月 宮城県農政部

610－00－00 農業土木 「土地改良事業計画作成便覧」S53 昭和53年11月 農林水産省構造改善局計画部

610－00－00 農業土木 「日本農業　大改造論」 昭和62年2月　 竹村健一著

610－00－00 農業土木 「日本の農業用水」 昭和55年9月 農業水利研究会

610－00－00 農業土木 「農村地域の整備と水利」 昭和59年10月 中川稔編著

610－00－00 農業土木 「農地を拓く　＝豊かな農業と農村をめざして＝」 昭和57年11月 全国土地改良事業団体連合会

610－00－00 農業土木 「迫川の農業と堰　水にささやく」 平成5年7月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

610－00－00 農業土木 「水資源のすべて　＝水を再検証する＝」 昭和62年7月 建設行政資料調査会

610－00－00 農業土木 「水資源のソフトサイエンス」 平成1年10月 千賀裕太郎著

610－00－00 農業土木 「水資源利用と中間貯留」 昭和59年8月 緒形博之著

610－00－00 農業土木 「水と大地の恵みを永遠に＝新世紀の農業農村整備政策の提言＝」 平成10年12月 農林水産省構造改善局事業計画課

610－00－00 農業土木 「水の賦　＝水についての雑記帳＝」（H03） 平成3年6月 大橋欣治著

610－00－00 農業土木 「水の賦　＝水についての雑記帳＝」（H06） 平成6年8月 大橋欣治著

610－00－00 農業土木 「宮城のふるさと農業まつり写真集」（S58） 昭和58年11月 宮城県農政部・迫
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610－00－00 農業土木 「宮城のふるさと農業まつり写真集」（S63） 昭和63年11月

610－00－00 農業土木 伊豆沼沿岸関係資料

610－00－00 農業土木 小冊子「国土のなりたちと農業土木　＝宮城県版＝」その1 宮城県

610－00－00 農業土木 小冊子「国土のなりたちと農業土木　＝宮城県版＝」その3 宮城県

610－00－00 農業土木 小冊子「新世紀に向けて土地改良区からの発信　＝土地改良区のエッセイ＝」 平成9年3月 全国土地改良事業団体連合会

610－00－00 農業土木 小冊子「農業農村整備「栗原地域」1，000人の集い　講演録」 平成4年10月 宮城県土地改良事業団体連合会

610－00－00 農業土木 土地改良を考える 1978年1月20日 大谷省三

610－00－00 農業土木 農業土木標準用語辞典　改訂5版 平成15年1月10日 農業土木学会

611－00－00 農業土木 「21世紀土地改良区創造運動事例集」第2集 平成14年9月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「21世紀への飛翔　第三次宮城県長期総合計画　実施計画平成2～4年度」 平成2年3月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「21世紀へ向けての農政の基本方向」写 昭和61年11月　 農政審議会

611－00－00 農業土木 「JLW NEWS SERVICE」（2000/12/7～2001/3/5）

611－00－00 農業土木 「JLW NEWS SERVICE」（2000/4/4～2000/7/27）

611－00－00 農業土木 「JLW NEWS SERVICE」（2000/8/2～2000/9/28）

611－00－00 農業土木 「JLW NEWS SERVICE」（2000/9/29～2000/12/6）

611－00－00 農業土木
「UR関連緊急対策の効率的な執行体制の整備
＝要望事項に対する処理方針＝（補助事業）」

平成7年11月 構造改善局建設部・計画部

611－00－00 農業土木 「新しい構造政策の展開　＝農地政策と基盤整備＝」写 昭和60年7月　 農林水産省構造改善局

611－00－00 農業土木 「新たな食料・農業・農村基本計画関係資料集」 平成17年3月 食料・農業・農村政策審議会企画部会事務局

611－00－00 農業土木 「石巻広域都市計画基本方針　～県北東部の発展を支える拠点都市の形成～」 平成15年6月 宮城県

611－00－00 農業土木 「伊豆沼沿岸の土地改良Ⅰ」農計ノートNo．11 昭和51年8月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「今やらねば・・・旬がある　＝土地改良事業地区営農推進講演会＝」 平成9年3月 （財）日本土壌協会

611－00－00 農業土木 「改正　西ドイツ農地整備法」 昭和51年3月

611－00－00 農業土木 「監査手帳」 昭和52年 全国農業協同組合中央会

611－00－00 農業土木 「換地関係通達集　（一部修正版）」 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「換地関係判例等資料　1｣ 関東農地集団化推進協議会

611－00－00 農業土木 「換地関係判例等資料　2｣ 関東農地集団化推進協議会

611－00－00 農業土木 「換地関係判例等資料　3｣ 関東農地集団化推進協議会

611－00－00 農業土木 「換地関係判例等資料　4｣ 関東農地集団化推進協議会

611－00－00 農業土木 「換地関係判例等資料　5｣ 関東農地集団化推進協議会

611－00－00 農業土木 「換地判例集」

611－00－00 農業土木 「管内主管課長補佐会議及びUR緊急対策の執行体制の整備についての説明会」写し 平成7年12月 東北農政局建設部

611－00－00 農業土木 「管理課における当面の検討課題の検討経過について（未定稿）」 昭和62年2月 構造改善局管理課

611－00－00 農業土木 「技術管理業務の概要　＝技術管理システムの歩み＝」（S63） 昭和63年3月　 宮城県農政部技術管理室

611－00－00 農業土木 「技術管理業務の概要」（H01） 平成1年9月 宮城県農政部技術管理室

611－00－00 農業土木 「行政と農政・農業」日本農業の動き59 昭和56年11月 農政ジャーナリストの会

611－00－00 農業土木 「グランドワーク関係資料」（一式）

611－00－00 農業土木 「来るか借地農時代」日本農業の動き69 昭和59年5月 農政ジャーナリストの会

611－00－00 農業土木 「県営土地改良事業の手引」 宮城県農政部耕地課

611－00－00 農業土木 「県勢発展計画　宮城県」 昭和42年10月 宮城県

611－00－00 農業土木 「原単価管理システム」 昭和49年 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「現場技術者のためのコスト縮減対策＝平成9年度のコスト縮減事例＝」 平成10年9月 農林水産省構造改善局建設部設計課

611－00－00 農業土木 「現場必携」（S47） 昭和47年2月 東北農政局

611－00－00 農業土木 「広域農業農村整備促進計画」 平成14年4月　 宮城県産業経済部

611－00－00 農業土木 「構造改善局管理課関係覚書集」 昭和59年8月 構造改善局管理課

611－00－00 農業土木 「耕地拡張改良事業要覧　（第16次） 農林省　農政局

611－00－00 農業土木 「米の生産調整の土地改良区運営に対する影響について（未定稿）」 昭和47年10月 農地局管理課

611－00－00 農業土木 「最新版　換地関係通達集」 昭和63年6月 農林省構造改善局農政部管理課　監修

611－00－00 農業土木 「山村振興等農林漁業特別対策事業実務の手引き」 平成8年10月 全国農村地域定住促進対策協議会

611－00－00 農業土木 「市町村助成実態調査結果　（概要）｣ 昭和53年3月 農林省構造改善局農政部管理課

611－00－00 農業土木 「質疑応答集　換地」 昭和51年9月 富山県農地林務部ほ場整備課

611－00－00 農業土木 「社会資本整備としての農業農村整備事業の展開方向」 平成7年4月　 農林水産省構造改善局事業計画課

611－00－00 農業土木 「重要事項」 昭和49年11月

611－00－00 農業土木 「受託事業規程」（H02） 平成2年4月 宮城県土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「障害防止対策事業のあゆみ」 平成4年3月 宮城県王城寺原補償工事事務所

611－00－00 農業土木 「昭和52年度における技術管理の動向」（S52） 昭和53年 宮城県農政部技術管理室

611－00－00 農業土木 「昭和53年度における技術管理の動向」（S53） 昭和54年 宮城県農政部技術管理室

611－00－00 農業土木 「昭和58年度　稲作指導指針と技術対策」 昭和58年1月 宮城県農政部農産園芸課

611－00－00 農業土木 「新山村振興対策の実務」 平成4年6月 国土庁地方振興局,農林水産省構造改善局

611－00－00 農業土木 「新山村振興農林漁業対策事業関係通達集」 平成5年3月 全国山村振興連盟

611－00－00 農業土木 「新世紀　豊かさ実感みやぎ　宮城県総合計画第Ⅱ期実施計画　H15ーH17」 平成15年3月　 宮城県
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611－00－00 農業土木 「新伊達創世紀　＝宮城　暮らしからのメッセージ＝」 平成4年3月 宮城県広報協会

611－00－00 農業土木 「新農村地域定住促進対策事業等関連通達集」 昭和61年10月 全国農村地域定住促進対策協議会

611－00－00 農業土木 「水田営農活性化対策関係要綱・要領（案）未定稿」 平成5年2月 宮城県

611－00－00 農業土木 「水利組合に関係する調査書 昭和18年 農林省,農政局

611－00－00 農業土木 「水利制度論　昭和後期農業問題論集　9」 昭和58年9月 （社）農山漁村文化協会

611－00－00 農業土木 「図説土地改良100講　　明日の農村建設をめざして」 昭和54年8月 岡部三郎

611－00－00 農業土木 「図説宮城県農林漁業」 平成9年3月 東北農政局統計情報部

611－00－00 農業土木 「政策評価トレーニング・ブック」 平成15年7月 佐々木亮著

611－00－00 農業土木 「生産調整等と土地改良事業との関連に関する資料」 昭和47年3月 農林省農地局管理課

611－00－00 農業土木 「政府要望重点事業（事項）調書」 平成1年12月 宮城県

611－00－00 農業土木 「仙塩広域都市計画基本方針　～ほくとう日本の発展を先導する中枢都市圏の形成～」 平成16年5月 宮城県

611－00－00 農業土木 「第三期山村振興農林漁業対策事業実施の手引き」 昭和60年3月 東北農政局農政部構造改善課

611－00－00 農業土木 「第四十国会千拓地他用途転売関係想定問題集（農林省基本姿勢）」 昭和37年3月

611－00－00 農業土木 「地域農政推進関係通達集（昭和63年度改訂版）」 昭和63年9月 農業振興地域調査会

611－00－00 農業土木 「逐条解説　食料・農業・農村基本法解説」 平成12年1月 食料・農業・農村基本政策研究会

611－00－00 農業土木 「調査測量および設計共通仕様書並びに作業規程」 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「特定農山村法令通達集」 平成6年2月 全国農業会議所

611－00－00 農業土木 「都市化地域の土地改良区論」 昭和58年10月　 （社）農業土木学会

611－00－00 農業土木 「土地改良換地関係問答集」 岐阜県換地センター

611－00－00 農業土木 「土地改良換地士の知識（土地改良法・換地理論・測量）」 昭和49年3月 中央換地センター

611－00－00 農業土木 「土地改良区統合整備基本計画書」 平成2年3月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「土地改良事業（訓令）」

611－00－00 農業土木 「土地改良事業（告示）」

611－00－00 農業土木 「土地改良事業（省令）」

611－00－00 農業土木 「土地改良事業（政令）」

611－00－00 農業土木 「土地改良事業（法）」

611－00－00 農業土木 「土地改良事業長期計画書　第1次計画S56～S60ー」 昭和55年3月 仙台土地改良事務所

611－00－00 農業土木 「土地改良事業通達等」

611－00－00 農業土木 「土地改良事業のための　河川協議の手引」 昭和53年 農林省構造改善局企画調整室　監修　

611－00－00 農業土木 「土地改良施設管理関係通達集」 平成5年1月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「栃改良制度年表（概要）」 昭和53年6月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「土地改良の方向　＝米政策に関連して＝」（未定稿）写 平成1年7月　 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「土地改良法改正趣旨説明」

611－00－00 農業土木 「土地利用（水田）計画と土地改良」農計ノートNo．17 昭和54年3月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書」（H04） 平成4年12月 農林水産省構造改善局

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書」（H11） 平成11年7月 農林水産省構造改善局建設部設計課

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書」（S50） 昭和50年3月 農林省構造改善局

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書」（S51） 昭和51年3月 農林省構造改善局

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書」（S55） 昭和55年3月 農林水産省構造改善局

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書」（S59） 昭和59年4月 農林水産省構造改善局

611－00－00 農業土木 「土木工事等共通仕様書・施設機械工事等共通仕様書」（H15） 平成15年5月 農林水産省構造改善局建設部設計課

611－00－00 農業土木 「土木工事等施工技術安全指針」（S53） 昭和53年5月 農林省構造改善局設計課施工企画調整室

611－00－00 農業土木 「土木工事等施工技術安全指針」（S60） 昭和60年12月 農林水産省構造改善局設計課施工企画調整室

611－00－00 農業土木 「ネットワークプランニング」 昭和41年7月　 宮建

611－00－00 農業土木 「農業・農村開発協力の展開方向」かんがい排水審議会　国際部会中間報告 平成2年11月 農林水産省構造改善局

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業等便覧」（S63）農計資料第55号 平成63年3月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業便覧」（S48） 昭和48年 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業便覧」（S50）農計資料第12号 昭和50年 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業便覧」（S52）農計資料第21号 昭和52年9月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業便覧」（S57）農計資料第38号 昭和57年 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木
「農業基盤整備調査計画におけるシステム化について
（マイクロフィルム保存資料目録）」（S51）農計資料第18号

昭和52年3月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木
「農業基盤整備調査計画におけるシステム化について
＝マイクロフィルム保存資料目録＝」農計資料第16号

昭和51年3月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備等プロジェクト関係通達集　（NTT資金貸付事業）」

611－00－00 農業土木 「農業振興地域及び農用地区域の概要」（H03） 平成3年1月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業振興地域及び農用地区域の概要」（H06） 平成7年1月　 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業振興地域及び農用地区域の概要」（H07） 平成8年1月　 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業振興地域及び農用地区域の概要」（H09） 平成10年1月　 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業振興地域及び農用地区域の概要」（S59） 昭和59年12月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業水利秩序変革の要因に関する研究」 昭和34年3月 農業水利問題研究会

611－00－00 農業土木 「農業施策の概要」（S59） 昭和59年4月 宮城県農政部
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611－00－00 農業土木 「農業施策の概要」（S60） 昭和60年7月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業土木コンサルタントの将来展望」 平成5年8月　 （社）農業土木事業協会

611－00－00 農業土木 「農業土木施工管理基準（資料）」（S49） 昭和49年 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「農業農村整備・新しい世紀へ」写 平成12年4月　 全国農業土木技術連盟

611－00－00 農業土木 「農業農村整備事業と地方財政」H04 平成4年8月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「農業農村整備事業の計画・設計・管理に関する技術の展開方向」 平成6年3月　 農林水産省構造改善局事業計画課

611－00－00 農業土木 「農山漁村とリゾート地域整備　＝総合保養地域整備法の解説と運用＝」 昭和63年9月 農林水産省大臣官房企画室監修

611－00－00 農業土木 「農産物の需給と生産の長期見通し」 平成8年1月 全国農業会議所

611－00－00 農業土木 「農事調停事務協議会要録　第4集（S41－S50）」 昭和54年3月　 農林水産省構造改善局農政課　

611－00－00 農業土木 「農政改革大綱　農政改革プログラム」 平成10年12月 農林水産省

611－00－00 農業土木 「農政大改革　新しい食料・農業・農村政策の方向を徹底分析」 平成4年7月 日本農業新聞

611－00－00 農業土木
「農村の総合整備をめざした土地改良事業の展開方向
＝かんがい排水審議会企画部会第2次報告＝」

平成3年2月 農林水産省構造改善局事業計画課

611－00－00 農業土木 「農地開発課所管の業務内容について」 昭和49年7月 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 「農地開発法・他」

611－00－00 農業土木 「農用地開発公団事業　換地関係業務必他携」 昭和59年10月 農用地開発公団計画部

611－00－00 農業土木 「農用地利用増進事業・地域農政推進対策事業の概要」 平成2年3月 宮城県農政部農政課

611－00－00 農業土木 「農林畜水産関係補助金等事務必携」 平成11年7月 農林水産大臣官房経理課

611－00－00 農業土木 「平成3年度管内の土地改良事業概要」写し 平成3年 宮城県迫土地改良事務所

611－00－00 農業土木 「保護に徹するＥＣ農政」日本農業の動き65 昭和58年5月 農政ジャーナリストの会

611－00－00 農業土木 「補償関係通知集　＝管理編＝」（H15） 平成15年9月 農林水産省構造改善局建設部設計課

611－00－00 農業土木 「本邦農業水利制度概観」 昭和25年3月 農林省農地課

611－00－00 農業土木 「松島観光都市計画基本方針　～国内外に開かれた魅力ある「観光都市」の形成～」 平成15年6月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「水法参考資料」 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センター

611－00－00 農業土木 「みやぎ　政策の風」2007Mar　Vol．7 平成19年3月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（H01） 平成1年10月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（H06） 平成6年1月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（H09） 平成9年1月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（S49） 昭和49年8月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（S52） 昭和52年5月 宮城県,宮城県建設業協会

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（S54） 昭和54年5月 宮城県,宮城県建設業協会

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（S56） 昭和56年11月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（S58） 昭和58年10月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県建設工事関係例規集」（S60） 昭和60年10月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県耕地拡張改良事業関係冷規」

611－00－00 農業土木 「宮城県新長期総合計画　＝新しいふるさとづくり＝」（S53） 昭和53年7月 宮城県企画部

611－00－00 農業土木 「宮城県総合計画＝新世紀豊かさ実感みやぎ＝（概要版）」 平成12年3月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県総合計画＝新世紀豊かさ実感みやぎ＝」 平成12年3月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県総合計画＝森と海と人の宇宙論＝（基本計画編）」 平成5年7月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県総合計画＝森と海と人の宇宙論＝（グランドデザイン編）」 平成5年7月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県長期総合計画＝新しいふるさとづくり＝」（S47） 昭和47年5月 宮城県企画部

611－00－00 農業土木 「宮城県特定高性能農業機械導入計画　計画期間平成16年～平成20年」 平成16年4月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県に於ける農業用水水質汚濁の現状と事例」農計ノートNo．06 昭和49年10月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「宮城県農業基盤整備事業等電子計算処理要領」 昭和53年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城県の希少な野生動植物　＝宮城県レッドデータブック＝」 平成13年3月 宮城県環境生活部自然保護課

611－00－00 農業土木 「宮城県の希少な野生動植物（普及版）　＝宮城県レッドデータブック＝」 平成14年3月 宮城県環境生活部自然保護課

611－00－00 農業土木 「みやぎ食と農の県民条例基本計画」（H13） 平成13年10月 宮城県

611－00－00 農業土木 「みやぎ食と農の県民条例基本計画」（H18） 平成18年3月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「みやぎの　ひとめぼれ読本」 平成4年2月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業　＝未来を拓くみやぎ田園新時代＝」（H10） 平成10年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業　＝未来を拓くみやぎ田園新時代＝」（H11） 平成11年4月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（H03） 平成3年4月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（H04） 平成4年4月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（H05） 平成5年4月　 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（H06） 平成6年4月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（H08） 平成8年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（H10） 平成10年3月　 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（S56） 昭和56年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」（S59） 昭和59年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」1986 昭和61年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」1987 昭和62年3月 宮城県農政部
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611－00－00 農業土木 「宮城の農業」1988 昭和63年3月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「宮城の農業」1990 平成2年4月　 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「みやぎ未来「農業・農村」ビジョン　＝みやぎ田園新時代＝」 平成9年9月 宮城県農政部農政企画課

611－00－00 農業土木 「目でみる基盤整備　＝土地改良計画情報（地理情報）システム＝」 平成2年3月　 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「夢航路未来号　宮城県総合計画実施計画　H8ーH10」 平成8年3月　 宮城県

611－00－00 農業土木 「例規集」 昭和59年8月 大堰土地改良区

611－00－00 農業土木 「換地な係る判例集」

611－00－00 農業土木 21世紀土地改良区創造運動　支援カルテ 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 21世紀土地改良区創造運動　土地改良区の実態調査 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 ＤＶＤ「20．6．14岩手・宮城内陸地震　被災～復興の足跡」 平成21年6月 NＰO法人くりはら活性化ネット　三塚敬之助

611－00－00 農業土木 ＤＶＤ「土木遺産シンポジウム2010ｉN置賜　報告書・資料集」 平成22年 後藤光亀

611－00－00 農業土木 ＤＶＤ「宮城の農村の魅力再発見　＝来てけさいんみやぎ＝」 平成20年10月 宮城県農林水産部農村振興課

611－00－00 農業土木 石巻地域　土地改良（耕地整理・水利組合）関係資料 昭和31年3月 東北大学農学研究所

611－00－00 農業土木 映画「大区画ほ場整備で農業が変わる」（中田中部地区） 宮城県迫農林振興事務所

611－00－00 農業土木 映画「私の町は今」（宮城県中田町・岩手県花泉町） 宮城県迫農林振興事務所

611－00－00 農業土木 耕地整理組合事業要覧 昭和18年1月21日 宮城県経済部耕地課

611－00－00 農業土木 耕地整理事業成績要覧 昭和16年 宮城県経済部

611－00－00 農業土木 耕地整理事業成績要覧（昭和9年） 昭和9年8月 宮城県経済部

611－00－00 農業土木 耕地整理要覧（第16次） 大正8年12月 農商務省農務局

611－00－00 農業土木 小冊子「S46　検査結果概要報告書」（S46） 昭和47年10月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S47　検査結果概要報告書」（S47） 昭和48年12月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S48　検査結果概要報告書」（S48） 昭和49年12月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S49　検査結果概要報告書」（S49） 昭和51年2月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S51　検査結果概要報告書」（S51） 昭和53年2月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「S52　検査結果概要報告書」（S52） 昭和53年10月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S53　検査結果概要報告書」（S53） 昭和54年10月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S53　公共事業検査講習会講義録」（S53） 昭和53年12月 宮城県出納局検査課

611－00－00 農業土木 小冊子「S54　北海道・東北七県（新潟含む）土木・建築工事検査員会議」（S54） 昭和54年5月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「S55　検査結果概要報告書」（S55） 昭和56年11月 宮城県,（社）宮城県建設業協会

611－00－00 農業土木 小冊子「新しい土地改良行政情報システムの展開（要約版）」 昭和63年9月 東北農政局建設部設計課

611－00－00 農業土木 小冊子「大崎地域における農業農村整備事業の展開方向」 平成13年3月 宮城県古川産業振興事務所

611－00－00 農業土木 小冊子「ガット農業交渉とコメ問題を考える」 農林水産省

611－00－00 農業土木 小冊子「受託事業規程」（H08） 平成8年4月 宮城県土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 小冊子「受託事業規程」（H11） 平成11年4月 宮城県土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 小冊子「昭和47年度における農業基盤整備の行政事務電算化の動向」（S47） 昭和48年4月 宮城県農政部耕地課

611－00－00 農業土木 小冊子「昭和48年度における農業基盤整備の行政事務電算化の動向」（S48） 昭和49年4月 宮城県農政部耕地課

611－00－00 農業土木 小冊子「昭和52年度における技術管理の動向」（S52） 昭和53年 宮城県農政部技術管理室

611－00－00 農業土木 小冊子「整備課所管事業の変遷」 平成7年7月　 東北農政局建設部整備課

611－00－00 農業土木 小冊子「団体営関係土地改良事業の実施要綱集」 昭和46年7月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「地域とともに考える土地改良（地元説明会の手引き）」 平成1年3月　 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 小冊子「特別記念講演会　『農業農村整備のＰＲ戦略について』」 ’94AOMORI 美しく豊かな村づくり全国大会大会運営事務局

611－00－00 農業土木 小冊子「土地境界の測定について」 宮城県耕地課

611－00－00 農業土木 小冊子「入札・契約情報管理マニュアル」 平成12年1月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「入札・契約制度及び発注基準等説明資料」 平成13年4月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「農業・農村の役割の定量化」写 平成5年10月　 （財）日本農業土木総合研究所

611－00－00 農業土木 小冊子「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」 平成12年3月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術強化推進計画実践活動実績報告書」（H08） 平成9年3月 宮城県農政部農政企画課

611－00－00 農業土木 小冊子「農協の課題と対応　＝日本と経済と日本農政と農業＝」 昭和51年1月　 岩持静麻著

611－00－00 農業土木 小冊子「農業の変革と農業土木」写 昭和63年3月　 浅原辰夫,千賀裕太郎,松本政嗣他

611－00－00 農業土木 小冊子「宮城県公共工事改善推進行動計画」 平成11年11月 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「予算のあらまし　みやぎ07」（H07） 平成7年2月 宮城県広報課

611－00－00 農業土木 小冊子「予算のあらまし　みやぎ10」（H10） 平成10年2月 宮城県広報課

611－00－00 農業土木 小冊子「予算のあらまし　みやぎ11」（H11） 平成11年2月 宮城県広報課

611－00－00 農業土木 小冊子「予算のあらまし　みやぎ12」（H12） 平成12年2月 宮城県広報課

611－00－00 農業土木 小冊子「労働安全衛生法（抜粋）」 宮城県

611－00－00 農業土木 小冊子「労働災害防止連絡会規程」 昭和53年12月 仙台地区労働災害防止連絡会

611－00－00 農業土木 水田における要土地改良調査書 昭和25年6月 農林省農地局

611－00－00 農業土木 総代会資料（石巻・気仙沼管内） 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 総代会資料（大河原・仙台管内） 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 総代会資料（築館・迫管内） 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 総代会資料（古川管内1） 平成15年3月15日 土地改良区
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611－00－00 農業土木 総代会資料（古川管内2） 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 道府県耕地ノ改良及拡張事業ノ概要 大正14年4月 農林省農務局

611－00－00 農業土木 都市化地域の土地改良区論 昭和58年10月20日 農業土木学会

611－00－00 農業土木 土地改良区　定款（古川以外の管内） 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 土地改良区　定款（古川管内） 平成15年3月15日 土地改良区

611－00－00 農業土木 土地改良制度資料集成　第1巻 昭和55年3月25日 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 土地改良制度資料集成　第2巻 昭和55年3月25日 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 土地改良制度資料集成　第3巻 昭和55年3月25日 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 土地改良制度資料集成　第4巻 昭和55年3月25日 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 農業土木行政 昭和16年3月31日 鵜崎多一

611－00－00 農業土木 ビデオ「「水と土」と住民をつなぐ」

611－00－00 農業土木 ビデオ「明日の農業農村整備　共に生きる都市と農村」 農林水産省,（社）農林放送事業団

611－00－00 農業土木 ビデオ「輝くルネッサンス　日光川河口排水機場」

611－00－00 農業土木 ビデオ「霞ヶ浦導水　利根機場ポンプ設備施工ビデオ」

611－00－00 農業土木 ビデオ「かんがい排水事業って知ってますか？」 東北農政局

611－00－00 農業土木 ビデオ「国営最上川下流沿岸土地改良事業（現況編）」 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所

611－00－00 農業土木 ビデオ「斜張橋を架ける　＝戸田公園大橋架設工事記録＝」 昭和63年2月 新日本製鐵株式会社,（株）エーワン映画社

611－00－00 農業土木 ビデオ「シンポジウム　東北こどもサミット」 平成15年2月

611－00－00 農業土木 ビデオ「大区画ほ場整備で農業が変わる」（中田中部地区） 宮城県迫農林振興事務所

611－00－00 農業土木 ビデオ「大地は生きている　＝稲作の2000年＝」 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 ビデオ「大容量・長距離高揚程ポンプ設備」

611－00－00 農業土木 ビデオ「ニッポン近代化遺産への旅」 平成10年 （株）大成建設

611－00－00 農業土木 ビデオ「日本の近代土木を築いた人びと」 平成13年 大成建設株式会社

611－00－00 農業土木 ビデオ「農業農村整備におけるPRについて」第3回全土連広報セミナーより 平成6年2月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 ビデオ「水とひと　そして未来」第16回全国土地改良大会
全国土地改良事業団体連合会,
滋賀県土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 ビデオ「未来に向かって発信！　＝東北の認定農業者達＝」

611－00－00 農業土木 ビデオ「メロディーは未来へ　＝誰もが住んでみたい村に＝」 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 ビデオ「ヨーロッパの村づくり　＝ドイツ・フランス・スイス＝」 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 ビデオ「吉野川水系飯尾川角ノ瀬堰ファブリダム」 住友電気工業株式会社

611－00－00 農業土木 ビデオ「リポート農村　北陸から21世紀へ」 北陸農政局,全国土地改良事業団体連合会,富山テレビ放送

611－00－00 農業土木 ビデオ「私の町は今」（宮城県中田町・岩手県花泉町） 宮城県迫農林振興事務所

611－00－00 農業土木 宮城県耕地拡張改良事業要覧 昭和12年2月 宮城県

611－00－00 農業土木 宮城県農地委員会議事録及議案（第11回、第12回） 昭和22年 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 宮城県農地委員会議事録及議案（第12回、第13回） 昭和22年 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 宮城県農地委員会議事録及議案（第14回、第16回） 昭和22年 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 宮城県農地委員会議事録及議案（第1回、第5回） 昭和22年 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 宮城県農地委員会議事録及議案（第6回、第7回） 昭和22年 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 宮城県農地委員会議事録及議案（第8回、第10回） 昭和22年 宮城県農地開発課

611－00－00 農業土木 「農業・農村の役割の定量化」 平成5年10月 （財）日本農業土木総合研究所

611－00－00 農業土木 「農協の課題と対応　－日本経済と日本農政と農業－」（昭和51年1月） 昭和51年1月 岩持静麻

611－00－00 農業土木 「農業の変革と農業土木」（会誌第35号別印） 昭和63年3月 （社）農業土木事業協会

611－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業の社会的役割」（附　臨時行政調査会関係資料） 昭和56年11月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「第3次土地改良長期計画」　－日本農業の未来を拓く－ 昭和59年2月 全国土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「昭和31年代以降における　農地ぎょうせいの展開とその評価」 昭和48年2月 （財）農村開発企画委員会

611－00－00 農業土木 「整備課所管事業の変遷」 平成7年7月 東北農政局建設部整備部

611－00－00 農業土木 「登米町国土利用計画」 平成2年3月 宮城県登米町

611－00－00 農業土木 「農地計画業務の概要」 昭和55年10月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「宮城県農業基盤整備事業等の内部取扱い」 昭和57年7月 宮城県農政部

611－00－00 農業土木 「昭和51年度施行工事検査結果概要」 昭和53年2月 宮城県

611－00－00 農業土木 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」 平成12年3月 宮城県

611－00－00 農業土木 「みやぎ農業農村整備基本計画」　（改訂版） 平成18年4月 宮城県産業経済部

611－00－00 農業土木 「宮城県耕地拡張改良事業要覧」

611－00－00 農業土木 「耕地整理事業成績要覧」（宮城県経済部　昭和16年）

611－00－00 農業土木 「宮城県耕地拡張改良事業関係令規」写 昭和11年1月 宮城県耕地協会

611－00－00 農業土木 「技術管理業務の概要（昭和62・63年度における動向）」 平成元年9月 宮城県農政部技術管理室

611－00－00 農業土木 「河川法改正の経緯」 昭和42年9月 農林省農地局

611－00－00 農業土木
「農業基盤整備調査計画におけるシステム化について
（マイクロフィルム保存資料目録）」

昭和52年3月 宮城県農政部農地計画課

611－00－00 農業土木 「受託事業規定」　平成8年 平成8年4月 宮城県土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「受託事業規定」　平成11年 平成11年4月 宮城県土地改良事業団体連合会

611－00－00 農業土木 「新世紀　豊かさ実感みやぎ　宮城県総合計画」 平成12年3月 宮城県
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611－00－00 農業土木 「新世紀　豊かさ実感みやぎ　宮城県総合計画」　概要版 平成12年3月 宮城県

611－00－00 農業土木 「宮城県耕地拡張改良事業関係令規」　（昭和11年） 昭和11年1月 宮城県耕地協会

611－00－00 農業土木 「宮城県之耕地　二号（昭7）　四号（昭8）　六号　（昭9　耕地事業（昭11））」 昭和7年7月 宮城県耕地協会

611－00－00 農業土木 「宮城県耕地整理　便覧（明36）　要覧（昭12）　東宮行啓（明41）」 明治36年10月 宮城県耕地協会

611－00－00 農業土木 「ワークブック　行政機関の業績測定　－政策評価の概念と手法－」 平成13年 （財）農林水産奨励会・農林水産政策情報センタ－

611－00－00 農業土木 「エネルギ－開発利用の方向　－農林業の地域エネルギ－システム－」 昭和58年3月 農林水産省　農林水産業エネルギ－基本対策研究会

611－10－00 農業土木 「土地改良区制度運用」 昭和22年10月 農林省農地課

611－10－00 農業土木 「農地改革と新憲法」

611－10－00 農業土木 「土地改良法の一部を改正する法律案　想定問答（Ⅲ）」（未投稿） 農地局管理課

611－10－00 農業土木
「維持管理・土地改良区問題要検討事項の説明　－その1－」
土地改良制度研究会資料No.22

昭和50年11月 農林省構造改善局管理課

611－10－00 農業土木
「第104回国会　土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の
一部を改正する法律案関係資料」

昭和61年2月 農林水産省

611－10－00 農業土木 「農業水利関係通達集　（慣行水利権等に関する届出）」 昭和41年9月 農地局

611－10－00 農業土木
「土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の
一部を改正する法律案　想定問答」（未定稿）

昭和61年2月 構造改善局

611－10－00 農業土木 「開発検討調査報告書　平成4年度　換地業務調整手法」 平成5年5月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「開発検討調査報告書　平成5年度　換地業務調整手法」 平成6年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良事業に係る　換地関係用語解説集」 平成4年3月 東北地区農地集団化推進協議会

611－10－00 農業土木
「構造政策と土地改良制度－農地利用権集積と土地改良制度について
－（中間報告）」昭和56年3月

昭和56年3月 55年度土地改良制度研究会

611－10－00 農業土木 「土地改良制度関係想定問答」（未定稿） 昭和55年5月 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「第101回国会　土地改良法の一部を改正する法律案　想定問答集（Ⅰ・Ⅱ）」（未定稿） 昭和59年4月 構造改善局農政部管理課

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書
－換地に関連した土地及び権利の問題点と処理の合理化－」

昭和53年3月 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木
「昭和57年度　換地業務定型化調査報告書
－換地選定業務の電算化及び標準地比準評価方式に関する実験調査－

昭和58年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書
－作物別集団化及び換地区間のとび換地等に関する調査－」

昭和55年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「昭和59年度　土地利用秩序形成のための　非農地換地手法調査報告書」 昭和60年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書
－換地計画における共同減歩、公共用地調達についての調査報告－」

昭和50年3月 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地制度調査研究会報告書　－一時用地指定変更等に関する調査－」 昭和52年3月 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書
－換地計画における土地評価清算についての調査報告－」

昭和49年3月 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書
－換地計画における共同減歩、公共用地調達についての調査報告－」

昭和51年3月 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「換地制度調査研究会報告書　昭和56年度　－土地評価業務の定型化等－」 昭和57年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書　昭和58年度
－換地設計基準、換地関係諸様式等に関する調査－」

昭和59年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地制度調査報告のあらまし　－昭和47～55年度調査－」　中央換地センタ－編 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地制度調査研究会報告書　－一時利用地のしていについての調査報告－」 昭和51年6月 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「換地制度調査報告のあらまし　－昭和47～55年度調査－」　中央換地センタ－編 北陸地区農地集団化促進協議会

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書　昭和58年度
－換地設計基準、換地関係諸様式等に関する調査－」

昭和59年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地関係の訴訟実務」 昭和58年6月 青森県農林部土地改良第2課

611－10－00 農業土木 「土地改良財産関係法令集」 昭和63年3月 構造改善局施設部管理課

611－10－00 農業土木
「土地改良施設管理問題検討専門委員会　第2次報告書」
（基幹的水利施設の水系統合管理について）

昭和63年8月 土地改良施設管理問題検討専門委員会

611－10－00 農業土木 「土地改良施設管理問題検討専門委員会　第2次報告書付属資料」 昭和63年8月 土地改良施設管理問題検討専門委員会

611－10－00 農業土木 「オランダの土地整備法（RuiverkaveliNg　Wet）」 昭和49年9月 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地利用秩序形成のための非農用地換地手法調査報告書　昭和62年度（総括編）」 昭和63年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地利用秩序形成のための非農用地換地手法調査報告書　昭和61年度（総括編）」 昭和62年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地計画における増加額清算方式の考察と実務上の問題」 昭和59年2月 宮城県土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地業務調整手法開発検討調査報告書　平成3年度」 平成4年5月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木
「土地利用秩序形成のための非農用地換地手法調査報告書
昭和61年度（現地調査編）」

昭和62年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書　昭和53年度
－農業生産組織及び小作地に関する換地のあり方－」

昭和54年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地電算機導入効果調査報告書　昭和50年度」 昭和51年3月 農林水産省構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「土地利用秩序形成のための非農用地換地手法調査報告書　昭和60年度）」 昭和61年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木
「換地制度調査研究会報告書　昭和47年度
－土地改良事業の換地計画における土地評価についての調査報告書－」

昭和48年3月 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地電算機導入効果調査報告書　昭和49年度」 昭和50年3月 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木
「法第123条の2の適用による一時利用地指定と工事施工のてんまつ」
（県営河内東部地区）

昭和55年3月 茨城県江戸崎土地改良事務所・編

611－10－00 農業土木 「土地改良制度に関する検討経緯　平成3年度　（part1～part3）」 平成3年 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「土地改良区運営実態等統計調査集計結果　昭和61年度」 昭和61年11月 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「土地利用秩序形成のための非農用地換地手法調査報告書　昭和62年度（総括編）」 昭和63年3月 全国土地改良事業団体連合会
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611－10－00 農業土木 「土地利用秩序形成のための非農用地換地手法調査報告書　昭和63年度」 平成元年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地業務調整手法開発検討調査報告書　平成2年度（非農用地換地地区調査事例）」 平成3年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地制度調査研究会報告書　－非農用地換地制度の再検討－」 昭和56年6月 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業の換地計画における土地評価についての調査報告書（要旨）」 昭和48年8月 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「換地業務定型化調査報告書　昭和56年度　－土地評価業務の定型化－ 昭和57年3月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地制度調査研究会報告書　－非農用地換地制度の再検討－」 昭和56年6月 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業換地等対策調査（地役権等調査報告）報告書　平成18年度」 平成18年 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業換地等対策調査（歩掛調査）報告書　平成18年度」 平成18年 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木
「土地改良費用負担合理化調査報告書　平成20年度
（農用地利用集積の進展と非農用地換地制度）」

平成21年3月 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業換地等対策調査（地役権等調査）報告書　平成19年度」 平成19年 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「農地利用集積推進対策　指導地区活動報告書　平成22年度」 平成23年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良費用負担合理化調査報告書　平成19年度」 平成20年3月 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業換地等対策調査（地役権等調査）報告書　平成19年度」 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「平成12年度　換地清算金算定手法検討調査報告書」 平成13年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地営造物の管理に関する法と実務（Q&A による問題の解決）」 平成21年3月 木村實

611－10－00 農業土木 「土地営造物の管理に関する法と実務（Q&A による問題の解決）」 平成22年3月 木村實

611－10－00 農業土木 「土地改良制度に関する検討経緯　別添資料集　平成3年度（part3） 平成3年 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係問答集」 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成21年度　関東ブロック」 平成21年11月 水土里ネット千葉（千葉県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成21年度　九州・沖縄ブロック」 平成21年11月 水土里ネット熊本（熊本県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「換地事務指導研究会及び異義紛争処理事例検討会報告集　平成17年度」 平成18年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地事務指導研究会及び異義紛争処理事例検討会報告集　平成18年度」 平成19年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良費用負担合理化調査報告書　平成19年度」 平成20年3月 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業換地等対策調査報告書　平成20年度（農用地利用集積の換地制度） 平成21年3月 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良事業換地等対策調査報告書　平成21年度（農用地利用集積の換地制度） 平成22年3月 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木
「換地事務指導研究会及び異義紛争処理事例検討会報告集
平成15年度・平成16年度」

平成17年1月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地処分実施効果検討調査報告書　平成12年度」 平成13年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「創設農用地換地実施促進報告書　平成15年度」 平成16年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「創設農用地換地実施促進報告書　平成16年度」 平成17年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「農地利用集積指導地区　優良事例・指導地区事例集　平成20年度」 平成21年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「農業用用排水事業等における換地制度運用検討調査報告書　平成17年度」 平成18年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成22年度　北陸・東海ブロック」 平成22年11月 水土里ネット富山（富山県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成22年度　中国四国ブロック」 平成22年10月 水土里ネット高知（高知県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成17年度　九州・沖縄ブロック」 平成17年11月 水土里ネット宮崎（宮崎県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「換地事務指導研究会及び異議紛争処理事例検討会報告書　平成22年度」 平成23年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「九州・沖縄ブロック交換分合実務者研修会　平成22年度」 平成23年2月 佐賀県農業会議

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成18年度　中国四国ブロック」 平成18年11月 水土里ネット香川（香川県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成19年度　関東ブロック」 平成19年11月 埼玉県土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成19年度　近畿ブロック」 平成19年11月 滋賀県土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地事務指導研究会及び異議紛争処理事例検討会報告集　平成19年度」 平成20年2月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地事務指導研究会及び異議紛争処理事例検討会報告集　平成20年度」 平成21年2月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「換地事務指導研究会及び異議紛争処理事例検討会報告集　平成21年度」 平成21年12月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成18年度　東北ブロック」 平成18年9月 福島県土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成20年度　北海道・東北ブロック」 平成20年7月 秋田県土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成19年度　九州・沖縄ブロック」 平成19年11月 水土里ネット長崎（長崎県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係訴訟検討会報告会　平成20年度　中国四国ブロック」 平成20年11月 水土里ネットとっとり（鳥取県土地改良事業団体連合会）

611－10－00 農業土木 「土地改良区運営実態等統計調査集計結果集　昭和61年度」 昭和61年11月 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「米の品質と保管」 昭和42年3月 増田俊明

611－10－00 農業土木 「経済効果測定参考資料　（維持管理節減効果）」 昭和56年2月 構造改善局計画課

611－10－00 農業土木 「土地改良費用負担合理化調査（土地改良区と市町村の関わり方に関する調査）」 平成2年2月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「農地集団化効果影響調査　報告書　平成58年度」 昭和59年3月 （社）全国農業構造改善協会

611－10－00 農業土木 「換地理論」　　昭和48年度換地処分講習会テキスト 昭和48年 農林省構造改善局

611－10－00 農業土木 「換地をめぐる諸問題」 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木
「第126回国会　農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する
法律案関系資料」

平成5年2月 農林水産省

611－10－00 農業土木 「人事管理（勤務評定について）庁舎管理　労務管理（よりよい労使関係を目指して）」 昭和51年12月 九州農政局

611－10－00 農業土木 「農地利用集積指導事例」 平成18年12月 全国土地改良事業団体連合会・中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「農地利用集積指導事例　平成19年度」 平成20年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「平成10年度　換地清算金算定手法検討調査報告書」 平成11年3月 全国土地改良事業団体連合会

611－10－00 農業土木 「土地営造物の管理に関する法と実務（Q&A による問題の解決）」 平成19年3月 木村實
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611－10－00 農業土木 「土地営造物の管理に関する法と実務（Q&A による問題の解決）」 平成20年3月 木村實

611－10－00 農業土木 「疏導要書」（写） 天保5年4月 南部長常

611－10－00 農業土木 「換地の実例」　昭和61年度　換地処分研修テキスト　（写） 昭和61年 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「民事調停法による農業水利関係調停事例」（写） 昭和31年10月 農林省農地局

611－10－00 農業土木 「農用地利用増進法の改正関連」（写） 平成元年3月 農林水産省

611－10－00 農業土木 「平成2年度　政令改正参考資料」（写） 平成2年7月 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「筑後川クリ－ク」（写） 昭和33年3月 福岡県総務部

611－10－00 農業土木 「ＧHＱ・水利組合法・耕地整理法」（写） 明治41年4月他

611－10－00 農業土木 「土地改良に関する登記　第1号」　（写） 昭和50年 栃木県換地センタ－

611－10－00 農業土木 「農業水利と水利法制」（写） 昭和52年9月 農業水利問題研究会

611－10－00 農業土木 「土地改良区の研究」（写） 昭和47年8月 石川武男

611－10－00 農業土木 「土地改良の研究制度　農村法研究　第Ⅱ号｣（写） 昭和32年2月 農村法制研究会刊

611－10－00 農業土木 「土地改良法解釈運用　1」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良法解釈運用　2」（写）

611－10－00 農業土木 「市民農園整備捉進法案関係資料」 平成2年2月 農林水産省・建設省

611－10－00 農業土木 「農業水利資産調査会答申」（写） 昭和33年12月 農業水利資産調査会

611－10－00 農業土木 「長野県弁護士会の弁護士法第23条の2に基づく照会」（写） 昭和55年10月

611－10－00 農業土木 「換地設計要領改正」（写） 昭和62年11月 農林水産省構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「川辺川（第一準備書面）」（写）

611－10－00 農業土木 「業務参考（補助国庫負担）」

611－10－00 農業土木 「土地改良法の一部改正説明会資料（H3）」（写） 平成3年11月 農林水産省構造改善局

611－10－00 農業土木 「土地改良法の一部改正説明会資料（H3）その2｣（写） 平成3年 構造改善局

611－10－00 農業土木 「農地転用関係」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地と訴訟について」（写）

611－10－00 農業土木 「行政不服審査手続き概略」（写）

611－10－00 農業土木 「生活環境事業の制度的検討」（写） 平成57年12月 構造改善局農政部管理課

611－10－00 農業土木 「耕地整理法」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良法制度問題関係資料」（写） 昭和57年2月 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「河川法関係判例」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良法制度問題資料」（写） 昭和57年2月 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「水制度資料」（写） 昭和27年12月 経済審議丁

611－10－00 農業土木 「農業水利事業の法的諸問題」（写） 昭和46年6月 農地局管理課

611－10－00 農業土木 「昭和57年行政処分取消請求事件　大分県他｣（写）

611－10－00 農業土木 「川辺川訴訟準備」（写） 平成11年3月 川辺川農水

611－10－00 農業土木 「国営川辺川土地改良事業変更計画への異議の申し立て（判例）｣（写）

611－10－00 農業土木 「最近の最高裁関連判決（換地・土地改良）｣（写） 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「主な換地関係税制の概要　平成23年度」（写） 平成23年 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「水利組合条例　明治23年」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係判例」（写） 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係判例　（事項別）」（写） 中央換地センタ－

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例　11｣（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良法の1部を改正する法律案　想定問答（1）　S47」（写） 昭和47年3月 農地局管理課

611－10－00 農業土木 「土地改良法の1部を改正する法律案（土地改良法関係）想定問答」（未定稿） 平成3年3月 構造改善局

611－10－00 農業土木 「参考資料（水利関係）」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良法の1部を改正する法律の施行」（写） 昭和59年12月 農林水産省

611－10－00 農業土木 「土地改良法の1部改正に伴う質問」（写）

611－10－00 農業土木 「H3　土地改良法等の1部を改正する法律案関係資料」（写） 平成3年3月 農林水産省

611－10－00 農業土木 「土地改良法等の1部を改正する法律案関係資料」（写） 昭和59年4月 農林水産省

611－10－00 農業土木 「59　法律改正運用メモ」（写） 構造改善局管理課

611－10－00 農業土木 「美濃部論部」（写）

611－10－00 農業土木 「国営　かんぱい再編資料」（写） 平成元年3月 構造改善局

611－10－00 農業土木 「町村合併の実態」（写）

611－10－00 農業土木 「佐竹論文」（写） 昭和47年9月 農地局管理課

611－10－00 農業土木 「地域農業集団の育成の方向について（案）」（写）

611－10－00 農業土木 「損害賠償請求事件　昭和48年」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良関係判例（損害賠償）」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係判例（兵庫県）」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良換地関係判例（事項別）」（写）

611－10－00 農業土木 「川辺川総合土地改良事業判決要旨」（写） 平成12年9月

611－10－00 農業土木 「国営　川辺川計画変更（判決骨子）」（写）

611－10－00 農業土木 「換地計画指導者実務研修会　平成21年度」 平成21年11月 岩手県換地促進センタ－
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611－10－00 農業土木 「換地実例集」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良事業と登記　平成20年」（写） 平成20年10月 法務省

611－10－00 農業土木 「近年の換地関係最高裁判関連判決」（写）

611－10－00 農業土木 「農住組合法の1部改正」（写）

611－10－00 農業土木 「土地改良法1部改正の逐条説明　S47」（写） 昭和47年6月 中・四国農地集団化協議会

611－10－00 農業土木 「土地改良法改正に関する想定問答集　1」（写） 昭和39年2月 農地局

611－10－00 農業土木 「土地改良法改正に関する想定問答集　2」（写） 昭和39年2月 農地局

611－10－00 農業土木 「土地改良法改正に関する想定問答集　3」（写） 昭和39年4月 農地局

611－10－00 農業土木 「土地改良法改正に関する想定問答集　4　39年改正」（写） 昭和57年 農地局

611－10－00 農業土木 「土地改良法改正に関する想定問答集　5　（未定稿）」（写） 昭和47年3月 農地局

611－10－00 農業土木 「負担金問題関係想定問一覧　1」（写）

611－10－00 農業土木 「負担金問題関係想定問一覧　2」（写）

611－10－00 農業土木 「負担金問題関係想定問一覧　3」（写）

611－10－00 農業土木 「行政事務　1」（写）

611－10－00 農業土木 「行政事務　2」（写）

611－10－00 農業土木 「行政事務　3」（写）

611－10－00 農業土木 「行政事務　4」（写）

611－10－00 農業土木 「行政事務　5」（写）

611－10－00 農業土木 「耕地整理法要論　1」（写） 昭和2年 農林省

611－10－00 農業土木 「耕地整理法要論　2」（写） 昭和2年 農林省

611－10－00 農業土木 「耕地整理法要論　3」（写） 昭和2年 農林省

611－10－00 農業土木 「耕地整理法要論　4」（写） 昭和2年 農林省

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　1｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　2｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　3｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　4｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　5｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　6｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　7｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　8｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　9｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　10｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　11｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　12｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　13｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　14｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　15｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　16｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　17｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　18｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　19｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　20｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　21｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　22｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　23｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　24｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　25｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　26｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　27｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　28｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　29｣

611－10－00 農業土木 「換地関係等　全国裁判事例集　30｣

611－10－00 農業土木 「吉野川・大迫ダム水害訴訟判決骨子」

612－00－00 農業土木 「20年のあゆみ」 昭和54年8月 角田隈東土地改良区

612－00－00 農業土木 「二庄内ダム技術誌」 平成8年3月 東北農政局浅瀬石川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「30年のあゆみ　石巻市稲井土地改良区」 昭和57年12月 石巻市稲井土地改良区

612－00－00 農業土木 「30年のあゆみ　角田隈東土地改良区」 平成1年12月 角田隈東土地改良区

612－00－00 農業土木 「50年のあゆみ　角田隈東土地改良区」 平成21年8月 角田隈東土地改良区

612－00－00 農業土木 「五十年の歩み　水は舟を載せ亦舟を覆す」 平成14年7月　 志田郡桑折江土地改良区

612－00－00 農業土木 「六戸調整池技術誌」 平成19年3月 東北農政局相坂川左岸農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「ああ耕地が甦った」 平成7年3月 富谷北部土地改良区
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612－00－00 農業土木 「会津盆地の明日をひらく　会津南部事業誌（ビデオ付き）」（H06） 平成6年3月 東北農政局会津農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「会津盆地の明日をひらく　会津南部事業誌」（H04） 平成4年3月 東北農政局会津農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「会津盆地の明日をひらく　会津南部事業誌」（H06） 平成6年3月 東北農政局会津農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「会津盆地の明日をひらく　会津宮川事業誌」（H17） 平成17年3月 東北農政局会津農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「青山白水　＝胆沢平野事業誌＝」 平成11年3月 東北農政局胆沢猿ヶ石農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「安積疎水百年史」 昭和57年10月 安積疎水土地改良区

612－00－00 農業土木 「新たなる飛翔へ　＝創立50周年記念誌＝」 平成11年5月 社団法人宮城県建設業協会

612－00－00 農業土木 「荒砥沢ダム　技術誌」 平成11年3月 東北農政局,迫川上流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「胆沢平野　＝水と大地の物語＝」胆沢平野土地改良区創立五十周年記念誌 平成13年2月 胆沢平野土地改良区

612－00－00 農業土木 「伊豆沼沿岸の土地改良Ⅰ　＝伊豆沼沿岸の問題点を求めて＝」農地計画ノートNo．11 昭和51年8月 宮城県農政部農地計画課

612－00－00 農業土木 「伊豆野堰」 平成5年2月 伊豆野堰組合

612－00－00 農業土木 「伊豆野堰」（S31）写 昭和31年10月　 伊豆野堰管理者　千葉秋男著

612－00－00 農業土木 「伊豆野堰」（S62）写 昭和62年3月 伊豆野堰組合　鈴木源次郎著

612－00－00 農業土木 「板倉堰三三〇年」 昭和59年3月 小野寺儀右衛門編さん

612－00－00 農業土木 「一穿を通じ　鹿妻穴堰開鑿四百周年記念誌 平成11年10月 鹿妻穴堰土地改良区

612－00－00 農業土木 「一文字堰堤工工事誌」 昭和55年3月 宮城県王城寺原補償工事事務所

612－00－00 農業土木 「稲生川と土淵堰　＝大地を拓いた人々＝」 平成6年9月　 青森県立郷土館

612－00－00 農業土木 「岩出山遷都物語　＝仙台開府400年記念＝」 平成13年5月 伊藤卓二著

612－00－00 農業土木 「請戸川農業水利事業　事業誌」 平成1年3月 東北農政局請戸川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「江合川砂防五十年のあゆみ」 平成3年12月 江合川砂防五十年のあゆみ編集委員会

612－00－00 農業土木 「沿革史　岩出山町二ッ石土地改良区」 平成9年3月 岩出山町二ッ石土地改良区

612－00－00 農業土木 「奥羽南部の明日を拓く　＝広域農業開発事業奥羽南部地区概要＝」 平成6年3月
農用地整備公団東北支社
奥羽南部地区広域農業開発促進協議会

612－00－00 農業土木 「欧米の土地利用と農村整備」 昭和63年2月　 農業土木学会京都支部

612－00－00 農業土木 「大崎耕土地域の土地改良　＝水との闘いとその克服＝」 平成6年3月 東北農政局大崎農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「大志田ダム　技術誌」 平成18年3月 東北農政局馬淵川沿岸農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「大堰沿革史」 平成4年7月 大堰土地改良区理事長　斉藤栄一

612－00－00 農業土木 「大谷内ダム　中深見・源内山調整池技術誌」 平成12年3月 北陸農政局苗場開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「角田　農業水利事業誌」 平成8年3月 東北農政局角田農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「角田土地改良区　概要」 昭和62年6月 角田土地改良区

612－00－00 農業土木 「角田隈西地区土地改良区　統合整備のあらまし」 角田隈西地区土地改良区統合整備推進協議会

612－00－00 農業土木 「笠野原のあゆみ　笠野原台地の母なる大隅湖・母の恵に、よみがえる台地」 平成9年4月 笠野原土地改良区

612－00－00 農業土木 「合併20年のあゆみ」 平成12年11月 （社）宮城県農業公社

612－00－00 農業土木 「葛丸ダム技術誌」 平成11年10月 東北農政局山王海鹿妻農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「活力ある入谷の里づくり　＝畑地帯総合土地改良事業志津川地区完工によせて＝」 昭和60年3月 宮城県迫土地改良事務所

612－00－00 農業土木 「活力と潤いのある農業をめざして　国営芳賀台地農業水利事業完工記念写真集」 平成14年10月 関東農政局芳賀台地農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「釜房ダム　工事誌」 昭和45年12月 東北地方建設局釜房ダム工事事務所

612－00－00 農業土木 「釜房ダム　写真集」 昭和45年12月 東北地方建設局釜房ダム工事事務所

612－00－00 農業土木 「釜房ダム　図集」 昭和45年12月 東北地方建設局釜房ダム工事事務所

612－00－00 農業土木 「季刊　農民文学」（鹿島茂氏：農民文学特別賞） 平成21年4月　 日本農民文学会

612－00－00 農業土木 「基礎と地盤三十年のあゆみ」 昭和58年8月 森博著

612－00－00 農業土木 「北岩手草地開発誌」 昭和52年8月 東北農政局北岩手草地改良事業所

612－00－00 農業土木 「北上土地改良調査管理事務所　20年の歩み」 平成2年10月　 東北農政局

612－00－00 農業土木 「旧迫川」 昭和54年3月　 東北農政局旧迫川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「清く青く限りなく　澄川用水路通水五十周年記念誌ー」 平成21年10月 柴田郡村田町外1町澄川土地改良区

612－00－00 農業土木 「県営かんがい排水事業　小山田川沿岸地区技術資料」 平成16年3月 宮城県

612－00－00 農業土木 「元禄潜穴」 平成22年1月 三浦誠一著

612－00－00 農業土木 「耕心・記念碑にみる宮城の土地改良事業」 平成11年3月　 宮城県土地改良事業団体連合会

612－00－00 農業土木 「耕地課創立70周年記念行事」 平成1年11月 耕地課創立70周年等記念行事実行委員会事務局

612－00－00 農業土木 「耕地課創立70周年記念論文　地域活性化のための土地改良への提言」 平成1年11月 全国農業土木技術連盟東北支部・宮城県地方連盟

612－00－00 農業土木 「国営農地再編整備事業「山元地区」完工記念写真集」 平成16年3月 東北農政局山元農地整備事業所

612－00－00 農業土木 「国営能代開拓事業誌」 平成2年3月 東北農政局能代開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「小田ダム　技術誌」 平成18年3月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「災害対策室発足10周年記念誌」 平成9年6月　 農林水産省構造改善局災害対策室

612－00－00 農業土木 「蔵王松川毒水ものがたり」 昭和52年3月 前田信寿著

612－00－00 農業土木 「ササニシキ物語」 昭和62年11月　 農業農村問題研究会

612－00－00 農業土木 「猿ヶ石用水事業誌」 平成14年3月 東北農政局胆沢猿ヶ石土地改良建設事業所

612－00－00 農業土木 「三本木の歴史」 平成17年3月 三本木町

612－00－00 農業土木 「事業完了地区台帳」農計資料第71号 平成4年10月　 農政部農地計画課

612－00－00 農業土木 「事業記念誌　鳥海南麓」 平成10年3月 東北農政局鳥海南麓開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「事業記念誌　東部開拓」 平成14年3月 東北農政局郡山土地改良建設事業所
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612－00－00 農業土木 「事業誌　浅瀬石川」 平成8年3月 東北農政局浅瀬石川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「事業誌　浪岡川」 平成1年3月 東北農政局浪岡川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「事業誌　浪岡東部台地」 平成5年3月 東北農政局浪岡東部台地開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「事業誌　村山北部」 平成3年3月 東北農政局村山北部農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「事業誌　甦る津軽北部」 平成10年3月 東北農政局津軽農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「詩集　山麓の村」 平成20年9月　 鹿島茂著

612－00－00 農業土木 「七ヶ浜町誌」 昭和42年3月 七ヶ浜町役場

612－00－00 農業土木 「柴田郡船岡土地改良区閉所（解散）記念小史　46年のあゆみ」 平成12年3月 柴田郡船岡土地改良区

612－00－00 農業土木 「定川出来川沿岸土地改良史」 昭和52年12月 定川出来川沿岸土地改良区

612－00－00 農業土木 「白石市地区土地改良区統合整備　白石市土地改良区」 平成17年3月 水土里ネットしろいし

612－00－00 農業土木 「新庄土地改良区史」 平成23年12月1日 新庄土地改良区

612－00－00 農業土木 「新庄用水　＝新庄農業水利事業誌＝」 平成5年3月 東北農政局新庄農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「新鶴子ダム技術誌」 平成3年3月 東北農政局村山北部農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「新訂　富谷町誌」 平成5年3月 富谷町

612－00－00 農業土木 「新宮川ダム　技術誌」 平成17年3月 東北農政局会津農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「水土を拓いた人びと」 平成11年8月 （社）農業土木学会

612－00－00 農業土木 「水土を拓く」 平成21年8月　 （社）農業農村工学会

612－00－00 農業土木 「菅生ダム工事誌」 平成11年3月　 宮城県築館農林振興事務所

612－00－00 農業土木 「須川開拓」 昭和63年3月 東北農政局須川開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「相撲郷大村誌」 昭和35年6月 大原老人著

612－00－00 農業土木 「清流寒河江川事業誌」 平成18年3月　 東北農政局寒河江川下流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「戦後開拓史（完結編）」 昭和52年3月　 全国開拓農業協同組合連合会

612－00－00 農業土木 「先人達の想いを、未来につなぐ栗原の里　＝迫川上流＝」 平成18年3月　 東北農政局迫川上流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「仙台藩農政の研究（資料編）」写し 昭和33年3月　 近世村落研究会

612－00－00 農業土木 「仙台藩農政の研究」写し 昭和33年3月 近世村落研究会

612－00－00 農業土木 「仙台領の潜り穴」 平成14年7月　 高倉淳著

612－00－00 農業土木 「千ばつを原因とする農業水利紛争調査 昭和33年9月 農地局水利調査室

612－00－00 農業土木 「大地・人・水　＝稲作文化はこうして広まった＝」 平成10年4月 全国水土里ネット

612－00－00 農業土木 「大地への刻印　＝この島国は如何にして我々の生存基盤となったか＝」 昭和63年11月　 農業土木歴史研究会

612－00－00 農業土木 「舘前沿革史　加美郡舘前土地改良区沿革史」 平成11年7月 加美郡舘前土地改良区

612－00－00 農業土木 「樽水ダム工事誌」 昭和52年3月 宮城県土木部,樽水ダム建設事務所

612－00－00 農業土木 「短台開墾史（その2）」 昭和43年8月　 米山町役場

612－00－00 農業土木 「短台開墾史」 昭和43年8月　 米山町役場

612－00－00 農業土木 「中国の土地改良」その6 昭和63年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

612－00－00 農業土木 「土改協三十年史」 平成10年10月 （社）土地改良建設協会

612－00－00 農業土木 「土魂（日本一の大百姓・只野直助伝）」 昭和56年4月　 伊藤卓二著

612－00－00 農業土木 「出水海岸保全事業誌」 平成12年3月 九州農政局出水海岸保全事業所

612－00－00 農業土木 「頭首工とともに　技術者の記録」 平成4年4月 岩村勉著

612－00－00 農業土木 「遠田、桃生、牡鹿三郡用排水改良事業概要」（S10） 昭和10年6月 宮城県遠田桃生牡鹿三郡及石巻市利水組合聯合

612－00－00 農業土木
「遠田桃生郡水利紛争のあらまし
＝宮城県遠田桃生二郡における水利秩序の変遷＝」写し

昭和43年12月 農業水利問題研究会

612－00－00 農業土木 「東北管内国営土地改良事業の歩み＝農村振興技術連盟60周年記念誌＝」 平成19年12月 東北地方農村振興技術連盟

612－00－00 農業土木 「東北支部四十年の歩み」（S63） 昭和63年7月 農業土木学会東北支部

612－00－00 農業土木 「東北支部四十年の歩み」写 昭和63年6月　 農業土木学会東北支部

612－00－00 農業土木 「東北支部六十周年記念誌＝昭和六十三年～平成二十年までの歩み＝」 平成22年2月 農業農村工学会東北支部

612－00－00 農業土木 「東北支部研究発表課題リスト（S25－S54）　農業土木学会創立50周年記念」 昭和54年11月　 農業土木学会東北支部

612－00－00 農業土木 「東北支部の歩み　＝農業農村工学会創立80周年に向けて＝」 平成20年11月 農業農村工学会東北支部

612－00－00 農業土木 「東北の農業土木50年の歴史　＝国営事業完了地区の概要＝」 平成10年12月 全国農業土木技術連盟東北地方協議会

612－00－00 農業土木 「特定多目的ダム基本計画集2（協議公文含む）」（S60） 昭和60年7月 構造改善局地域計画課計画調整室

612－00－00 農業土木 「土地改良区設立30年　土地改良広報にみる30年の歩み」 平成14年5月 角田土地改良区

612－00－00 農業土木 「土地改良事業の先覚者たち」 昭和60年　 第8回全国土地改良大会運営委員会

612－00－00 農業土木 「土地改良制度年表（明治から土地改良法制定時編）資料No．1」 昭和54年3月 土地改良制度資料編さん委員会事務局

612－00－00 農業土木 「土地改良制度年表（明治から土地改良法制定時編）資料No．2」 昭和54年3月 土地改良制度資料編さん委員会事務局

612－00－00 農業土木 「土着の哲学」 平成22年9月 三浦誠一著

612－00－00 農業土木 「利根中央事業誌」 平成16年3月 関東農政局利根中央農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「永久の流れ　＝最上川下流事業誌＝」 平成14年3月 東北農政局最上川下流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「中田浪漫今様鏡」’91中田町勢要覧・町制施行三十五周年記念誌 平成3年4月 宮城県登米郡中田町

612－00－00 農業土木 「長沼ため池記録誌」 平成10年3月 宮城県古川農林振興事務所

612－00－00 農業土木 「夏川沿岸の土地改良Ⅰ　＝水利紛争解消への途＝」農地計画ノート第09号 昭和50年3月 宮城県農政部農地計画課

612－00－00 農業土木 「夏川沿岸の土地改良Ⅱ　＝水利紛争解消への途＝」農地計画ノート第10号 昭和50年10月 宮城県農政部農地計画課

612－00－00 農業土木 「夏川の水」抜粋コピー
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612－00－00 農業土木 「なとりがわ」 昭和61年3月 東北農政局名取川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「名取川の探訪」 平成2年11月 管野照光編

612－00－00 農業土木 「西津軽竣工記念誌　西津軽のあゆみ」 昭和61年9月 青森県,西土地改良事務所

612－00－00 農業土木 「日中ダム技術誌」 平成4年3月 東北農政局会津農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「日本農業発達史1」 昭和53年1月 代表東畑精一著

612－00－00 農業土木 「日本農業用水　（未定稿）」 昭和53年7月 構造改善局計画課

612－00－00 農業土木 「日本のかんがいと排水　緑なす未来へ」 昭和54年9月　 農林水産省構造改善局水利課

612－00－00 農業土木 「農業水利ダム集大成　第1巻」 昭和59年3月 （株）公共事業通信社

612－00－00 農業土木 「農業水利ダム集大成　第2巻」 昭和59年3月 （株）公共事業通信社

612－00－00 農業土木 「農業水利ダム集大成　第3巻」 昭和59年3月 （株）公共事業通信社

612－00－00 農業土木 「農業土木遺産を訪ねて」 平成20年10月 （社）土地改良建設協会

612－00－00 農業土木 「農業土木史ノート」 昭和60年5月 松井芳明著

612－00－00 農業土木 「農業百年技術史年表」 昭和43年9月　 東北農業技術史調査所加藤治郎著

612－00－00 農業土木 「農道整備二十年の歩み」 平成1年3月 農道研究会

612－00－00 農業土木 「農用地開発事業総覧」（S45） 昭和45年2月 農林省農地局開墾建設課

612－00－00 農業土木 「農用地開発事業総覧」（S59） 昭和59年4月 農林水産省構造改善局建設部開発課

612－00－00 農業土木 「農を以って立町の基と為す　国営農地再編整備事業苗場地区事業誌」 平成15年3月 北陸農政局苗場農地整備事業所

612－00－00 農業土木 「野川と土地改良」 昭和53年7月 野川土地改良区

612－00－00 農業土木 「迫川改修五十年のあゆみ」 昭和57年11月 宮城県土木部・迫川総合開発建設事務所

612－00－00 農業土木 「迫川上流土地改良事業の進め方について」農地計画ノート第02号 昭和49年3月 宮城県農政部農地計画課

612－00－00 農業土木 「迫川の農業と堰　水にささやく」 平成5年7月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「迫川ものがたり」 昭和56年5月　 小野寺譲右衛門著

612－00－00 農業土木 「迫農林事務所三十七年八ヶ月のあゆみ」 平成8年3月 宮城県迫農林事務所

612－00－00 農業土木 「幡多を拓く　＝高知西部開拓事業誌＝」 平成14年3月 中国四国農政局高知西南開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「早瀬野ダム集大成」 平成1年3月 東北農政局土地改良技術事務所

612－00－00 農業土木 「東播用水　＝事業完工記念誌＝」 平成5年2月 近畿農政局東播用水農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「碑文でみる土地改良小史」角田土地改良区 昭和62年1月 角田土地改良区

612－00－00 農業土木 「拓農創水　＝藤沢開拓事業誌＝」 平成11年3月 東北農政局藤沢開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「副読本に見る郷土の歴史」 平成4年9月 全国土地改良事業団体連合会

612－00－00 農業土木 「古川市史　第三巻自然・民族」 平成15年3月 古川市史編さん委員会

612－00－00 農業土木 「防災課三十周年・暫定法五十周年」 平成13年4月　 防災課の歩みを振り返る会

612－00－00 農業土木 「母畑　＝母畑開拓建設事業の歩み＝」 平成8年3月 東北農政局母畑開拓建設事業所

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　上余田、下余田字名変更通知書」 明治41年3月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　小作證1」 大正7年8月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　小作證2」 大正7年8月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　小作證3」 大正7年8月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　小作證4」 大正7年10月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　納額通知書領収証書」 大正3年

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　確定通知書」 大正5年11月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　確定通知書」 大正6年7月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　換地仮渡現場立会通知書」 明治41年4月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　耕地整理費納額通知書一時見合セ通知書」 大正5年3月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　指定寄附願」 明治43年6月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　収支精算に関する件報告」 大正5年8月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　総会通知書」 大正4年10月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　第5区（下余田）総会議通知書」 大正4年6月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　第5区（下余田）総会通知書」 大正5年3月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　大正3年度田過渡小作料徴収令書領収証書」 大正4年1月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　大正4年第1期分田租　納税告知書領収證書」 大正4年12月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　大正4年度田過渡小作料徴収令書領収証書」 大正5年1月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　地積登記簿ノ証下附願」 明治21年7月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　登記図」

612－00－00 農業土木
「増田町耕地整理組合　本年度耕地整理執行ニ係ル仮渡シタル換地ニ対シ田面切
均人夫数及賃金通知」

明治41年6月

612－00－00 農業土木 「増田町耕地整理組合　明治41年春期執行分換地仮交付調書」 明治41年11月

612－00－00 農業土木 「水と苦闘の四百年　志田郡上川原堰土地改良区の歴史」 平成10年3月 志田郡上川原堰土地改良区

612－00－00 農業土木 「南方村史」 大正4年11月　 南方村

612－00－00 農業土木 「みやぎ北上川今昔」 みやぎ北上川の会

612－00－00 農業土木 「宮城県気象災害年表　西暦742年（天平14年）から2002年（H14））」 平成16年12月　 四釜明編集

612－00－00 農業土木 「宮城県戦後開拓史」 平成2年3月 宮城県戦後開拓史編さん委員会

612－00－00 農業土木 「宮城県戦後開拓史」（H02） 平成2年　 宮城県農政部農地開発課
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612－00－00 農業土木 「宮城県戦後開拓史別編　開拓行政雑感（回顧録）」 平成2年3月 宮城県農政部農地開発課

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史　資料編」（H06） 平成6年3月　 宮城県土地改良史編纂委員会

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史　第4編第5章大崎地域（原稿」）（H03） 平成3年　 大崎地域編纂委員会

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史　分冊」（H06） 平成6年2月　 土地改良史編纂委員会

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史（追補版）」（H21） 平成21年12月 宮城県土地改良史編纂委員会

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史」　資料編 平成6年3月10日 宮城県

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史」（H06） 平成6年3月　 宮城県土地改良史編纂委員会

612－00－00 農業土木 「宮城県土地改良史＝資料編＝」（S56） 昭和56年3月　 宮城県農政部農地計画課　

612－00－00 農業土木 「宮城県農業公社　合併20年のあゆみ」 平成12年11月 （社）宮城県農業公社

612－00－00 農業土木 「宮城県農地改革史」（H03） 平成3年3月　 宮城県農政部農地開発課

612－00－00 農業土木 「宮城県の土地改良」 昭和37年1月 宮城県農地林務部耕地課

612－00－00 農業土木 「宮城の土地連三十年の歩み」（H01） 平成1年3月　 宮城県土地改良事業団体連合会

612－00－00 農業土木 「宮城の土地連五十年の歩み」（H21） 平成21年3月 宮城県土地改良事業団体連合会

612－00－00 農業土木 「宮城の土地連古川事業所二十年の記録」（H29） 平成29年8月 宮城県土地改良事業団体連合会

612－00－00 農業土木 「みやぎの農業試験研究100年のあゆみ」 平成15年11月
宮城県農業・園芸総合研究所,
宮城県古川農業試験場,宮城県畜産試験場

612－00－00 農業土木 「宮城の農地計画20年の歩み」（H01） 平成1年8月 宮城県農政部農地計画課

612－00－00 農業土木 「みやぎの普及事業＝協同農業普及事業30周年記念誌＝」 昭和53年10月 宮城県・宮城県農業改良普及職員協議会

612－00－00 農業土木 「宮沢一揆物語」 平成9年5月 伊藤卓二著

612－00－00 農業土木 「村田ダム工事誌」 昭和55年11月 宮城県農政部農地開発課

612－00－00 農業土木 「最上堰土地改良区史」 平成12年8月 最上川土地改良区理事長　渡辺信弘

612－00－00 農業土木 「桃生村誌」抜粋コピー 昭和36年3月　 宮城県桃生町役場

612－00－00 農業土木 「山王海・葛丸の水　＝国営山王海土地改良事業の歩み＝」 平成14年3月 東北農政局山王海鹿妻農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「山王海ダム技術誌」 平成14年3月 東北農政局山王海鹿妻農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「山水拓土　＝秋田県能代地区土地改良区設立三十周年記念誌＝」 平成10年9月　 秋田県能代地区土地改良区

612－00－00 農業土木 「悠久の流れ江合川　江合川沿岸土地改良区沿革史」 平成11年7月 江合川沿岸土地改良区

612－00－00 農業土木 「用水路物語　角田附近の巻」 ささ・ひさし

612－00－00 農業土木 「芳那潤郷事業誌」 平成15年3月 関東農政局芳賀台地農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「甦る津軽北部」 平成10年3月 東北農政局津軽農業水利事務所

612－00－00 農業土木 「胆沢平野　＝水と大地の物語＝」（創立五十周年記念） 平成13年2月 胆沢平野土地改良区

612－00－00 農業土木 二ノ堰乃あゆみ 昭和56年3月19日 西村山郡二ノ堰土地改良区

612－00－00 農業土木 愛知用水土地改良区誌「研究編」 平成17年3月23日 愛知用水土地改良区

612－00－00 農業土木 沿革史　岩出山町二ツ石土地改良区 平成9年3月 岩出山町二ツ石土地改良区

612－00－00 農業土木 大泉部落小史 昭和54年1月 佐々木俊治

612－00－00 農業土木 開墾耕地整理（大正14年）1 宮城県

612－00－00 農業土木 開墾耕地整理（大正14年）2 宮城県

612－00－00 農業土木 河原市用水誌 平成8年1月1日 金沢市河原市土地改良区

612－00－00 農業土木 北上地域の農業開発　－水利と畜産ー 昭和57年10月25日 東北農政局　北上地域総合開発調査事務所

612－00－00 農業土木 鬼怒川南部農業水利事業　竣工図集 昭和51年3月 関東農政局鬼怒川南部農業水利事業所

612－00－00 農業土木 胆沢平野土地改良区史 昭和45年9月1日 胆沢平野土地改良区

612－00－00 農業土木 胆沢平野土地改良区史2 昭和55年9月10日 胆沢平野土地改良区

612－00－00 農業土木 近代地方政治と水利土木 平成7年2月25日 服部　敬

612－00－00 農業土木 国土のなりたちと　農業土木（その3）　宮城県版

612－00－00 農業土木 再発見「四ツ谷用水」物語 平成24年1月1日 佐藤昭典

612－00－00 農業土木 笹ケ峰ダム技術誌 昭和59年3月20日 北陸農政局関川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 事業誌　関川 昭和59年3月 北陸農政局関川農業水利事業所

612－00－00 農業土木 事業誌　渡良瀬川 昭和59年9月 関東農政局渡良瀬川沿岸農業水利事業所

612－00－00 農業土木 品井沼水害予防組合史 昭和29年8月10日 品井沼水害予防組合史編纂委員会

612－00－00 農業土木 小冊子「角田土地改良区事業概要」 昭和62年 角田土地改良区

612－00－00 農業土木 小冊子「北上川の改修工事」 平成8年3月　 加藤徹著

612－00－00 農業土木 小冊子「水陸万頃」 平成10年10月 東北農政局胆沢猿ヶ石農業水利事業所・岩手県

612－00－00 農業土木 小冊子「田尻川沿岸耕地組合の大恩人　渋谷富治と安藤昌之進」 平成4年3月 田尻町教育委員会　平野一郎

612－00－00 農業土木 小冊子「地域の声」新聞写 平成8年11月

612－00－00 農業土木 小冊子「中田沼開墾事業報告書」 宮城県登米郡

612－00－00 農業土木 小冊子「中田沼の概要」 宮城県登米郡

612－00－00 農業土木 小冊子「ファーミング」2000．11　No．4 平成12年11月 （社）宮城県農業公社

612－00－00 農業土木 小冊子「宮城県仙北平野の主な池沼干拓と揚水機設置」 平成6年12月 富樫千之,加藤徹著

612－00－00 農業土木 庄内平野　水土の歴史 2012年11月1日 最上川土地改良区

612－00－00 農業土木 水田ものがたり　縄文時代から現代まで 1996年6月25日 山崎不二夫

612－00－00 農業土木 仙台領の潜り穴 平成14年7月31日 高倉淳

612－00－00 農業土木 舘前沿革史 平成11年7月 加美郡舘前土地改良区
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612－00－00 農業土木 短台開墾史 昭和43年8月1日 米山町役場

612－00－00 農業土木 治水条件の変化と耕地の外延的拡大 平成6年2月 加藤徹,富樫千之,工藤祐晃

612－00－00 農業土木 中世灌漑史の研究 昭和58年3月20日 寶月圭吾

612－00－00 農業土木 土と水から歴史を探る 昭和62年7月10日 小穴喜一

612－00－00 農業土木 土聯合会綴り（明治16年）1 宮城県庶務課

612－00－00 農業土木 土聯合会綴り（明治16年）2 宮城県庶務課

612－00－00 農業土木 土地改良区の研究　岩手県山王海土地改良区の歩み 1975年7月8日 石川武男

612－00－00 農業土木 土地改良のあゆみ 平成13年6月 中里村土地改良区

612－00－00 農業土木 土地改良百年史 昭和52年11月10日 今村奈良臣,佐藤俊朗,志村博康他

612－00－00 農業土木 豊川用水技術誌 1968年9月25日 愛知用水公団

612－00－00 農業土木 夏川の土 昭和40年3月20日 夏川沿岸土地改良区

612－00－00 農業土木 夏川の流れ 平成3年3月15日 夏川沿岸土地改良区

612－00－00 農業土木 夏川の水 昭和52年9月10日 夏川沿岸土地改良区

612－00－00 農業土木 南郷水利史 昭和47年8月20日 南郷土地改良区　理事長　小川俊雄

612－00－00 農業土木 日本古代用水史の研究 昭和48年5月10日 亀田隆之

612－00－00 農業土木 日本農業変遷史・宮城県農業史　目次 昭和62年 加藤治郎

612－00－00 農業土木 農業水利権の研究（増補版） 1970年10月30日 渡辺洋三

612－00－00 農業土木 農林統計叢書　水利の日本史ー流域と指導者たちー 昭和58年9月30日 旗手勲

612－00－00 農業土木 発足30年のあつみ　清水川 昭和57年9月 古川市清水川堰土地改良区

612－00－00 農業土木 兵庫県一之井堰誌 平成5年3月31日 長貞水利組合

612－00－00 農業土木 兵庫県加古土地改良区誌 平成7年5月1日 兵庫県加古土地改良区

612－00－00 農業土木 古川市他一郡多田川土地改良区沿革史 昭和52年10月 古川市他一郡多田川土地改良区

612－00－00 農業土木 古川市南沢土地改良区沿革史 古川市南沢土地改良区

612－00－00 農業土木 北海道農業土木史 昭和59年8月25日 農業土木学会北海道支部

612－00－00 農業土木 水の法と社会 1990年11月20日 森實

612－00－00 農業土木 宮城県耕地拡張改良事業関係令規（S11.1） 昭和11年1月 宮城県耕地協会

612－00－00 農業土木 宮城県耕地整理　便覧（M36）　要覧（S12）　東宮行啓（M41） 明治36年 宮城県農会

612－00－00 農業土木 宮城県之耕地　2号（S7）　4号（S8）　6号（S9）　耕地事業（S11） 昭和7年 宮城県耕地協会

612－00－00 農業土木 宮城県広渕沼沿革史 昭和3年5月28日 宮城県

612－00－00 農業土木 宮城の土地連　古川事業所二十年の記録 平成29年 宮城県土地改良事業団体連合会

612－00－00 農業土木 宮崎県土地改良史 昭和53年1月 宮崎県農政水産部耕地課

612－00－00 農業土木 桃生郡北方土地改良区史 平成12年12月 桃生郡北方土地改良区

612－00－00 農業土木 四ツ谷用水　総集編 平成21年3月31日 佐藤昭典

612－00－00 農業土木 「ESTUDIO　INFORME　PRINCOALL] 平成9年10月

612－00－00 農業土木 「ESTUDIO　DEL　PLAN MAESTRO　INFORME　PRINCIPAL（ANEXO）] 平成9年10月

612－00－00 農業土木 「水利の日本史　－流域と指導者たち－」　（農林統計叢書　11） 昭和58年9月 旗手勲

612－00－00 農業土木 「刈谷田川右岸における農業水利の展開」 昭和60年10月 北陸農政局刈谷田川右岸農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「統合整備の概要」（地区説明会資料） 白石市白石土地改良区,白石市土地改良区,白石市　

612－00－00 農業土木 「栗駒ダム工事概要」 昭和37年10月 宮城県農地林務部耕地課,宮城県栗駒ダム管理事務所

612－00－00 農業土木 「河南耕土の発展を求めて」　－県営かんがい排水事業河南ちく完工記念誌－ 平成元3月 宮城県石巻土地改良事務所

612－00－00 農業土木 「土地改良史分冊」

612－00－00 農業土木 「事業完了の記録　県営かんがい排水事業（田尻川地区） 平成7年11月 宮城県,江合川沿岸土地改良区

612－00－00 農業土木 「北上の水と河南　国営河南農業水利事業　完成記念写真集」 昭和57年3月 東北農政局河南農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「宮城県耕地整理課　便覧（明36）　要覧（昭12）　東宮行啓（明41）」

612－00－00 農業土木 「宮城県耕地　2号（昭7）　4号（昭8）　6号（昭9）　耕地事業（昭11）

612－00－00 農業土木 「小田ダム技術誌」　（平成18年） 平成18年3月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

612－00－00 農業土木 「筑後川の農業水利　水利集団の法社会学」 平成6年9月 江渕武彦

612－00－00 農業土木 「埼玉の土地改良」

612－00－00 農業土木 「鵠戸沼千拓史」 昭和30年10月 江口堯

612－00－00 農業土木 「角田市史　2　通史編（下）」 昭和61年3月 角田市史編さん委員会

612－00－00 農業土木 「角田上水沿革史　（明治45年）｣（写） 明治45年3月 板橋淳三郎

613－00－00 土木工学 「平成21年度通常総会　（特別講演会）　講演録」 平成21年5月 NPO法人　あぐりねっと21

613－00－00 農業土木 「N値およびC・∮考え方と利用法」 平成6年8月　 N値およびC・∮編集委員会

613－00－00 農業土木 「N値およびCと∮の考え方」 昭和51年10月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「ＰＣグラフィックスによる　施設設計」 平成6年11月　 長谷川高士

613－00－00 農業土木 「ＶＥリーダー　認定試験問題集　＝要点整理と解答・解説＝」 平成19年7月 （社）日本バリュー・エンジニアリング協会

613－00－00 農業土木 「アグリビジネスシンポジウム　報告書」 平成9年3月 宮城県,（財）宮城県地域振興センター

613－00－00 農業土木 「新しい土の物理試験方法に関するシンポジウム」 平成4年3月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「ありがとうフォーラムｉN伊豆沼報告書」（H13） 平成13年9月 宮城県迫産業振興事務所

613－00－00 農業土木 「安定処理土の試験方法に関するシンポジウム」 昭和55年10月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「石巻地域の地質」 昭和59年3月　 工業技術院　地質調査所
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613－00－00 農業土木 「岩沼地域の地質」 昭和50年7月　 工業技術院　地質調査所

613－00－00 農業土木 「映画：進めよう小水力発電」 （株）公共事業通信社

613－00－00 農業土木 「映画：都市近郊のほ場整備」 （株）公共事業通信社

613－00－00 農業土木 「映画：豊で活力ある農村をめざして」 （株）公共事業通信社

613－00－00 農業土木 「映画：豊かなふるさと農業をめざして」 （株）公共事業通信社

613－00－00 農業土木 「絵で見る　ダムのできるまでⅠ」 平成6年5月 中村靖治著

613－00－00 農業土木 「絵で見る　ダムのできるまでⅡ」 平成9年5月 中村靖治著

613－00－00 農業土木 「絵で見る　ダムのできるまでⅢ」 平成6年1月 中村靖治著

613－00－00 農業土木 「絵で見る　ダムのできるまでⅣ」 平成6年6月 中村靖治著

613－00－00 農業土木 「絵で見る　ダムのできるまでⅤ」 平成7年4月 中村靖治著

613－00－00 農業土木 「演習書シリーズNo．1　頭首工の設計」（S57） 昭和57年10月 （社）農業土木学会

613－00－00 農業土木 「オーストラリアの土地整備法」 昭和50年3月 農林省構造改善局

613－00－00 農業土木 「おもしろ　ジオテク」 平成9年5月　 （社）地盤工学会

613－00－00 農業土木 「学問と水辺でまちおこし　＝学問サミット・岩出山より＝」 平成5年2月 （社）農村環境整備センター

613－00－00 農業土木 「干拓専門研修テキスト　アスファルト舗装工」 昭和39年10月　 農林省農業土木試験場

613－00－00 農業土木 「機械学　＝力学、材料及構造強弱学之部＝（上巻）」 大正3年7月　 宮城音五郎著

613－00－00 農業土木 「技術管理システム化研修　最近の農政の方向と土地改良行政」写 平成1年7月　 構造改善局建設部設計課森田昌史著

613－00－00 農業土木 「技術管理システム化研修　農家経済」写 平成1年7月　 農業総合研究所農業構造部長島本富夫著

613－00－00 農業土木 「技術管理システム化研修　農業土木技術者の責務について」写 平成1年7月　 構造改善局建設部設計課長中道宏著

613－00－00 農業土木 「九州農業担い手フォーラム'98　再発見！認定農業者制度」 平成10年6月 九州農政局農政部農政課

613－00－00 農業土木 「研修テキスト　水門」 昭和55年1月 東北農政局仙台施工調査事務所

613－00－00 農業土木 「建設技術者のための東北地方の地質」 平成18年9月 社団法人東北建設協会

613－00－00 農業土木 「建設工事における土質工学の実例集」 昭和46年12月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「建築構造力学演習1」 昭和45年3月　 谷資信,杉山英男共著

613－00－00 農業土木 「建築構造力学演習2」 昭和45年3月　 谷資信,杉山英男共著

613－00－00 農業土木 「現場技術者のための　土質工学」 昭和43年4月　 最上武雄,福田秀夫

613－00－00 農業土木 「現場技術者のための地質調査」（S57） 昭和57年5月 農業土木技術研究会

613－00－00 農業土木 「構造実験指導書」 昭和57年5月　 （社）土木学会

613－00－00 農業土木 「構造問題と基盤整備事業に関する　文献抄」 昭和47年3月 農政局　管理課

613－00－00 農業土木 「高有機質土に関するシンポジウム　発表論文集」 平成1年2月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「これからの農業はどうあるべきか」懸賞論文集 昭和49年8月 宮沢正男編集

613－00－00 農業土木 「コンクリート工学演習」 昭和49年9月 西沢紀昭,小林一輔　　

613－00－00 農業土木 「材料施工研究部会報」第24号 昭和61年1月 農業土木学会材料施工研究部会

613－00－00 農業土木 「塩竃地域の地質」 昭和58年11月　 工業技術院地質調査所

613－00－00 農業土木 「自主企画研修報告書」 平成8年3月 宮城県古川土地改良事務所

613－00－00 農業土木 「地盤調査・土質試験結果の解釈と適用例」 平成10年3月　 （社）地盤工学会

613－00－00 農業土木 「地盤調査の実務」 昭和42年8月　 三木五三郎

613－00－00 農業土木 「地盤土と土層断面図」 昭和60年11月　 斉藤孝夫

613－00－00 農業土木 「ジャーナリストから見た農業農村整備　＝農業農村整備広報企画研修会の講演録＝」 平成10年2月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「ジャーナリストから見た農業農村整備」 平成12年1月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「昭和30年度夏期講習会　土と基礎の知識」 昭和30年　 土質工学会,土木学会,農業土木学会他

613－00－00 農業土木 「昭和45年度　農村計画専門技術者研修講義録」 昭和45年9月　 農林省農業土木試験場

613－00－00 農業土木 「昭和59年度　農業土木学会大会講演会（於：宮城県農業短期大学）」 昭和59年8月 （社）農業土木学会

613－00－00 農業土木 「昭和61年度　農業土木学会地方講習会（テキスト）」 昭和61年6月　 農業土木学会

613－00－00 農業土木 「新世紀に向けて土地改良区からの発信」 平成9年3月　 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「新みやぎの園芸をめざす産地・流通情報」 昭和62年2月　 宮城県園芸協会

613－00－00 農業土木 「水田魚道づくりの指針」 平成22年3月 （社）農村環境整備センター

613－00－00 農業土木 「仙台地域の地質」 昭和61年3月　 工業技術院地質調査所

613－00－00 農業土木 「争訟事例（H17年度土地改良換地士特別研修）」 平成17年9月 法務省大臣官房行政訟務課補佐官　小鷹狩正美

613－00－00 農業土木 「測量学」 昭和15年4月　 關信雄著

613－00－00 農業土木 「第14回ダム施工技術講習会テキスト」 昭和58年11月 （財）日本ダム協会

613－00－00 農業土木 「第1回農業土木技術研修テキスト　コンクリートの配合設計と試験法解説」 昭和28年3月　 農地局建設部設計課

613－00－00 農業土木 「第1回農業土木技術研修テキスト　海岸堤防の堤頂決定について」 昭和28年3月　 農地局建設部設計課

613－00－00 農業土木 「第1回農業土木技術研修テキスト　地質」 昭和28年2月 農地局計画部資源課

613－00－00 農業土木 「第24回土質工学シンポジウム」 昭和54年10月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「第2回農業土木技術研修テキスト　応用土木地質（1）」 昭和28年10月　 東北大学理学部地質学教室

613－00－00 農業土木 「第2回農業土木技術研修テキスト　土堰堤のための土質試験解説」 昭和28年2月　 農地局建設部設計課

613－00－00 農業土木 「第39回　日本水環境学会年会講演集」 平成17年3月 （社）日本水環境学会

613－00－00 農業土木 「第3回環境地盤工学シンポジウム発表論文集」 平成11年11月　 （社）地盤工学会

613－00－00 農業土木 「第4回環境地盤工学シンポジウム発表論文集」 平成13年5月　 （社）地盤工学会

613－00－00 農業土木 「第6回東北支部地方研修会テキスト（農村整備とパイプライン）」 昭和47年10月　 農業土木学会東北支部
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613－00－00 農業土木 「第7回地方研修会及びシンポジウムテキスト　水管理のシステム化について」 昭和48年11月　 農業土木学会京都支部

613－00－00 農業土木 「第8回土地改良団体職員研修会テキスト」 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「第9回土地改良団体職員研修会テキスト」 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「第四回土地改良区制度検討会記録」 昭和46年11月 農政局　管理課

613－00－00 農業土木 「地域関係者懇談会　みちのく農業・農村これから　夢・緑いっぱいの大崎地域へ」 平成4年11月 東北農政局,宮城県,宮城県土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「地域用水における必要水量算定へのアプローチ」 平成11年3月 農林水産省,農業工学研究所

613－00－00 農業土木 「地下水学」写 京都大学理学部地球物理学教室　瀬野錦蔵著

613－00－00 農業土木 「中級研修テキスト　アスファルト斜面舗装工学」 昭和39年6月　 農林省農業土木試験場

613－00－00 農業土木 「土と基礎の設計計算演習（第3回改訂版）」 昭和54年10月 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「土の調べ方入門」 昭和57年9月　 土の調べ方入門編集委員会

613－00－00 農業土木 「土の世界　＝大地からのメッセージ＝」 平成2年3月　 「土の世界」編集グループ

613－00－00 農業土木 「土の物質移動学」 平成2年4月　 中野政詩

613－00－00 農業土木 「土の見分け方入門」 昭和56年2月　 土の見分け方入門編集委員会

613－00－00 農業土木
「低平排水不良地における転作へのための排水施設の操作方法の開発に関する
調査研究報告書」

昭和55年3月 （財）日本農業土木総合研究所

613－00－00 農業土木 「登記法関係講義テキスト　不動産登記法・土地改良登記概論」 宮城県土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「登記法関係講義テキスト　不動産登記法及び土地改良登記概論」 宮城県土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「透水　＝設計へのアプローチ＝」 昭和51年7月 久保田敬一,河野伊一郎,宇野尚雄

613－00－00 農業土木 「土質工学」 昭和59年10月　 箭内寛治,浅川美利

613－00－00 農業土木 「土質工学　演習例題」 昭和59年10月　 鈴木音彦,原田静男共著

613－00－00 農業土木 「土質工学演習」（S49） 昭和49年6月　　 久野悟郎,箭内寛治,浅川美利　　

613－00－00 農業土木 「土質工学演習」（S53） 昭和53年4月　 河上房義

613－00－00 農業土木 「土質工学計算法　＝土質および基礎の工学的計算法＝」 昭和50年1月　 河上房義

613－00－00 農業土木 「土質工学の基礎　＝土の力学的挙動＝」 昭和51年1月　 山崎不二夫

613－00－00 農業土木 「土質工学標準用語集」 平成2年3月　 土質工学会　表記法検討委員会・標準用語集編集委員会

613－00－00 農業土木 「土質工学用語集」 昭和41年9月　 土質工学会

613－00－00 農業土木 「土質試験法」 昭和41年5月 土質工学会

613－00－00 農業土木 「土質実験指導書」 昭和58年2月　 （社）土木学会

613－00－00 農業土木 「土質調査法」 昭和47年3月　 土質調査法改訂編集委員会　

613－00－00 農業土木 「土質力学模範例題集」（S51） 昭和51年3月　 阿部泰夫,佐藤光彦著

613－00－00 農業土木 「土質力学模範例題集」（S55） 昭和55年6月　 阿部泰夫,佐藤光彦

613－00－00 農業土木 「土壌・土質実験」 昭和51年8月 農業土木学会

613－00－00 農業土木 「土壌改良と資材」 昭和56年6月　 土壌保全調査事業全国協議会

613－00－00 農業土木 「土壌の物理」 昭和50年2月　 八幡敏雄　

613－00－00 農業土木 「土壌物理」 昭和44年9月　 八幡敏雄　　

613－00－00 農業土木 「土壌物理学概論」 昭和60年11月　 訳者　福士定雄

613－00－00 農業土木 「土壌物理環境測定法」 平成7年3月　 中野政詩,宮崎毅,塩沢昌,西村拓

613－00－00 農業土木 「土壌物理実験」 昭和53年3月　 八幡敏雄,田淵俊雄,中野政詩　

613－00－00 農業土木 「土地改良・農業農村整備ー評論集ー」 平成15年10月 酒井啓介著

613－00－00 農業土木 「土地改良計画技術員研修　テキスト」 昭和33年5月　 仙台農地事務局計画部

613－00－00 農業土木 「土地改良事業地区における営農推進に関する講演集」H05 平成6年3月 農林水産省構造改善局計画部資源課

613－00－00 農業土木 「土地改良専門技術者育成対策　＝平成11年度育成講習テキスト＝第1分冊」 平成11年10月 農林水産省構造改善局,全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「土地改良専門技術者育成対策　＝平成11年度育成講習テキスト＝第2分冊」 平成11年10月 農林水産省構造改善局,全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「土地改良専門技術者育成対策（H18テキスト）」第1分冊 平成18年10月　 農林水産省農村振興局

613－00－00 農業土木 「土地改良専門技術者育成対策（H18テキスト）」第2分冊 平成18年10月　 農林水産省農村振興局

613－00－00 農業土木 「土地改良団体の諸問題と基本的措置方向　第1集」 昭和58年9月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「土地改良団体の諸問題と基本的措置方向　第2集」 昭和59年3月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「土地改良団体の諸問題と基本的措置方向　第3集」 昭和59年10月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「土地改良法制定三十周年記念論文　入選論文集」 昭和54年6月 「土地改良法制定三十周年記念事業会

613－00－00 農業土木 「土中水　理論と対策」 昭和46年6月 松尾新一郎

613－00－00 農業土木 「土木構造実験」 昭和52年1月　 （社）土木学会

613－00－00 農業土木 「土木材料実験指導書」 昭和45年12月　 （社）土木学会

613－00－00 農業土木 「土木地質」 昭和44年5月 小貫義男　

613－00－00 農業土木 「ニジェール国ティラベリ県　砂漠化防止計画調査　主報告」 平成11年3月 農用業整備公団

613－00－00 農業土木 「日本環境教育学会第20回大会　研究発表要旨集」 平成21年7月 日本環境教育学会

613－00－00 農業土木 「日本の農村・世界の農村」 平成12年3月 農業土木係長会

613－00－00 農業土木 「粘土と暮らし」 昭和55年10月　 倉林三郎

613－00－00 農業土木 「粘土の不思議」 昭和61年3月　 粘土の不思議編集委員会

613－00－00 農業土木 「農機具講義資料＝農業機械化に関する参考資料＝」 全購連農機具技術講習所長　二瓶貞一著

613－00－00 農業土木 「農業・園芸総合研究所成績概要書」（H20） 平成21年3月 宮城県農業・園芸総合研究所

613－00－00 農業土木 「農業水利学実習ガイド」 昭和62年3月　 （社）農業土木学会
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613－00－00 農業土木 「農業水利合理化に関する調査研究報告書 昭和53年3月 （財）水利科学研究所

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　第18回研究発表会講演要旨」（S43） 昭和43年10月　 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　第19回研究発表会講演要旨」（S44） 昭和44年10月 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　第25回研究発表会講演要旨」（S52） 昭和52年10月　 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　第28回研究発表会講演要旨」 昭和55年10月 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　第37回研究発表会講演要旨集」 平成3年10月　 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　第38回研究発表会講演要旨集」 平成4年10月 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木学会東北支部　発会式記念講演集」 昭和26年6月 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「農業土木技術管理士」（H11） 平成11年5月 農業土木技術管理士試験問題研究会

613－00－00 農業土木 「農業土木技術強化推進計画（第1次5ヶ年計画H8－H12）」 平成8年3月　 宮城県農政部農政企画課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術研修テキスト　機械化施工の設計について」 昭和39年1月　 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術研修テキスト　地質並に地下水調査のための電気探査法」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術研修テキスト　堤防の設計・施工に関する資料」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術研修テキスト　畑地かんがい」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術研修テキスト　八郎潟干拓事業排水計画」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術者のための　新やさしいプログラミング」 昭和57年9月 農林水産省構造改善局設計課

613－00－00 農業土木 「農業土木技術者のための技術士便覧」（第四版） 平成13年11月　 常磐木会

613－00－00 農業土木 「農業土木技術者のための基礎知識　＝世界と日本、農村と都市＝」 平成8年11月　 農業土木係長会

613－00－00 農業土木 「農業土木職採用試験　精選問題集」 昭和54年8月　 農業土木職試験問題研究会

613－00－00 農業土木 「農業土木中堅技術者再訓練テキスト（海面干拓）その2」 昭和29年6月　 農林省農地局

613－00－00 農業土木 「農業土木中堅技術者再訓練テキスト（ポンプ排水と湖面干拓）」 昭和29年11月　 農林省農地局

613－00－00 農業土木 「農業農村への情報化システム導入ガイドブック」 平成15年3月　 （社）農業土木機械化協会

613－00－00 農業土木 「農業用ポンプ概論（テキスト）」 昭和51年11月 宮城県

613－00－00 農業土木 「農村計画専門技術研修講義録」 昭和45年9月　 農林省農業土木試験場

613－00－00 農業土木 「農村工学研究所研究成果情報」（H20） 平成21年6月 農村工学研究所

613－00－00 農業土木 「農村振興・経営計画論」 平成14年 西村甲一

613－00－00 農業土木 「農村道路研究部会研究集会論文・要旨集」 平成21年11月 （社）農業農村工学会農村道路研究部会

613－00－00 農業土木 「農地工学　下」 昭和47年2月　 山崎不二夫著

613－00－00 農業土木 「農地工学　上」 昭和46年10月　 山崎不二夫著

613－00－00 農業土木 「農地水路構造物の実用設計と解説」 昭和39年9月　 柴田道生著

613－00－00 農業土木 「農地整備学」 昭和63年1月　 長堀金造著

613－00－00 農業土木 「パラグァイ国　小規模農業強化計画調査　主報告」 平成9年3月 農用業整備公団

613－00－00 農業土木 「パラグァイ国調査報告（平成5年度海外村づくり基礎調査事業）」 平成6年3月 農用業整備公団

613－00－00 農業土木 「パラグアイ農牧業の現状　1991年農牧業センサスの結果から」 平成5年2月 （社）国際農林業協力協会

613－00－00 農業土木 「藤沼ため池決壊原因調査」 平成24年1月25日 福島県農業用ダム・ため池耐震性検証委員会

613－00－00 農業土木 「古川地域の地質」 工業技術院　地質調査所

613－00－00 農業土木 「平成13年度土地改良専門技術者研修会（東北ブロック）」 平成13年11月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 「平成17年度　農業農村整備技術研修　総合ガイド」 平成17年4月　 農林水産省設計課施工企画調整室

613－00－00 農業土木 「平成3年度　農業土木学会大会講演会　講演要旨集」 平成3年7月 （社）農業土木学会

613－00－00 農業土木 「平成3年度職員研修報告書」 平成4年3月 宮城県総務部人事課

613－00－00 農業土木 「平成8年度　海外農業事情調査報告」 平成9年2月 宮城県農政部

613－00－00 農業土木 「平成8年度地方研究会講演録　明日の農政を語る」 平成9年9月　 （財）日本農業土木総合研究所

613－00－00 農業土木 「平成元年度海外村づくり基礎調査事業海外村づくり適正化技術開発委員会報告書」 平成2年3月 農用業整備公団

613－00－00 農業土木 「変動する水需給と農業用水　第13回東北支部地方研修会テキスト」（S54） 昭和54年9月 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 「舗装試験法便覧」 平成11年12月　 （社）日本道路協会

613－00－00 農業土木 「松島地域の地質」 昭和57年2月　 工業技術院地質調査所

613－00－00 農業土木 「水と土」 平成10年12月　 農業土木係長会

613－00－00 農業土木 「宮城県農業短期大学　学術報告」第32号 昭和59年11月 宮城県農業短期大学

613－00－00 農業土木 「宮城県古川農業試験場業務年報」（H19） 平成20年12月 宮城県古川農業試験場

613－00－00 農業土木 「宮城県古川農業試験場業務年報」（H20） 平成21年8月 宮城県古川農業試験場

613－00－00 農業土木 「宮城県古川農業試験場研究報告」2008．12第7号 平成20年12月 宮城県古川農業試験場

613－00－00 農業土木 「野外研究と土壌図作成のための土壌調査法」 昭和53年9月　 土壌調査法編集委員会

613－00－00 農業土木 「有機質土の試験方法シンポジウム発表論文集」 昭和54年11月　 （社）土質工学会

613－00－00 農業土木 「豊かで美しい国土・農村空間の創出＝農業土木学の課題＝」 平成1年9月　 （社）農業土木学会

613－00－00 農業土木 「吉岡地域の地質」 昭和58年9月 工業技術院地質調査所

613－00－00 農業土木 「よりよき設計のために　＝ここが知りたい300題＝」 昭和63年2月　 農林水産省構造改善局設計課

613－00－00 農業土木 「よりよき設計のために　＝ここが知りたいQ&A＝」 平成6年6月　 農林水産省構造改善局設計課

613－00－00 農業土木 「よりよき設計のポイント」（H07） 平成8年11月 構造改善局設計課施工企画調整室

613－00－00 農業土木 「よりよき設計のポイント」（H09） 平成10年3月 構造改善局設計課施工企画調整室

613－00－00 農業土木 「例題演習土質工学」 昭和43年4月　 鈴木音彦,原田静男著

613－00－00 農業土木 「若柳地域の地質」 昭和42年7月 工業技術院地質調査所
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613－00－00 農業土木 「わかりやすい土質学」 農業土木技術連盟宮城県地方連盟

613－00－00 農業土木 「涌谷地域の地質」 昭和44年12月 工業技術院地質調査所

613－00－00 農業土木 THE　MASTER　PLAN　MAIN REPPORT] 平成9年9月

613－00－00 農業土木 改訂　農村計画学 平成15年5月20日 農業土木学会

613－00－00 農業土木 河川水利調整論 1962年9月 新沢嘉芽統

613－00－00 農業土木 かんがいの必要水量の算定 1989年6月22日 フランス共和国国際協力省

613－00－00 農業土木 かんがい排水学への歩み 昭和48年12月1日 畑地農業振興会

613－00－00 農業土木 北上川水系における水利動向の分析 昭和52年3月 東北農政局計画部

613－00－00 農業土木 作物用水量 1984年9月 国際かんがい排水委員会

613－00－00 農業土木 重点調査研究成果報告書 2016年11月 日本水土総合研究所

613－00－00 農業土木 小冊子「S49　東北支部地方研修テキスト　暗渠排水の施工について」 昭和49年9月 農業土木学会

613－00－00 農業土木 小冊子「S52技術連盟研修会テキスト　水田の土壌改良と水質保全」 昭和52年12月 宮城県地方連盟

613－00－00 農業土木
小冊子「S53技術連盟研修会テキスト　水田利用再編のための土壌肥料技術対策と
基盤整備事業」

昭和54年2月 宮城県技術連盟

613－00－00 農業土木 小冊子「S53技術連盟研修会テキスト　泥炭地の生成と特性、およびその改良」 昭和54年2月 宮城県技術連盟

613－00－00 農業土木 小冊子「確定測量講義テキスト　区画整理確定測量概論」 宮城県土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「確定測量講義テキスト　宮城県土地改良事業補助金交付規則」 宮城県土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木
小冊子「現場条件下における弾性シーリング材の性能と
既成品水路のジョイントについて」

東北農政局施工調査事務所　朝倉・浅井・今野・他

613－00－00 農業土木 小冊子「講演要旨　農業土木の役割と課題」写 浅原辰夫著

613－00－00 農業土木 小冊子「講座　水田用水量調査計画法（その1）」写 中川昭一郎著

613－00－00 農業土木 小冊子「講座　ダムの修景緑化について（Ⅲ）」写 太田重良著

613－00－00 農業土木 小冊子「洪水流出の新解析法」写

613－00－00 農業土木 小冊子「合成ゴムシートの農業用貯水池への応用（第1次報告）」 昭和48年3月 （社）畑地農業振興会

613－00－00 農業土木 小冊子「工程管理資料」写 大成建設株式会社

613－00－00 農業土木 小冊子「し尿処理施設の機能と管理」写 農業土木試験場　大井節夫著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和49年度東北支部地方研修会テキスト　暗キョ排水の調査計画と設計」 昭和49年9月 農業土木学会

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　ほ場整備特論」写 農業土木試験場土地改良部　多田敦著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　開水路（水路工）の水理設計」写 農業土木試験場水理部　石野捷治著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　基礎の支持力論」写 京都大学工学部　赤井浩一著

613－00－00 農業土木
小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修
コンクリートの材料とコンクリートの性質」写

農業土木試験場　海老名芳郎著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　コンクリートの施工と品質管理」写 東京農工大学　白滝山二著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　振動時の擁壁土圧に関する研究」写 松澤宏著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　水文統計」写 京都大学防災研究所教授　角屋睦著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　土質試験結果の利用法」写 東京大学生産研究室　三木五三郎著

613－00－00 農業土木
小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修
土地改良事業計画設計基準（水路工）」写

農業土木試験場　仲野良紀著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　薬液による土質安定」写 ケミカルグラウト株式会社　柴崎光弘著

613－00－00 農業土木 小冊子「昭和50年度農業土木中堅技術研修　流出モデルについて」写 菅原正巳著

613－00－00 農業土木
小冊子「昭和53年度東北管内都道府県営ほ場整備担当者会議
研究発表会講演要旨」

昭和53年9月　 東北農政局建設部整備課,山形県農林水産部耕地第二課

613－00－00 農業土木 小冊子「新聞　水を語る（仙北平野）」写 昭和59年6月

613－00－00 農業土木 小冊子「第2回土改連技術研修会　土地改良のテキスト（計画編）」 昭和41年10月　 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「第2回土改連技術研修会　土地改良のテキスト（農道編）」 昭和41年10月　 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「第2回土改連技術研修会　土地改良のテキスト（ほ場整備編）」 昭和41年10月　 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「第3回土改連技術研修会　土地改良のテキスト（農道の設計）」 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木
小冊子「第5回土改連技術研修会　土地改良のテキスト
（土地利用と増加生産量の測定）」

全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「第5回土改連技術研修会　土地改良のテキスト（農道の設計）」 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「大口径強化プラスチック複合管（FRPM管）の実用化に関する研究（1）」写 昭和55年9月　 海老名芳郎著

613－00－00 農業土木 小冊子「団体営土地改良（補助）事業　換地業務取扱解説」（改訂第2版） 宮城県農政部耕地課

613－00－00 農業土木 小冊子「地域活性化と農業・農村の役割について　第2回シンポジウム」 平成2年11月 全国土地改良事業団体連合会

613－00－00 農業土木 小冊子「地質」 農地局資源課

613－00－00 農業土木 小冊子「提言　コンピュータの利用増進」 土地改良技術事務所長　古谷幹雄著

613－00－00 農業土木 小冊子「特別寄稿　”農道離着陸場”流通によせる夢」 （社）流通問題研究会専務理事　三浦功著

613－00－00 農業土木 小冊子「土質およびコンクリート実験」

613－00－00 農業土木 小冊子「土地改良技術者のための土地改良工事と補償工事」 昭和62年2月　 宮城県迫土地改良事務所

613－00－00 農業土木 小冊子「土木施工管理技術研修テキスト（現場における施工管理試験法）」 昭和49年8月 東北農政局仙台施工調査事務所

613－00－00 農業土木 小冊子「土木施工管理技術研修テキスト（データの数量化とその解説）」 昭和49年7月 東北農政局仙台施工調査事務所

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木学会東北支部　研究報告」第3号 昭和28年6月　 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木学会東北支部　研究報告」第5号 昭和30年6月　 農業土木学会東北支部

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術研修テキスト　オランダにおける高潮水害対策に関する資料」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術研修テキスト　作物」 宮城県耕地課
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613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術研修テキスト　セメント注入に就て」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術研修テキスト　土質力学一般」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術研修テキスト　八郎潟におけるサウンデイングについて」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木技術研修テキスト　不良火山灰地帯における畑地灌漑に関する研究」 宮城県耕地課

613－00－00 農業土木 小冊子「農業土木例題集」No．1（頭首工・導水路）」 九州大学農学部農業土木学教室

613－00－00 農業土木
小冊子「はぎの会研修資料
迫管内における環境に配慮した整備、広報・公聴活動について」

平成16年10月 宮城県迫地方振興事務所

613－00－00 農業土木 小冊子「フィルダム基礎処理における問題点」写 原田次夫著

613－00－00 農業土木 小冊子「フィルダムの設計・施行上の問題点」写 平成2年2月　 愛知工業大学　大根義男著

613－00－00 農業土木 小冊子「宮城県農業農村整備・広報研修会の記録」 平成13年6月　 産業経済部農村基盤計画課

613－00－00 農業土木 小冊子「わかりやすい土質学」 農業土木技術連盟,宮城県地方連盟

613－00－00 農業土木 新編・水田工学 農業土木学会編集委員会

613－00－00 農業土木 生物多様性水土里ネット戦略を創ろう 中道宏

613－00－00 農業土木 世界の灌漑 1974年7月15日 福田仁志

613－00－00 農業土木 世界の農地水管理 2000年3月 緑資源公団

613－00－00 農業土木 扇状地の地下水管理 平成2年3月20日 肥田登

613－00－00 土木工学 第31回シンポジュウム「気候変動に対応した農業用水の確保と管理」 平成20年11月19日 農業農村工学会北海道支部

613－00－00 農業土木 ため池フォーラムIN東北 平成9年8月21日 東北農政局

613－00－00 農業土木 調査研究　平成27年度年報 2016年11月 日本水土総合研究所

613－00－00 農業土木 土地と水 昭和53年11月25日 佐竹五六

613－00－00 農業土木 日本の農業用水 1980年9月5日 戸田実

613－00－00 農業土木 日本の水環境2東北編 2000年4月10日 日本水環境学会

613－00－00 農業土木 農業・水管理論 昭和58年2月25日 岡部守

613－00－00 農業土木 農業水利秩序再編の課外 平成2年3月10日 小林貞雄

613－00－00 農業土木 農業水利と国土 1987年11月10日 志村博康

613－00－00 農業土木 農業水利をめぐる今日的課題 昭和60年9月3日 日本農業土木総合研究所

613－00－00 農業土木 農業農村整備環境対策指針策定業務報告書 平成9年3月 宮城県農村環境整備センター

613－00－00 農業土木 農業農村整備への性能設計、VE,GIS,ISoの導入 日本農業土木総合研究所

613－00－00 農業土木 農村振興の新たな展開方向について 平成18年 日本水土総合研究所

613－00－00 農業土木 水資源開発と流域保全 1978年3月31日 石川武男

613－00－00 農業土木 「「頭首工の魚道」設計指針」 平成6年6月 農林水産省構造改善局設計課

613－00－00 農業土木 「宮城県農業農村整備・広報研修会の記録」（21世紀農計レポ－ト　No．1） 平成13年6月 産業経済部　農村基盤計画課

613－00－00 農業土木 「土木施工管理関係書類」 東北農政局仙台施工調査事務所

613－00－00 農業土木
「迫管内における環境に配慮した整備、広報・公聴活動について」
（はぎの会研修会資料）

平成16年10月 宮城県迫地方振興事務所

613－00－00 農業土木 「水田の土壌改良と水質保全」　（研修テキスト） 昭和52年12月 昭和52年度全国農業土木技術連盟

613－00－00 農業土木 「地質力学　応用編」　テルツァギ・ペック 昭和30年7月 訳　小野薫・星埜和・加藤渉・三木五三郎

613－00－00 農業土木 「チェボタリオフの地質工学　上巻」 昭和32年7月 訳　石井靖丸

613－00－00 農業土木 「チェボタリオフの地質工学　下巻」 昭和32年7月 訳　石井靖丸

613－00－00 農業土木 「農業における環境会計の利用と評価に関する研究」 平成19年1月 東北大学大学院農学研究科　関根久子

613－00－00 農業土木 「21世紀の科学技術政策の政策の動向と農学および人文・社会科学の役割について」 平成17年9月 東京農工大学　鈴木幹俊　

613－00－00 農業土木
「東アジア水田農業の展開論理
－中型機械化体系の歴史的位置と直藩・水田輪作の成立条件－」

平成21年3月 東京農工大学農学府・大学院共生持続社会学専攻　鈴木幹俊　

613－00－00 農業土木 「昭和63年度　農業土木技術者研修手テキスト集 平成元年3月 農林水産省農業工学研究所　企画連絡室研修課

614－00－00 農業土木 「アグロトレード　ハンドブック2002」 平成14年11月 日本貿易振興会

614－00－00 農業土木 「エバラポンプ　ハンドブック」H10 平成10年1月 （株）荏原製作所

614－00－00 農業土木 「改訂　ダム設計基準」 昭和46年7月　 （社）日本大ダム会議

614－00－00 農業土木 「確定測量業務の手引き」（H08） 平成9年3月 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「河川協議実務必携」農計資料第47号 昭和61年3月 宮城県農政部農地計画課

614－00－00 農業土木 「河川工作物の水理設計　農業土木学会選書6」 昭和57年8月　 川合亨,松本良男著

614－00－00 農業土木 「河川法と土地改良」 昭和59年10月　 仙台土地改良事務所

614－00－00 農業土木 「旧北上川分流施設改築事業計画概要 平成11年9月 国土交通省東北整備局　北上川下流工事事務所

614－00－00 農業土木 「橋梁架設工事の積算」（H11） 平成11年4月 （社）日本建設機械化協会

614－00－00 農業土木 「清らかな水のためのサイエンス　＝水質環境学＝」地域環境工学シリーズ04 平成10年3月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「建設省河川砂防技術基準（案）設計編［Ⅰ］」 平成7年3月　 建設省河川局監修

614－00－00 農業土木 「建設省河川砂防技術基準（案）設計編［Ⅱ］」 平成7年3月　 建設省河川局監修

614－00－00 農業土木 「建設省河川砂防技術基準（案）同解説　設計編［Ⅱ］」 平成9年10月　 建設省河川局監修

614－00－00 農業土木 「現代農業土木用語選（Ⅱ）」 昭和61年3月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「現代農業土木用語選」 昭和51年3月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「建築数量積算基準・同解説」 平成18年3月 大成出版社

614－00－00 農業土木 「公共建設工事積算基準」（H17） 平成17年5月 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

614－00－00 農業土木 「公共建築工事積算基準の解説（建築工事編）」（H15） 平成16年1月 （財）建築コスト管理システム研究所
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614－00－00 農業土木 「公共建築工事積算基準の解説（設備工事編）」（H15） 平成16年1月 （財）建築コスト管理システム研究所

614－00－00 農業土木 「鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編）」（S60） 昭和60年8月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「工事監督の手引き」（S53） 昭和53年9月 農林水産省構造改善局建設部施工企画調整室

614－00－00 農業土木 「工事歩掛要覧（建築・設計編）」改訂15版 平成18年2月 （財）経済調査会

614－00－00 農業土木 「高度利用集積ほ場整備事業　南八丁｣ 昭和62年3月 宮城県農政部耕地課

614－00－00 農業土木 「国土交通省機械設備工事積算基準」（H13） 平成13年6月 （財）建設物価調査会

614－00－00 農業土木 「国土交通省建設工事積算基準」（H13） 平成13年7月 （財）建築コスト管理システム研究所

614－00－00 農業土木 「国土交通省土木工事積算基準」（H18） 平成18年4月 国土交通省大臣官房技術調査課監修

614－00－00 農業土木 「砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体改修　（設計・施工・積算指針（案））」 平成21年3月 （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「事業概要　2014　（水土里と人を結び地球を守る）｣ 平成26年 宮城県土地改良事業団体連合会

614－00－00 農業土木 「施設機械関係機能診断マニュアル」 平成16年7月 東北農政局土地改良技術事務所

614－00－00 農業土木 「施設機械の点検整備価格積算要領（案）」（S60） 昭和60年 東北農政局土地改良技術事務所

614－00－00 農業土木 「地盤調査ハンドブック」 平成7年7月 （株）建設産業調査会

614－00－00 農業土木 「重力ダムの設計と施工　アメリカ開拓局設計基準抜粋」 昭和25年12月　 農林省農地局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「食と環境をまもる水田づくり　＝新しい水田整備工学＝」地域環境工学シリーズ08 平成14年11月 農業土木学会

614－00－00 農業土木 「食の安全と地域の豊かさを求めて　＝新しい畑整備工学＝」地域環境工学シリーズ09 平成14年11月 農業土木学会

614－00－00 農業土木 「頭首工　土地改良事業計画設計基準・設計 平成7年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「製品一覧表」 昭和37年　 富士製鉄株式会社

614－00－00 農業土木 「積算施行便覧（現場必携編）」（S56） 昭和56年8月　 東北農政局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「積算施行便覧（施設機械・営繕編）」（H02） 平成2年3月　 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「積算施行便覧（施設機械・営繕編）」（S57） 昭和57年2月　 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「設計・積算に係る質疑応答集」 昭和62年1月　 宮城県農政部技術管理室

614－00－00 農業土木 「設計基準」（S37） 昭和37年 宮城県農地林務部耕地課

614－00－00 農業土木 「設計基準」（S40） 昭和40年7月　 宮城県農地林務部耕地課

614－00－00 農業土木 「設計施工　ヒューム管要覧」 昭和12年11月　 日本ヒューム管株式会社

614－00－00 農業土木 「設計施工基準集（設計編）構造物基礎」 昭和49年3月 （社）土質工学会

614－00－00 農業土木 「設計施工基準集（設計編）地中構造物」 昭和46年3月　 （社）土質工学会

614－00－00 農業土木 「設計施工基準集（設計編）土工（改訂部分の抜粋集）」 昭和47年1月 （社）土質工学会

614－00－00 農業土木 「設計施工基準集（設計篇）土工」 昭和44年10月 （社）土質工学会

614－00－00 農業土木 「設計要領　第二集　橋梁・擁壁・カルバート」 平成7年5月 日本道路公団

614－00－00 農業土木 「設計要領　第三集　トンネル」 平成6年7月 日本道路公団

614－00－00 農業土木 「設備設計データブック」 昭和42年　 株式会社日立製作所

614－00－00 農業土木 「全国標準積算資料（グラウト・大孔径・アンカー・集水井）」（H14） （社）全国地質調査業協会連合会

614－00－00 農業土木 「全国標準積算資料（グラウト工事・大孔径工事・アンカー工事・集水井工事）」（H14） 平成14年3月 （社）全国地質調査業協会連合会

614－00－00 農業土木 「全国標準積算資料（土質調査・地質調査）」（H10） 平成13年1月 （社）全国地質調査業協会連合会

614－00－00 農業土木 「全国標準積算資料（土質調査・地質調査）」（H15） 平成15年9月 （社）全国地質調査業協会連合会

614－00－00 農業土木 「測量作業規程・運用基準」（H09） 平成9年11月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「測量作業規程・運用基準」（H14） 平成14年5月 （社）土地改良測量設計技術協会

614－00－00 農業土木 「ダム工事積算資料」 昭和63年4月 建設省

614－00－00 農業土木 「ダム設計基準　第2次改訂」（S53） 昭和53年8月 （社）日本大ダム会議

614－00－00 農業土木 「地域工学をめざして　＝農業土木学の課題＝」 昭和47年3月　 農業土木学将来計画検討委員会

614－00－00 農業土木 「地域水田農業ビジョンづくりと実践にむけたJAの取り組み」 平成15年11月　 全国農業協同組合中央会

614－00－00 農業土木
「地域に根づく”開発”とは：国際協力の現場から
＝日本の海外農業農村開発協力＝」地域環境工学シリーズ07

平成13年10月 農業土木学会

614－00－00 農業土木 「地学事典　付図付表」 平成9年2月 地学団体研究会

614－00－00 農業土木 「地学事典」 平成9年2月 地学団体研究会

614－00－00 農業土木 「地質調査の手引き」（H08） 平成9年3月　 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「調査積算システム　利用の手引」 平成12年5月 宮城県・（財）日本建設情報総合センター

614－00－00 農業土木 「低平地における排水計画の手法」 昭和55年9月　 農業土木学会東北支部

614－00－00 農業土木 「鉄管ハンドブック」 昭和38年4月　 久保田鉄工株式会社

614－00－00 農業土木 「電気設備計画技術マニュアル（高低圧編）」 昭和58年3月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「電気設備計画設計技術指針（高低圧編）」 平成2年3月　 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「土質工学ハンドブック」 昭和61年10月 （社）土質工学会

614－00－00 農業土木 「土地改良工事　積算マニュアル（土木工事）」（H16） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事　積算マニュアル（土木工事）」（H17） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事　施工単価算出マニュアル（土木工事）」（H15） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事積算参考資料（施設機械）」（H16） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事積算参考資料（施設機械）」（H17） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事積算参考資料（土木工事）」（H16） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事積算参考資料（土木工事）」（H17） （社）農業農村整備情報総合センター

614－00－00 農業土木 「土地改良工事の積算基準と積算実例」 昭和60年9月　 土地改良技術情報センター
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614－00－00 農業土木 「土地改良工事標準積算便覧」S58版 昭和58年4月　 土地改良積算研究会

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画作成便覧」（S47） 昭和47年11月 農林省農地局計画部技術課

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画作成便覧」（S60） 昭和60年10月 農林水産省構造改善局計画部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画指針　第9編擁壁」 平成5年5月　 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画指針　点滴かんがい」 昭和62年3月　 農林水産省構造改善局計画部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画指針　農村環境整備」（H02） 平成2年11月　 農林水産省構造改善局計画部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画指針　農村環境整備」（H09） 平成9年8月　 農林水産省構造改善局計画部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画指針　防風施設」 昭和62年9月　 農林水産省構造改善局計画部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画指針　ほ場整備（大区画水田）」 平成2年5月 農林水産省構造改善局建設部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　　設計・ダム 昭和56年4月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画　水質障害対策」 昭和55年8月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画　農地開発（開畑）」（S52） 昭和52年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画　農道」（S56） 昭和56年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画　畑地かんがい」（S57） 昭和57年8月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画　ほ場整備（水田）」（S52） 昭和52年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・暗きょ排水」 昭和54年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・カンガイ・水温水質」 昭和42年11月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・地スベリ防止事業」 昭和42年11月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・土層改良」 昭和59年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・農業用水（水田）」 平成5年5月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・農地開発（開畑）」 昭和52年1月　 農林省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・農地保全」 昭和54年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・農道　基準書・技術書」 平成10年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・農道」（H01） 平成1年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・農道」（S56） 昭和56年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・排水」 昭和53年9月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・排水・河口改良」 昭和42年11月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・畑地かんがい」 昭和57年8月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・ほ場整備（水田）」 昭和52年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・ほ場整備（水田）基準書・技術書」 平成12年1月　 農林水産省構造改善局計画部資源課

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　計画・ほ場整備（畑）」 昭和53年9月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計　水路工（その1）」（S61） 昭和61年5月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計　水路工（その2）パイプライン」（S52） 昭和52年10月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計　ダム」（S56） 昭和56年4月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計　頭首工」（S53） 昭和53年10月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計　農道（その1）舗装」（S52） 昭和52年10月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計　農道（その1）舗装」（S57） 昭和57年3月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計「水路工」基準書　技術書」 平成13年2月 農林水産省農村振興局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計「ダム」基準書　技術書［共通編］」 平成15年4月 農林水産省農村振興局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計「農道」基準書　技術書」 平成10年3月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・アースダム」 昭和31年4月　 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・コンクリートダム」 昭和40年10月　 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・水利アスファルト工（後編）」 昭和45年6月　 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・水利アスファルト工（前編）」 昭和42年2月　 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・水路工（その1）」 昭和61年5月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・水路工（その2）　パイプライン」 昭和63年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・水路トンネル」 平成4年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・ダム」 昭和56年4月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・頭首工」 昭和53年10月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・農道（その1）舗装」 昭和57年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・農道」 平成1年4月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・フィルダム」 昭和41年6月 農林省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　設計・ポンプ場」 昭和57年12月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第1部一般1編～6編」 昭和30年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第1部一般7編機械」 昭和31年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第1部一般8編～10編」 昭和30年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第2部計画1編～2編」 昭和29年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第2部計画3編～6編」 昭和31年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第2部計画7編～11編」 昭和30年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第12編農道（その1）舗装」（S48） 昭和48年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第14編水利アスファルト工（後編）」（S45） 昭和45年6月 農林省農地局
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614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第14編水利アスファルト工」（S42） 昭和42年2月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第1編フィルダム」 昭和41年6月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第2編コンクリートダム」（S40） 昭和40年10月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第3編頭首工」（S42） 昭和42年10月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第5編水路工（その1）」（S45） 昭和45年11月 農林省農地局

614－00－00 農業土木
「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第5編水路工（その3）
第6章トンネル」（S50）

昭和50年8月 農林省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計　第6編海面干拓」 昭和41年3月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計2編」 昭和27年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計5編」 昭和29年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準　第3部設計6編～11編」 昭和27年12月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準（土堰堤）」 昭和28年2月　 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準「頭首工」基準書　技術書」 平成7年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　暗きょ排水 昭和54年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　土層改良 昭和59年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　農地開発（開畑） 昭和52年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　農道 昭和56年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　農道 平成1年7月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　排水 昭和53年9月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」計画　ほ場整備（水田） 昭和52年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　水利アスファルト工 昭和42年2月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　水利アスファルト工（後編） 昭和45年6月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　水路工（その2）パイプライン 昭和52年10月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　農道 平成1年4月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　農道（その1）舗装 昭和48年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　農道（その1）舗装 昭和52年10月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　農道（その1）舗装 昭和57年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準」設計　フィルダム 昭和41年6月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準・計画「農道」基準書　技術書」 平成13年8月 農林水産省農村振興局計画部資源課監修

614－00－00 農業土木 「土地改良事業計画設計基準計画　水質障害対策」写 昭和55年8月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業設計基準」（S45） 昭和45年1月　 宮城県農政部耕地課

614－00－00 農業土木 「土地改良事業設計基準」（S54） 昭和54年3月　 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業設計指針「耐震設計」」（S59） 昭和59年3月 農林水産省構造改善局建設部

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計　解説編（その1）水路工・擁壁工」写 昭和54年4月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計　第4編パイプライン（解説書）」 昭和58年4月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第10編農地造成（解説書）」 平成1年1月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第11編ほ場整備」 平成3年3月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第13編水路付帯構造物」 平成1年1月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第2編鉄筋コンクリート用水路」 昭和61年5月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第3編トンネル（解説書）」 昭和57年11月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第5編鉄筋コンクリート二次製品水路」 昭和58年4月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第6編排水路（解説書）」 昭和61年5月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第7編農道」 平成3年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第8編橋梁（解説書）」 昭和58年12月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第9編擁壁」 平成5年5月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「土地改良事業標準設計第9編擁壁」 平成5年5月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「土地改良施設管理基準　（排水機場編）」 平成8年3月 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「土地改良施設管理基準（ダム編）」（H05） 平成5年10月 農林水産省構造改善局総務課施設管理室

614－00－00 農業土木 「土地改良等機械損料算定表」S56 昭和56年 農林水産省構造改善局建設部設計課施工企画調整室

614－00－00 農業土木 「日本建設機械要覧」（H07） 平成7年2月　 （社）日本建設機械化協会

614－00－00 農業土木 「日本建設機械要覧」（H16） 平成16年3月 （社）日本建設機械化協会

614－00－00 農業土木 「日本水処理生物学会誌｣別巻第26号 平成18年10月 日本水処理生物学会

614－00－00 農業土木 「農業集落排水事業ハンドブック」 平成2年1月 公共投資ジャーナル社

614－00－00 農業土木 「農業と環境の調和をめざして　＝欧米の農村環境整備＝」地域環境工学シリーズ06 平成13年7月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業と環境問題」 平成11年3月 農林水産省図書館,農林統計協会

614－00－00 農業土木 「農業土木　標準用語事典（改訂3版）」 昭和58年3月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木　標準用語辞典」（S49） 昭和49年6月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木　標準用語辞典」（S55） 昭和55年4月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木（下巻）」 昭和12年12月　 千種虎正著

614－00－00 農業土木 「農業土木学会誌総目次（第3集）」 昭和54年7月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木設計標準」（S16） 昭和16年8月　 宮城県
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614－00－00 農業土木 「農業土木設計標準」（S25） 昭和25年10月　 宮城県農地部耕地課

614－00－00 農業土木 「農業土木設計標準」（S28） 昭和28年10月　 宮城県農地部

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（H01） 平成1年7月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S07） 昭和07年12月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S17） 昭和17年9月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S19） 昭和19年5月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S23） 昭和23年9月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S32） 昭和32年6月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S37） 昭和37年8月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S39） 昭和39年3月　 （株）技報堂

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S44） 昭和44年5月　 丸善

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S49） 昭和49年3月　 農業土木学会,丸善

614－00－00 農業土木 「農業土木ハンドブック」（S54） 昭和54年4月　 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「農業土木歩掛表」（S28） 昭和28年1月　 仙台農地事務局建設部

614－00－00 農業土木 「農業農村整備事業等設計マニュアル（小規模水門扉編）」（H09） 平成10年3月　 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「農業用水管路　石綿セメント管設計の手引き（改訂版）」 石綿管協会

614－00－00 農業土木 「農業用水利施設小水力発電設備計画設計技術マニュアル」 平成7年12月 農林水産省構造改善局建設部設計課・水利課

614－00－00 農業土木
「農業用ダム機械設備計画設計技術資料（取水設備施工編）第2編
地山取付型（傾斜型）・直線多段式ローラゲート設計参考例・施工計画例」

平成4年3月　 東北農政局土地改良技術事務所

614－00－00 農業土木 「農道整備事業便覧」 昭和52年11月 農林水産省構造改善局開発課

614－00－00 農業土木 「農道整備マニュアル」 平成7年3月 宮城県農政部農村整備課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（機械経費）」（H16） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（機械経費）」（H17） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（機械経費）」（H18） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（機械経費）」（H19） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（機械経費）」（H21） 平成21年 農林水産省農村振興局整備部設計課監修

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（施設機械）」（H16） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（施設機械）」（H17） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（H16） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（H17） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（H18） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（H19） 平成19年 農林水産省農村振興局整備部設計課監修

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）」（H21） 平成21年 農林水産省農村振興局整備部設計課監修

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（土木工事）」（H16） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（土木工事）」（H17） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（土木工事）」（H18） 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（土木工事）」（H19） 平成19年 農林水産省農村振興局整備部設計課監修

614－00－00 農業土木 「農水省土地改良工事積算基準（土木工事）」（H21） 平成21年 農林水産省農村振興局整備部設計課監修

614－00－00 農業土木 「パイプライン　＝設計・施行・管理＝」 昭和63年2月 内藤克美編著

614－00－00 農業土木 「パイプラインの設計資料（設計基準の解説）」 昭和53年6月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木
「人と自然にやさしい地域マネージメント
＝地域環境管理工学＝」地域環境工学シリーズ03

平成9年3月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「人と自然の水環境をめざして　＝水環境工学＝」地域環境工学シリーズ02 平成14年5月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「標準工事歩掛要覧（土木編）」改訂13版 平成11年7月 （財）経済調査会

614－00－00 農業土木 「ポンプ計画技術マニュアル（増補改訂版）」（S52） 昭和52年3月 （社）農業土木機械化協会

614－00－00 農業土木 「ポンプ据付工事施工管理基準」（S55）写し 昭和55年5月　 農林水産省構造改善局

614－00－00 農業土木 「ポンプ設備計画便覧」（S38） 昭和38年10月　 （株）日立製作所

614－00－00 農業土木 「ポンプ設備計画便覧」第4版 （株）日立製作所

614－00－00 農業土木 「ポンプ設備便覧（本編）」 昭和49年8月 （株）荏原製作所

614－00－00 農業土木 「ポンプハンドブック」（S49） 昭和49年10月 吉田實発行

614－00－00 農業土木 「ポンプ便覧（農業・水道編）」（S39） 昭和39年8月　 荏原製作所

614－00－00 農業土木 「水管理制御方式技術指針（計画設計編）」（H06） 平成7年2月　 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「水管理制御方式技術指針（制御技術編）」（H04） 平成4年9月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「水管理制御方式技術指針（ダム・頭首工・用水路編）」（S57） 昭和57年4月 農林水産省構造改善局建設部設計課水利課

614－00－00 農業土木 「水管理制御方式技術指針（畑地かんがい編）」（S51） 昭和51年5月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「無塗装耐候性橋梁　計画・設計・施工の手引」（H04） 平成4年11月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－00－00 農業土木 「豊かで美しい地域環境をつくる　＝地域環境工学概論＝」地域環境工学シリーズ01 平成14年4月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「豊かな土づくりをめざして　＝環境土壌学＝」地域環境工学シリーズ05 平成10年12月 （社）農業土木学会

614－00－00 農業土木 「よりよき設計のために「頭首工の魚道」設計指針」 平成14年10月 農林水産省農村振興局整備部設計課監修

614－00－00 農業土木 「よりよき設計のポイント」（H09） 平成10年3月 構造改善局設計課施工企画調整室

614－00－00 農業土木 「路線測量設計業務の手引き」（H08） 平成9年3月　 宮城県農政部

614－00－00 農業土木 「わかりやすい　農地転用許可基準」 平成8年3月　 農林水産省構造改善局農政部
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614－00－00 農業土木 小冊子「最近におけるフィルダム設計上の問題点」 昭和46年10月 勝俣昇著

614－00－00 農業土木 小冊子「諸経費分離の設計書作成要領について」 昭和34年4月　 宮城県耕地課

614－00－00 農業土木 小冊子「第5章　グラウト工事」写

614－00－00 農業土木 小冊子「舗装工事の設計及び積算の手引き」（S57）写 昭和57年　 道路建設課

614－00－00 農業土木 図解農業土木 昭和34年12月25日 松田俊正

614－00－00 農業土木
農業土木古典選集　明治・大正期　第Ⅱ期　2巻　全国編2
水に関する学説・判例・実例、総覧

1992年9月25日 農業土木学会古典復刻委員会

614－00－00 農業土木 「農地・農村の整備　－環境保全への工学的展開－」 平成5年3月 高須俊行

614－00－00 農業土木 「各国における水利制度」 昭和37年9月 農林省農地局

614－00－00 農業土木 「施工管理の基礎　－施工管理シリ－ズ　1　－」 平成元年7月 農林水産省構造改善局設計課施工企画調整室

614－00－00 農業土木 「よりよき設計のために　頭首工の魚道　（設計指針）」 平成6年6月 農林水産省構造改善局設計課

614－00－00 農業土木 「土木用コンクリ－トブロック　見積書及原価計算書」 昭和43年8月 宮城県耕地課

614－00－00 農業土木 「用排水基準年の決定方法について（農地計画ノート　No．13）」 昭和52年3月 宮城県農政部農地計画課

614－00－00 農業土木 「調査・測量・設計　第3編」

614－00－00 農業土木 「農水省　土地改良工事積算基準　（調査・速聴・設計）　平成28年度 平成28年 農林水産省農村振興局整備部設計課

614－00－00 農業土木 「農業基盤整備事業等便覧　平成2年度」 平成2年11月 （社）農業土木機械化協会

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る01＝21世紀は水の世紀＝」 平成14年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る03＝世界的な水議論の場への日本・アジアからの発言＝」 平成15年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る04＝農村地域における物質循環の諸知見＝」 平成15年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る06＝農業水利の明日に向けて＝」 平成15年8月 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る07＝水利資産を次代に引継ぐ＝」 平成17年1月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る01＝21世紀は水の世紀＝」 平成14年3月　 中道宏発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る05＝土地と農村の共生とは何か＝」 平成15年3月　 中道宏発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る09＝モンスーンアジアの末端かんがい整備＝」 平成17年3月　 中道宏発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る10＝なぜ今「都市と農村の共生」なのか＝」 平成17年3月　 中道宏発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る11＝水利施設の機能評価＝」 平成18年3月　 森田昌史発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る12＝中国の農業水利＝」 平成19年3月　 森田昌史発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る13＝中国の村鎮建設＝」 平成19年3月　 森田昌史発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る14＝国土経営と地域資源の保全＝」 平成20年11月　 森田昌史発行

614－22－01 農業土木 「「水土の知」を語る15＝国土経営と地球温暖化対策＝」 平成21年3月　 森田昌史発行

614－22－01 農業土木 「『みやぎのＵＲ対策』に係る　農業農村整備事業地区一覧」21世紀農計レポートNo．4 平成13年12月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「1：25,000 都市圏活断層図Ⅱ仙台地区」 平成8年9月　 国土地理院

614－22－01 農業土木 「21世紀土地改良区創造運動事例集（第2集）」 平成14年9月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「21世紀の日本　地球・人・食料」 平成11年4月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「ＣoＭＰＵＴＥＲインフォメーション」No．3 昭和48年2月 宮城県農政部耕地課

614－22－01 農業土木 「ＣoＭＰＵＴＥＲインフォメーション」No．4 昭和48年9月 宮城県農政部耕地課

614－22－01 農業土木 「ＣoＭＰＵＴＥＲインフォメーション」No．5 昭和50年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－01 農業土木 「ＣoＭＰＵＴＥＲインフォメーション」No．6 昭和51年1月 宮城県農政部耕地課

614－22－01 農業土木 「ＭＡＣHＩS－Ｄ1説明書（水文統計システムーデータ処理）」 昭和50年3月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「新しい法律『食料・農業・農村基本法』日本・人・暮らし」 平成12年5月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「今農業・農村に新しい息吹を」 平成7年6月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「海外農業水利開発計画の手引き（アジア編）　第2部国別各論」 昭和50年8月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「海外農業水利開発計画の手引き（アジア編）」 昭和50年8月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「機能保全における性能設計入門」 平成20年2月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「耕作放棄水田の実態と対策」 平成5年9月 （社）農業土木事業協会

614－22－01 農業土木 「高生産性水田農業と基盤整備　＝その事例と展望＝」 平成13年10月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「住民参加による土地改良事業調査の進め方」農地計画ノート第15号 昭和53年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「食料・農業・農村基本計画の点検と展望」 平成13年4月 農林統計協会

614－22－01 農業土木 「新農業構造改善事業後期対策実務の手引き」 平成2年1月 全国農業構造改善協会

614－22－01 農業土木 「水田ものがたり　縄文時代から現代まで」 平成8年6月　 山崎不二夫

614－22－01 農業土木 「世界の灌漑と排水」 平成7年7月 家の光協会

614－22－01 農業土木 「素朴な用水論」 平成5年4月　 川尻裕一郎著

614－22－01 農業土木 「第2次土地改良区統合整備基本計画書」（H07） 平成7年7月 宮城県

614－22－01 農業土木 「第三次土地改良区統合整備基本計画書」 平成12年10月 宮城県

614－22－01 農業土木 「第3次土地改良区統合整備基本計画書」（H12） 平成12年10月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「第3次土地改良長期計画　日本農業の未来を拓く」 昭和59年2月 農林水産省構造改善局,全土地連

614－22－01 農業土木 「地域活性化のための土地改良への提言」 平成1年11月 全国農業土木技術連盟東北支部宮城県地方連盟

614－22－01 農業土木 「地域振興スタッフ会議資料＝登米地域の土地改良史＝」（H07） 平成8年2月 迫土地改良事務所

614－22－01 農業土木 「地球・人・食料　＝21世紀の日本、農業の果たす役割＝」 平成11年6月 農業農村整備広報会議

614－22－01 農業土木 「地籍測量」 昭和50年5月　 本田武夫著

614－22－01 農業土木 「統合整備　＝土地改良区統合整備の手引き＝」 平成4年5月 宮城県農政部耕地課,宮城県土地改良事業団体連合会
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614－22－01 農業土木 「統合整備の概要」水土里ネットしろいし 水土里ネットしろいし

614－22－01 農業土木 「東北の農業基盤整備事業の概要」S59 昭和59年5月 東北農政局建設部

614－22－01 農業土木 「土地改良」 昭和24年4月 溝口三郎著

614－22－01 農業土木 「土地改良事業実施状況調書　＝第一次調査（S40～S57）＝」 昭和58年2月 古川土地改良事務所

614－22－01 農業土木 「土地改良事業の現状と動向」 昭和50年11月　 つくし会

614－22－01 農業土木 「土地改良施設管理Q&A」 平成12年2月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「土地改良の全容　＝解説編＝（昭和61年度増補改訂版）」（S62） 昭和62年3月 農林水産省構造改善局建設部

614－22－01 農業土木 「土地改良の全容　解説と資料　昭和57年度増補改訂版」 昭和57年12月 農林水産省構造改善局建設部

614－22－01 農業土木 「土地改良の全容」（S51） 昭和51年10月　 農林水産省構造改善局設計課

614－22－01 農業土木 「土地改良の全容」（S57） 昭和57年12月　 農林水産省構造改善局

614－22－01 農業土木 「土地改良はやわかり集」（一問一答）第1分冊 昭和61年3月　 福島県農地林務部

614－22－01 農業土木 「土地改良はやわかり集」（一問一答）第2分冊 昭和62年3月　 福島県農地林務部

614－22－01 農業土木 「土地改良ひとすじ」 昭和52年6月　 安部義正著

614－22－01 農業土木 「日本の地下水」 昭和61年9月 農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会

614－22－01 農業土木 「農業基盤整備事業と地方財政」（H02） 平成2年12月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「農業水利構造に対する農地改革の影響に関する研究（1）」写 昭和31年3月　 東北大学経済学部　木下彰著

614－22－01 農業土木 「農業水利投資の費用と便益　＝猪苗代湖の事例分析＝」 昭和52年3月 慶野征じ著

614－22－01 農業土木 「農業水利と国土」 昭和62年11月 志村博康著

614－22－01 農業土木 「農業水利をめぐる今日的課題」 昭和60年9月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－01 農業土木 「農業施策の概要＝魅力あふれる宮城の農業＝」（H06） 平成6年4月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「農業土木工事図譜　第2集　フィルダム編」（S48） 昭和48年6月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「農業土木工事図譜　第3集　水路工編」 昭和59年12月　 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業公共工事コスト縮減行動計画の実績」 平成14年10月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H04） 平成4年4月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H05） 平成5年9月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H08） 平成8年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H09） 平成9年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H10） 平成10年　 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H11） 平成11年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H13） 平成13年6月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H14） 平成14年6月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H15） 平成15年7月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H18） 平成18年7月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業制度の概要」（H19） 平成19年7月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木
「農業農村整備事業の計画・設計・管理に関する技術の展開方向
＝かんがい排水審議会技術部会報告＝」

平成6年3月 農林水産省構造改善局事業計画部

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業の地方財政措置　質疑応答集」 平成5年7月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「農業農村整備事業の地方財政措置の手引き＝平成5年度の措置内容＝」 平成5年4月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 「農業農村整備に係る施策の概要」（H13） 平成13年6月 宮城県農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「農業農村整備に係る施策の概要」（H14） 平成14年5月 宮城県農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「農業農村整備の全容」（解説編）第5版（H05） 平成5年2月　 農林水産省構造改善局建設部監修

614－22－01 農業土木 「農業農村整備ビデオライブラリー」 平成13年7月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「農業用施設機械設備更新技術の手引き」 平成13年11月 （社）農業土木機械化協会

614－22－01 農業土木 「農業用施設機械設備等整備補修の手引き」 平成13年3月 農林水産省農村振興局設備部水理整備課施設管理室

614－22－01 農業土木 「農村地域の整備と水利」 昭和59年10月 中川稔編著

614－22－01 農業土木 「農村の活性化と広報活動」 平成4年8月　 全土連

614－22－01 農業土木 「農用地開発と地域振興　＝まちやむらの地域づくり＝」 昭和61年8月 阿部統,浅原辰夫著

614－22－01 農業土木 「農林建設情報」（H14．10．2～H16．3．25） （株）公共事業通信社

614－22－01 農業土木 「伸びゆく宮城の土地改良」（S51） 昭和51年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「伸びゆく宮城の土地改良」（S55） 昭和55年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「伸びゆく宮城の土地改良」（S59） 昭和59年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「複眼流の県土づくりを目指して」写 平成14年3月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「平成17年度　みやぎの農業農村整備」 平成17年7月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「補償コンサルタント要覧」（H19） 平成19年　 日本補償コンサルタント協会

614－22－01 農業土木 「水の分析　＝第4版＝」 平成12年4月 日本分析化学会北海道支部

614－22－01 農業土木 「宮城県産業経済行政施策の概要」（H13） 平成13年4月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「宮城県産業経済行政施策の概要」（H14） 平成14年4月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「宮城県産業経済行政施策の概要」（H18） 平成18年4月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「宮城県産業経済行政の記録」（H12） 平成13年3月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「宮城県農林水産行政施策の概要」（H19） 平成19年4月 宮城県農林水産部

614－22－01 農業土木 「宮城県の土地改良」（S37） 昭和37年1月　 農地林務部耕地課
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614－22－01 農業土木 「宮城県の農地の基盤整備状況　＝第2次土地利用基盤整備基本調査報告＝」 昭和61年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木
「みやぎのUR対策に係る農業農村整備事業地区一覧（H12までの中間まとめ）」
農計レポート4

平成13年12月 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「宮城の土地改良」 昭和55年9月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの土地改良」（H01） 平成1年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの土地改良」（H02） 平成2年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの土地改良」（H03） 平成3年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの土地改良」（S43） 昭和43年 宮城県

614－22－01 農業土木 「宮城の土地改良」（S55） 昭和55年9月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「宮城の土地改良」（S55）写し 昭和55年9月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの土地改良」（S62） 昭和62年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの土地改良」（S63） 昭和63年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H04） 平成4年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H05） 平成5年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H06） 平成6年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H07） 平成7年8月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H08） 平成8年7月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H09） 平成9年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H10） 平成10年9月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H11） 平成11年8月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H12） 平成12年6月　 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H13） 平成13年6月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H14） 平成14年6月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H15） 平成15年7月　 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H16） 平成16年 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H17） 平成17年7月　 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H18） 平成18年9月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H19） 平成19年8月　 農林水産部農村振興課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」（H20） 平成20年6月 宮城県農林水産部農村振興課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」H06 平成6年7月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「みやぎの農業農村整備」H07 平成7年8月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「宮城の農業農村整備長期計画　＝長期計画フレーム案＝」（H11） 平成11年3月　 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 「宮城の農村総合整備事業」（H03） 平成3年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「宮城の農村総合整備事業」（H08） 平成8年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「むらづくり推進課施策の概要」（H11） 平成11年 産業経済部むらづくり推進課

614－22－01 農業土木 「むらづくり推進課施策の概要」（H12） 平成12年 産業経済部むらづくり推進課

614－22－01 農業土木 「遊休・未利用農地に関する実態調査（実態確認調査）報告書」 平成8年2月 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「豊かで美しい国土・農村空間の創出　＝農業土木学の課題＝」 平成4年9月 （社）農業土木学会

614－22－01 農業土木 「和歌山の農業土木」2009第24号 平成21年3月 和歌山県農村振興技術連盟

614－22－01 農業土木 小冊子「『みやぎのＵＲ対策』に係る農業農村整備事業効果事例集」 平成13年12月　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 小冊子「建設工事関係質疑応答集」 昭和39年8月　 宮城県土木部

614－22－01 農業土木 小冊子「集落地域整備法と農業集落整備事業」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 小冊子「測量業実態調査」 昭和60年8月 （社）全国測量業団体連合会

614－22－01 農業土木 小冊子「農村活性化担当活動の記録」（H11） 平成12年1月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 小冊子「農村活性化担当活動の記録」（H12） 平成13年3月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 小冊子「農村活性化担当活動の記録」（H13） 平成14年3月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－01 農業土木 小冊子「宮城県土地改良長期計画　迫管内」（S63） 昭和63年9月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－01 農業土木 小冊子「宮城県農業構造政策推進指針　＝ふるさと農業の新展開＝」 昭和62年3月 宮城県農業構造政策推進会議

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎの快適農業農村づくり支援事業（みやぎ手づくりプラン）活動記録」（H11） 平成12年4月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎの快適農業農村づくり支援事業（みやぎ手づくりプラン）活動記録」（H12） 平成13年4月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎの農業施策ハンドブック」（H12） 平成12年 宮城県

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎの農業施策ハンドブック」（H13） 平成13年 宮城県

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎの農業農村整備事業実績概要」（H14） 平成14年　 宮城県産業経済部

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎの農業農村整備事業実績概要」（H18） 平成18年　 宮城県農林水産部

614－22－01 農業土木 小冊子「みやぎ未来「農業・農村」ビジョン　＝みやぎ田園新時代＝」 平成9年9月 宮城県

614－22－01 農業土木 小冊子「夢海廊　＝いしのまき圏域エリアガイドブック＝」 平成13年8月 宮城県石巻産業振興事務所

614－22－01 農業土木 博士論文「宮城県江合川水系における戦後の農業水利事業と農民推理組織」 平成19年　 岩手大学　郷古雅春

614－22－01 農業土木 パンフ「図表でみる農業農村整備　農業農村整備宣言・資料集」 農業農村整備研究会

614－22－01 農業土木 パンフ「農業基盤の整備」 昭和59年11月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－01 農業土木 パンフ「農業農村　きのうきょうあした」 宮城県農政部

614－22－01 農業土木
「土地利用（水田）計画と土地改良　－水田高度利用からみた土地改良事業－」
農地計画ノ－トNo．19

昭和55年1月 宮城県農政部農地計画課
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614－22－01 農業土木 「地形図作成事業の手引き（農地計画ノ－トNo．8） 昭和50年2月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「水田凡用化と土地改良　水田高度利用分級資料編｣ 昭和56年8月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「農業基盤整備事業要覧」 昭和62年 宮城県農政部

614－22－01 農業土木 「溜池台帳（改訂版）　宮城県農計資料第14号」 昭和50年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－01 農業土木 「県営ほ場整備事業地区担い手事例」 平成13年2月 宮城県迫産業振興事務所

614－22－02 農業土木 「安全管理の手引き」 平成9年3月 宮城県農政部農政企画課

614－22－02 農業土木 「異型消波ブロックの設計と施工」 昭和44年10月 山崎博,鳥居幸雄共著

614－22－02 農業土木 「営業線近接工事保安関係標準示方書（在来線）」 昭和54年5月 （社）日本鉄道施設協会

614－22－02 農業土木 「杭基礎の調査・設計から施工まで」 昭和58年2月　 （社）土質工学会

614－22－02 農業土木 「鋼管杭　＝その設計と施工＝」 平成10年9月 鋼管杭協会

614－22－02 農業土木 「工事監督必携」 平成12年3月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－02 農業土木 「鋼道路橋施工便覧」 昭和60年2月 （社）日本道路協会

614－22－02 農業土木 「コンクリート製品　設計・施工要覧　増補版1980」 昭和55年4月 全国コンクリート製品協会

614－22－02 農業土木 「コンクリートダムの設計法」 平成4年4月 飯田隆一著

614－22－02 農業土木 「最近の薬液注入工法4ＪSＰ工法試験工事」 昭和53年9月 総合土木研究所

614－22－02 農業土木 「最新の地盤注入工法」 昭和52年4月 島田俊介,兼松陽共著

614－22－02 農業土木 「シールドトンネルの設計施工指針（案）」 昭和52年12月 （社）日本鉄道施設協会

614－22－02 農業土木 「施設機械工事等施工管理基準」（H14） 平成14年9月 農林水産省農林振興局整備部設計課

614－22－02 農業土木 「自然環境を再生する緑の設計　＝斜面緑化の基礎とモデル設計＝」 平成5年11月 （社）農業土木事業協会

614－22－02 農業土木 「実用　水路ライニングの設計と施工」 昭和42年11月 柴田道生著

614－22－02 農業土木 「実用　土木工事の設計歩掛と見積」（S41） 昭和41年8月　 桜井盛男編著

614－22－02 農業土木 「実用　擁壁の設計と計算例　附・計算図表」 昭和48年7月　 高橋守一著

614－22－02 農業土木 「地盤改良工（案）（工法概要編）」 平成4年8月　 近畿農政局土地改良技術事務所

614－22－02 農業土木 「地盤と構造物　自然条件に適応した設計へのアプローチ」 昭和51年6月 池田俊雄

614－22－02 農業土木 「車両用防護柵標準仕様・同解説」 平成11年3月 （社）日本道路協会

614－22－02 農業土木 「推進工法」 昭和50年11月 成山元一,志田幸盛共著

614－22－02 農業土木 「推進工法の解析」 昭和53年9月 中部推進工事業協会南野輝久著

614－22－02 農業土木 「推進工法用技術用語集」2001 平成13年3月 （社）日本下水道管渠推進技術協会

614－22－02 農業土木 「すぐに現場で役立つ　山止め計画」 昭和52年1月 沖田幸作,福田禮一郎著

614－22－02 農業土木 「施工管理シリーズ1　施工管理の基礎」（H01） 平成1年7月　 農林水産省構造改善局設計課施工企画調整室

614－22－02 農業土木 「施工管理シリーズ2　土質工学の基礎編」（S60） 昭和60年2月 農林水産省構造改善局設計課施工企画調整室

614－22－02 農業土木 「セメント系固化材による　地盤改良マニュアル（第二版）」 平成6年8月 （社）セメント協会

614－22－02 農業土木 「測量作業規程・運用基準」 平成10年3月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－02 農業土木 「測量作業マニュアル」 平成10年12月 （社）土地改良測量設計技術協会

614－22－02 農業土木 「対数計算の解き方」 昭和40年5月 中野重雄著

614－22－02 農業土木 「たて込み簡易土留＝積算マニュアル＝」（H1） 平成1年4月 たて込み簡易土留協会

614－22－02 農業土木 「ダム・トンネルの調査設計と耐震設計（設計指針）1S59総研研究会テキスト」 昭和59年4月 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－02 農業土木 「ダム・トンネルの調査設計と耐震設計（設計指針）2S59総研研究会テキスト」 昭和59年4月 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－02 農業土木 「ダムの設計洪水比流量　＝クリーガー型近似式の事実検証＝」 平成16年9月 中島哲生著

614－22－02 農業土木 「低振動・低騒音杭工法の施工法と支持力に関するシンポジウム発表論文集」 昭和57年7月 （社）土質工学会

614－22－02 農業土木 「電気設備標準機器仕様書」 平成14年3月 農林水産省農林振興局整備部設計課

614－22－02 農業土木 「道路橋支承便覧」 平成3年7月 （社）日本道路協会

614－22－02 農業土木 「都市土木工事における補助工法」 昭和51年3月 ライト工業株式会社

614－22－02 農業土木 「土地改良工事の仮設計画実例集」写し （社）土地改良技術情報センター

614－22－02 農業土木 「土地改良事業における新しい工法概要」（S59） 昭和59年3月 農林水産省構造改善局設計課

614－22－02 農業土木 「土木工事共通仕様書・施設機械工事等共通仕様書」 平成15年5月 農林水産省農林振興局整備部設計課

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準」（H02） 平成2年11月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準」（H07） 平成7年8月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準」（H11） 平成11年11月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準」（S49） 昭和49年4月 農林省構造改善局

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準」（S52） 昭和52年4月　 農林省構造改善局

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準」（S55） 昭和55年4月 農林水産省構造改善局

614－22－02 農業土木 「土木工事施行管理基準」（S60） 昭和60年3月 農林水産省構造改善局

614－22－02 農業土木 「土木工事施工管理基準の手引」 平成14年3月 農林水産省農林振興局整備部設計課

614－22－02 農業土木 「土木施工管理関係書類」 昭和49年　 東北農政局

614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術研修テキスト　＝現場における施工管理試験法＝」（S49） 昭和49年8月 東北農政局仙台施工調査事務所

614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術研修テキスト　＝施工計画と工程管理＝」 昭和48年4月　 土木施工管理技術研究会

614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術研修テキスト　＝データの数量化とその解説＝」（S49） 昭和49年7月 東北農政局仙台施工調査事務所

614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術研修テキスト　＝品質管理＝」 昭和48年4月　 土木施工管理技術研究会

614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術研修テキスト　＝法規と安全管理＝」 昭和48年4月　 土木施工管理技術研究会

614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術検定1級試験問題解説集」 昭和44年6月　 土木施工管理技術研究会
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614－22－02 農業土木 「土木施工管理技術テキスト　＝施工管理編（改訂第3版）＝」 平成8年2月　 土木施工管理技術研究会

614－22－02 農業土木 「農業土木建設資材解説書」 昭和55年5月　 （財）建設物価調査会

614－22－02 農業土木 「農業土木工事施工管理基準（資料）」 昭和49年8月 宮城県農政部

614－22－02 農業土木 「のり面保護工　＝設計・施行の手引き＝」 平成3年4月 （社）農業土木事業協会

614－22－02 農業土木 「ヒューム管設計施工要覧」 平成12年5月 全国ヒューム管協会

614－22－02 農業土木 「北越ヒューム管カタログ集（河川編）」 （株）ホクエツ

614－22－02 農業土木 「北越ヒューム管カタログ集（下水道編）」 （株）ホクエツ

614－22－02 農業土木 「北越ヒューム管カタログ集（道路・街路編）」 （株）ホクエツ

614－22－02 農業土木 「北越ヒューム管カタログ集（道路側溝）」 （株）ホクエツ

614－22－02 農業土木 「北越ヒューム管カタログ集（農業土木編）」 （株）ホクエツ

614－22－02 農業土木 「有機質系吹付岩盤緑化工法技術資料」 昭和59年4月 日本岩盤緑化工協会

614－22－02 農業土木 「よりよき工事施行のために　会計検査特集（H7改訂版）」 平成7年4月 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－02 農業土木 「ラーメンの解法と設計例」 昭和52年1月 幕田貞夫著

614－22－02 農業土木 「わかりやすい品質管理」 昭和52年2月 稲本稔著

614－22－02 農業土木 暗渠排水　Q&A・施工事例 昭和63年12月 全国土地改良総合整備事業制度研究会

614－22－02 農業土木 小冊子「アースダム安定計算例」 昭和29年8月　 仙台農地事務局建設部

614－22－02 農業土木 小冊子「青森県上北郡横濱村ダム計画地点の地質調査報告書」写 昭和28年3月　 東北大学助教授　小貫義男著

614－22－02 農業土木 小冊子「大和田川試験堤防について（中間発表）」 昭和41年10月 宮城県石巻土地改良事務所　伊藤英雄・松浦洋一

614－22－02 農業土木 小冊子「各種土木用重機械類の作業量の算定について」 昭和33年1月　 仙台農地事務局機械課

614－22－02 農業土木 小冊子「沈砂池の設計」 昭和28年2月　 農林省農地局建設部設計課　中谷強著

614－22－02 農業土木 小冊子「静水池の設計」 農林省農地局設計課

614－22－02 農業土木 小冊子「トンネル内メタンガス排除の一実例」 昭和55年10月　 東北農政局最上川中流農業水利事業所

614－22－02 農業土木 小冊子「農業農村整備事業公共工事コスト縮減行動計画の実績」 平成12年7月 宮城県産業経済部

614－22－02 農業土木 小冊子「暗キョ排水の計画、施工、管理についての報告」写 昭和48年8月　 農業土木学会

614－22－02 農業土木 パイプライン　－設計、施工、管理ー 昭和63年2月18日 内藤克美

614－22－02 農業土木 「「農村総合整備計画」策定のための住民アンケート調査報告書」 平成6年3月 米山町

614－22－02 農業土木 「阿武隈地域主要水系利水現況図　＝阿武隈川・名取川＝」 昭和51年3月　 国土庁土地局

614－22－02 農業土木 「小田ダム湖本設計会議資料」（平成6年） 平成6年11月 宮城県

614－22－02 農業土木 「平成6年度　小田ダム基本設計会議（本体実施設計）資料」 平成6年 宮城県

614－22－03 農業土木 「新しい農村計画」81 平成7年1月 （財）農村開発企画委員会

614－22－03 農業土木 「荒川流域排水機能調査報告書」農計資料49号 昭和61年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「石越北部地区・中田地区　土壌調査成績書」 昭和40年5月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「金ヶ瀬地区スーパー農場モデル計画検討業務報告書」 平成4年3月　 東北農政局

614－22－03 農業土木 「蕪栗沼の遊水池について」旧迫川地区土地改良事業計画資料 昭和38年10月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「上川原地区土地改良事業変更計画概要書　他関係資料」 宮城県

614－22－03 農業土木 「北上川農業水利実態調査　嘉右エ門堀地区」 昭和30年　 宮城県農林部耕地課

614－22－03 農業土木 「旧迫川土地改良事業の進展」 昭和38年6月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「栗駒地区土地改良事業変更計画書（県営ほ場整備事業）」（S51） 昭和51年 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営石越南部地区土地改良事業計画書（かんがい排水事業）」 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営石越南部地区土地改良事業計画書（湛水防除事業）」 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営鹿島堰地区事業計画書」（S42） 昭和42年 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営かんがい排水事業　迫川上流地区全体実施設計書（計画基礎資料）」第2分冊 昭和59年3月 東北農政局,宮城県

614－22－03 農業土木 「県営かんぱい事業概要書」（S38） 昭和38年 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営七郷地区事業計画書」（S46） 昭和46年　 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営中津山土地改良事業計画書（一般県営かんがい排水）」 宮城県

614－22－03 農業土木 「県営野蒜地区土地改良事業計画書（湛水防除）」（S48） 昭和48年 宮城県

614－22－03 農業土木 「建築用遮音材料」 昭和49年9月　 久我新一著

614－22－03 農業土木
「広域農業開発基本調査
＝宮城県北部地域における河川流域別農業の現状と動向＝」

昭和63年3月 東北農政局北上地域総合開発調査事務所

614－22－03 農業土木
「広域農業開発基本調査
宮城北部地域開発方向調査報告書（定川・出来川沿岸地域）」

平成1年3月 東北農政局北上地域総合開発調査事務所

614－22－03 農業土木 「国営土地改良事業　鳴瀬川地区農業構造調査報告書（要約版）」 昭和61年7月 東北農政局,宮城県,推進協議会

614－22－03 農業土木 「国営附帯かんがい排水事業　旧迫川地区全体実施設計書（1）」 昭和44年3月 宮城県

614－22－03 農業土木
「国営付帯県営かんがい排水事業
迫川上流2期地区全体実施設計書（計画基礎資料）」第2分冊

昭和61年3月 宮城県,東北農政局

614－22－03 農業土木 「国営附帯定川沿岸排水改良事業変更計画書」（S39） 昭和39年 宮城県

614－22－03 農業土木 「国土と農村の計画　＝その史的展開＝」 平成7年1月 谷野陽著

614－22－03 農業土木 「小流域における流出解析プログラム説明書」農地計画ノートNo．12 昭和51年7月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「山村振興県調査報告書　宮城県柴田郡川崎町（旧川崎町・旧富岡村）」（S47） 昭和47年7月 宮城県

614－22－03 農業土木 「三本木外二ヶ村小規模灌漑排水事業計画概要書」

614－22－03 農業土木 「事業計画管理地区調査（営農計画管理調査）報告書　最上川下流沿岸地区」 平成18年3月　 東北農政局農村計画部資源課

614－22－03 農業土木 「志津川町入谷地区における畑総事業と営農設計」（S46） 昭和46年 本吉農業改良普及所
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614－22－03 農業土木 「地盤調査法」 平成13年9月 （社）地盤工学会

614－22－03 農業土木
「昭和45年度大規模ほ場整備事業調査計画
経済立地・営農調査書（中津山地区）」（S45）

昭和45年 宮城県

614－22－03 農業土木
「昭和54年度新規採択希望　都道府県営ほ場整備事業計画概要書
宮城県宮野地区」（S54）

昭和54年1月 東北農政局

614－22－03 農業土木 「昭和55年度着工　県営公害防除特別土地改良事業　二迫川地区全体実施設計書」 昭和55年7月 東北農政局（宮城県）

614－22－03 農業土木 「代掻期における適正純用水量の算定方法」写 農業土木試験場報告第2号　中島保治著

614－22－03 農業土木 「水田用水量とその水源　旧迫川地区」 昭和38年9月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「水理モデルシミュレーション手法　＝新たな広域水管理をめざして＝」 平成5年10月 白石英彦,中道宏編著

614－22－03 農業土木 「測量設計実用表」（後編） 昭和03年3月　 葛山鉄造,仲野雄介共著

614－22－03 農業土木 「測量設計実用表」（前編） 昭和02年5月 仲野雄介著

614－22－03 農業土木 「大規模水田農業確立推進事業の実施例」農計資料第76号 平成5年12月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「大規模水田農業確立推進事業の実施例」農計資料第78号 平成6年12月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「大規模水田農業確立推進事業の実施例」農計資料第81号 平成7年12月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「ダム基礎地質調査基準」（S51） 昭和51年3月 （社）日本大ダム会議

614－22－03 農業土木 「地域活性化シリーズ8地域活性化と計画」 平成6年11月 河村能夫,星野敏,目瀬守男著

614－22－03 農業土木 「低平地流出解析　混成特性曲線法による例解」農地計画ノート5号 昭和49年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「頭首工の設計」演習書シリーズNo．1 昭和57年10月　 （社）農業土木学会

614－22－03 農業土木 「土地改良（定川農業水利）事業計画書」 昭和26年　

614－22－03 農業土木 「土地改良5カ年計画」 昭和59年2月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「土地改良技術者のための　土地改良工事と土質調査」（未定稿）写 昭和62年7月　 迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「土地改良区運営実態調査等報告書（H16・17）」農計資料第102号 平成18年2月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－03 農業土木 「土地改良区活性化基本構想（石越町土地改良区）」 平成4年3月　 石越町土地改良区

614－22－03 農業土木 「土地改良区活性化基本構想（亘理土地改良区）」 平成4年3月　 亘理土地改良区

614－22－03 農業土木 「土地改良計画作成関係資料」写し 構造改善局計画部事業計画課

614－22－03 農業土木 「土地改良事業計画概要書・計画書様式（通達）」 昭和43年1月　 宮城県

614－22－03 農業土木 「土地改良事業計画概要書・計画書様式」（S55） 昭和55年8月 宮城県耕地課

614－22－03 農業土木 「土地改良事業変更計画書　県営ほ場整備事業柴田地区」 宮城県

614－22－03 農業土木 「土地改良総合計画調査報告」 昭和42年1月　 農林省農地局畜産局

614－22－03 農業土木 「土地改良総合計画補足調査（集計表）」 昭和44年4月　 宮城県

614－22－03 農業土木 「利根川水系における水収支」 昭和39年9月　 科学技術庁資源局

614－22－03 農業土木 「中田地区、取水計画に関する水理学的考察」 昭和41年11月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「中田地区の土地改良」中田地区調査報告書　第一報」 昭和40年1月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「中津山地区用排水改良事業変更計画書（その1）」（S41） 昭和41年 宮城県

614－22－03 農業土木 「夏川地区全体変更実施設計書」 昭和39年　 宮城県

614－22－03 農業土木 「農業構造改善事業計画認定の概要」 平成9年1月 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－03 農業土木 「農業土木技術者のための水質入門」 昭和61年12月　 （社）農業土木学会

614－22－03 農業土木 「農村計画学」 平成15年5月 （社）農業土木学会

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業計画基礎資料（迫地区）」（S52） 昭和53年3月 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業実施計画基礎資料（豊里地区）」（S59） 昭和60年3月 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業実施計画書（東和地区）」（H03） 平成3年 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業実施計画書（登米地区）」（H02） 平成2年 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業実施計画書（豊里地区）」（S59） 昭和59年 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業実施計画書（迫地区）」（S52） 昭和52年 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村総合整備モデル事業実施計画書基礎資料（登米地区）」（H02） 平成3年3月 宮城県

614－22－03 農業土木 「農村地域における整備技術調査　平成2年度報告書」 平成3年3月 十文字地区農業集落計画,全土連

614－22－03 農業土木 「農地計画実務必携」（S49） 昭和49年1月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「農地計画実務必携」（S60）農計資料45号 昭和60年1月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「農地計画実務必携」農計資料45号 昭和60年1月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「農用地開発事業調査計画の手引き」農計資料第28号 昭和54年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「排水を主体とした土地改良受益負担方式」 昭和38年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「迫川中下流地域　広域農業開発基本調査平成元年度結果（現況編）」 平成2年6月 東北農政局北上土地改良調査管理事務所

614－22－03 農業土木 「迫川の治水と下流低湿地帯における排水障害問題（Ⅱ）」

614－22－03 農業土木
「平成3年度　農業集落排水整備検討調査報告書
農業集落排水施設の維持管理計画Q&A」

平成4年3月
農林水産省構造改善局事業計画課
（社）日本農業集落排水協会

614－22－03 農業土木 「補助土地改良事業等調査計画関係執務資料」 平成9年12月　 農林水産省構造改善局計画部

614－22－03 農業土木 「真坂東部地区土地改良事業計画書（県営圃場整備事業）」（S56） 昭和56年 宮城県

614－22－03 農業土木 「みやぎ型手づくり農業農村支援事業」 平成11年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「宮城県営農基本計画指標（第5版）」 平成13年3月 宮城県産業経済部

614－22－03 農業土木 「宮城県河南地区における土地改良調査報告書」（S44） 昭和44年3月 （社）全国農業構造改善協会

614－22－03 農業土木 「宮城県土地改良長期計画　＝資料編＝」（S62） 昭和62年1月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「みやぎ農業農村整備基本計画（改訂版）」（H18） 平成18年4月　 宮城県産業経済部
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614－22－03 農業土木 「みやぎ農業農村整備基本計画」（H14） 平成14年4月　 宮城県産業経済部

614－22－03 農業土木 「むつ・北上地域及び秋田湾地域主要水系利水現況図1」 昭和49年　 経済企画庁総合開発局

614－22－03 農業土木 「用排水基準年の決定方法について」　農地計画ノートNo.13 昭和52年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「吉田川総合開発事業計画書　宮床ダム」（S52） 昭和52年10月　 宮城県

614－22－03 農業土木 伊豆沼水位 昭和51年

614－22－03 農業土木 伊豆沼水量使用測定表（S5～H2） 平成2年 登米郡迫町新田穴山土地改良区

614－22－03 農業土木 環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針 平成18年3月 食料・農業・農村政策審議会,農村振興分科会　他

614－22－03 農業土木 小冊子「H6　農業用水渇水状況調査　位置図（重点施設）」 平成6年 宮城県

614－22－03 農業土木 小冊子「H6　農業用水渇水状況調査　位置図（その他施設）」 平成6年 宮城県

614－22－03 農業土木 小冊子「江合川地区　国営土地改良事業計画のあらまし」 平成1年8月 江合川地区国営土地改良事業推進協議会

614－22－03 農業土木 小冊子「河川流量測定要領」 昭和37年10月　 宮城県土木部河川課

614－22－03 農業土木 小冊子「機械施工計画」 農林省農地局設計課

614－22－03 農業土木 小冊子「広域農業開発基本調査　阿武隈・八溝地域の概要」 昭和44年11月 関東農政局,東北農政局

614－22－03 農業土木 小冊子「住民参加による土地改良事業調査計画の進め方」 昭和53年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 小冊子「農業農村整備事業管理計画書（登米町）」（H12）写し 平成12年4月 登米町

614－22－03 農業土木 小冊子「迫川河水統制計画概要」 昭和24年4月　 宮城県土木部河港課

614－22－03 農業土木 小冊子「水環境整備計画書平筒沼地区」（H09）写し 平成9年 東北農政局

614－22－03 農業土木 昭和59年度新規採択希望　淡水防除事業計画概要書　有賀地区 昭和58年 宮城県,東北農政局

614－22－03 農業土木 昭和62年度夏川地区（計画）雑委1号　排水機能調査業務報告書 昭和63年3月 三祐コンサルタンツ

614－22－03 農業土木 田の灌漑排水に関する状況調査 昭和42年9月 農商務省農務局

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「江合川鳴子貯水池計画概要」（S27） 昭和27年10月 東北地方建設局鳴子工事事務所

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「江合川鳴子貯水池計画概要」（S29） 昭和29年3月　 東北地方建設局鳴子工事事務所

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「江合川鳴子貯水池計画概要附図」 昭和27年10月 東北地方建設局江合上流工事事務所

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「江合川流域灌漑調査」 昭和27年2月　 江合川調査出張所

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「計画洪水波の算定」 東北地方建設局鳴子工事事務所

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「洪水流量計算例」 宮城県耕地課

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「田尻川の改修計画書」 宮城県

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「土地改良事業調査基準」 宮城県

614－22－03 農業土木 鳴子ダム「鳴子ダムかんがい用水使用計画書」 昭和31年7月　 宮城県

614－22－03 農業土木 平成2年度　江合川地区排水計画策定業務報告書 平成2年 東北農政局　事業計画課

614－22－03 農業土木 平成3年度　迫川中下流地域排水計画検討業務報告書 平成4年3月 東北農政局北上土地改良調査管理事務所

614－22－03 農業土木 「地形図作成事業の手引き　（農地計画ノ－トNo．8）」 昭和50年2月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木
「県営ほ場整備事業地区諸元（昭和50～54年度新規採択10地区）
農地計画ノ－トNo．18」

昭和54年10月 宮城県農政部農地計画課

614－22－03 農業土木 「宮城県亘理県営かんがい排水事業　概要図」 昭和45年1月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－03 農業土木 「県営七郷地区土地改良事業計画書　（ほ場整備事業）｣ 宮城県

614－22－03 農業土木 「農業用地下水調査　開発調査　宮城北部地区　水利地質図」 昭和53年3月 東北農政局計画部

614－22－03 農業土木 「中国陝西省安寒県山間地区　農業総合開発計画調査　主報告書」 平成11年3月 農用地整備公団

614－22－03 農業土木 「平成4年度　業務参考資料」 平成4年6月 構造改善局事業計画課

614－22－04 農業土木 「のり面保護工　＝設計・施工の手引＝」 平成2年9月　 （社）農業土木事業協会

614－22－04 農業土木 FIELD　IRRIGATION　HAND　BooK 昭和53年10月15日 猿渡良一

614－22－04 農業土木 中田沼開墾事業報告書 明治45年5月3日 宮城県登米郡

614－22－04 農業土木 畑地かんがい 昭和44年3月15日 山崎不二夫,長谷川新一

614－22－04 農業土木 畑地かんがいの計画と設計 1963年2月28日 大島一志

614－22－04 農業土木 「品井沼干拓地　築堤工事等写真集」

614－22－04 農業土木 「品井沼干拓の概要」 昭和33年10月 宮城県志田郡鹿島台町

614－22－04 農業土木 「手樽湾の干拓」 昭和47年11月　 手樽土地改良区

614－22－05 農業土木 広渕沼干拓50年のあゆみ・広渕沼沿革史 昭和52年8月20日 広渕沼土地改良区

614－22－05 農業土木 「ＭＡNNＩNＧ流速公式の数表と水路の水理計算法」（S41） 昭和41年11月 川上謙太郎著

614－22－05 農業土木 「ＭＡNNＩNＧ流速公式の数表と水路の水理計算法」（S44） 昭和44年3月　 川上謙太郎著

614－22－05 農業土木 「ウエルポイント工法参考」写 昭和40年　 菊池亨氏編集

614－22－06 農業土木 「渦巻ポンプ」 大正13年5月　 宮城音五郎著

614－22－06 農業土木 「海外農業水利開発計画の手引き＝アジア編＝第2部国別各論」 昭和50年8月 （社）農業土木学会

614－22－06 農業土木 「開渠・暗渠及び河川の流量断面算定例解」 昭和31年2月　 原澳造著

614－22－06 農業土木 「河川協議資料の管理」 平成6年3月 東北農政局計画部・建設部,土地改良技術事務所

614－22－06 農業土木 「川本ポンプ」 昭和54年4月 （株）川本製作所

614－22－06 農業土木 「灌漑・排水」 昭和39年12月 狩野徳太郎著

614－22－06 農業土木 「灌漑排水」 昭和24年3月　 溝口三郎著

614－22－06 農業土木 「灌漑排水」 昭和24年3月　 溝口三郎著

614－22－06 農業土木 「かんがい排水事業の概要」（H15） 平成15年 かんがい排水事業研究会

614－22－06 農業土木 「灌漑分水論」 昭和37年2月　 福田仁志著
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614－22－06 農業土木 「岩洞ダムの生い立ち」 平成15年1月 中島哲生著

614－22－06 農業土木 「栗駒ダム工事概要」 昭和37年10月 宮城県農地林務部耕地課

614－22－06 農業土木 「建設工事と地下水」 昭和55年10月 土質工学会

614－22－06 農業土木 「現代農業水利と水資源」 昭和52年11月　 志村博康著

614－22－06 農業土木 「国営かんがい排水事業要覧」（S46） 昭和47年8月 農林省農地局かんがい排水課

614－22－06 農業土木 「事業完了の記録　県営かんがい排水事業「田尻川地区」」 平成7年11月 宮城県,江合川沿岸土地改良区

614－22－06 農業土木 「実際に役立つ水理計算例」（S46） 昭和46年7月 土木施工設計計算例委員会

614－22－06 農業土木 「実際に役立つ土木構造物の設計計算例」（S45） 昭和45年3月 土木施工設計計算例委員会

614－22－06 農業土木 「実際に役立つ土木構造物の設計計算例」（S47） 昭和47年5月　 土木施工設計計算例委員会

614－22－06 農業土木 「水門鉄管技術基準」 昭和56年11月 （社）水門鉄管協会

614－22－06 農業土木 「水理」 昭和51年10月 近畿高校土木会

614－22－06 農業土木 「水理公式簡易計算法」 昭和24年1月　 千種虎正著

614－22－06 農業土木 「水理公式集（昭和38年増補改訂版）」 昭和39年10月　 （社）土木学会

614－22－06 農業土木 「水理公式集」（S47） 昭和47年2月　 （社）土木学会

614－22－06 農業土木 「水利システムと水管理」 昭和62年11月 鈴木光剛著

614－22－06 農業土木 「水利施設工学Ⅰ基礎」 昭和41年1月　 沢田敏男,角屋睦,近森邦英,浅井喜代治,長谷川高司

614－22－06 農業土木 「水利施設工学Ⅱ各論」 昭和47年1月　 沢田敏男,酒井信一,太田頼敏,鳥山司

614－22－06 農業土木 「水利秩序論」 昭和58年7月　 中川稔著

614－22－06 農業土木 「水理と堰堤」 昭和31年7月　 良本正勝著

614－22－06 農業土木 「水利の開発と調整（下巻）」 昭和55年5月　 新沢嘉芽統著

614－22－06 農業土木 「水利の開発と調整（上巻）」 昭和55年7月 新沢嘉芽統著

614－22－06 農業土木 「設計の手引　頭首工」 昭和36年　 野知浩之著

614－22－06 農業土木 「玉山ダム工事写真集」 昭和31年

614－22－06 農業土木 「ダム建設工事における濁水処理」 平成12年7月 （財）日本ダム協会

614－22－06 農業土木 「多目的ダムの建設　第1巻　計画・行政編」 平成3年12月　 （財）ダム技術センター

614－22－06 農業土木 「多目的ダムの建設　第2巻　調査編」 平成3年12月　 （財）ダム技術センター

614－22－06 農業土木 「多目的ダムの建設　第5巻　施工編」 平成3年12月　 （財）ダム技術センター

614－22－06 農業土木 「土地改良事業のための　河川関係工作物設計の手引き」（S52） 昭和54年1月　 農業土木技術研究会

614－22－06 農業土木 「土地改良事業のための　河川協議の実務」1984版 昭和60年2月 農業水利研究会編

614－22－06 農業土木 「土地改良事業のための　河川協議の手引」 昭和53年3月 農林省構造改善局企画調整室監修

614－22－06 農業土木 「農業水文学」水文学講座12 昭和48年4月　 金子良著

614－22－06 農業土木 「農業水利演習1農業水文」 昭和56年10月 石橋豊著

614－22－06 農業土木 「農業水利演習4農地排水」 昭和56年9月 石橋豊著

614－22－06 農業土木 「農業水利学講義」耕地整理研究会会報第54号付録 大正10年9月　 耕地整理研究会

614－22－06 農業土木 「農業農村整備事業のための　河川協議の実務」（H04） 平成4年11月 農業水利研究会

614－22－06 農業土木 「農業農村整備事業のための　河川協議の実務」1992版 平成4年11月 農業水利研究会編

614－22－06 農業土木 「樋管樋門の設計要領」 東北地方建設局より菊池亨氏に提供されたもの

614－22－06 農業土木 「ヒューム管設計施工資料」 昭和40年　 中川ヒューム管工業株式会社

614－22－06 農業土木 旧迫川水理調書 昭和35年12月 宮城県

614－22－06 農業土木 小冊子「地下水資源の利用」 落合敏郎著

614－22－06 農業土木 小冊子「地下水のシステム・シミュレーションと適正化に関する研究」 農業土木試験場　農博　落合敏郎著

614－22－06 農業土木 小冊子「都道府県営かんがい排水事業における水管理改良施設について」 昭和48年6月 宮城県農政部耕地課

614－22－06 農業土木 小冊子「農業用水合理化対策事業の実施について」 昭和48年6月 宮城県農政部耕地課

614－22－06 農業土木 農業用水量データブック 1982年3月 農林水産技術会議事務局

614－22－06 農業土木 明治年間灌漑排水事業資料 昭和4年2月 農林省農務局

614－22－06 農業土木 理論応用　かんがい排水 昭和53年4月20日 五十崎恒・丸山利輔

614－22－06 農業土木 「’97宮城のほ場整備100」 平成9年11月 宮城県農政部農地計画課

614－22－06 農業土木 「暗渠排水の計画、施工、管理について　　農地計画ノ－トNo．7」 昭和50年1月 宮城県農政部農地計画課

614－22－06 農業土木 「水と日本農業」 昭和54年3月 緒形博之

614－22－06 農業土木 「水資源利用と中間貯留」 昭和59年8月 緒形博之

614－22－06 農業土木 「日本農業と水利用」 昭和35年11月 農林省農地課

614－22－06 農業土木 「日本の農業用水」 昭和55年9月 （株）地球社

614－22－06 農業土木 「現代水利論」 平成57年6月 志村博康

614－22－06 農業土木 「農業農村整備事業のための　河川協議の実務」　（平成4年） 平成4年11月 農業水利研究会

614－22－07 農業土木 「’97宮城のほ場整備100」 平成9年11月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「「ほ場整備事業コスト縮減」関係資料集」21世紀農計レポートNo．2 平成13年10月　 宮城県農村基盤計画課・農地整備課

614－22－07 農業土木 「21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業　完工記念誌」 平成15年10月　 宮城県産業経済部

614－22－07 農業土木 「暗渠排水の計画、施工、管理について」農地計画ノート7 昭和50年1月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「暗渠排水の設計と施工」 昭和57年3月 （社）畑地農業振興会

614－22－07 農業土木 「開拓事業実績の要約」 昭和37年3月 宮城県

614－22－07 農業土木 「開拓地営農実績調査」 昭和37年2月 宮城県農地開拓課
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614－22－07 農業土木 「換地関係諸法令集」 東海農用地等集団化協議会

614－22－07 農業土木 「換地関係用語の解説」 平成4年9月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－07 農業土木 「県営圃場整備事業工種別整備状況および事業費調書」農地計画ノート4 昭和49年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「県営ほ場整備事業計画の手引き」農計資料第29号 昭和54年10月 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「県営ほ場整備事業地区諸元（S60～H1新規採択24地区）」 平成2年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木
「県営ほ場整備事業地区諸元（昭和50年～54年度新規採択10地区）」
農地計画ノートNo．18

昭和54年10月 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木
「県営ほ場整備事業地区諸元（昭和50年～59年度新規採択25地区）」
農計資料」第42号

昭和59年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「高水準圃場への検討課題　（大区画ほ場整備をすすめるために）」 昭和63年3月 秋田県農政部高水準圃場整備研究会

614－22－07 農業土木 「高生産性水田農業と基盤整備　＝その事例と展望＝」 平成13年10月 （社）農業土木学会

614－22－07 農業土木 「耕地整理　自問自答」写 明治42年2月 山形県技師恒田嘉文著

614－22－07 農業土木 「耕地整理組合の監査」 昭和14年3月　 島野一郎著

614－22－07 農業土木 「混成特性曲線法による例解」農地計画ノート5 昭和49年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「資源管理型農場制農業への挑戦」 平成7年4月 矢口芳生著

614－22－07 農業土木 「持続的農業のための　水田区画整理」 平成9年2月 有田博之,木村和弘著,農林統計協会

614－22－07 農業土木 「詳細登記六法別冊　登記書式集」 昭和57年3月　 東京法経学院出版

614－22－07 農業土木
「昭和40年度農地等取得資金未墾値取得資金および自作農維持資金並びに自作農
貯蓄組合関係事務打合せ会議資料」

昭和40年5月 宮城県農地林務部農地開拓課

614－22－07 農業土木 「水田区画規模の決定要因に関する研究」 昭和60年1月 須藤良太郎著

614－22－07 農業土木 「水田高度利用」 昭和55年11月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－07 農業土木 「水田整備の評価と展望　＝強い日本農業の構築をめざして＝」 昭和61年7月 農学博士　須藤良太郎著

614－22－07 農業土木 「水田汎用化と土地改良＝水田汎用化基礎調査中間報告＝」 昭和56年8月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「大区画ほ場営農推進基本調査報告書」農計資料79　写 平成7年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「大区画ほ場営農推進基本調査報告書」農計資料89 平成10年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木
「大区画ほ場経済効果調査結果（中間報告）＝機械作業効率調査の部＝」
農計資料第67号

平成3年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「大区画ほ場経済効果に関するアンケート調査結果」 平成2年8月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「地形図作成の手引き」農地計画ノートNo．8 昭和50年2月 宮城県農地計画課

614－22－07 農業土木 「東北地方における開拓事業の入植実施概況」 昭和32年3月 仙台農地事務局管理部入植課編

614－22－07 農業土木 「東北農政局土地改良事業地区営農推進功労者表彰」 平成20年11月　 東北農政局

614－22－07 農業土木 「東北の圃場整備」（第10刊） 昭和61年6月　 東北農政局建設部整備課

614－22－07 農業土木 「東北の圃場整備」（第14刊） 平成2年12月　 東北農政局建設部整備課

614－22－07 農業土木 「東北の圃場整備」（第21刊） 平成10年3月 東北農政局建設部整備課

614－22－07 農業土木 「土地改良ＰＲキャラバン隊レポート　事業化計画書」 平成2年3月　 古川土地改良事務所

614－22－07 農業土木 「土地改良換地判例集」 平成1年10月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－07 農業土木 「土地改良総合整備事業執務便覧」 平成4年9月 農林水産省構造改善局整備課

614－22－07 農業土木 「土地改良法における　換地計画及びその登記手続の解説」 昭和27年10月　 農林省農地局管理課

614－22－07 農業土木
「土地利用（水田）計画と土地改良　＝水田高度利用からみた基盤整備への要望＝」
農地計画ノート17号

昭和54年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「農地集積達成事例集」 平成11年3月 宮城県古川農林振興事務所

614－22－07 農業土木 「農地集積に係る利用権設定等事例集」 平成17年3月　 宮城県産業経済部農地整備課

614－22－07 農業土木 「農用地の開発・整備　＝設計・施工＝」 昭和56年2月　 須藤良太郎,小出剛,坂本貞,阿久津弘著

614－22－07 農業土木 「農用地の造成　＝明日の食糧確保と地域開発のために＝」 昭和56年6月 農林水産省構造改善局建設部

614－22－07 農業土木 「排水計画における流出量解析法について」農地計画ノート3 昭和49年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「パイプライン　＝設計、施工、管理＝」 昭和63年2月　 内藤克美

614－22－07 農業土木 「パイプラインハンドブック　計画・設計および施工」（S48） 昭和48年10月 猿渡良一著

614－22－07 農業土木 「迫川上流土地改良事業の進め方について」農地計画ノート2 昭和49年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「迫管内ほ場整備事業実施地区　農地集積状況集」 平成16年3月 宮城県迫産業振興事務所

614－22－07 農業土木 「畑地と水　＝畑地灌漑技術の進歩＝」 昭和59年12月 農林水産技術会議事務局畑地と水編集委員会

614－22－07 農業土木 「汎用耕地化のための技術指針」 昭和54年6月 （社）農業土木学会

614－22－07 農業土木 「ポケット　開拓土地改良便覧　（1957年版）」 昭和32年6月　 農林省農地局計画部経済課

614－22－07 農業土木 「圃場整備の実務　農地工事シリーズ」（S54） 昭和54年6月 農林省構造改善局施工企画調整室・整備課

614－22－07 農業土木 「圃場整備の実務」 昭和54年6月　 農林水産省構造改善局施工企画調整室・整備課

614－22－07 農業土木 「圃場整備の低コスト化をめざして　＝計画・設計事例集＝」 平成1年11月 圃場整備低コスト化研究会編

614－22－07 農業土木 「ほ場整備事業実施地区農地集積状況集」 平成12年3月 宮城県産業経済部農地整備課

614－22－07 農業土木 「ほ場整備事業土地改良総合整備事業の執行手引き」農計資料第40号 昭和58年6月 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「ほ場整備事業にともなう農業構造変化調査結果」農計資料73 平成5年3月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 「ほ場整備事業による地域活性化手法」 昭和63年10月 農林水産省構造改善局整備課

614－22－07 農業土木 「ほ場整備事業の手引き」 平成5年3月　 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 「まんがで見る農地整備」 平成4年9月 土地改良総合整備事業制度研究会

614－22－07 農業土木 「南会津東部地方農地開発調査における開田工法試験」 昭和15年1月　 福島県田島農地事務所

614－22－07 農業土木 「宮城県21世紀型モデル事業・担い手育成事業　石巻管内活動記録」 平成14年3月 宮城県石巻産業振興事務所
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614－22－07 農業土木 「宮城県における暗渠排水の方式について」ほ場整備資料第6号 平成2年7月 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 「要説　土地改良換地」 平成4年9月 森田勝著

614－22－07 農業土木 「蘇る日を待つ鬼首」 昭和53年3月　 宮城県江合川上流砂防事業用地共同管理組合

614－22－07 農業土木 耕地の区画整理 1963年3月20日 新沢嘉芽統,小出進

614－22－07 農業土木
小冊子「”提案型”飯島地区区画整理工事経過報告書
＝軟弱地盤地区における反転工法＝」

平成14年6月 （社）宮城県農業公社

614－22－07 農業土木 小冊子「暗渠排水事業の参考資料」 最上開発株式会社

614－22－07 農業土木 小冊子「おおさきのほ場整備」 平成3年3月　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－07 農業土木 小冊子「換地を伴う土地改良事業の確定測量実施要領」 昭和46年8月

614－22－07 農業土木 小冊子「急増する大崎県ぽの推進対策」 平成3年2月　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－07 農業土木 小冊子「区画整理」 山形県土地改良事業団体連合会

614－22－07 農業土木 小冊子「県営ほ場整備事業　実施状況及び計画構想図」（H10） 平成10年 宮城県

614－22－07 農業土木 小冊子「県営ほ場整備事業計画の手引き」農計資料第29号 昭和54年10月 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 小冊子「航空写真測量と電子計算機による圃場整備事業計画の一案」 昭和43年9月 パシフイック航業株式会社

614－22－07 農業土木 小冊子「耕地整理　自問自答」写 明治42年2月　 山形県技師恒田嘉文著

614－22－07 農業土木 小冊子「高能率営農を拓くほ場整備」 平成1年3月　 宮城県ほ場整備推進委員会

614－22－07 農業土木
小冊子「昭和53年度東北管内都道府県営ほ場整備担当者会議
研究発表会講演要旨」

昭和53年9月　 東北農政局建設部整備課山形県農林水産部耕地第二課

614－22－07 農業土木 小冊子「総合農学科　土壌保全実験法」 昭和37年

614－22－07 農業土木 小冊子「大区画ほ場整備による低コスト水田農業への試み　＝南八丁地区の実践例＝」 平成1年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 小冊子「低平地における排水路の管水路化に関する検討事例」 平成1年12月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－07 農業土木 小冊子「転換畑のウネ間残留水について」 昭和50年10月　 丸山利輔,冨田正彦著

614－22－07 農業土木 小冊子「圃場整備・開田における運土計算の簡易化について」 昭和41年8月　 農地開発機械公団

614－22－07 農業土木 小冊子「ほ場整備事業土地改良総合整備事業の執務手引き」 昭和58年6月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－07 農業土木 小冊子「圃場整備の手引」 昭和51年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－07 農業土木 小冊子「ほ場整備業務改善計画書」 平成1年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 小冊子「宮城県における暗渠排水の方式について」 平成2年7月　 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 小冊子「宮城県におけるほ場整備事業の低コスト化」 平成1年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 小冊子「宮城県のほ場整備事業について」 平成8年10月　 宮城県

614－22－07 農業土木 小冊子「宮城方式大区画ほ場整備」 平成1年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 農地利用集積に関する「担い手」の意識調査結果 平成7年12月 東北農政局建設部,宮城県農業短期大学

614－22－07 農業土木 ファイル「昭和41年度　開拓地営農実績調査」 昭和42年2月 宮城県農地開拓課

614－22－07 農業土木 宮城のほ場整備100 平成9年11月 宮城県農政部農地整備課

614－22－07 農業土木
「「田んぼの学校」活動事例集
＝第7回田んぼの学校企画コンテスト入賞地区活動報告＝」

平成19年2月　 （社）農村環境整備センター

614－22－07 農業土木 「『農業農村整備における環境との調和』に関するアンケート調査の概要」農計レポート6 平成14年2月 宮城県農村基盤計画課

614－22－07 概要図10 「北赤井地区県営ほ場整備事業（担い手育成型）」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－07 農業土木 「平成5年冷害の記録　－水稲作況指数「37」の実態・要因・対策－」 平成6年3月 宮城県農政部

614－22－07 農業土木
「農地集積達成事例集　県営ほ場整備事業
（南郷町二郷第三地区・古川宮沢地区・松山町・鹿島台町・南郷町須磨屋地区」）

平成11年3月 宮城県古川農林振興事務所

614－22－07 農業土木 「宮城県の農業気候図」 昭和46年3月 宮城県立農業試験場

614－22－07 農業土木
「高能率営農を拓くほ場整備
（ほ場整備事業の低コスト化と大区画ほ場における営農体系）」

平成元年3月 宮城県ほ場整備推進委員会

614－22－07 農業土木
「大区画ほ場整備による低コスト水田農業への試み　C5259
＝高度利用集積歩場整備「南八丁地区」の実践例＝　ほ場整備資料　第4号」

宮城県農政部耕地課

614－22－07 農業土木 「平成15年度　迫管内ほ場整備事業実施地区　農地集積状況集」 平成16年3月 宮城県迫産業振興事務所

614－22－07 農業土木
「人口減少社会における農村整備の手引き
－魅力ある農村を未来に継承するために－」

平成27年10月 人口減少社会に対応した農村整備研究会

614－22－15 農業土木
「『農業農村整備における環境との調和』に関するアンケート調査の概要」
農計レポートNo．6

平成14年2月 宮城県農村基盤計画課

614－22－15 農業土木 「21世紀への集落コミュニティ　＝集合的利用権等調整事業＝」 平成2年6月 米山町,米山町農業委員会

614－22－15 農業土木 「明日の「快適」をつくる　＝農村環境整備計画事例集＝」 平成4年9月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「明日の「快適」をつくるⅡ　農村環境整備計画事例集」 平成8年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「アスファルト舗装」写 農業土木試験場造構部第一研究室　田中忠次著

614－22－15 農業土木 「生かそうバイオマス　＝循環型社会をめざして＝」 平成16年3月 東北農政局仙台統計・情報センター

614－22－15 農業土木 「美しいダムと水環境づくり」 平成11年11月 沢田敏男著

614－22－15 農業土木 「美しい日本のむら」 平成6年3月 （株）大成出版社

614－22－15 農業土木 「美しい日本のむら」 平成9年3月 （株）大成出版社

614－22－15 農業土木 「美しい日本のむらⅡ」 平成7年3月　 （株）大成出版社

614－22－15 農業土木 「汚水の農地への還元利用　＝その理論と実践＝」 昭和58年10月 （社）畑地農業振興会

614－22－15 農業土木 「快適な農村環境をめざして　＝農業集落排水処理施設事例集＝」 平成13年9月 農業集落排水施工技術センター

614－22－15 農業土木 「活性化施設デザイン集」 平成5年3月　 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「環境個性次代　＝快適・彩適農村空間＝」 平成9年12月 （株）電通

614－22－15 農業土木 「環境時代の農村整備　＝エコビレッジの提案＝」 平成8年7月 武内和彦著,全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「環境修復のための生態工学」 平成13年3月 須藤隆一
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614－22－15 農業土木 「環境に配慮した施工事例」 平成15年12月　 宮城県産業経済部

614－22－15 農業土木 「環境に配慮した農業農村整備事業＝実施状況＝」 平成8年12月　 全国農業水利事業研究会

614－22－15 農業土木 「環境保全型農業の展望」 平成1年10月　 （株）農林中金研究センター

614－22－15 農業土木 「岩盤緑化工岩盤調査　植生追跡調査　調査要領」 昭和60年3月 日本岩盤緑化工協会

614－22－15 農業土木 「記念碑文集」 昭和58年10月　 迫土地改良事務所

614－22－15 農業土木 「郷土　食未来宣言　＝快適・彩適農村空間＝」 平成10年3月 （株）電通

614－22－15 農業土木 「グリーンツーリズムに関する基礎調査・構想報告書（入谷地区）」 平成8年3月　 宮城県

614－22－15 農業土木 「ぐるーり農業360゛　＝ふるさと活性化アイデア集＝」 平成1年5月　 宮城県農政部

614－22－15 農業土木 「景観づくり・むらづくり　＝農村景観づくりの手引き＝」 平成6年1月 農村景観計画研究会

614－22－15 農業土木 「建設業の廃棄物処理法Q&A　＝H9改正を中心として＝」 平成10年11月 厚生省水道環境部廃棄物法制研究会

614－22－15 農業土木
「こんな快適なむらがありました（ⅩⅣ）
＝第14回（平成11年度）農村アメニティ・コンクール優良事例集＝」

平成14年4月 国土庁地方振興局農村整備課

614－22－15 農業土木 「彩適空間　＝快適農村空間形成マニュアル＝」 平成8年7月 NHＫ出版

614－22－15 農業土木 「四季滔々　内川写真集」 平成6年3月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－15 農業土木 「次世代に引き継ぐ　ルーラルアメニティ」 平成7年3月　 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－15 農業土木 「自然環境復元の技術」 平成8年4月 杉山恵一,進士五十八編

614-22-15 農業土木 「自然再生事業　＝生物多様性の回復をめざして＝」 平成16年2月 鷲谷いづみ,草刈秀紀著

614－22－15 農業土木 「自然と共生する田園環境の創造に向けて」 平成15年3月 田園環境創造研究会

614－22－15 農業土木 「自然との共生をめざす道づくり＝エコロード・ハンドブック＝」 平成9年6月 （財）道路環境研究所

614－22－15 農業土木 「写真集　日本の農村」 昭和61年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「小水力発電事業化へのQ&A（改訂版）」 平成17年3月　 クリーンエネルギー普及検討会

614－22－15 農業土木 「水田を守るとはどういうことか　＝生物相の視点から＝」 平成9年6月 守山弘著

614－22－15 農業土木 「住みよい村づくり　＝東北の農村総合整備＝」 昭和58年3月　 東北農政局建設部

614－22－15 農業土木 「スローフードなみやぎ　＝宮城県グリーン・ツーリズムガイド＝」 平成16年6月 北燈社

614－22－15 農業土木 「生物相保全に配慮した農業水利施設の整備手法」 平成9年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「第4回みやぎのむらづくりセミナー　記録集」 平成17年3月　 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－15 農業土木 「旅に出よう！美しい日本のむらへ」 平成8年3月 （株）大成出版社

614－22－15 農業土木 「多面的機能の発揮と農業農村整備事業のモデル地域　事例集」 平成13年12月 多面的機能研究会

614－22－15 農業土木 「田んぼで暮らす生きもの」 平成16年3月　 農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「田んぼで出会う花・虫・鳥　農のある風景と生き物たちのフォトミュージアム」 久野公啓

614－22－15 農業土木 「田んぼの学校　あそび編」 平成13年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「田んぼの学校　事業実績報告書」 平成19年3月 宮城県登米地方振興事務所農業農村整備部

614－22－15 農業土木 「田んぼの学校　入学編」 平成12年 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「田んぼの学校　まなび編」 平成13年 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「田んぼビオトープ入門」 平成17年1月　 養父志乃夫著

614－22－15 農業土木 「地域環境工学シリーズ1　豊かで美しい地域環境をつくる」 平成7年4月 （社）農業土木学会

614－22－15 農業土木 「地域環境工学シリーズ2　人と自然の水環境をめざして」 平成10年3月 （社）農業土木学会

614－22－15 農業土木 「地域環境工学シリーズ5　豊かな土づくりをめざして」 平成10年12月 （社）農業土木学会

614－22－15 農業土木 「地域環境工学シリーズ6　農業と環境の調和をめざして」 平成13年7月 （社）農業土木学会

614－22－15 農業土木 「地域環境工学シリーズ7　地域に根づく”開発”とは」 平成13年10月 （社）農業土木学会

614－22－15 農業土木 「地域環境工学シリーズ8　食と環境をまもる水田づくり」 平成14年11月 （社）農業土木学会

614－22－15 農業土木 「地球環境を土からみると」 平成8年4月　 松尾嘉郎・奥薗壽子　

614－22－15 農業土木 「中山間地域対策　＝消え失せたデカップリング＝」 平成5年12月 大内力編

614－22－15 農業土木 「中山間地域農業の支援と政策」 平成14年2月 松原茂昌編著

614－22－15 農業土木 「中山間地域問題」 平成4年3月 今村奈良臣監修

614－22－15 農業土木 「中山間地域問題を考える　＝農村の活性化に向けて＝」 平成1年9月 中山間地域問題研究会代表　須藤良太郎

614－22－15 農業土木 「中山間地と多面的機能」 平成14年6月 田渕俊雄・塩見正衛編著

614－22－15 農業土木 「中山間の定住条件と地域政策」 平成11年2月 田畑保著,農林水産省農業総合研究所

614－22－15 農業土木 「田園リゾートの次代　＝グリーン・ツーリズムとその底流＝」 平成8年8月 金子照美著

614－22－15 農業土木 「東北農政局管内農業農村整備事業　環境配慮事例集」 平成14年6月　 東北農政局整備部設計課

614－22－15 農業土木 「都市化にともなう農業用水の水質汚濁とその対策」農計ノートNo．14 昭和52年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「登米の食育「学びゲーション」田んぼの学校　事業実績報告書」 平成19年3月　 宮城県登米地方振興事務所

614－22－15 農業土木 「トンボのすべて」 平成14年5月 井上清,谷幸三共著

614－22－15 農業土木 「なつかしい未来へ　＝農村空間をデザインし直す＝」 平成16年11月 （社）農山漁村文化協会

614－22－15 農業土木 「日本の水環境2　東北編」 平成12年4月 （社）日本水環境学会

614－22－15 農業土木 「燃料電池の農業・農村への導入手引き書」 平成15年3月　 （社）農業土木機械化協会

614－22－15 農業土木 「農業農村整備事業における環境との調和への配慮取り組み状況報告書」（H16・17） 平成19年3月　 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－15 農業土木 「農業の環境便益　＝その論点と政策＝」 平成10年6月 OＥＣＤ,（社）家の光協会

614－22－15 農業土木 「農業用水水質汚濁対策関係資料」農計資料第13号 昭和50年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「農業用水水質汚濁対策関係資料」農計資料第17号 昭和51年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「農業用水水質汚濁調査報告書」農計資料第22号 昭和53年3月 宮城県農政部農地計画課
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614－22－15 農業土木 「農業用水水質汚濁調査報告書」農計資料第27号 昭和54年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「農業用水水質汚濁調査報告書」農計資料第30号 昭和55年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「農業用水水質汚濁調査報告書」農計資料第31号 昭和57年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「農業用水水質指針（農業用水水質基準と47年度調査結果）」農計資料第5号 昭和48年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木
「農業用水水質対策関係資料（農業用水水質基準と48年度調査結果）」
農計資料第10号

昭和49年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－15 農業土木 「農産漁村と生物多様性」 平成12年9月 宇田川武俊編,農林水産技術情報協会

614－22－15 農業土木 「農村環境整備シンポジウム　ゆとりある地域づくり」 平成5年4月　 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「農村景観のデザイン」 平成5年2月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「農村公園101」 平成4年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「農村ゼロ・エミッション技術ガイドブック」 平成13年4月　 （社）農業土木事業協会

614－22－15 農業土木 「農村総合整備事業実施地区要覧」 平成12年3月　 東北農政局計画部地域計画課

614－22－15 農業土木 「農村総合整備に関する各種事業の実施要綱・要領集」 平成8年11月　 農林水産省構造改善局整備課

614－22－15 農業土木 「農村だいすき、ふるさと子ども美術館」（H13） 平成12年12月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「農村だいすき、ふるさと子ども美術館」（H14） 平成14年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「農村だいすき、ふるさと子ども美術館」（H16） 平成17年2月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「農村地域の水質保全」 平成2年9月 谷山重孝著

614－22－15 農業土木 「農村文化運動　農地・水・環境の保全向上に女性の力を！」 平成20年1月 農文協

614－22－15 農業土木 「農道整備　農道空港・特殊改良」 昭和62年6月 農道研究会

614－22－15 農業土木 「農道整備の実務」農地工学シリーズ 昭和56年4月 農林水産省構造改善局事業計画課

614－22－15 農業土木 「農道の計画　むらづくりと農道」 昭和63年10月 農道計画研究会

614－22－15 農業土木 「バイオ・ビジネス最前線」 昭和61年7月 大野辰美著

614－22－15 農業土木 「バイオスフェア」 平成21年5月 田園社会プロジェクト

614－22－15 農業土木 「バイオテクノロジーと食糧生産」 昭和59年5月　 川井一之編著

614－22－15 農業土木 「バイオテクノロジーのことば」 昭和58年12月 廣川秀夫,丸の内棣著

614－22－15 農業土木 「バイオマス変換計画　＝豊かな生物資源を活かす＝」 平成3年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局

614－22－15 農業土木 「バイオマス利活用施設ガイドブック（見学可能施設）」 平成15年12月 （社）農業土木事業協会

614－22－15 農業土木 「ビオトープ再生技術入門」 平成18年3月　 養父志乃夫著

614－22－15 農業土木 「ブラジルの夢幻」 昭和44年3月 田村一夫著

614－22－15 農業土木 「ふるさと・みどり・みずべ」 平成2年11月　 農村地域水辺環境整備計画研究会

614－22－15 農業土木 「ふるさと水と土　＝保全対策事例集＝」 平成10年3月 ふるさと水と土保全対策本部,ふるさと保全ネットワーク

614－22－15 農業土木 「平成11年度田園空間博物館総合調査支援業務報告書」 平成12年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「平成18年度みやぎのグリーン・ツーリズム推進組織活動事例集」 平成19年3月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－15 農業土木 「平成5年度　農山村活性化推進事業報告書」 平成6年3月　 （財）21世紀村づくり塾

614－22－15 農業土木 「舗装の維持修繕」 平成4年5月 佐藤信彦監修

614－22－15 農業土木 「ホタルが教えてくれたこと」 平成12年1月 矢島稔著

614－22－15 農業土木 「ボテジャコ」第11号 平成19年3月　 魚類自然史研究会

614－22－15 農業土木 「ボテジャコ」第13号 平成20年10月　 魚類自然史研究会

614－22－15 農業土木 「祭で輝く地域をつくる」 平成10年3月 （社）農山漁村文化協会

614－22－15 農業土木 「水と環境　＝水辺環境に配慮した事例集＝」 平成7年6月 全国農業水利事業研究会

614－22－15 農業土木 「水と緑の国、日本」 平成10年12月 富山和子著

614－22－15 農業土木 「水辺探訪　＝農業水利施設を活用した親水空間の事例集＝」 平成4年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「道と小川のビオトープづくり」 平成5年5月 千賀裕太郎,勝野武彦,岩隈利輝

614－22－15 農業土木 「みつけてください　美しい日本のむら」 平成11年3月 （株）大成出版社

614－22－15 農業土木 「みやぎ環境配慮手引き」 平成15年12月　 宮城県産業経済部

614－22－15 農業土木 「みやぎグリーン・ツーリズム推進マニュアル」 平成11年3月 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－15 農業土木 「宮城県環境影響評価技術マニュアル」 平成6年7月 宮城県環境生活部

614－22－15 農業土木 「宮城県農業農村整備環境対策の方向」 平成12年1月　 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－15 農業土木 「みやぎの地域農業活性化事例集」 平成15年9月 宮城県産業経済部農村基盤計画化

614－22－15 農業土木 「みやぎの中山間地写真」 平成14年 中山間地域活性化推進協議会

614－22－15 農業土木 「みやぎの農道百景」 昭和63年3月 宮城県農政部農地開発課

614－22－15 農業土木 「みんなでつくる川の環境目標」 平成16年3月　 （社）日本水環境学会

614－22－15 農業土木 「むらおこし・人づくり東西南北　山村等活性化ビジョン　活性化手法ハンドブック」 平成10年3月 （財）ふるさと情報センター

614－22－15 農業土木 「猛禽類の生態と保全に関する便覧」 平成12年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「やさしさあふれる道づくり　＝農道景観整備事例集＝」 平成4年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「豊かな農村環境の創造　＝研究の歩み＝」 平成13年5月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木
「豊かなむらをめざして
＝豊かなむらづくり表彰事業東北ブロック優良地区事例集＝」平成11年度

平成12年3月 東北農政局企画調整室

614－22－15 農業土木 「ルーラル・アメニティの時代における農村整備」 平成9年3月 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 「ワークショップに挑戦！！　地域用水環境整備事業渋川地区」 平成13年 宮城県古川産業振興事務所　

614－22－15 農業土木 「私たちの挑戦『誰もが住んでみたい村に』　＝H7広報活動事例集＝」（H07） 平成8年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－15 農業土木 「私たちの挑戦『誰もが住んでみたい村に』　＝H9広報活動事例集＝」（H09） 平成10年3月 全国土地改良事業団体連合会
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614－22－15 農業土木 「私の好きな日本の農村　フォトコンテスト入賞・入選作品集（第1回～第9回総括版）」 平成18年2月　 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 生きている水路　その構造と魅力 1984年9月20日 渡部一二

614－22－15 農業土木 ガイドブック　みやぎの水辺公園 1994年7月 宮城県河川課

614－22－15 農業土木 グリーン・ツーリズム実践の社会学 平成18年3月25日 青木達司

614－22－15 農業土木 景相生態学 1998年2月20日 沼田眞

614－22－15 農業土木 心やすらぐ日本の風景疎水百選 2007年10月29日 林良博

614－22－15 農業土木 里山の自然 平成9年5月31日 田端英雄

614－22－15 農業土木 小冊子「中山間地域への直接支払いについて」 平成11年9月　 農林水産省

614－22－15 農業土木 小冊子「道路路床支持力の簡易測定法について」 東北農政局猿ヶ石開拓建設事業所

614－22－15 農業土木 小冊子「土地改良工事と補償工事」（未定稿） 昭和62年2月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－15 農業土木 小冊子「農道の実施例　農道の工事監督について」 昭和45年10月　 秋田県農政部耕地課

614－22－15 農業土木 小冊子「農道マップ　農道整備特集号　農道整備二十年の歩み附録」 平成1年3月 農道研究会

614－22－15 農業土木 小冊子「福島県における農免道路完了后の道路状況について」 昭和45年10月 福島県耕地課

614－22－15 農業土木 小冊子「ヘチマの植栽水路における水質浄化機能について」 平成15年3月 長谷部均,吉永育生,馮延文,小山純

614－22－15 農業土木 小冊子「宮城県の農業集落排水事業について」 平成8年10月　 宮城県

614－22－15 農業土木 水源の森　百選 平成8年3月15日 国土緑化推進機構

614－22－15 農業土木 水田生態工学入門 2007年1月 水谷正一

614－22－15 農業土木 生態工学 2002年4月15日 亀山章

614－22－15 農業土木 ため池の自然 2002年7月5日 浜島繁隆

614－22－15 農業土木 地域の生態学 1997年3月20日 竹内和彦

614－22－15 農業土木 日本の棚田 1999年2月5日 中島峰広

614－22－15 農業土木 農業集落排水施設の整備　－計画から維持管理までー 平成4年5月 社団法人　日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 農業農村整備事業における　景観配慮の手引き 平成19年6月 農林水産省

614－22－15 農業土木 農村アメニティの創造に向けて　－農業・農村の公益的機能評価ー 平成11年3月10日 出村克彦・吉田謙太郎

614－22－15 農業土木 農村環境整備の科学 1995年5月15日 農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 農村に適した水質改善手法 平成7年8月 農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 パンフ「私たちが集落をつくる」 （社）農村環境整備センター

614－22－15 農業土木 広瀬川の自然 昭和53年3月31日 仙台市

614－22－15 農業土木 広瀬川ハンドブック　さあ清流へ行こう 平成12年3月 仙台都市総合研究機構

614－22－15 農業土木 風景美の創造と保護 昭和60年2月24日 高橋進

614－22－15 農業土木 まちなか農園　－まちを育てる畑ー 平成20年3月 仙台市

614－22－15 農業土木 湖の環境学 1995年10月5日 平井幸弘

614－22－15 農業土木 みやぎの水辺空間ガイドブック 宮城県産業経済部　むらづくり推進課

614－22－15 農業土木 よみがえれ水辺・里山・田園 1996年9月17日 千賀裕太郎

614－22－15 農業土木 ライフスタイルの変化とグリーン・ツーリズム 2002年12月20日 井上和衛

614－22－15 農業土木 「みやぎの水辺空間ガイドブック」 宮城県産業経済部　むらづくり推進課

614－22－15 農業土木 「農道の実施例　（農道の工事監督について）｣ 昭和45年10月 秋田県農政部耕地課　阿部四郎

614－22－15 農業土木 「美しい日本のむら　－行ってみたい　住んだみたい－ 平成9年3月 （株）大成出版社

614－22－15 農業土木 「みやぎの創景　（宮城の農村景観）　第二集」 昭和62年7月 宮城県農政部

614－22－15 農業土木
「農業農村の多面機能を活用した環境教育「田んぼの学校」活動事例集
-第7回「田んぼの学校」企画コンテスト入賞地区活動報告-」

平成19年2月 （社）農村環境整備センタ-

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　ｌ96型　　設計指針　　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　ｌｌ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　ｌｌｌ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　Xｌ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　Ｘｌｌ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　Ｘｌｌｌ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　ＸＶ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　Ｖ96型　　設計指針　　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　ＸｌＶ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　oＤ96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　S96型　　設計指針　　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－15 農業土木 「日本農業集落排水協会　-　ＸｌｌG96型　　設計指針　（業務参考）」 平成10年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－20 概要図7 「’89大崎の土地改良」（H01） 平成1年　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「’90大崎の土地改良」（H02） 平成2年　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「’91大崎の土地改良」（H03） 平成3年　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「’91仙南地域の農業・農村整備」（H02） 平成3年7月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「’93大崎の土地改良」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「’94仙南地域の農業・農村整備」（H06） 平成6年 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「’95仙南地域の農業・農村整備」（H07） 平成7年 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「’96仙南地域の農業・農村整備」（H08） 平成8年 宮城県大河原土地改良事務所
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614－22－20 概要図7 「’97大崎地域の農業農村整備」（H09） 平成9年 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「’98大崎地域の農業農村整備」（H10） 平成10年 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「’99大崎地域の農業農村整備」（H11） 平成11年 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「”心のふれ合いと対話”推進計画書」（H09）石NNパンフNo6 平成9年 石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「2000大崎地域の農業農村整備」（H12） 平成12年 宮城県古川産業振興事務所

614－22－20 概要図7 「2001大崎地域の農業農村整備」（H13） 平成13年 宮城県古川産業振興事務所　

614－22－20 概要図7 「2002大崎地域の農業農村整備」（H14） 平成14年 宮城県古川産業振興事務所

614－22－20 概要図7 「2003大崎地域の農業農村整備」（H15） 平成15年 宮城県古川産業振興事務所

614－22－20 概要図7 「2007大崎地域の農業農村整備｣（H19） 平成19年　 宮城県大崎地方振興事務所

614－22－20 概要図3 「21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業　完工記念誌」（H15） 平成15年10月 宮城県産業経済部

614－22－20 概要図8 「21世紀へ栗原耕土の創世」（H02） 平成2年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「二ッ石ダム　鳴瀬川地区」 東北農政局大崎農業水利事業所

614－22－20 概要図8 「三迫川沿岸県営かん排事業計画平面図」（S55） 昭和55年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「三輪田地区経営体育成基盤整備事業」 宮城県東部地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「五味倉地区　湛水防除事業概要書」（S47） 昭和47年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「秋保地区　県営圃場整備事業概要図」（S63） 昭和63年1月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図4 「秋田県農業農村整備事業概要図」（H12） 平成12年6月　 秋田県農政部

614－22－20 概要図 「秋保地区　県営圃場整備事業概要図」 昭和63年1月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「アクティブ農道マップ」 宮城県農政部

614－22－20 概要図9 「浅水地区　県営圃場整備事業計画概要図」（S54） 昭和54年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図2 「阿武隈川下流　阿武隈大堰」（S54） 昭和54年 建設省東北地方建設局仙台工事事務所

614－22－20 概要図2 「阿武隈川下流　阿武隈大堰」（S55） 昭和55年 建設省東北地方建設局仙台工事事務所

614－22－20 概要図3 「阿武隈川下流流域下水道事業の概要」 宮城県

614－22－20 概要図1 「荒砥沢ダム」 農林水産省東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「荒砥沢ダム現地調査ルート」 荒砥沢ダム管理事務所

614－22－20 概要図1 「荒砥沢ダム諸元表」 東北農政局迫川水利事業所

614－22－20 概要図 「有賀　湛水防除事業概要図」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「有賀湛水防除事業概要図」（S60） 昭和60年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「飯野川地区経営体育成基盤整備事業」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「石巻管内　農業農村整備事業の概要」（H09）石NNパンフNo1 平成9年 石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の土地改良」（H01） 平成1年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H05） 平成5年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H06） 平成6年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H07） 平成7年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H08） 平成8年 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H09） 平成9年 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H10） 平成10年 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H11） 平成11年 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H12） 平成12年 宮城県石巻産業振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H13・H14） 平成14年 宮城県石巻産業振興事務所

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H17・H18） 平成18年 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「石巻管内の農業・農村整備」（H19・H20） 平成20年 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「石巻圏域の農業・農村整備」（H21・H22） 平成21年 宮城県東部地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「石巻圏域のほ場整備」（H21） 平成21年 宮城県東部地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「稲井地区用排水改良事業概要書」（S46） 昭和46年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図12 「今の農地」（H10） 平成10年 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－20 概要図5 「祝　大河原地区県営かんがい排水事業完工祝賀会」（H04） 平成4年3月 宮城県大河原土事務所地改良

614－22－20 概要図7 「祝　加美地区広域営農団地農道整備事業　完工記念式典」（H02） 平成2年8月 宮城県・推進協議会・関係町

614－22－20 概要図7 「祝　県営高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）」（H14） 平成14年3月 遠田郡南郷土地改良区

614－22－20 概要図1 「祝　国営角田農業水利事業江尻排水機場　通水式典」（H04） 平成4年7月 東北農政局角田農業水利事業所

614－22－20 概要図6 「祝　国営附帯名取川地区県営かんがい排水事業完工誌」（H04） 平成4年5月 宮城県,名取川土地改良区

614－22－20 概要図9 「祝　桜岡地区県営ほ場整備事業　完工記念式典」（H04） 平成4年11月　 宮城県・登米郡登米吉田土地改区

614－22－20 概要図6 「祝　富谷北部地区県営ほ場整備事業完工誌」（H04） 平成4年11月　 宮城県・富谷北部土地改良区

614－22－20 概要図6 「祝　名取川国営附帯県営かんがい排水事業概要図」（S61） 昭和61年　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「祝　農業集落排水事業宝江地区農業集落排水処理施設　通水式」（H05） 平成5年11月 宮城県登米郡中田町

614－22－20 概要図8 「祝　農村総合整備モデル事業営農飲雑用水施設　通水式」（S62） 昭和62年8月 宮城県志波姫町

614－22－20 概要図5 「祝　宮城県営広域営農団地農道整備事業　隈西地区概要図」（S62） 昭和62年3月　 宮城県,角田市,丸森町

614－22－20 概要図8 「祝　宮野地区県営圃場整備事業完工記念」（H04） 平成4年8月 栗原郡築館町宮野土地改良区

614－22－20 概要図5 「祝完工　金ヶ瀬地区担い手育成基盤整備事業」 平成16年 宮城県大河原地方振興事務所

614－22－20 概要図6 「祝完工　七郷・七郷第2・七郷第3地区　県営圃場整備事業概要図」（S58） 昭和58年11月 仙台市七郷土地改良区

614－22－20 概要図6 「祝完工　低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業荒浜地区概要図」（H09） 平成9年3月 宮城県仙台農林振興事務所,亘理土地改良区
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614－22－20 概要図7 「祝県営下郡地区湛水防除事業完工記念式典」（H04） 平成4年7月 宮城県,涌谷町,遠田郡涌谷町東地区土地改良区

614－22－20 概要図9
「祝登米北部地区広域営農団地農道整備事業　夏川ポンデザール（芸術橋）
渡橋式・完工祝賀会」（H07）

平成7年3月 中田町,石越町

614－22－20 概要図 「岩手県荒沢地区防災ダム事業　計画概要書」 昭和59年10月 荒沢防災ダム工事事務所

614－22－20 概要図9 「上沼地区　施工計画図」（H6） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「上沼北部地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業計画概要図」（H02） 平成2年8月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「漆沢ダム」 宮城県漆沢ダム管理事務所

614－22－20 概要図1 「江尻排水機場」 東北農政局角田農業水利事業所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場周辺障害防止対策事業概要書」（H04） 平成4年3月 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場周辺障害防止対策事業概要書」（S55） 昭和55年7月 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場周辺障害防止対策事業概要書」（S58） 昭和58年2月 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場周辺障害防止対策事業概要書」（S61） 昭和61年6月 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場周辺障害防止対策事業保野川ダム」（S61） 昭和61年5月　 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場周辺障害防止対策事業保野川ダム工事概要」（H01） 平成1年3月 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場全体図」 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「王城寺原演習場障害防止対策事業　藤の沢地区」 宮城県王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図10 「大川地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図5 「大河原管内土地改良事業概要図」（H01） 平成1年4月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「大河原管内土地改良事業概要図」（S62） 昭和62年2月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「大河原管内のほ場整備」（H11） 平成11年 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図5 「大河原地区一般県営かんがい排水事業概要図」（S50） 昭和50年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「大河原農林振興事務所」

614－22－20 概要図1 「大崎　大崎農業水利事務所」（H06） 平成6年9月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図3 「大崎広域水道仙台北部工業用水道」（S56） 昭和56年 宮城県企業局大崎広域水道事務所

614－22－20 概要図3 「大崎広域水道仙台北部工業用水道」（S61） 昭和61年 宮城県大崎広域水道事務所

614－22－20 概要図1 「大崎耕土の大地を築く　国営かんがい排水事業概要」（S63） 昭和63年3月　 協議会,東北農政局,宮城県

614－22－20 概要図1 「大崎国営かんがい排水事業概要表　大崎西部・鳴瀬川・江合川・大崎地区」 平成11年11月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図7 「大崎の農道」（H01） 平成1年　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「おおさきのほ場整備」（H03） 平成3年3月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「大郷西部地区　県営圃場整備事業」 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「大堰のしおり」（H02） 平成2年9月 大堰土地改良区

614－22－20 概要図9 「大谷野地区　施工計画図」（H6） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「大嶺山地区県営農地開発事業完工記念式典」（S62） 昭和62年11月 宮城県,東和町

614－22－20 概要図10 「大谷地地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」（H04） 平成4年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図4 「岡山県の農業基盤整備ー水と土と村をみつめてー」 平成1年8月　 岡山県農林部耕地課農村整備課

614－22－20 概要図6 「落合地区　県営圃場整備事業」（S50） 昭和50年　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「小山田川沿岸地区計画一般平面図」

614－22－20 概要図8 「開拓地整備事業耕英線地区工事概要書」（S63） 昭和63年10月 宮城県築館農林事務所

614－22－20 概要図1 「概要　北上土地改良調査管理事務所」（H02） 平成2年1月 東北農政局北上土地改良調査管理事務所

614－22－20 概要図1 「概要図　大崎農業水利事務所」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図1 「概要図　東北農政局大崎農業水利事務所」（H05） 平成5年5月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図1 「概要図　迫川上流農業水利事業所」（H08） 平成8年8月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図6 「概要図　亘理用水」（S50） 昭和50年2月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「輝く大地　農林水産省江尻排水機場」（H02） 平成2年10月 東北農政局角田農業水利事業所

614－22－20 概要図5 「角田地区　県営ほ場整備事業・県営かんがい排水事業完工誌」（H03） 平成3年11月 宮城県,角田土地改良区

614－22－20 概要図 「角田地区一般県営かんがい排水事業　概要図」 昭和51年4月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「角田地区県営ほ場整備事業・かんがい排水事業完工記念式典」（H03） 平成3年11月 宮城県,角田地区県営事業推進委員会

614－22－20 概要図5 「角田トンネル工事」仙南東部地区（広域） 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図8 「鹿島堰地区　県営かんがい排水事業」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「堅堀地区　県営湛水防除事業」 宮城県古川産業振興事務所

614－22－20 概要図10 「河南3期地区県営ほ場整備事業（担い手育成型）」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図 「河南国営かんがい排水事業　概要図」 昭和56年8月 東北農政局河南農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「河南国営かんがい排水事業」（S48） 昭和48年7月　 東北農政局河南農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「河南国営かんがい排水事業概要図」（S51） 昭和51年 東北農政局河南農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「河南国営かんがい排水事業概要図」（S56） 昭和56年8月 東北農政局河南農業水利事業所

614－22－20 概要図7 「加美地区県営広域営農団地農道整備事業完工誌」（H02） 平成2年8月 宮城県,推進協議会

614－22－20 概要図5 「川崎トンネル工事」H13仙南地区（広域） 宮城県大河原産業振興事務所

614－22－20 概要図 「川辺川土地改良事業　計画概要図」 平成9年3月 九州農政局川辺川農業水利事業所

614－22－20 概要図8 「川南地区　県営圃場整備事業概要図」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「かんがい排水事業（継続）小山田川沿岸地区概要書」（S61） 昭和61年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「完工　五味倉地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部
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614－22－20 概要図10 「完工　大瓜東部地区　経営体育成基盤整備事業」 宮城県東部地方振興事務所,石巻市,石巻市稲井土地改良区

614－22－20 概要図10 「完工　小野地区ほ場整備事業担い手育成型」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「完工　河南1期地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「完工　河南2期地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図7 「完工　上区西部地区　県営ほ場整備事業（担い手育成型）」
宮城県古川地方振興事務所,南郷町,遠田郡南郷土地改良区
小牛田町,小牛田町土地改良区,涌谷町,涌谷町土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　萱刈地区　経営体育成基盤整備事業」
宮城県古川地方振興事務所,古川市,田尻町,高清水町
江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　木間塚地区　高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）」（H14） 平成14年3月 宮城県古川産業振興事務所

614－22－20 概要図7 「完工　清滝地区経営体育成基盤整備事業」（H16） 平成16年12月 宮城県古川産業振興事務所,古川市,江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業（県営ほ場整備事業（担い手育成型））米泉地区」
宮城県古川地方振興事務所農業農村整備部,
鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業（県営ほ場整備事業（担い手育成型））志田地区」 宮城県古川地方振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業内ノ浦地区」（H16）
宮城県古川地方振興事務所農業農村整備部,
鶴田川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業概要図下伊場野地区」 宮城県大崎地方振興事務所,水土里ネットこおりえ

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業米泉地区」 宮城県古川地方振興事務所,鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業志田地区」（H17） 平成17年 宮城県古川地方振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業多田川地区」 宮城県北部地方振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　経営体育成基盤整備事業東大崎地区」 宮城県大崎地方振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　県営かんがい排水事業　青生地区概要」（H04） 平成4年11月　 宮城県,小牛田町青生江土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　県営かんがい排水事業青生地区　完工記念式典」（H04） 平成4年11月　 小牛田町,小牛田町青生江土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　県営ほ場整備事業（担い手区画）　南沢上地区」 宮城県古川産業振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　県営ほ場整備事業（担い手区画）　鵙目地区」 宮城県古川地方振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　県営ほ場整備事業（担い手区画）下野目北部地区」（H17） 古川地方振興事務所,大崎土地改良区

614－22－20 概要図6 「完工　県営ほ場整備事業鶴田川地区」（H10） 平成10年3月　 宮城県,鶴田川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）　高倉地区」 宮城県古川産業振興事務所,古川市,鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）　鳴瀬第2地区」
宮城県古川産業振興事務所,古川市,中新田町,
鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）　新沼地区」
宮城県古川産業振興事務所,古川市,三本木町,
鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図9 「完工　桜岡地区　県営湛水防除事業概要図」（H08） 平成8年3月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「完工　桜ノ目地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県古川産業振興事務所,古川市,江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図10 「完工　塩入地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「完工　田尻第1地区経営体育成基盤整備事業」
宮城県古川地方振興事務所,田尻町,涌谷町,
江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　通丁地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県古川産業振興事務所　岩出山町　大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業美賀野間地区概要」（H03） 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「完工　通丁地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県古川産業振興事務所,岩出山町,大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　中埣北部地区担い手育成基盤整備事業」
宮城県古川産業振興事務所,小牛田町,田尻町,
江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　鳴瀬第一地区大区画ほ場整備事業」
宮城県古川産業振興事務所,中新田町,古川市,
鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　担い手育成基盤整備事業　館下地区」 宮城県古川地方振興事務所,三本木町,水土里ネットこおりえ

614－22－20 概要図7 「完工　蒜袋地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県古川産業振興事務所,三本木町,鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図10 「完工　二俣地区県営かんがい排水事業概要図」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図7 「完工　渕尻地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県古川産業振興事務所,古川市,江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図10 「完工　蛇田地区県営かんがい排水事業実施概要図」 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「完工　蛇田地区ほ場整備事業担い手育成型」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図7 「完工　ほ場整備事業（担い手）岸ヶ森地区」
宮城県大崎地方振興事務所農業農村整備部,
旧迫川右岸土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　ほ場整備事業（担い手育成型）上区東部地区」（H19） 平成19年
宮城県北部地方振興事務所農業農村整備部,
遠田郡南郷土地改良区

614－22－20 概要図7 「完工　ほ場整備事業（担い手育成型）出来川右岸地区」（H20） 平成20年3月
宮城県大崎地方振興事務所農業農村整備部,
小牛田町土地改良区,涌谷町改良区

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町2期地区県営圃場整備事業計画概要図」（H01） 平成1年11月 桃生郡北方土地改良区

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町3期地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町4期地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町5期地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町6期地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町8期地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「完工　桃生町西部地区県営ほ場整備事業概要図」 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「完工　矢ノ目地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県古川産業振興事務所,三本木町,鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図1 「完工記念写真集　歴史ある用水を未来に活かす」（H18） 平成18年3月　 東北農政局大崎農業水利事業所

614－22－20 概要図10 「完工誌　県営かんがい排水事業　皿貝川沿岸地区」（H21） 平成21年2月 宮城県,石巻市,北上川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図10 「管内土地改良事務所管内図　石巻」（S59） 昭和59年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図 「かん排事業　外　石巻管内」 宮城県石巻土地改良事務所
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614－22－20 概要図 「かん排事業　外　大河原管内」 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図 「かん排事業　外　迫管内」 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「かん排事業　外　仙台管内」 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「寒風沢地区宮城県沖地震災害復旧事業概要図」（S54） 昭和54年3月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図 「喜界土地改良頭行概要図　喜界島の地下ダム」 九州農政局喜界農業水利事業所

614－22－20 概要図10 「基幹農道舗装事業　旭山地区　計画一般平面図」

614－22－20 概要図10 「北赤井地区県営ほ場整備事業（担い手育成型）」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図9 「北浦地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「北上大堰概要」 昭和46年9月 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

614－22－20 概要図10 「北上地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図 「旧迫川国営附帯かんがい排水事業　概要図」 昭和48年7月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「旧迫川国県営かんがい排水事業　旧迫川地区　概要図」 迫川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図 「旧迫川地区大規模圃場整備事業計画概要図」 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「旧迫川地区　県営大規模ほ場整備事業完工誌」（H06） 平成6年2月　
宮城県,旧迫川地区大規模ほ場整備事業推進協議会,
登米郡南方迫土地改良区,登米郡米山町土地改良区

614－22－20 概要図 「旧迫川国県営かんがい排水事業　旧迫川地区　概要図」 迫川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図1 「旧迫川国営かんがい排水事業　概要図」（S47） 昭和47年10月 東北農政局旧迫川農業水利事業所

614－22－20 概要図9 「旧迫川国営附帯かんがい排水事業概要図」（H01） 平成1年10月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「旧迫川国営附帯かんがい排水事業概要図」（S44） 昭和44年　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「旧迫川国営附帯かんがい排水事業概要図」（S48） 昭和48年7月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「旧迫川国県営かんがい排水事業旧迫川地区概要図」（S62） 昭和62年 旧迫川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図9 「旧迫川地区　県営大規模ほ場整備事業完工誌」（H06） 平成6年2月 宮城県,協議会,土地改良区

614－22－20 概要図9 「旧迫川地区　大規模圃場整備事業計画概要図」（S48） 昭和48年　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「旧迫川地区　大規模圃場整備事業計画概要図」（S55） 昭和55年　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「旧迫川地区　大規模圃場整備事業計画平面図」（H04） 平成4年6月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「栗駒ダム」（H04） 平成4年 宮城県築館農林振興事務所栗駒ダム管理事務所

614－22－20 概要図8 「栗駒ダム概要」 宮城県栗駒ダム管理事務所

614－22－20 概要図8 「栗駒ダム概要」（S59） 昭和59年3月 宮城県栗駒ダム管理事務所

614－22－20 概要図 「栗駒地区　県営圃場整備事業概要図」 昭和47年11月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「栗駒地区　県営圃場整備事業概要図」（S47） 昭和47年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「栗原管内の農業農村整備事業概要」（H19） 平成19年　 宮城県栗原地方振興事務所

614－22－20 概要図8 「栗原郡のほ場整備」（H05） 平成5年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「栗原郡のほ場整備」（H06） 平成6年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「栗原郡のほ場整備」（H07） 平成7年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「栗原西部地区　県営広域営農団地農道整備事業完工誌」（H03） 平成3年11月　 宮城県・栗原西部広域営農団地農道整備事業促進期成同盟会

614－22－20 概要図8 「栗原地方の農林業のあらまし」（H08） 平成8年 宮城県築館農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「経営体育成基盤整備事業　真野大谷地地区・真野大谷地2期地区」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図9 「経営体育成基盤整備事業　曲袋地区＝一集落一農場一管理システム＝」 宮城県登米地方振興事務所,登米市

614－22－20 概要図6 「県営（国附）かんがい排水事業　亘理用水地区一般計画概要図」（S50） 昭和50年5月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図 「県営石森地区排水改良事業の沿革　昭和45年度完工」 登米郡中田町外三町土地改良区

614－22－20 概要図7 「県営猪岡短台かんがい排水改良事業」（S46） 昭和46年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「県営大嶺山地区土地改良事業計画書（農地開発事業）」 宮城県

614－22－20 概要図5 「県営川原子用水改良事業概要書」（S43） 昭和43年 宮城県

614－22－20 概要図9 「県営かんがい排水事業　石越南部地区　完工誌」（H10） 平成10年3月　 宮城県迫農林振興事務所,石越町土地改良区

614－22－20 概要図10 「県営かんがい排水事業　皿貝川沿岸地区」（S55） 昭和55年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「県営かんがい排水事業　宿の沢ダム概要図」 宮城県築館産業振興事務所宿の沢ダム建設出張所

614－22－20 概要図10 「県営かんがい排水事業　中津山地区」（S45） 昭和45年　 桃生郡北方土地改良区

614－22－20 概要図10 「県営かんがい排水事業　中津山地区」（S48） 昭和48年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図 「県営かんがい排水事業概要　小山田川沿岸地区」 平成9年3月 宮城県築館農林振興事務所宿の沢ダム建設出帳所

614－22－20 概要図8 「県営かんがい排水事業概要図　小山田川沿岸地区」（H09） 平成9年3月 宮城県築館産業振興事務所

614－22－20 概要図8 「県営かんがい排水事業概要図　小山田川沿岸地区」（S60） 昭和60年1月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営かんがい排水事業概要図　豊里地区」（H02） 平成2年5月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営かんがい排水事業田尻川地区概要図」（H03） 平成3年3月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図 「県営かんがい排水事業中津山地区　概要図」 昭和61年3月 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営潅水防除事業　石越北部地区　完工誌」（H11） 平成11年3月　 宮城県迫農林振興事務所,石越町,石越町土地改良区

614－22－20 概要図5 「県営経営体育成基盤整備事業枝野地区完工概要図」 宮城県・角田市・水土里ネットわいとう

614－22－20 概要図7 「県営三本木地区　排水改良事業」（S43） 昭和43年3月 志田郡三本木町外二地区土地改良区

614－22－20 概要図8 「県営下刈敷地区（担い手育成）基盤整備事業　完工記念誌」（H13） 平成13年2月　 宮城県・志波姫町役場農政課

614－22－20 概要図9 「県営湛水防除事業　細谷地区　完工誌」（H11） 平成11年3月　
宮城県迫農林振興事務所,中田町,迫町,
北上川沿岸中田地区土地改良区

614－22－20 概要図10 「県営水質障害対策事業　矢本大曲地区」（S51） 昭和51年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営田尻川かんがい排水改良事業概要図」（S44） 昭和44年3月 宮城県古川土地改良事務所

70／105



土地改良歴史資料室　図書一覧
分類コード 大分類 図書等名称 発行年月日 著者名・発行所

614－22－20 概要図7 「県営田尻川かんがい排水改良事業概要図」（S48） 昭和48年8月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営田尻川かんがい排水改良事業概要図」（S53） 昭和53年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営田尻川かんがい排水改良事業概要図」（S56） 昭和56年4月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営田尻川かんがい排水改良事業概要図」（S59） 昭和59年8月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「県営ため池等整備事業（用排水施設整備稲荷山堰地区土地改良事業計画書」（S56） 昭和56年 宮城県

614－22－20 概要図9 「県営湛水防除事業　五ヶ村堀地区概要図」（S54） 昭和54年12月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「県営湛水防除事業　鹿又地区」（S52） 昭和52年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「県営湛水防除事業　上下堤地区」（S60） 昭和60年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「県営湛水防除事業　西福田地区完工誌」（H12） 平成12年3月 宮城県,鳴瀬町

614－22－20 概要図10 「県営湛水防除事業　野蒜地区」（S49） 昭和49年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営湛水防除事業概要図大谷野地区」（H03） 平成3年9月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営湛水防除事業概要図大谷野地区」（H07） 平成7年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営湛水防除事業概要図豊里地区」（H01） 平成1年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営湛水防除事業概要図日根牛地区」（H01） 平成1年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「県営湛水防除事業志田谷地地区　概要図」 平成4年4月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「県営湛水防除事業手樽地区概要図」（H04） 平成4年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「県営湛水防除事業吉田地区概要図」（H02） 平成2年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営鶴田川かんがい排水改良事業概要図」 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7
「県営低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業
（21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業）」（H11）

平成11年6月　 遠田郡南郷土地改良区

614－22－20 概要図7 「県営低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業須磨屋地区　完工誌」（H11） 平成11年3月　 宮城県　志田郡桑折江土地改良区　

614－22－20 概要図9 「県営土地改良事業（ほ場整備）登米地区　換地総会提出議案」（H06） 平成6年12月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営南郷かんがい排水改良事業概要図」（S52） 昭和52年9月 宮城県古川」土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営名鰭沼地区干拓事業」 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営担い手育成基盤整備事業多田川左岸地区　安全祈願祭」（H13） 平成13年10月　 大崎土地改良区

614－22－20 概要図9 「県営農地開発事業大嶺山地区」（S59） 昭和59年　 宮城県迫農林事務所

614－22－20 概要図7 「県営農地開発事業鬼首地区概要図」（S62） 昭和62年8月 宮城県古川農林事務所

614－22－20 概要図9 「県営農地開発事業大嶺山地区概要図」（S62） 昭和62年11月 宮城県迫農林事務所

614－22－20 概要図6 「県営農地開発事業吉田浜地区工事概要書」（S59） 昭和59年3月 宮城県仙台農林事務所

614－22－20 概要図7 「県営排水対策特別事業概要図斎田地区」（S61） 昭和61年4月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「県営畑地帯総合土地改良事業志津川地区概要図」（S58） 昭和53年3月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図4 「県営圃場整備事業竣工記念誌」 昭和61年年6月 青森県砂土路川土地改良区

614－22－20 概要図8 「県営圃場整備事業志波姫地区一般計画平面図」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「県営圃場整備事業玉浦地区事業のしおり」（S53） 昭和53年11月 宮城県

614－22－20 概要図6 「県営ほ場整備事業　完工記念」（S58） 昭和58年11月 仙台市七郷土地改良区

614－22－20 概要図6 「県営ほ場整備事業　鶴田川地区完工記念式典」（H10） 平成10年3月　 鶴田川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図9 「県営ほ場整備事業　豊里地区　完工記念誌」（H12） 平成12年3月 宮城県,登米郡豊里町土地改良区

614－22－20 概要図10 「県営ほ場整備事業　鳴瀬第一・矢ノ目・蒜袋地区　完工記念式典」（H14） 平成14年3月　 鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図10 「県営ほ場整備事業　鳴瀬第一・矢ノ目・蒜袋地区　完工に寄せて」 鳴瀬川土地改良区

614－22－20 概要図5 「県営ほ場整備事業円田地区　完工誌」（H10） 平成10年3月 宮城県,蔵王町,円田土地改良区

614－22－20 概要図7 「県営ほ場整備事業桜ノ目地区　完工記念式典」（H13） 平成13年3月　 江合川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図10 「県営ほ場整備事業真野地区」 宮城県農政部耕地課,宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「県営ほ場整備事業宮崎東部地区完工誌」（H18） 平成18年3月　 宮城県・加美郡西部土地改良区

614－22－20 概要図9 「県営老朽ため池整備事業平筒沼地区概要図」（H01） 平成1年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「県営隈東地区排水改良事業」（S39） 昭和39年 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「広域営農団地農道整備事業　南三陸地区概要図」（H04） 平成4年　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「広域営農団地農道整備事業加美地区概要図」（H02） 平成2年8月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「広域営農団地農道整備事業加美地区概要図」（S56） 昭和56年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「広域営農団地農道整備事業加美地区鳴瀬新大橋・田川橋の概要」（S56） 昭和56年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「広域営農団地農道整備事業川南地区」（S48） 昭和48年 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「広域営農団地農道整備事業登米北部地区概要図」（H01） 平成1年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「広域営農団地農道整備事業登米北部地区概要図」（H04） 平成4年7月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「広域営農団地農道整備事業南三陸地区概要図」（H04） 平成4年1月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図2 「高規格幹線道路＝仙台湾岸道路＝」 建設省東北地方建設局仙台工事事務所

614－22－20 概要図7 「高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）木間塚地区」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）高倉地区」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）鳴瀬第2地区」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「高生産性大区画ほ場整備事業（低コスト化）新沼地区」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「高度利用集積ほ場整備事業南八丁」（S62） 昭和62年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－20 概要図1 「桑折江頭首工」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図4 「郡山農地事務所管内基盤整備図（2－1）」（S61） 昭和61年3月　 福島県郡山農地事務所
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614－22－20 概要図1 「国営大崎西部地区計画変更及び国営大崎地区のしおり」（H05） 平成5年8月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図1 「国営大崎西部農業水利事業　概要図」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図1 「国営角田農業水利事業　概要図」（H03） 平成3年3月 農林水産省東北農政局角田農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営かんがい排水事業　亘理・山元地区事業計画のあらまし」 亘理・山元地区国営かんがい排水事業推進協議会

614－22－20 概要図1 「国営かんがい排水事業　亘理・山元農業水利事業　平成12年度完了」（H13） 平成13年2月 東北農政局山元農地整備事業所

614－22－20 概要図1 「国営かんがい排水事業江合川地区　大崎地区（岩堂沢ダム）のあらまし」 宮城北部総合開発国営推進協議会

614－22－20 概要図1 「国営かんがい排水事業大崎西部地区　事業計画のあらまし」（S62） 昭和62年 国営大崎西部土地改良事業施行申請人会

614－22－20 概要図1 「国営かんがい排水事業概要　大崎耕土の大地を築く」（S63） 昭和63年3月 大崎西部・鳴瀬川・江合川地区国営土地改良事業推進協議会

614－22－20 概要図1 「国営かんがい排水事業河南地区　農業用水管理システム」 平成2年3月 富士通株式会社

614－22－20 概要図 「国営迫川上流農業水利事業概要図」 昭和58年11月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営新川流域土地改良事業」 平成19年　 北陸農政局新川流域農業水利事業所

614－22－20 概要図2 「国営新川流域農業水利事業　事業概要」（H18） 平成18年10月　 北陸農政局新川流域農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営鳴瀬川（1期）農業水利事業　二ッ石ダム定礎式」（H13） 平成13年9月 宮城県大崎地域国営土地改良事業促進協議会

614－22－20 概要図1 「国営鳴瀬川土地改良事業のあらまし」（H03） 平成3年 東北農政局,宮城県,鳴瀬川地区国営土地改良事業推進協議会

614－22－20 概要図1 「国営農地再編整備事業山元地区」 山元地区国営農地再編整備事業促進協議会

614－22－20 概要図1 「国営迫川上流農業水利事業概要図」 東北農政局迫川農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営迫川上流農業水利事業概要図」（H01） 平成1年3月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営迫川上流農業水利事業概要図」（S52） 昭和52年 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営迫川上流農業水利事業概要図」（S58） 昭和58年11月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「国営迫川上流農業水利事業の概要」 東北農政局迫川農業水利事業所

614－22－20 概要図10 「国営附帯県営かんがい排水事業　河南地区」（S54） 昭和54年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「国営附帯県営かんがい排水事業　河南地区」（S56） 昭和56年　 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図 「国営附帯県営かんがい排水事業概要図　迫川上流地区」 平成3年6月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「国営附帯県営かんがい排水事業概要図　迫川上流2期地区」（S62） 昭和62年3月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「国営附帯県営かんがい排水事業概要図　迫川上流4期地区」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「国営附帯県営かんがい排水事業概要図　迫川上流4期地区」（S63） 昭和63年6月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「国営附帯県営かんがい排水事業概要図　迫川上流地区」（S59） 昭和59年11月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「国営附帯県営かんがい排水事業河南地区概要図」（S63） 昭和63年10月 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「後小路地区農業集落排水処理施設」 宮城県米山町

614－22－20 概要図10 「昆布沼地区地域用水環境整備事業」 宮城県石巻地方振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図4 「佐賀県の農業基盤整備」 昭和57年4月 佐賀県農林部

614－22－20 概要図6 「坂元地区　県営湛水防除事業概要図」（S53） 昭和53年3月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「桜岡地区　県営ほ場整備事業完工誌」（H04） 平成4年11月　 宮城県・登米郡登米吉田土地改区

614－22－20 概要図9 「桜岡地区農業集落排水処理施設」 宮城県米山町

614－22－20 概要図 「迫川上流地区　堰揚水場の名称及び位置」 昭和52年11月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－20 概要図10 「沢田地区担い手育成基盤整備事業」 宮城県石巻農林振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図2 「三本木排水機場」 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

614－22－20 概要図2 「事業概要1980　建設省東北地方建設局仙台工事事務所」（S55） 昭和55年 建設省東北地方建設局仙台工事事務所

614－22－20 概要図2 「事業概要1988　建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所」（S63） 昭和63年 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

614－22－20 概要図3 「事業概要1993　古川土木事務所」（H05） 平成5年 宮城県古川土木事務所

614－22－20 概要図12 「事業概要2006　水土里ネットみやぎ」（H18） 平成18年 水土里ネットみやぎ

614－22－20 概要図4 「四国土地改良調査の概要」 平成7年　 中国四国農政局　四国土地改良調査管理事務所

614－22－20 概要図8 「地すべり対策事業舘下地区」 宮城県栗原市

614－22－20 概要図6 「七郷・七郷第二・七郷第三地区県営圃場整備事業概要図」 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「七郷第2地区　県営圃場整備事業概要図」（S52） 昭和52年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「七郷地区　県営圃場整備事業概要図」（S46） 昭和46年 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「志津川支所の事業概要」（H13） 平成13年3月 気仙沼地方振興センター農林部・志津川支所

614－22－20 概要図7 「下タ田川原地区」 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図8 「志波姫Ⅰ期・志波姫Ⅱ期　県営ほ場整備事業完工誌」（H01） 平成1年3月　 宮城県　志波姫町

614－22－20 概要図8 「志波姫地区　県営圃場整備事業」（S48） 昭和48年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「菅生ダム」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「進めよう　仙南広域農道」 仙南広域営農団地農道整備事業推進協議会

614－22－20 概要図 「隅西地区施設機能障害事業　概要図」 昭和52年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「仙台管内土地改良事業概要図」（S61） 昭和61年6月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「仙台管内土地改良事業概要図」（S62） 昭和62年4月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「仙台管内の農業農村整備事業の概要」（H09） 平成9年 宮城県仙台農林振興事務所

614－22－20 概要図6 「仙台管内の農業農村整備事業の概要」（H10） 平成10年 宮城県仙台農林振興事務所

614－22－20 概要図6 「仙台管内の農業農村整備事業の概要」（H11） 平成11年 宮城県仙台農林振興事務所

614－22－20 概要図6 「仙台管内の農業農村整備事業の概要」（H12） 平成12年 宮城県仙台産業振興事務所

614－22－20 概要図2 「仙台空港1982」（S57） 昭和57年 運輸省第二港湾建設局塩釜港工事事務所

614－22－20 概要図5 「仙南地域農林業のすがた」 宮城県大河原農林振興事務所
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614－22－20 概要図5 「仙南地域の農業・農村整備」（H06） 平成6年 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「仙南地域の農業・農村整備」（H08） 平成8年 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図5 「仙南地域の農業・農村整備」（H09） 平成9年 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図5 「仙南地域の農業・農村整備」（H10） 平成10年 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図5 「仙南地域の農業・農村整備」（H11） 平成11年 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図5 「仙南地域の農業・農村整備」（H12） 平成12年 宮城県大河原産業振興事務所

614－22－20 概要図 「大区画ほ場整備事業概要　東大崎地区」
宮城県古川農阪振興事務所農業農村整備部,
大崎土地改良区

614－22－20 概要図7 「大区画ほ場整備事業概要図　東大崎地区」（H07） 平成7年 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図9 「大清水地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「大清水地区　低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業計画概要図」（H05） 平成5年1月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「大谷野地区　県営土地改良総合整備事業計画概要書」（H05） 平成5年1月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「宝江地区農業集落排水処理施設」（H05） 平成5年11月 宮城県登米郡中田町

614－22－20 概要図6 「玉浦地区県営圃場整備事業概要図」 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「ため池等整備事業用排水施設整備工事　蝉堰・蝉堰2期地区」
宮城県古川地方振興事務所農業農村整備部,加美町,
加美郡西部土地改良区

614－22－20 概要図7 「ため池等整備事業用排水施設整備工事　蝉堰・蝉堰2期地区完工誌」 宮城県古川産業振興事務所

614－22－20 概要図3 「樽水ダム計画概要　増田川総合開発事業」（S44） 昭和44年3月 宮城県樽水ダム建設事務所

614－22－20 概要図 「湛水防除事業　夏川地区概要書」 昭和59年度 千厩地区振興局　両磐土地改良事業所

614－22－20 概要図10 「湛水防除事業立沼地区概要図」 宮城県桃生郡矢本町

614－22－20 概要図6 「団体営事業概要表　磯地区」（S53） 昭和53年　 宮城県

614－22－20 概要図10 「地域整備基本計画の作成」（H09）石NNパンフNo5 平成9年 石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「築造400周年大堰頭首工」 大堰土地改良区

614－22－20 概要図9 「中山間地域農村活性化総合整備事業　米川地区概要図」 宮城県迫農林事務所

614－22－20 概要図3 「陳情書　宮城県内広域営農団地農道整備事業促進について」（H07） 平成7年2月 宮城県農村地域農道推進本部

614－22－20 概要図8 「築館管内土地改良事業概要図」（H02） 平成2年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内土地改良事業概要図」（H04） 平成4年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内土地改良事業概要図」（S59） 昭和59年3月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内土地改良事業概要図」（S61） 昭和61年10月　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内土地改良事業概要図」（S63） 昭和63年3月　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内土地改良事務所管内図」（S55） 昭和55年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要」（H15） 平成15年 築館産業振興事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H05） 平成5年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H06） 平成6年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H07） 平成7年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H08） 平成8年 宮城県築館農林振興事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H09） 平成9年 宮城県築館農林振興事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H10） 平成10年 宮城県築館農林振興事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H11） 平成11年 宮城県築館農林振興事務所

614－22－20 概要図8 「築館管内農業農村整備事業概要図」（H12） 平成12年 宮城県築館産業振興事務所

614－22－20 概要図 「鶴田川地区県営一般かんがい排水事業　概要図」 昭和55年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「鶴田川地区県営一般かんがい排水事業概要図」（S50） 昭和50年8月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「鶴田川地区県営一般かんがい排水事業概要図」（S55） 昭和55年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「定川農業水利事業区域一般平面図」（S53） 昭和53年

614－22－20 概要図9 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　迫南部地区　完工誌」（H12） 平成12年3月　 宮城県,迫町,迫川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業五輪崎地区概要図　五輪崎 平成4年10月 宮城県古川土地改良事務所,志田郡桑折江土地改良区

614－22－20 概要図7 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　二郷第三地区」（H03） 平成3年6月　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　五輪崎地区概要図」（H04） 平成4年10月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　五輪崎地区概要図」（H08） 平成8年10月 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図10 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　大谷地地区」（H09）石NNパンフNo3 平成9年 石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　木間塚地区計画概要書」（H04） 平成4年　 遠田郡南郷土地改良区

614－22－20 概要図7 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　須摩屋地区概要図」（H03） 平成3年10月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　迫南部地区計画一般平面図」（H05） 平成5年8月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　宮沢地区」（H03） 平成3年12月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　愛島地区概要図」（H08） 平成8年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業　愛島地区概要図」（H09） 平成9年3月 宮城県仙台農林振興事務所

614－22－20 概要図6 「手樽・早川地区　宮城県沖地震災害復旧事業概要図」（S53） 昭和53年10月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「手樽干拓事業計画概要」（S38） 昭和38年5月 松島干拓工事事務所

614－22－20 概要図6 「手樽地区　海岸環境整備事業」 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図2 「東北開発現況図」（H03） 平成3年12月

614－22－20 概要図 「東北農業の概要　03」 平成15年10月 東北農政局農村計画部・整備部

614－22－20 概要図1 「東北農業の概要　＝基盤整備事業関係＝」（S62） 昭和62年 東北農政局
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614－22－20 概要図1 「東北農業の概要　＝基盤整備事業関係＝」（S63） 昭和63年 東北農政局

614－22－20 概要図1 「東北農業の概要　＝農業農村整備事業関係＝」（H07） 平成7年11月　 東北農政局計画部

614－22－20 概要図1 「東北農業の概要2000　＝基盤整備事業関係＝」（H12） 平成12年3月　 東北農政局

614－22－20 概要図1 「東北農業の概要2006」（H18） 平成18年4月 東北農政局

614－22－20 概要図 「東北農政局　河南国営かんがい排水事業　概要図」 昭和46年10月 東北農政局河南農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「東北農政局北上土地改良調査管理事務所　概要図」 平成18年　 東北農政局北上土地改良調査管理事務所

614－22－20 概要図1 「東北農政局定川国営かんがい排水事業」（S43） 昭和43年　 東北農政局定川農業水利事業所

614－22－20 概要図9 「鴇波地区　施工計画図」（H05） 平成5年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「鴇波地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「鴇波地区県営ほ場整備事業計画概要図」（H02） 平成2年11月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図4 「徳島県の農業農村整備（平成七～八年度版）」（H08） 平成8年　 徳島県農林水産部耕地課・農地整備課

614－22－20 概要図6 「土地改良事業長期計画（第2次計画）」（S57） 昭和57年　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図4 「栃木県の農業農村整備概要」 平成9年9月 栃木県農務部

614－22－20 概要図5 「都道府県営一般かんがい排水事業　隈東地区（施設）概要図」（S53） 昭和53年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図 「都道府県営一般かんがい排水事業隅東地区（施設）　　概要図」 昭和53年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「都道府県営かんがい排水事業　角田地区概要図」（S58） 昭和58年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「都道府県営かんがい排水事業　船岡地区概要図」（S63） 昭和63年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図 「利根導水路概要図」 水資源開発公団利根導水総合管理所　

614－22－20 概要図6 「富谷北部地区　県営ほ場整備事業完工記念式典」（H04） 平成4年11月 宮城県,富谷北部土地改良区

614－22－20 概要図9 「登米地域の農業農村整備」（H18） 平成18年 宮城県登米地方振興事務所

614－22－20 概要図9 「登米地域の農業農村整備の概要」（H19） 平成19年　 宮城県登米地方振興事務所

614－22－20 概要図9 「登米地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「登米北部地区広域営農団地農道整備事業　若石大橋の概要」（H04） 平成4年10月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「登米吉田地区　県営圃場整備事業概要図」（S52） 昭和52年12月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「豊里地区　施工計画図」（H05） 平成5年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「豊里地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「豊里地区県営ほ場整備事業計画概要図」（H03） 平成3年6月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「豊里町の県営ほ場整備事業」（S63） 昭和63年3月 豊里町,他

614－22－20 概要図8 「中島地区　県営土地改良総合整備事業概要図」（H05） 平成5年3月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「中田中部地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「中田中部地区　低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業計画概要図」（H05） 平成5年8月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「中田農業水利事業　概要図」 昭和49年1月 東北農政局中田農業水利事業所

614－22－20 概要図9 「中田北部地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「中田北部地区県営ほ場整備事業計画概要図」（H02） 平成2年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「中津山地区　県営かんがい排水事業概要書」　昭和45年3月完工 昭和45年3月 宮城県,桃生郡北方土地改良区

614－22－20 概要図1 「中津山地区国営かんがい排水事業」 中津山地区国営土地改良事業促進協議会

614－22－20 概要図1 「中津山農業水利事業概要図」（H21） 平成21年10月 東北農政局中津山農業水利事業所

614－22－20 概要図3 「長沼ダム」 宮城県迫川総合開発建設事務所

614－22－20 概要図9 「長沼地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「長沼地区」県営圃場整備事業計画概要図 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「長沼地区県営圃場整備事業計画概要図」（H01） 平成1年3月　 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「中埣地区低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「夏川芸術橋」（H07） 平成7年3月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図2 「名取川釜房ダム計画概要」（S44） 昭和44年3月 東北地方建設局釜房ダム工事事務所

614－22－20 概要図1 「名取川国営かんがい排水事業　概要書」（S43） 昭和43年 東北農政局名取川農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「名取川国営かんがい排水事業　概要書」（S48） 昭和48年3月 東北農政局名取川農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「名取川国営かんがい排水事業　概要書」（S51） 昭和51年6月 東北農政局名取川農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「名取川国営かんがい排水事業　概要書」（S56） 昭和56年3月 東北農政局名取川農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「名取川国営かんがい排水事業　概要図」（S43） 昭和43年 名取土地改良区

614－22－20 概要図6 「名取川国営附帯県営かんがい排水事業概要」写し 名取土地改良区

614－22－20 概要図6 「名取川国営附帯県営かんがい排水事業概要書」（S45） 昭和45年3月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「名取川頭首工」 東北農政局名取川農業水利事業所

614－22－20 概要図1 「名取川頭首工の概要」 東北農政局

614－22－20 概要図2 「鳴子ダム」（S63） 昭和63年11月 建設省東北地方建設局鳴子ダム管理所

614－22－20 概要図2 「鳴子ダムと周辺まるごとガイド」（S62） 昭和62年7月 建設省東北地方建設局鳴子ダム管理所

614－22－20 概要図1 「鳴瀬川農業水利事業概要図」（H03） 平成3年 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図1 「鳴瀬川農業水利事業概要図」（H04） 平成4年9月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 概要図2 「鳴瀬堰」写 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

614－22－20 概要図8 「西田地区（低コスト）高生産性大区画ほ場整備事業」（H08） 平成8年6月 宮城県築館農林振興事務所

614－22－20 概要図9 「西野地区農業集落排水処理施設」 宮城県米山町

614－22－20 概要図7 「西古川地区県営ほ場整備事業（担い手区画）完工誌」（H12） 平成12年3月 宮城県,大崎土地改良区
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614－22－20 概要図8 「西向地区　県営ほ場整備事業完工図」（H06） 平成6年 宮城県,栗原郡西向土地改良区

614－22－20 概要図8 「西向地区　県営ほ場整備事業概要図」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「二ツ石ダム　鳴瀬川地区」 東北農政局大崎農業水利事業所

614－22－20 概要図7 「担い手育成基盤整備事業　出来川右岸地区」（H09） 平成9年 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「担い手育成基盤整備事業　西古川地区」（H06） 平成6年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「担い手育成基盤整備事業　蒜袋地区」（H06） 平成6年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「担い手育成基盤整備事業概要図　志田地区」（H08） 平成8年 宮城県古川農林振興事務所

614－22－20 概要図7 「担い手育成基盤整備事業概要図　渕尻地区」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「担い手育成基盤整備事業概要図　渕尻地区」（H05） 平成5年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「担い手育成ほ場整備　蛇田地区」（H09）石NNパンフNo2 平成9年 石巻農林振興事務所

614－22－20 概要図6 「農業集落排水事業　井土・四ッ谷・三本塚クリーンセンター」 宮城県仙台市

614－22－20 概要図3 「農業集落排水事業　みやぎの農業農村整備」（H08） 平成8年7月 宮城県農政部

614－22－20 概要図3 「農業集落排水事業　みやぎの農業農村整備」（H09） 平成9年 宮城県農政部

614－22－20 概要図3 「農業集落排水事業　みやぎの農業農村整備」（H12） 平成12年 宮城県産業経済部

614－22－20 概要図3 「農業集落排水事業」 宮城県産業経済部

614－22－20 概要図10 「農業集落排水事業」 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「農業集落排水事業後小路地区　農業集落排水処理施設」 宮城県米山町

614－22－20 概要図8 「農山村交流の道整備事業　荒砥沢地区」（H03） 平成3年3月　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「農山村交流の道整備事業　荒砥沢地区」（H03） 平成3年3月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「農村総合整備モデル事業米山地区　西野地区農業集落排水処理施設」（H01） 平成1年1月 宮城県米山町

614－22－20 概要図9 「野谷地地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「化女沼ダム」　（S62） 昭和62年10月 宮城県古川土木事務所化女沼ダム建設出張所

614－22－20 概要図8 「迫川上流県営かん排事業期別区分図」（S55） 昭和55年　 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「迫川上流農業水利事業一般計画平面図」

614－22－20 概要図1 「迫川上流農業水利事業の概要」（H04） 平成4年8月 東北農政局迫川上流水利事業所

614－22－20 概要図3 「迫川治水計画平面図」

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H05） 平成5年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の土地改良」（H01） 平成1年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の土地改良」（H02） 平成2年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の土地改良」（H03） 平成3年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の土地改良」（S62） 昭和62年9月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の土地改良」（S63） 昭和63年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H05） 平成5年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H06） 平成6年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H07） 平成7年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H08） 平成8年　 宮城県迫農林振興事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H10） 平成10年4月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H15） 平成15年 宮城県迫産業振興事務所

614－22－20 概要図9 「迫管内の農業農村整備」（H16） 平成16年 宮城県迫地方振興事務所

614－22－20 概要図9 「迫南部地区　位置図」（H05） 平成5年8月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「迫南部地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「階上大谷地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「橋向地区県営ため池等整備事業（用排水施設整備）」（H04） 平成4年11月　　 宮城県,岩手県橋向堰用排水施設整備事業推進協議会　

614－22－20 概要図11 「花川砂防工（花川台砂防ダム工事用道路）」 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「花川貯水池工（1号貯水池）」 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「花川貯水池工（2号貯水池）」（H09） 平成9年 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「花川貯水池工（2号貯水池）」（H10） 平成10年 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図3 「花山ダム」 宮城県築館土木事務所花山ダム管理事務所

614－22－20 概要図3 「花山ダム概要」 宮城県花山ダム管理事務所

614－22－20 概要図3 「花山ダム流域図」（S35） 昭和35年4月　 宮城県花山ダム管理事務所

614－22－20 概要図6 「早川地区　県営湛水防除事業概要図」（S55） 昭和55年3月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「平柳地区県営圃場整備事業完工誌」（H10） 平成10年3月 宮城県,大崎土地改良区

614－22－20 概要図4 「深持地区農業集落排水処理施設」（H06） 平成6年6月 十和田市

614－22－20 概要図4 「福島県の農業農村整備2000」（H12） 平成12年　 福島県農地計画課

614－22－20 概要図8 「袋上地区　県営土地改良総合整備事業概要図」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「ふるかわ」（H06） 平成6年3月 宮城県古川土木事務所

614－22－20 概要図7 「古川管内土地改良事業概要図」（S60） 昭和60年4月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「古川管内土地改良事業概要図」（S61） 昭和61年7月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「古川管内土地改良事業概要図」（S62） 昭和62年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「ふれあい農道と登米・三陸のみち」 宮城県農政部

614－22－20 概要図6 「平成6年度版　仙台管内の農業農村整備事業」（H06） 平成6年7月 宮城県仙台土地改良事務所
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614－22－20 概要図1 「豊饒平野」 宮城県大崎地域国営土地改良事業促進協議会

614－22－20 概要図 「圃場整備事業　大河原管内」 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図 「圃場整備事業　迫管内」 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「圃場整備事業　仙台管内」 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図 「圃場整備事業　築館管内」 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図11 「保野川ダム」（H04） 平成4年7月　 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「保野川地区工事概要説明書」（H10） 平成10年 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図11 「保野川地区工事概要説明書」（H11） 平成11年 王城寺原補償工事事務所

614－22－20 概要図9 「ほ場整備事業（担い手育成型）城内地区」（H10） 平成10年 宮城県迫農林振興事務所

614－22－20 概要図 「前川地区　県営圃場整備事業概要図」 昭和57年 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図 「前川地区　県営圃場整備事業概要図」 昭和51年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「真坂・真坂東部地区　県営ほ場整備事業完工誌」（S63） 昭和63年7月　 宮城県,栗原郡一迫町真坂土地改良区

614－22－20 概要図8 「真坂東部地区　県営圃場整備事業概要図」（S51） 昭和51年9月 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「松島基地周辺障害防止対策事業　牛橋地区排水施設工事概要」（S55） 昭和55年3月 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「右京江地区　用水障害対策事業計画一般平面図」

614－22－20 概要図7 「水環境整備事業　内川地区」（H03） 平成3年11月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「水環境整備事業　内川地区」（H05） 平成5年1月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「水環境整備事業　軽辺地区」（H07） 平成7年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「水環境整備事業　宮崎地区完工誌　土手川（美代川）」（H07） 平成7年2月 宮城県,加美郡宮崎町

614－22－20 概要図3 「南川ダム」（S62） 昭和62年 宮城県南川ダム管理事務所

614－22－20 概要図7 「南沢下地区　県営ほ場整備事業（担い手区画）完工誌」（H13） 平成13年3月 宮城県,大崎土地改良区

614－22－20 概要図3 「南三陸グリーンロード」（H09） 平成9年1月 宮城県農政部

614－22－20 概要図9 「南三陸広域農道（南三陸グリーンロード）」（H09） 平成9年2月 宮城県迫農林振興事務所

614－22－20 概要図9 「南三陸地区　広域　H5施工計画図」（H05） 平成5年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「南三陸地区広域営農団地農道整備事業　志津川町工区開通式」（H09） 平成9年11月 推進協議会,志津川町

614－22－20 概要図3 「みやぎ　農村おでかけマップ」（H10） 平成10年　 宮城県農政部

614－22－20 概要図 「宮城県　県営圃場整備事業概要図　二郷第一地区」 昭和60年3月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図 「宮城県　高度利用集積ほ場整備事業概要図　南八丁地区」 昭和63年10月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「宮城県営広域営農団地農道整備事業　仙南地区」 宮城県大河原産業振興事務所

614－22－20 概要図5 「宮城県営広域営農団地農道整備事業　仙南東部地区」（H11） 平成11年3月 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図5 「宮城県営広域営農団地農道整備事業　仙南東部地区概要図」（H07） 平成7年 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「宮城県営広域営農団地農道整備事業　隈西地区概要図」（S52） 昭和52年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「宮城県営広域営農団地農道整備事業　隈西地区概要図」（S62） 昭和62年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「宮城県営圃場整備事業　円田地区概要図」（S60） 昭和60年8月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図 「宮城県営圃場整備事業　角田地区概要図」 昭和53年12月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図 「宮城県営ほ場整備事業　鶴田川地区概要図」 昭和60年10月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図7 「宮城県営圃場整備事業概要図　平柳地区」（S61） 昭和61年 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「宮城県管内図」（H01） 平成1年 宮城県農政部

614－22－20 概要図7 「宮城県県営圃場整備事業概要図　古川東部地区」（S55） 昭和55年10月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－20 概要図10 「宮城県県営圃場整備事業概要図　桃生町西部地区」 宮城県石巻土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「宮城県公共用水域水質測定地点図」（H11） 平成11年2月 宮城県環境生活部環境対策課

614－22－20 概要図6 「宮城県仙台産業振興事務所平成14年度農業農村整備事業実施位置図」（H14） 平成14年 仙台産業振興事務所

614－22－20 概要図6 「宮城県仙台土地改良事務所管内図」（S51） 昭和51年 仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「宮城県築館土地改良事務所管内図」（S55） 昭和55年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図3 「宮城県鳴子町見手の原地区の地すべり防止事業について」（H01） 平成1年2月 宮城県土木部砂防課,宮城県江合川砂防工事事務所

614－22－20 概要図3 「宮城県農業農村整備事業概要図」（H08） 平成8年　 宮城県農政部

614－22－20 概要図3 「宮城県農業農村整備事業概要図」（H10） 平成10年 宮城県農政部

614－22－20 概要図3 「宮城県農業農村整備事業概要図」（H11） 平成11年 宮城県農政部

614－22－20 概要図3 「宮城県農道マップ」 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－20 概要図3 「宮城県農道マップ」 宮城県農政部農村整備課

614－22－20 概要図3 「宮城県農道マップ」（H08） 平成8年 宮城県農政部農村整備課

614－22－20 概要図3 「宮城県農道マップ」（H11） 平成11年 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－20 概要図3 「宮城県の河川と海岸」（H04） 平成4年 宮城県土木部河川課

614－22－20 概要図7 「宮城県古川産業振興事務所農業農村整備部事業実施状況図」 宮城県古川産業振興事務所農業農村整備部

614－22－20 概要図10 「宮城県桃生町2期地区県営ほ場整備事業　起工式」（H01） 平成1年11月 桃生町2期地区実行委員会

614－22－20 概要図10 「宮城県桃生町西部地区県営ほ場整備事業　起工式」（S59） 昭和59年11月 推進協議会,実行委員会

614－22－20 概要図 「宮城県米山地区　農村総合整備モデル事業計画概要図」 昭和49年11月 宮城県米山役場

614－22－20 概要図6 「宮城県亘理県営かんがい排水事業概要図」（S45） 昭和45年1月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「宮城県亘理県営かんがい排水事業概要図」（S45）写 昭和45年1月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図5 「みやぎの新しい農業農村整備推進体制」（H11） 平成11年4月 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－20 概要図4 「みやざきの農業農村整備図」（H12） 平成12年 宮崎県農政水産部
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614－22－20 概要図8 「宮野地区　県営圃場整備事業概要図」（S54） 昭和54年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図12 「昔の農地（明治34年頃）」 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－20 概要図5 「村田ダム」 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「森地区　施工計画図」（H06） 平成6年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「文字地区　県営圃場整備事業概要図」（S49） 昭和49年 宮城県築館土地改良事務所

614－22－20 概要図8 「文字地区　県営ほ場整備事業完工誌」（S60） 昭和60年6月　 宮城県　栗原郡文字土地改良区

614－22－20 概要図1 「吉野川下流域　農地防災事業計画概要」（H07） 平成7年1月　 農林水産省中国四国農政局・事業所

614－22－20 概要図9 「米山町農業集落排水事業計画構想図」 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図9 「米山町の農業集落排水事業（下水道）」 宮城県米山町下水道課

614－22－20 概要図5 「隈西地区施設機能障害事業概要図」（S52） 昭和52年3月 宮城県大河原土地改良事務所

614－22－20 概要図6 「亘理・鳥の海地区　海岸保全施設整備事業概要図」（S53） 昭和53年3月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図1 「亘理国営かんがい排水事業　概要図」（S42） 昭和42年3月 東北農政局亘理農業水利事業所

614－22－20 概要図9 「県営ほ場整備事業　豊里地区　完工記念誌」（H12） 平成12年3月　 宮城県,登米郡豊里町土地改良区　

614－22－20 概要図9 「県営ほ場整備事業　長沼地区北浦地区　完工誌」（H11） 平成11年3月　 宮城県,迫町,迫川沿岸土地改良区

614－22－20 概要図6 概要図6「鶴田川地区県営一般かんがい排水事業概要図」（S55） 昭和55年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図8 概要図8「栗駒ダム概要」 宮城県栗駒ダム管理事務所

614－22－20 概要図9 概要図9「登米吉田一般かんがい排水事業」（S46） 昭和46年 宮城県迫土地改良事務所

614－22－20 概要図 「概要図　県営（国営）かんがい排水事業　亘理地区」 昭和50年2月 宮城県仙台土地改良事務所

614－22－20 概要図 「鳴瀬川農業水利事業　概要図」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－20 パンフさ （独）水資源機構　2005事業のあらまし」 （独）水資源機構

614－22－20 概要図 「農業基盤整備の概要」（昭和49年） 昭和49年4月 九州農政局

614－22－20 概要図 「国営かんがい排水事業（中津山地区）」 中津山地区国営土地改良事業促進協議会

614－22－20 概要図 「農業基盤整備の概要」（昭和46年） 昭和46年3月 東北農政局

614－22－20 概要図 「東北の農業の概要　－基盤整備事業関係－」（昭和50年） 昭和50年10月 東北農政局

614－22－20 概要図 「東北　農業農村整備の概要　TOHOKU2008」（平成20年） 平成20年 東北農政局

614－22－20 パンフＥ 「～21世紀にふさわしい“みやぎの農業農村整備”へのチャレンジ概要版」（H15） 平成15年1月 宮城県産業経済部

614－22－20 パンフＥ 「’83みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（S58） 昭和58年3月 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「’85土地連の概要」（S60） 昭和60年 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「’85みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（S60） 昭和60年3月 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「’87みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（S62） 昭和63年3月 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「’88みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（S63） 昭和63年3月　 宮城県勢要覧

614－22－25 パンフＥ 「’89お米のはなし」 平成1年 宮城県,宮城県米消費拡大推進連絡協議会

614－22－25 パンフＥ 「’89みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（H01） 平成1年2月 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「’90土地連の概要」（H02） 平成2年 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「’93みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（H05） 平成5年3月 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「’94AOMORI　美しく豊かな村づくり全国大会－第17回全国土地改良大会－」 94AOMORI　美しく豊かな村づくり全国大会　大会運営委員会

614－22－25 パンフＥ 「’98迫管内　農地利用集積研修会」 平成10年2月 宮城県迫農林振興事務所

614－22－25 パンフＥ 「’98みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（H10） 平成10年3月 宮城県統計課

614－22－25 パンフＥ 「”新潟”であるために・十章」 平成9年12月 農業土木歴史研究会

614－22－25 パンフＥ 「「アグリビジネス」で1・2・3」 平成11年 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－25 パンフＥ 「「食」・「農」の豊かさを求めて」 平成17年11月　 日本農業土木総合研究所

614－22－25 パンフＥ 「ーふるさと水と土基金ー　私たちのふるさと、私たちの手で守ろう。」 平成5年6月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「『ひとめぼれ』の里で桃太郎農業を」 仙台土地改良事務所

614－22－25 パンフＥ 「『みやぎのUR対策』に係わる農業農村整備事業効果事例集」21世紀農計レポートNo.3 平成13年12月 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフＥ 「1995年農業センサスからみた宮城の農業」 平成8年3月 宮城県企画部統計課

614－22－25 パンフＥ 「1ヘクタールほ場整備＝低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業＝」 宮城県古川土地改良事務所

614－22－25 パンフＥ 「2000迫管内農地利用集積ミニフォーラム報告書」 平成12年12月　
担い手育成基盤整備関連流動化促進事業
宮城県迫産業振興事務所

614－22－25 パンフＥ 「2001　関東の農業」 農林水産省関東農政局

614－22－25 パンフＥ 「2001みやぎのすがた」 平成13年3月 宮城県統計課

614－22－25 パンフＥ 「2005ため池フォーラムiNみやぎ」 平成17年10月 実行委員会

614－22－25 パンフＥ 「2007宮城県職員採用試験総合案内」 宮城県人事委員会事務局

614－22－25 パンフＥ 「2007みやぎのすがた」 平成19年3月 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「2007私たちの宮城県」 平成19年　 宮城県広報課

614－22－25 パンフＥ 「21世紀、田園力を愉しもう　＝田園空間博物館＝」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「21世紀。田園力」 平成12年3月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ
「21世紀型農業の実現に向けて（豊里地区）
＝21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業＝」

平成4年3月
豊里町21世紀型水田農業モデル
ほ場整備促進事業推進協議会

614－22－25 パンフＥ 「21世紀に向けた活力ある農村社会の創造」 平成9年　 東北農村総合整備事業推進協議会　

614－22－25 パンフＥ 「21世紀の国づくり　＝豊かな農村、明るい未来をめざして＝」 平成13年　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「21世紀のくらしを考えていますか？」農林水産省ガイドBooK 平成11年7月 農林水産大臣官房総務課広報室

614－22－25 パンフＥ 「21世紀の食料・農業・農村を考える」 平成10年9月 食料・農業・農村基本問題調査会
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614－22－25 パンフＥ 「21世紀の農業を目指して　ほ場整備事業（担い手育成型）城内地区」 宮城県迫農林振興事務所　

614－22－25 パンフＥ 「21世紀は緑のルネッサンス」 宮城県

614－22－25 パンフＥ 「21世紀へ自然とくらしをクリーンアップ　わたしたちの下水道」 快適で住みよいまち　かなん

614－22－25 パンフＥ 「21世紀への提言　SOLUTION　農業・農村の多面的機能を見直そう」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフＥ 「21世紀を先導する　＝宮城の産業の力強い振興と発展をめざして＝」（H13） 平成13年 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフＥ 「21世紀を先導する　＝宮城の産業の力強い振興と発展をめざして＝」（H14） 平成14年 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフＥ 「21世紀を担う活力ある産業経済圏の構築＝1999年4月宮城県産業経済部スタート＝」 平成11年4月 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフＥ 「21世紀を拓く」 宮城県豊里町

614－22－25 パンフＥ 「3SＩＣＰ」 3SICP技術協会

614－22－25 パンフＥ 「3Sセグメント工法　技術　・　積算資料」 平成18年6月 3SICP技術協会

614－22－25 パンフＥ 「3Sセグメント工法」 3SICP技術協会

614－22－25 パンフＥ 「七ヶ宿ダム管理所事業概要」 平成11年 建設省・東北地方建設局七ヶ宿ダム管理所

614－22－25 パンフＥ 「acleS」39号 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフＥ 「ACRES　Japan」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフＥ 「ANTENNA」24号 平成13年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「Do　MIYAGI｣Vol．34 平成9年7月 宮城県総務部

614－22－25 パンフＥ 「HUSTLE＜ハッスル＞」Vol．8 平成13年　 宮城県企画部地域振興課

614－22－25 パンフＥ 「HUSTLE＜ハッスル＞」Vol．9 平成14年　 宮城県企画部地域振興課

614－22－25 パンフＥ 「LAND　IMPROVEMENT」 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフＥ 「MINAMIKATAわが町ガイドブック」 南方町

614－22－25 パンフＥ
「NATUKAWA　PONT　DES　ARTS　夏川芸術橋
登米北部地区広域営農団地農道整備事業」

宮城県迫農林振興事務所　農業農村整備部

614－22－25 パンフＥ 「SDERD」69 平成21年3月 （社）土地改良測量設計技術協会

614－22－25 パンフＥ 「THE　TOURIST'　HANDBOOK　＝仙台・松島＝」 平成3年3月 仙台・松島国際観光モデル地区推進協議会

614－22－25 パンフＥ 「TOWA　1992町勢要覧」 平成4年11月 東和町

614－22－25 パンフＥ 「TOWA」 宮城県東和町

614－22－25 パンフＥ 「TOYOMA　登米町勢要覧（概要版）」 登米町

614－22－25 パンフＥ 「TOYAMA　登米町勢要覧」 登米町

614－22－25 パンフＥ 「WTO農業交渉　日本提案」 農林水産省国際経済課

614－22－25 パンフあ 「藍より青く吉野川」 平成10年7月 農林水産省中国四国農政局

614－22－25 パンフあ 「あおもりの農村整備」（H12） 青森県農林部農村計画課・農村建設課

614－22－25 パンフあ 「アクティブ農業をめざして　＝地域農業の活性化を図る大区画ほ場整備＝」 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフあ 「明日の農業」（H12） 平成12年3月 全国農業会議所

614－22－25 パンフあ 「明日の農業」（H14） 平成14年3月 全国農業会議所

614－22－25 パンフあ 「明日の農業農村整備　共に生きる都市と農村」 平成13年1月 農林水産省

614－22－25 パンフあ 「明日への飛翔　＝未来型産業の確立＝」 平成13年5月 宮城県石巻産業振興事務所

614－22－25 パンフあ 「新しい農業農村を目指して　事業概要2005」 平成17年4月　 水土里ネットみやぎ（宮城県土地改良事業団体連合会）

614－22－25 パンフあ 「新しい農業を語る農業者のつどい」懇談記録 平成5年1月 宮城県,みやぎの農業・農村活性化推進会議

614－22－25 パンフあ 「新しい農村計画」No．55 昭和63年9月 （財）農地開発企画委員会

614－22－25 パンフあ 「新しい農村計画」No．56 昭和63年12月 （財）農地開発企画委員会

614－22－25 パンフあ 「新しいほ場整備のすすめ」 平成2年11月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.01 平成10年4月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.02 平成10年6月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.03 平成10年9月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.09 平成11年10月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.10 平成11年12月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.11 平成12年2月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.13 平成12年6月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.14 平成12年8月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.15 平成12年11月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.16 平成12年12月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.17 平成13年2月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.18 平成13年3月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.19 平成13年6月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.20 平成13年8月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.21 平成13年10月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.22 平成13年12月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.23 平成14年2月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.26 平成14年7月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.27 平成14年10月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「あつめよう」No.28 平成14年12月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター
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614－22－25 パンフあ 「あつめよう」臨時増刊 平成14年12月 宮城県土地改良事業団体連合会農地集積指導センター

614－22－25 パンフあ 「新たな活力　農林商工業の発展をめざした新体制スタート」 平成12年　 宮城県古川産業振興事務所

614－22－25 パンフあ 「新たな国際環境に対応したみやぎの農業・農村振興方策」 平成7年11月 宮城県農政部

614－22－25 パンフあ 「新たな土地改良長期計画（H15～ H19）」 農林水産省

614－22－25 パンフあ 「荒砥沢ダムの概要　迫川上流農業水利事業」 東北農政局　迫川上流農業水利事業所

614－22－25 パンフあ 「安全でより豊かな農業農村のために　＝農地防災事業のあらまし＝」 平成11年8月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフあ 「いきいき産業フェア’99　みやぎものづくり　まるごとフェスティバル」 平成11年10月 みやぎまるごとフェア事務局

614－22－25 パンフあ 「活き活きむらだより」No．22 平成19年3月 宮城県大河原地方振興事務所

614－22－25 パンフあ 「生きがいとゆとりを求めて」 宮城県

614－22－25 パンフあ 「いしこし」 平成6年2月 石越町企画財政課

614－22－25 パンフあ 「異常気象災害から立ち上がろう！　＝被害を受けた農家のみなさまへ＝」 平成5年11月 宮城県

614－22－25 パンフあ 「伊豆沼・内沼　ラムサール条約登録湿地」 宮城県迫町商工観光課

614－22－25 パンフあ 「伊豆沼・内沼の自然フォトコンテスト入選作品」（H15） 伊豆沼・内沼フォトコンテスト実行委員会

614－22－25 パンフあ 「伊豆沼と2工区の生き物たちと農業」 宮城県・伊豆沼土地改良区

614－22－25 パンフあ 「いっしょにやろう統合整備」 平成3年9月 宮城県農政部耕地課

614－22－25 パンフあ 「いのちつどう農村を目指して」 社団法人　農村環境整備センター

614－22－25 パンフあ 「いま、みやぎから新しい風」 平成7年6月 宮城県土木部土木企画課

614－22－25 パンフあ 「岩堂沢ダム　大崎地区」 平成19年8月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－25 パンフあ 「ウエディングベルの聞こえるまち」 平成4年2月　 宮城県東和町役場

614－22－25 パンフあ 「内川」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－25 パンフあ 「美しい水環境と快適な村づくり」 （社）日本農業集落排水協会

614－22－25 パンフあ 「海と人のポエジー気仙沼1995市勢要覧」 平成7年 気仙沼市

614－22－25 パンフあ 「潤いの大地　大崎耕土」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド関連　農業農村整備緊急特別対策　事例集・第1集」 平成8年4月 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド関連　農業農村整備緊急特別対策　事例集・第2集」 平成8年11月 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド関連　農業農村整備緊急特別対策　事例集・第3集」 平成9年11月 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド関連　農業農村整備緊急特別対策　事例集・第3集」 平成9年11月　 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド関連　農業農村整備緊急特別対策　事例集・第5集」 平成11年10月　 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド関連　農業農村整備緊急特別対策　事例集・第6集」 平成12年9月 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフあ 「ウルグァイ・ラウンド農業合意と我が国農業」 平成6年3月 （社）国際農業交流基金

614－22－25 パンフあ 「エバラ時報」226 平成22年1月 （株）荏原製作所

614－22－25 パンフあ 「園芸戦略拠点づくりに向けて」 平成2年11月 宮城県迫地方県事務所

614－22－25 パンフあ 「オアシス21構想　＝みやぎ栗駒・船形リフレッシュリゾート」 栗駒山麓リゾート地域整備推進協議会

614－22－25 パンフあ 「おいでよ！みやぎでゆったり出会う」 平成21年3月 宮城県グリーン・ツーリズム推進協議会

614－22－25 パンフあ 「おいでよ！みやぎのグリーンツーリズム」 宮城県グリーン・ツーリズム推進協議会

614－22－25 パンフあ
「多くのご意見が集まってこれからの農業がスタートします
＝農業・未来レポート提言編＝」

平成11年9月　 21世紀の食料・環境・ふるさとを考える委員会

614－22－25 パンフあ
「多くのご意見が集まってこれからの農業がスタートします
＝農業・未来レポート提言編＝」

21世紀の食料・環境・ふるさとを考える委員会

614－22－25 パンフあ 「おおさき　快適農林業へのチャレンジ」 宮城県古川農林振興事務所

614－22－25 パンフあ 「大崎」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－25 パンフあ 「大崎家の農業日記」 宮城県古川農林振興事務所,（社）宮城県農業公社

614－22－25 パンフあ 「大崎から発信　＝農林商工観光業の発展をめざして＝」 宮城県古川産業振興事務所

614－22－25 パンフあ 「大崎新世紀　農林商工観光業の発展をめざして」 平成12年　 宮城県古川産業振興事務所　

614－22－25 パンフあ 「大崎西部　国営だより」第11号 平成7年11月　 大崎西部国営土地改良事業

614－22－25 パンフあ 「大崎地域における農業農村整備事業の展開方向」 平成13年3月 宮城県古川産業振興事務所農業農村整備部

614－22－25 パンフあ 「大崎東部地区畜産地域環境負荷軽減対策事業 なかよしゆうきセンター」 なかよしゆうきセンター

614－22－25 パンフあ 「大崎土地改良区統合整備の概要」 大崎土地改良区統合整備推進協議会

614－22－25 パンフあ 「大崎の未来と明日」 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－25 パンフあ 「想い　＝水と人のものがたり　名取川・広瀬川＝」 平成3年2月　 建設省東北地方建設局仙台工事事務所

614－22－25 パンフあ 「オランダ風車　白鳥」 宮城県迫町

614－22－25 パンフか 「開拓・琉水　安積原野を実りの土地へ」 平成13年9月 東北農政局　新安積農業水利事業建設所

614－22－25 パンフか 「快適な農村環境づくりへ向けて」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフか 「会報　うらら　NPO法人　あぐりねっと21　創刊号（第1号）」 平成16年4月　 NPO法人　あぐりねっと21

614－22－25 パンフか 「会報」日本家禽会第118号 平成17年1月

614－22－25 パンフか 「輝け8町フレンズ」 わが町交流推進協議会

614－22－25 パンフか 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律についての説明会資料」 平成11年11月　 宮城県古川家畜保健衛生所　外

614－22－25 パンフか 「家畜ふん尿を適正に管理し、有効に活用しましょう。」 平成11年11月　 宮城県古川家畜保健衛生所　外

614－22－25 パンフか 「活力ある農村を考えるフォーラム　＝集落農業でコスト低減＝」 平成10年12月 古川地区県営ほ場整備事業推進協議会

614－22－25 パンフか 「活力あるみやぎの水田農業振興のすすめ」 平成14年3月 宮城県

614－22－25 パンフか 「活力と魅力あふれる地域の形成に向けて（みやぎ北上連邦）概要版」 平成6年3月 宮城県,登米町,東和町,中田町,津山町

614－22－25 パンフか 「蕪栗沼遊水池」 宮城県迫川総合開発建設事務所
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614－22－25 パンフか 「加美地区農道整備完工式　御招待者芳名簿」

614－22－25 パンフか 「川　歴史再発見　阿武隈川下流利活用マップ」 建設省東北地方建設局仙台工事事務所調査第一課

614－22－25 パンフか 「考えよう　明日の食料・農業・農村」 農林水産省大臣官房企画室

614－22－25 パンフか 「考えよう！婦人の明日をめざして」 昭和60年 農村婦人フォーラム宮城県農業普及課

614－22－25 パンフか 「完工式等テレホンカード」 32枚

614－22－25 パンフか 「観光マップ　みやぎ」 宮城県

614－22－25 パンフか 「換地のあらまし」農計パンフNo．4 昭和61年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフか 「官民連携新技術研究開発事業」 平成20年 農林水産省構造改善局建設部設計課

614－22－25 パンフか 「基幹水利施設　技術管理強化特別指導事業－（管理技術者プール制度）－」 全国土地改良施設技術管理事業促進協議会

614－22－25 パンフか 「北上大堰概要」 昭和50年10月 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

614－22－25 パンフか 「北上川の水辺にロマンを求めて　＝北上川水系河川環境管理基本計画＝」 建設省東北地方建設局

614－22－25 パンフか 「きのう・きょう・あした　農業・農村」 平成7年4月 宮城県農政部

614－22－25 パンフか 「基盤整備促進事業の概要」 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフか 「旧北上川分流施設改築事業　～安全で豊かな地域を目指して～」 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所

614－22－25 パンフか 「九州の農業」 平成10年3月 農林水産省九州農政局企画調整室

614－22－25 パンフか 「旧迫」第37号 平成5年4月　 旧迫川沿岸土地改良区

614－22－25 パンフか 「共生　オーライ！ニッポン　対流」 平成16年 オーライ！ニッポン会議

614－22－25 パンフか 「今日の農業農村整備事業」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフか 「クリーンキャンプ　なかだ」 中田町役場

614－22－25 パンフか 「栗駒山麓湯めぐり回廊」 岩手県,宮城県,秋田県

614－22－25 パンフか 「栗原エリア　ナビマップ」 平成16年1月 大崎・栗原・登米地域観光推進協議会

614－22－25 パンフか 「栗原地方農林業のすがた」 平成10年3月 宮城県築館農林振興事務所

614－22－25 パンフか 「栗原電鉄線　ふる里発思い出行き」 石越・金成・鶯沢・若柳・栗駒町

614－22－25 パンフか 「月刊建設」54 平成22年1月 （社）全日本建設技術協会

614－22－25 パンフか 「県営ほ場整備事業地区担い手事例」 平成13年2月 宮城県迫産業振興事務所

614－22－25 パンフか 「研究職員と支援態勢の概況」（H21） 平成21年7月 農村工学研究所技術移転センター

614－22－25 パンフか 「建設機械の排出ガス対策」 国土交通省

614－22－25 パンフか 「現地見学会テキスト」農業土木学会農村研究部会第10回研修会 昭和63年7月 宮城県農政部耕地課

614－22－25 パンフか 「ご意見ください。これからの農業・ふるさとづくり。　＝宮城県集計結果＝」 平成10年 21世紀の食料・環境・ふるさとを考える委員会

614－22－25 パンフか 「公開講座　最近の農業情勢と今後の方向」 昭和62年 色麻町にて小野昌和論説委員の講演

614－22－25 パンフか 「交換分合」 市町村農業委員会,農業会議,全国農業会議所

614－22－25 パンフか 「交換分合でらくらく農作業」 平成5年3月 宮城県農政部耕地課

614－22－25 パンフか 「耕地課七十年の歩み」 平成1年11月　 宮城県農政部

614－22－25 パンフか 「耕地課創設70周年記念行事」 平成1年11月　 宮城県農政部

614－22－25 パンフか 「広報　はざまがわ」 平成6年8月 迫川沿岸土地改良区総務課

614－22－25 パンフか 「桑折江頭首工　潤いの大地・・・・・未来へ！」 東北農政局大崎農業水利事業所

614－22－25 パンフか 「桑折江頭首工　－大地と人をうるおすー」 東北農政局大崎農業水利事業所

614－22－25 パンフか 「国勢調査結果速報　＝国勢調査でみる宮城県＝」（H12） 平成13年3月 宮城県企画部統計課

614－22－25 パンフか 「国土のなりたちと　農業土木　宮城県版」

614－22－25 パンフか 「国土のなりたちと農業土木（その3）」 宮城県版

614－22－25 パンフか 「穀類等乾燥調整貯蔵施設　カントリーエレベーター」 南方町農業協同組合

614－22－25 パンフか 「ここちよい農村の形成にむけて」農村整備レポートVol．4 平成11年3月 国土庁地方振興局農村整備課

614－22－25 パンフか 「小田ダム　先人達の想いを未来につなぐ栗原の里　迫川上流（二期）農業水利事業」 東北農政局迫川上流農業水利事業所小田支所

614－22－25 パンフか 「これからの東北農業を考える＝取材の立場から＝」 昭和63年4月　 「東北経連月報」河北小野論説委員

614－22－25 パンフか 「コンクリート製品」No．458 平成22年2月 全国コンクリート製品協会

614－22－25 パンフさ 「災害にあったらどうする　農地・農業用施設災害復旧事業」 農林水産省構造改善局防災課災害対策室監修

614－22－25 パンフさ 「災害に強い農業農村整備－ほ場整備の効果（平成5年災害の記録）－」 ほ場整備研究会

614－22－25 パンフさ 「災害のない豊かな農村をめざして　＝農地防災事業の推進＝」 昭和62年6月 全国土地改良事業団体連合会の内防災事業推進本部

614－22－25 パンフは 「迫上流・三川流域の軌跡　（仙台藩を支えた豊穣の地）」 平成16年2月 東北農政局迫川上流農業水利事業所

614－22－25 パンフさ 「さよなら昭和の殿堂　旧宮城県庁の記録」 昭和61年3月　 宮城県

614－22－25 パンフさ 「サンクチュアリセンター　つきだて館」 宮城県築館町

614－22－25 パンフさ 「散策ガイドマップ」 平成1年4月　 岐阜市観光課

614－22－25 パンフさ 「山村振興等農林漁業特別対策事業のあらまし」 平成9年3月 宮城県農政部

614－22－25 パンフさ 「山林素地及び山元立木価格調」 平成17年10月　 財団法人日本不動産研究所

614－22－25 パンフさ 「鹿又地区集落排水処理施設」 平成3年3月　 宮城県河南町

614－22－25 パンフさ 「事業概要2004」 水土里ネットみやぎ

614－22－25 パンフさ 「事業概要2005」 水土里ネットみやぎ

614－22－25 パンフさ 「事業概要2006」 水土里ネットみやぎ

614－22－25 パンフさ 「事業概要2007」 水土里ネットみやぎ

614－22－25 パンフさ 「事業のあらまし」 平成7年7月 農用業整備公団

614－22－25 パンフさ 「試験室概要」 東北農政局仙台施工調査事務所施工試験室
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614－22－25 パンフさ 「次世代型ほ場整備モデル事業」 宮城県農政部農地整備課

614－22－25 パンフし 「自然とともに子どもたちとともに（農村地域における自然再生関連施策の展開）」 平成16年 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフさ 「次代を拓く豊饒の大地　潤いの大地　大崎耕土　・大崎の未来　豊かな明日へ」
東北農政局大崎農業水利事業所宮崎支所,
大崎上流農業水利事業建設所

614－22－25 パンフさ 「志田郡三本木町館下堰土地改良区　事務所としての閉所式」 平成8年3月

614－22－25 パンフさ 「自治体現場発　みらい農業政策提言　PARTⅡ」 平成18年7月 自治体”農”ネットワーク

614－22－25 パンフさ 「地盤の液状化解析システム」 （株）竹中工務店,（株）竹中土木

614－22－25 パンフさ 「島根県　中山間地域活性化基本構想」 平成8年2月 島根県

614－22－25 パンフさ 「写真で見る　農業農村整備」 平成11年12月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフさ 「写真で見る工事の記録（水芋地区）」 平成14年12月 宮城県古川産業振興事務所

614－22－25 パンフさ 「集落農業をすすめよう！！」 農協・宮城県農協中央会

614－22－25 パンフさ 「祝　石越町土地改良区理事長　千葉　欽治氏　叙勲を祝う会｣ 平成5年11月　 千葉欽治氏叙勲を祝う会　発起人会

614－22－25 パンフさ 「祝　加美地区広域営農団地農道整備事業完工式　式典場配置ならびに御席ご案内」

614－22－25 パンフさ 「循環型農村社会の形成をめざして」 平成14年3月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフさ 「昭和61年度　賦課金について」 登米郡米山町土地改良区

614－22－25 パンフさ 「昭和63年度仙台地区農協青年部農業経営実績発表大会」 昭和63年11月

614－22－25 パンフさ 「食材大国みやぎ　おおさき　食材カタログ」 宮城県古川地方振興事務所　

614－22－25 パンフさ 「職場と地域の子育て支援を応援します！」 平成19年3月 官民連携子育て支援推進フォーラム

614－22－25 パンフさ 「食料・農業・農村基本法のあらまし」 農林水産省

614－22－25 パンフさ 「食料・農業・農村基本法の下での　農業農村整備の展開方向」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフさ 「食料の安全保障と豊かな国民生活を実現する農業・農村の再構築」 平成9年10月 全国農業会議所

614－22－25 パンフさ 「資料編　石越町」 宮城県石越町

614－22－25 パンフさ 「新・環境影響評価制度の仕組み」 宮城県環境生活部環境政策課

614－22－25 パンフさ 「新・宮城県景観形成指針（概要版）」 平成19年5月　 宮城県

614－22－25 パンフさ 「新海岸法の施行」 平成12年 （社）全国海岸協会

614－22－25 パンフさ 「新規就農ご案内」 宮城県

614－22－25 パンフさ 「信仰と工芸の里つやま」 宮城県津山町

614－22－25 パンフさ 「新世紀豊かさ実感みやぎ　＝宮城県総合計画　概要版＝」 平成12年3月 宮城県

614－22－25 パンフさ 「新政策二法のあらまし　農業経営基盤強化関係法/特定農山村法」 平成5年　 全国農業会議所

614－22－25 パンフさ 「新農業構造改善事業のあらまし」 昭和53年6月 宮城県

614－22－25 パンフさ 「新聞抜粋　あぐりねっと21　他」 平成15年9月　 河北新報,農林建設情報,毎日,朝日

614－22－25 パンフさ 「新聞抜粋（河北新報）他」 平成4年6月

614－22－25 パンフさ 「水田農業確立対策のしおり」（H03） 平成3年 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフさ 「水田農業確立対策のしおり」（H04） 平成4年 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフさ 「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策のあらまし」 水田活性化研究会

614－22－25 パンフさ 「図表でみる農業農村整備　＝農業農村整備宣言・資料集＝」 農業農村整備研究会

614－22－25 パンフさ 「青年部幹部養成研修会」 昭和62年 仙台市農協青年部

614－22－25 パンフさ 「清流と杜の都の広瀬川　＝名取川河川環境管理基本計画＝」 建設省東北地方建設局

614－22－25 パンフさ 「清流を守り豊かな大地を育む　大崎」
東北農政局大崎農業水利事業所,
大崎上流農業水利事業建設所

614－22－25 パンフさ 「せせらぎ」1992－5 平成4年5月 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフは 「迫管内ほ場整備事業効果と米政策改革大綱への新たな農村づくり（中田地区）」 宮城県迫地方振興事務所　

614－22－25 パンフさ 「全国東和町とうわ」 全国東和姉妹町推進協議会

614－22－25 パンフさ 「仙台北部中核都市建設計画」 昭和58年2月 宮城県企画部

614－22－25 パンフさ 「仙南・仙塩広域水道」 昭和53年4月 宮城県企業局

614－22－25 パンフさ 「全測連」2009夏 平成21年7月 （社）全国測量設計業協会連合会

614－22－25 パンフさ 「全測連」2010新年号 平成22年1月 （社）全国測量設計業協会連合会

614－22－25 パンフさ 「総合的建設副産物対策」（H07） 平成7年7月 建設副産物リサイクル広報推進会議

614－22－25 パンフさ 「総合的建設副産物対策」（H15） 建設副産物リサイクル広報推進会議

614－22－25 パンフさ 「測量と積算マニュアル」 宮城県測量設計業協会

614－22－25 パンフさ 「疎水百選」 全国水土里ネット,都道府県水土里ネット

614－22－25 パンフた 「第11回美しい日本のむら景観コンテスト」 農林水産省

614－22－25 パンフた 「第12回全国農村青少年技術交換大会」 全国農村青少年教育振興会,宮城県

614－22－25 パンフた 「第13回全国土地改良大会　視察ガイドブック」 平成2年4月　 岐阜県

614－22－25 パンフた 「第20回全国土地改良大会　美しく豊かな村づくり全国大会」 平成9年11月　
全国土地改良事業団体連合会
栃木県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「第2次豊里町発展総合計画　実施計画07－09」写し 宮城県豊里町

614－22－25 パンフた 「第2次豊里町発展総合計画　実施計画09－11」写し 平成9年1月 宮城県豊里町

614－22－25 パンフた 「第36回技術士全国大会（仙台）」 平成21年10月 （社）日本技術士会東北支部

614－22－25 パンフた 「第3回みやぎのむらづくりセミナー　記録集」 平成15年10月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフた 「第三代横綱　丸山権太左衛門のはなし」 米山町観光協会

614－22－25 パンフた 「第7回　ため池のある風景　写真コンテスト」

614－22－25 パンフた 「大豆栽培情報　－平成13年度に向けてー」 平成13年4月 大崎地域大豆栽培研究会
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614－22－25 パンフた 「大地＝特集　20年岩手・宮城内陸地震＝」第49号 平成21年2月 東北地質調査業協会

614－22－25 パンフた 「台地・人・水　稲作文化は　こうして広まった」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「大地はあぐりキャンパス」 平成13年8月 宮城県石巻地域農業改良普及センター

614－22－25 パンフた 「大地を潤す。人を潤す。暮らしを潤す。　鳴瀬川中流堰」 国土交通省北上川下流工事事務所　鹿島台出張所

614－22－25 パンフた 「高橋元三郎様勲4等瑞宝章受賞祝賀会」 平成2年7月

614－22－25 パンフた 「田尻町農業振興ビジョン　概要版」 平成10年3月　 宮城県田尻町農政商工課

614－22－25 パンフた 「田畑価格及び小作料調」 平成17年10月　 財団法人日本不動産研究所

614－22－25 パンフた 「ため池フォーラムiNみやぎパネルディスカッション　参加者名簿」 平成17年10月　 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフた 「ため池フォーラムiNみやぎパネルディスカッション ため池施策の新たな展開」 平成17年10月 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフた 「誰もが住んでみたい村に　Part2」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「誰もが住んでみたい村に　Part3」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「誰もが住んでみたい村に。　農業農村整備」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「田んぼの生きもの図鑑（魚・カエル編）」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフた 「田んぼの学校　開校ガイド」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフた 「田んぼの学校　プログラム集　1」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフた 「田んぼの学校」 「田んぼの学校」支援センター

614－22－25 パンフた 「田んぼの学校だより」10 平成15年1月 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフた 「地域おこし事例」（第1報） 平成13年3月　 古川産業振興事務所農業農村整備部　

614－22－25 パンフた 「地域おこし事例」（第2報） 平成14年3月　 古川産業振興事務所農業農村整備部　

614－22－25 パンフた 「地域活性化のための土地改良への提言」 平成1年11月　 耕地課創立七十周年記念論文

614－22－25 パンフた 「地域ぐるみで活力ある村づくり」 平成5年　 全国農業会議所

614－22－25 パンフた 「地域資源を活用した産業の新たな展開をめざして」 平成13年3月 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフた 「地域づくりと学びあい」 APO東北

614－22－25 パンフた 「地域で取り組むＧＩS＝水土里情報の整備と活用に向けて＝」 平成18年4月 農林水産省地域整備課,全国水土里ネット

614－22－25 パンフた 「地域農業活性化講座テキスト」 昭和63年　 宮城県公務研修所

614－22－25 パンフた 「地域の皆さんと　ワークショップに挑戦!!」 渋川地区地域用水環境整備事業推進協議会

614－22－25 パンフた 「地域の魅力再発見」 平成13年3月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「地域用水環境整備事業「渋川地区」～自然にやさしい水辺　渋川　をめざして～」
渋川地区地域用水環境整備事業推進協議会,
古川市役所産業部農村整備課,大崎土地改良区,
宮城県古川産業振興事務所農業農村整備部

614－22－25 パンフた 「小さな日本の大きな資源」 東北地方建設副産物対策連絡協議会

614－22－25 パンフた 「地球は水の星、米は楕円形の宇宙　＝いのちを守る農業＝」 角田市農業経営者会議

614－22－25 パンフた 「地質と調査」09・第1号 平成21年3月 土木春秋社

614－22－25 パンフた 「中山間地域等直接支払制度のあらまし」 平成11年9月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフた 「中山間地域等直接支払制度のあらまし」 平成12年4月 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフた 「中小企業施設活用ガイドブック」（H16） 平成16年5月 宮城県

614－22－25 パンフち 「彫刻と野鳥のさえずる街　横浜港南台魅力発見マップ」 横浜地域まちづくり推進事業

614－22－25 パンフた 「庁舎改築の概要」 宮城県栗駒ダム管理事務所

614－22－25 パンフた 「町政座談会」（H10） 南方町

614－22－25 パンフた 「築館町　浪漫香る、彩りのまち」 築館町産業振興課

614－22－25 パンフた 「強い農業への出発　新しいほ場整備の創造」 平成1年3月 宮城県農政部

614－22－25 パンフた 「鼎談　持続可能な農業を考える」 平成11年6月 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－25 パンフた 「データにみる日本の食糧」 平成3年4月　 食糧庁長官官房調査課

614－22－25 パンフた 「データブック’92資料編　東和町」 東和町

614－22－25 パンフた 「田園・水辺の環境整備」 構造改善局建設部水利課

614－22－25 パンフた 「田園空間博物館」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「田園自然環境保全・再生の取組」 平成17年3月　 宮城県

614－22－25 パンフた 「田園都市　大崎の「農林産物直売所」」 宮城県古川農林振興事務所

614－22－25 パンフと 「東北　30周年記念」 東北土地改良建設協会

614－22－25 パンフた 「東北経連月報　第255号」 昭和63年4月　 東北経済連合会

614－22－25 パンフた 「東北支部報」2007　No43 （社）日本補償コンサルタント協会東北支部

614－22－25 パンフた 「とうわガイドブック」 宮城県登米郡東和町

614－22－25 パンフた 「東和農業振興地域整備変更計画書」写し 昭和55年3月 宮城県登米郡東和町

614－22－25 パンフた 「東和町国土利用計画」 昭和61年3月 宮城県登米郡東和町

614－22－25 パンフた 「東和町森林整備計画　H6－16」 宮城県・東和町

614－22－25 パンフた 「特別展　輪中と治水」 平成2年4月　 岐阜県博物館友の会

614－22－25 パンフた 「都市と農村の交流のすすめ」 平成12年9月 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－25 パンフた 「土地改良30年の歩み」 昭和58年11月　 宮城県農政部

614－22－25 パンフた
「土地改良区　統合整備 ～21世紀の新しい農業に向かって
土地改良区のあるべきすがたを考える～」

平成6年10月　 宮城県古川土地改良事務所

614－22－25 パンフた 「土地改良区解散記念　20年の歩み」 昭和49年3月 志田郡三本木町外二地区土地改良区　

614－22－25 パンフた 「土地改良区広報」No．588 水土里ネットみやぎ
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614－22－25 パンフた 「土地改良区広報」No．589 水土里ネットみやぎ

614－22－25 パンフた 「土地改良区の概要」 平成2年3月　 志田郡上河原堰土地改良区

614－22－25 パンフた 「土地改良事業の効果（ほ場整備事業）」 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフた 「土地改良事業負担軽減対策」 宮城県農政部耕地課

614－22－25 パンフた 「土地改良施設の整備補修は適正化事業で」 全国土地改良事業団体連合会,中央土地改良管理指導センター

614－22－25 パンフた 「土地改良のあらまし　農計パンフNo1」 昭和60年8月　 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフた 「土地改良のあらまし　農計パンフNo1」 昭和61年3月 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフた 「土地改良のあらまし　農計パンフNo1」 昭和63年 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフた 「土地総のすすめ」 平成1年7月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフた 「土地総のすすめ」 平成7年4月 全国土地改良総合整備事業制度研究会

614－22－25 パンフと 「利根川上流　ダム群の概要」 平成13年1月 国土交通省関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所

614－22－25 パンフと 「利根調だより　1999　第23号　夏」 平成11年 関東農政局　利根川水系土地改良調査管理事務所

614－22－25 パンフた 「富県共創！活力とやすらぎの邦づくり」 宮城県

614－22－25 パンフた 「富県宮城に向けて」 宮城県知事　村井嘉浩

614－22－25 パンフた 「登米管内の広報・公聴活動」（H16） 平成16年 宮城県迫地方振興事務所農業農村整備部

614－22－25 パンフた 「登米郡のほ場整備」 昭和63年7月 宮城県迫土地改良事務所

614－22－25 パンフた 「登米郡南三町地域活性化資源調査」 豊里町,米山町,南方町

614－22－25 パンフた 「登米町生産調整推進基本計画」（H08）写し 平成8年5月 登米町

614－22－25 パンフた 「登米町勢要覧　平成4年度資料編」 登米町

614－22－25 パンフた 「共に生きる　都市と農村　「食」と「農」の再生に向けて」 （財）日本農業土木総合研究所

614－22－25 パンフた 「共に生きる都市と農村　「食」と「農」の豊かさを求めて」 農林水産省農村振興局計画部事業計画課

614－22－25 パンフた 「共に生きる都市と農村　明日の農業農村整備」 農林水産省農村振興局計画部事業計画課

614－22－25 パンフた 「共に生きる都市と農村　次の豊かさへ」 農林水産省農村振興局計画部事業計画課

614－22－25 パンフた 「とよさと　花と釜神の里　町勢要覧」（H06） 平成6年3月 宮城県豊里町

614－22－25 パンフた 「とよさと　花と釜神の里　町勢要覧」（H09） 平成9年3月 宮城県豊里町

614－22－25 パンフた 「とりしま」No．169 平成21年8月 （株）酉島製作所

614－22－25 パンフな 「直江兼続のまちづくり（治水編）」 （社）土木学会東北支部

614－22－25 パンフな 「直江兼続のまちづくり（利水編）」 （社）土木学会東北支部

614－22－25 パンフな 「那珂川の水でたしかな未来を子供たちに」 那珂川沿岸農業水利事業推進協議会

614－22－25 パンフな 「中田町の農業」 平成7年2月 中田町農政課

614－22－25 パンフな 「中田町老人保健福祉計画」写し 中田町役場

614－22－25 パンフな 「長沼フートピア公園」 宮城県迫町

614－22－25 パンフな 「長沼フートピア公園ＤＲＩＶＥＭＡＰ」 迫町商工都市計画課

614－22－25 パンフな 「鳴瀬川物語」 古川農林振興事務所,小野田地域ふるさと水と土保全隊

614－22－25 パンフな 「夏川芸術橋」 宮城県迫土地改良事務所

614－22－25 パンフな 「鳴瀬川　鳴瀬川農業水利事業概要」 平成21年10月 東北農政局大崎農業水利事務所

614－22－25 パンフな 「鳴瀬川物語」 小野田地域ふるさと水と土保全隊

614－22－25 パンフな 「南郷　’91宮城県南郷町勢要覧」 宮城県南郷町

614－22－25 パンフな 「南郷　活き活き田園ランド」写し 宮城県南郷町

614－22－25 パンフな 「南郷町建設事業総合落成式（H1－H7）」 平成8年3月　 宮城県南郷町

614－22－25 パンフな 「南郷町新庁舎のご案内」 宮城県南郷町

614－22－25 パンフな 「南郷町農村環境改善センター」 宮城県南郷町

614－22－25 パンフな 「南郷町における農業排水路の管水路の検討」 古川土地改良事務所

614－22－25 パンフな 「南郷町におけるほ場整備状況とその効果」 平成11年 遠田郡南郷土地改良区　　　

614－22－25 パンフな 「担い手育成に関連した基盤整備事業の再編」 宮城県農政部

614－22－25 パンフな 「担い手ガイドブック」 宮城県古川地方振興事務所「担い手の確保・育成推進チーム」

614－22－25 パンフな 「担い手規模拡大円滑化助成事業のしくみ」 平成5年　 全国農業会議所

614－22－25 パンフに 「日本・人・暮らし　（食料・農業・農村基本法　農業農村整備）」 農業農村整備広報会議

614－22－25 パンフに 「日本水土図鑑」 農林水産省　農村振興課　土地改良企画課

614－22－25 パンフな 「日本農業の再発見」 昭和58年6月　 （社）経済同友会

614－22－25 パンフな 「日本のふるさと「中山間地域」を守り、育んでいくために」 ふるさと保全ネットワーク,全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「日本の水資源」 昭和61年8月　 国土庁

614－22－25 パンフな 「日本水土図鑑」 平成14年4月　 農林水産省農村振興局計画部土地改良企画課

614－22－25 パンフな 「農業基盤の整備　＝明日への確かな架橋　土地改良＝」（S63） 昭和63年11月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業基盤の整備　平成に豊かさ築くー土地改良」（H01） 平成1年11月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業基盤の整備」（S59） 昭和59年11月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業基盤の整備」（S62） 昭和62年11月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想　南方町」 平成7年2月 宮城県登米郡南方町

614－22－25 パンフな 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」写し 平成7年1月 宮城県登米郡登米町

614－22－25 パンフな 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的構想」 平成7年1月 宮城県登米郡石越町

614－22－25 パンフな 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想　東和町」 平成7年3年 宮城県東和町
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614－22－25 パンフな 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想　中田町」 平成12年4月 宮城県中田町

614－22－25 パンフな 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想　迫町」 平成7年2月 宮城県迫町

614－22－25 パンフな 「農業集落排水」 平成3年 （株）三祐コンサルタンツ

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業　＝みやぎの農業農村整備’97＝」 宮城県農政部

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業　＝みやぎの農業農村整備＝」 宮城県農政部

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業（農村下水道）」 平成2年3月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業（農村下水道）しおり」 古川市産業部農村整備課

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業」 昭和63年3月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業の新たな展開」 （社）日本農業集落排水協会

614－22－25 パンフな 「農業集落排水事業の宅内改造費は非補助農業基金整備資金で」 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフな 「農業集落排水のしおり　＝きれいな水で快適な農村＝」 昭和63年9月 （社）日本農業集落排水協会

614－22－25 パンフな 「農業生産総合新興計画書」写し 平成7年9月 宮城県登米郡登米町

614－22－25 パンフな 「農業制度金融のごあんない」 平成7年11月 宮城県

614－22－25 パンフな 「農業と農村のいろいろなはたらき」 平成13年11月　 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業　コスト縮減事例」 平成9年4月 東北農政局土地改良技術事務所

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業　設計積算管理システム」 宮城県農政部技術管理室

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業推進活動報告書『みやぎ秋の田園フェスティバル’99』」 平成11年9月 みやぎ秋の田園フェスティバル実行委員会

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業担当者が撮影した　みやぎの田園の生きもの集」 平成17年10月　 みやぎの田園の生きもの集編集委員会

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業と財政指標」 平成11年1月 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業の効果と役割」 平成11年7月 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業の地方財政措置の手引き」（H08） 平成8年4月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業の地方財政措置の手引き」（H12） 平成12年10月 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業の地方財政措置の手引き」（H15） 平成15年7月 全国水土里ネット

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業の果たしている役割」 平成10年7月 宮城県農政部

614－22－25 パンフな 「農業農村整備事業を契機とした地域おこし事例」 平成13年3月 宮城県古川産業振興事務所農業農村整備部

614－22－25 パンフな 「農業農村整備宣言」 農業農村整備研究会

614－22－25 パンフな 「農業農村整備の概要と緊急性について」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業農村整備の展開方向　新たな千年紀に向けて」 平成12年　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業農村の整備」 平成18年　 全国水土里ネット

614－22－25 パンフな 「農業農村の整備＝水・土・里ゆたかな未来のために＝」 全国水土里ネット

614－22－25 パンフな 「農業農村の未来を築く　＝新世紀へのほ場整備のすすめ＝」 平成7年3月　 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフな 「農業農村を究める」 （財）日本水土総合研究所

614－22－25 パンフな 「農工研ニュース」63 平成21年9月 農村工学研究所

614－22－25 パンフな 「農村活性化住環境整備事業」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフな 「農村活性化通信」 平成12年10月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－25 パンフな 「農村景観・自然環境保全再生パイロット事業公募細則」1 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフな 「農村景観・自然環境保全再生パイロット事業公募細則」2 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフな 「農村景観8」 平成18年 農林水産省農村振興局企画部

614－22－25 パンフな 「農村景観百選」 平成3年　 農林水産省むらづくり対策室

614－22－25 パンフな 「農村振興いわて」第183号 平成21年3月 岩手県農村振興技術連盟

614－22－25 パンフな 「農村振興いわて」第184号 平成21年7月 岩手県農村振興技術連盟

614－22－25 パンフな 「農村振興いわて」第185号 平成21年10月 岩手県農村振興技術連盟

614－22－25 パンフな 「農村振興基本計画の作成の推進及び計画の具体化に向けて」 農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課

614－22－25 パンフな 「農村総合整備計画のすすめ」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフな 「農村の未来を描く」 独立行政法人農村工学研究所

614－22－25 パンフな 「農村は未来への財産です1」 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフな 「農村は未来への財産です2」 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフな
「農村緑住空間の創造に向けて農山漁村に
住む・訪れる・移り住む＜ゆとり・魅力・ふれあい＞」

平成15年3月 農水省農村振興局農村政策課農村整備調整室

614－22－25 パンフな 「農地・農業用施設災害復旧事業」 平成10年11月 農林水産省構造改善局防災課災害対策室

614－22－25 パンフな 「農地集積」 宮城県産業経済部農地整備課

614－22－25 パンフな 「農地集積指導センターガイド」 平成10年4月
宮城県農政部,宮城県土地改良事業団体連合会,
宮城県農業公社

614－22－25 パンフな 「農地集積優良地区事例集Vol.1」 平成12年3月 産業経済部農地整備課

614－22－25 パンフな 「農地流動化支援水利用調整システム」 農林水産省構造改善局水利課農業用水対策室

614－22－25 パンフな 「農地流動化シンポジウム報告書」 平成9年12月 石巻地区県営ほ場整備事業促進協議会

614－22－25 パンフな 「農地流動化のすすめ」 21世紀．担い手事業宮城県石巻地方連絡調整会議

614－22－25 パンフな 「農地を活かし、農業の担い手を育てよう」（H05） 平成5年 市町村他

614－22－25 パンフな 「農道整備事業の現況と展開」原稿 宮城県農地開発課長　福島国雄

614－22－25 パンフな 「農用地利用増進制度のしくみ」 南方町,南方町農業委員会

614－22－25 パンフな 「農用地利用調整特別事業・先導的利用集積事業のあらまし」 平成7年　 全国構造政策推進会議

614－22－25 パンフは 「排水対策特別事業　手引シリーズ」 昭和55年1月 全国土地改良事業団体連合会
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614－22－25 パンフは 「はさま　1993迫町勢要覧」 宮城県登米郡迫町

614－22－25 パンフは 「迫町　町並み案内地図」 宮城県登米郡迫町

614－22－25 パンフは 「はさま浪漫紀行」 宮城県登米郡迫町

614－22－25 パンフは 「畑に近い自然な暮らし　＝東北地域直売所マップ＝」 東北農政局生産流通部野菜課

614－22－25 パンフは 「畑地かんがいのあらまし」農計パンフNo．3 昭和63年 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフは 「話し合いから生まれるほ場整備と農地流動化」 （社）宮城県農業公社

614－22－25 パンフは 「話し合おう地域農業を!!　大規模水田農業確立推進事業」 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフら 「林林館　東和町物産館」 宮城県・東和町

614－22－25 パンフは 「バランスのとれた土づくり」 （財）日本土壌協会

614－22－25 パンフは 「ひとめぼれの里　宮城のほ場整備」 宮城県農政部,宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフは 「人も自然も農業も生きてるぞ」 宮城県小野田町

614－22－25 パンフは 「広島県のほ場整備」 平成9年1月 広島県農政部農村整備課

614－22－25 パンフふ 「複眼流の県土づくりを目指して　（千年の繁栄を築くために）」 平成14年3月 宮城県産業経済部　農村基盤計画課・農地整備部

614－22－25 パンフは 「複眼流の県土づくりを目指して」 平成14年3月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフは 「複眼流の県土づくりを目指して」 平成15年10月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフは 「不思議の森の暮らし　津山町勢要覧」 平成6年11月 宮城県津山町

614－22－25 パンフは 「部長とのほうれん草」 平成13年3月　 古川産業振興事務所農業農村整備部　

614－22－25 パンフは 「文化の波・文化の風おこし懇談会提言 ＝”新・伊達なクニづくり”に向けて＝」 平成2年3月 文化の波・文化の風おこし懇談会

614－22－25 パンフは 「分権型社会の創造に向けて　＝地方分権推進委員会の活動＝」 総理府　地方分権推進委員会事務局

614－22－25 パンフは 「平成10年8月末豪雨による農林水産業関係の被害状況（Ⅱ）」 平成10年8月 宮城県

614－22－25 パンフは 「平成10年8月末豪雨による農林水産業関係の被害状況」 平成10年8月 宮城県

614－22－25 パンフは 「平成10年度大河原管内農地集積シンポジウム講演録」 平成11年2月 宮城県大河原農林振興事務所

614－22－25 パンフは 「平成12年度　みやぎの農業農村整備～みやぎ田園新時代～概要版」 平成12年　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフは 「平成13年度　古川産業振興事務所　農業農村整備の概要」 平成13年4月 宮城県古川産業振興事務所農業農村整備部

614－22－25 パンフは 「平成13年度部内プロジェクトの記録」 平成14年3月　 古川産業振興事務所農業農村整備部　

614－22－25 パンフは 「平成14年度　仙台管内の農業農村整備事業の概要」 平成14年 宮城県仙台産業振興事務所農業農村整備部

614－22－25 パンフは 「平成15年度迫管内ほ場整備事業実施地区　農地集積状況集」 平成16年3月　 宮城県迫産業振興事務所　

614－22－25 パンフは 「平成17年度　みやぎの農業施策ガイドブック」 平成17年5月　 宮城県

614－22－25 パンフは 「平成19年度　宮城県農林水産行政の概要」 宮城県農林水産部

614－22－25 パンフへ 「平成21年度通常総会　[特別講演会]　講演録」 平成21年5月30日 NＰO法人　あぐりねっと21

614－22－25 パンフは 「平成4年度　土地改良の日記念行事　～未来の子供達のために清流の郷づくり～」 平成4年8月　
宮城県石巻土地改良事務所,
宮城県土地改良事業団体連合会石巻支部

614－22－25 パンフは 「平成6年渇水と農業用水」 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフは 「平成奥の細道　みやぎ路紀行」 平成8年3月 宮城県観光課

614－22－25 パンフは 「ベスト農地はこれだ！　＝21世紀の大区画水田整備＝」 昭和63年12月 農林水産省構造改善局整備課

614－22－25 パンフは 「ほ場整備のあらまし」農計パンフNo．2 昭和63年 宮城県農政部農地計画課

614－22－25 パンフは 「ほ場整備を契機とした　農地集積優良地区事例集」Vol．1 平成12年 宮城県産業経済部農地整備課

614－22－25 パンフは 「本町地区浄化センター」 平成7年3月　 宮城県河南町

614－22－25 パンフま 「松島町手樽地域における農業農村整備」（H11） 平成11年　 宮城県仙台農林振興事務所,松島町・宮城郡松島町手樽土地改良区

614－22－25 パンフま 「曲袋地区県営ほ場整備事業案内　豊饒らんどへ」 宮城県迫産業振興事務所　農業農村整備部

614－22－25 パンフま 「幻の港　野蒜築港を歩く」 野蒜築港ファンクラブ

614－22－25 パンフま 「丸森町　配偶者問題を考える講演要旨」 昭和59年3月　 河北新報小野昌和論説委員

614－22－25 パンフま 「身近な亘理の自然・歴史と農業」 水土里ネットわたり

614－22－25 パンフま 「水、生きかえる　農業集落排水事業のしおり」 （社）日本農業集落排水協会

614－22－25 パンフま 「水環境フォーラムIN平筒沼」 平成11年10月　 実行委員会

614－22－25 パンフま 「みずすまし構想」 滋賀県農政水産部

614－22－25 パンフま 「水土里通信」第3号 平成15年6月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「水土里通信」第4号 平成15年11月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「水と大地の恵みを永遠に　＝農業農村整備の効果と評価＝」 平成10年　 農林水産省構造改善局計画部事業計画課

614－22－25 パンフみ 「水と土　№166｣ 平成24年6月 農業土木技術研究会

614－22－25 パンフみ 「水と土と農・シリーズその4　疎通千里・利沢万世」 農林水産省東海農政局　水資源開発公団中部支社

614－22－25 パンフみ 「水と土と恵み」 平成11年7月 東北地方農業土木歴史研究会

614－22－25 パンフま 「水と緑とコミュニティ」 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「水と緑とスポーツの里　なかだ」 中田町役場

614－22－25 パンフま 「水は山を越えてー石鎚の恵み　道前道後へ」 平成11年10月　 中国四国農政局道前道後平野農業水利事業所

614－22－25 パンフま 「水辺に生きたあの頃に帰ろう　南郷町農業集落排水事業」 南郷町建設課

614－22－25 パンフま 「水辺に活力と潤いを　水と緑のコミュニティ」 宮城県農政部耕地課

614－22－25 パンフま 「水物語　伊豆野堰　むかしばなし」 平成6年3月　 宮城県志波姫町

614－22－25 パンフま 「水土里情報利活用促進事業」 平成18年3月　 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフま 「南八丁」 昭和62年3月 宮城県古川土地改良事務所

614－22－25 パンフま 「南いわて北みやぎ　おすすめ旅プラン」 両磐地区広域商工業新興協議会
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614－22－25 パンフま 「みなみかた農業情報発信」 宮城県南方町

614－22－25 パンフま 「南方町勢要覧　資料編」 宮城県南方町

614－22－25 パンフま 「ミニ統計’93　迫町」 平成5年2月 宮城県迫町

614－22－25 パンフま 「みやぎ　公衛検カプセル」60号 平成19年3月　 （財）宮城県公害衛生検査センター

614－22－25 パンフま 「みやぎ　公衛検カプセル」63号 平成20年9月　 （財）宮城県公害衛生検査センター

614－22－25 パンフま 「みやぎ　純米酒倶楽部」ほろよい大人の酒雑誌 平成16年2月　 宮城県酒造組合

614－22－25 パンフま 「みやぎ　ほ場整備100地区記念事業報告書」 平成9年11月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフま 「みやぎ型グリーン・ツーリズムの普及・定着を目指して（参考資料）」 平成11年3月 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフま 「みやぎ型グリーン・ツーリズムの普及・定着を目指して」 平成11年3月 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフま 「みやぎ型手づくり農業農村支援事業」 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「みやぎ北上連邦　パスポート」 北上連邦

614－22－25 パンフま 「みやぎ北上連邦　名所・旧跡・祭マップ」 北上連邦

614－22－25 パンフま 「みやぎグリーン・ツーリズムｉN農家レストラン・農家民宿・直売所」 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフま 「宮城県　工事管理総合システムCOMPASS」 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県観光マップ」 平成16年3月 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県給料表」 平成9年4月 宮城県人事課

614－22－25 パンフま 「宮城県下水道整備基本構想」 平成7年4月　 宮城県下水道整備基本構想策定委員会

614－22－25 パンフま 「宮城県産業経済部『農業農村整備情報誌』Vol.1　水土里ネット通信　創刊号」 平成14年10月　 宮城県産業経済部農地整備課

614－22－25 パンフま 「宮城県産業経済部の概要　＝農業農村整備事業関係版＝」 平成11年4月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進基本計画」 宮城県

614－22－25 パンフま
「宮城県自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する
基本的な計画」

宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県政100年記念　第12回全国農村青少年技術交換大会」 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県勢要覧」（S53） 昭和53年　 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県仙台農林振興事務所要覧」 平成8年4月 宮城県仙台農林振興事務所

614－22－25 パンフま 「宮城県男女共同参画基本計画」 平成15年3月 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県中山間地域等直接支払制度の評価（概要版）」 平成16年3月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフま 「宮城県土地改良事務所設置30周年記念式典」 昭和58年11月　 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「宮城県における水稲直播栽培の手引き」 平成9年12月 宮城県農業技術課

614－22－25 パンフま 「宮城県農業農村整備・広報研修会の記録」 平成13年6月 産業経済部農村基盤計画課

614－22－25 パンフま 「宮城県農山漁村高齢者ビジョン」 平成9年6月 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城県の河川と海岸」（H11） 平成11年 宮城県土木部河川課

614－22－25 パンフま 「宮城県のダムの水」 東北地方建設局河川調整課

614－22－25 パンフま 「宮城県の農村総合整備事業」 昭和57年3月 宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフま 「宮城県文化財地図」 平成8年12月 （財）宮城県文化財保護協会

614－22－25 パンフま 「みやぎ交流ネットワーク」（H11） 平成11年　 宮城県土木部道路建設課

614－22－25 パンフま 「みやぎ出前講座メニュー集」（H19） 宮城県総務部広報課

614－22－25 パンフま 「宮城田園新時代　みやぎのほ場整備」 平成10年2月 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「宮城土政連だより　第19号」 平成14年4月 宮城県土地改良政治連盟

614－22－25 パンフま 「みやぎのUR対策に係る農業農村整備事業関係中間評価」 平成13年12月 宮城県農村基盤計画課

614－22－25 パンフま 「みやぎの活き活き農業構造改善事業」 平成11年3月 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフま 「みやぎ農漁家レストラン・民宿連絡会ガイドブック」 宮城県古川地方振興事務所　

614－22－25 パンフま 「みやぎ農業農村整備基本計画（改訂版）概要版」 平成18年4月 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「みやぎ農村おでかけマップ」 平成10年9月 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「みやぎ農林漁家　民宿・レストランガイドブック」 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「みやぎの公園緑地ガイド」 宮城県土木部都市計画課

614－22－25 パンフま 「宮城の将来ビジョン2007－2016」 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「みやぎの森林・林業施策ガイドブック」（H16） 平成16年5月 宮城県

614－22－25 パンフま 「みやぎの水産業施策ガイドブック」（H16） 平成16年5月 宮城県

614－22－25 パンフま 「みやぎのため池」

614－22－25 パンフま 「みやぎの地域農業活性化事例集（追補版）」 平成17年2月　 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－25 パンフま 「みやぎの田園の生き物集」 平成16年3月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「宮城の都市計画　都市計画の理解のために」 平成12年 宮城県土木部都市計画課

614－22－25 パンフま 「みやぎの農業・農村が持つ多面的な機能」 平成13年1月 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフま 「宮城の農業・農村体験ガイド」 宮城県農政部地域農業推進課

614－22－25 パンフま 「みやぎの農業施策ガイドブック」（H16） 平成16年5月 宮城県

614－22－25 パンフま 「宮城の農業農村整備　＝生きた水と土を21世紀に＝」 宮城県農政部,宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフま 「みやぎの農業農村整備（概要版）」（H10） 平成10年　 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「みやぎの農業農村整備（概要版）」（H11） 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「宮城の農業農村整備」 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「宮城の農業農村整備」（H12） 宮城県農政部
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614－22－25 パンフま 「みやぎの農業農村整備」（H14） 平成14年4月　 宮城県産業経済部

614－22－25 パンフま 「宮城の農村総合整備事業」（H08） 平成8年　 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「宮城のほ場整備」 宮城県農政部,宮城県土地連

614－22－25 パンフま 「みやぎのほ場整備2007」 平成19年8月　 宮城県農林水産部農村整備課

614－22－25 パンフま 「宮城のほ場整備と農家の声　＝UR関連の取り組み＝」 平成9年11月 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「みやぎの水辺空間ガイドブック」 平成13年11月　 宮城県産業経済部むらづくり推進課

614－22－25 パンフま 「みやぎの明治村　とよま米」 登米町

614－22－25 パンフま 「みやぎの緑化」 平成19年1月　 （社）宮城県緑化推進委員会

614－22－25 パンフま 「宮城ろまん街道」 大崎・栗原・登米地域観光推進協議会

614－22－25 パンフま 「宮建ジャーナル」276 平成21年5月 （社）宮城県建設業協会

614－22－25 パンフま 「宮建ジャーナル」278 平成21年10月 （社）宮城県建設業協会

614－22－25 パンフま 「宮測協」46 平成22年1月 （社）宮城県測量設計業協会

614－22－25 パンフま 「宮測協のご案内」 （社）宮城県測量設計業協会

614－22－25 パンフま 「みらいづくり推進フォーラムの記録」 平成11年6月 宮城県

614－22－25 パンフま
「未来へつなぐ東北の農業農村整備
＝全国農業土木技術連盟東北地方協議会フォーラム講演録＝」

平成11年3月 全国農業土木技術連盟東北地方協議会

614－22－25 パンフま 「未来を拓くみやぎ田園新時代　＝平成11年度政府予算要望説明資料＝」 平成10年11月 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「未来を見つめて」 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「魅力あふれる　みやぎの農業農村整備　＝概要版＝」（H10） 平成10年 宮城県農政部

614－22－25 パンフま
「魅力あふれる宮城の農業・農村の確立をめざして
＝”みやぎのUR対策”のあらまし＝」

平成7年11月 宮城県農政部

614－22－25 パンフま 「魅力ある田園空間」 全国水土里ネット

614－22－25 パンフま 「魅力ある農業・農村を拓く農業土木」 平成1年4月　 全国農業土木技術連盟

614－22－25 パンフま 「魅力ある農業農村の創造　担い手育成基盤整備事業・担い手育成農地集積事業」 平成5年7月　 全国ほ場整備構造政策研究会　

614－22－25 パンフま
「魅力と活力ある東北農業・農村の創造
＝農業・農村の再活性化に向けた東北経済界の提言＝」写

平成10年7月 （社）東北経済連合会

614－22－25 パンフま 「みんなで進めよう　地域農業」 平成5年　 全国農業会議所

614－22－25 パンフま 「みんなで育てる農村の豊かな自然　心安らぐ風景」 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフま 「みんなでつくった水路計画　＝ワークショップのすすめ＝」 宮城県仙台農林振興事務所

614－22－25 パンフま 「みんなでめざせ！！統合整備」いきいき土地改良区2 宮城県農政部耕地課,宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフま 「みんなでめざせ！！統合整備」いきいき土地改良区3 宮城県農政部耕地課,宮城県土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフま 「むらづくり推進フォーラム　未来を拓く、みやぎむらづくり新時代」 平成11年6月　 宮城県

614－22－25 パンフま 「むらづくりを手作りで」 平成14年7月 宮城県産業経済部農村基盤計画課

614－22－25 パンフま 「むらと人とくらし」 平成11年3月 高橋和子著

614－22－25 パンフめ 「目で見る多面的機能　（農業農村整備事業の貢献事例から）」 平成13年3月 富山県農業農村整備事業の多面的機能研究会

614－22－25 パンフま 「もうひとつの自然　農村の水が育む豊かな生態系と水質の保全」 （社）農村環境整備センター

614－22－25 パンフま 「もえび」営農情報第15号 平成11年3月 東北農政局事業調整部会

614－22－25 パンフま 「もえび」営農情報第20号 平成13年10月 東北農政局事業調整部会

614－22－25 パンフま 「もえび」営農情報第35号 平成21年2月 東北農政局

614－22－25 パンフま 「桃生郡北方土地改良区管内　ほ場整備推進状況」 平成10年3月 桃生郡北方土地改良区

614－22－25 パンフま 「森の水が育む　農と林　大崎いいものさがし」 宮城県古川農林振興事務所

614－22－25 パンフや 「やさいマーケット　～野菜の流通について～」 平成12年 宮城県迫産業振興事務所

614－22－25 パンフや 「豊かさと安心をもたらす農業農村の実現」 （財）日本水土総合研究所

614－22－25 パンフや 「豊かで安心できるくらしと地域づくりのために　＝いまこそ農業農村整備＝」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフや 「豊で美しい水・土・里を次世代に！」 全国水土里ネット

614－22－25 パンフや 「豊かで活力ある農村をめざして＝農道整備の役割＝」記録映画解説書 （株）公共事業通信社

614－22－25 パンフや 「豊かな水田営農を目指して」 宮城県水田営農活性化対策推進本部

614－22－25 パンフや 「豊かな農業を支える　宮城の農業農村整備」 昭和62年3月 宮城県農政部

614－22－25 パンフや 「豊かなふるさと農業をめざして」 宮城県農政部耕地課,仙台土地改良事務所

614－22－25 パンフゆ 「夢　農業への案内人　低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業」 宮城県古川土地改良事務所

614－22－25 パンフや 「夢大陸発見物語　第3次中田町総合計画ダイジェスト版」 平成8年3月 宮城県登米郡中田町

614－22－25 パンフや 「夢のある活動計画づくりのために」 平成18年3月　 農林水産省農村振興局

614－22－25 パンフや 「夢農業への案内人　＝低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業＝」 宮城県農政部耕地課,古川土地改良事務所

614－22－25 パンフや 「夢ひろがる町いしこし」 石越町

614－22－25 パンフや 「ようこそお米のお城へ」 中田町・JAなかだ

614－22－25 パンフや 「ようこそ南部山浄水場へ」 昭和53年4月 宮城県企業局

614－22－25 パンフや 「要覧　農林水産省農業工学研究所」 平成3年6月 農林水産省農業工学研究所

614－22－25 パンフや 「よくわかる建設リサイクル」（H18） 建設副産物リサイクル広報推進会議

614－22－25 パンフや 「横川ダム（山形県）」 平成20年10月　 羽越河川国道事務所

614－22－25 パンフや 「よねやま」 宮城県登米郡米山町

614－22－25 パンフや 「米山町　花き園芸センター」 宮城県登米郡米山町

614－22－25 パンフや 「米山町の農業」 平成2年2月 宮城県登米郡米山町
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614－22－25 パンフや 「より豊かでうるおいのある生活を求めて　第3次農業振興5ヶ年計画」 平成5年2月 JA石越町

614－22－25 パンフあ 「藍より青き　吉野川」 平成7年　 建設省四国地方建設局徳島工事事務所

614－22－25 パンフら 「利沢万世」

614－22－25 パンフら 「冷害にも強い農業生産基盤をめざして」 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフら 「歴史つむぐまち登米　＝登米町勢要覧＝」 登米町企画観光課

614－22－25 パンフら 「歴史つむぐまち登米」 宮城県登米町

614－22－25 パンフら 「浪漫街道・はさま　なんでもモノ知りガイド」 迫町観光協会

614－22－25 パンフら 「浪漫が薫るみちのくの里　米山町」 米山町役場

614－22－25 パンフわ 「ワークショップで進める水路整備（渋川地区）」 渋川地区地域用水環境整備事業推進協議会

614－22－25 パンフわ 「ワークショップに挑戦！！（渋川地区）」 平成12年　 渋川地区地域用水環境整備事業推進協議会

614－22－25 パンフわ 「私たちの二ッ石ダム」（したしき） 宮城県大崎地域国営土地改良事業促進協議会

614－22－25 パンフわ 「私たちのふるさと　今こそ、21世紀に向けて　中山間地域の展望」 全国土地改良事業団体連合会

614－22－25 パンフわ 「私たちのふるさと　私たちの手で守ろう　＝21世紀の田園文化創造＝」 平成5年5月　 宮城県

614－22－25 パンフわ 「私たちのふるさと　私たちの手で守ろう　＝市町村基金活動事例集＝」 平成11年2月　 宮城県中山間地域等農村活性化事業

614－22－25 パンフわ 「私たちのふるさと　私たちの手で守ろう　＝中山間ふるさと水と土保全対策＝」 平成5年5月 農林水産省構造改善局

614－22－25 パンフわ 「私たちの宮城県　新世紀豊かさ実感みやぎ」 宮城県

614－22－25 パンフわ 「私たちの宮城県2009　世界に誇れる宮城」 平成21年 宮城県広報課　　

614－22－25 パンフわ 「和渕地区浄化センター」 平成6年3月　 宮城県河南町

614－22－25 災害防災 「（農地・農業用施設・海岸葉等）災害復旧事業の解説」 平成2年5月　 構造改善局防災課監修

614－22－25 災害防災 「洪水特論」 昭和33年4月 矢野勝正著

614－22－25 災害防災 「災害にあったらどうする　＝まんがで見る災害復旧＝」 平成1年2月 やなぎたかなこ著

614－22－25 パンフＥ 「’91みやぎのすがた　宮城県勢要覧」（平成3年） 平成3年3月 宮城県

614－22－25 パンプぎ 「平成23年度版　業務概要　管内図」 平成23年 国土交通省　東北地方整備局

614－22－25 パンプみ 「宮城の道路　道路事業の概要　2011」 平成23年4月 宮城県土木部道路課

614－22－25 パンプね 「みやぎ交流ネットワーク　NETWORK2011　ぐるっ都・仙台」 平成22年12月 宮城県土木部道路課

614－22－25 パンプか 「灌漑富国」 全国水土里ネット　企画研究部

614－23－00 災害防災 「災害復旧事業の解説（農地・農業用施設・海岸）」（S52） 昭和54年 構造改善局防災課

614－23－00 災害防災 「災害復旧事業の解説」（S54） 昭和54年10月 災害復旧制度研究会

614－23－00 災害防災 「災害復旧の手引」（S60） 昭和60年11月 東北農政局建設部防災課

614－23－00 災害防災 「障害防止対策事業のあゆみ」 平成3年3月 宮城県農政部農地開発課

614－23－00 災害防災 「第156回国会成立　改正・農業災害補償法」農林法規解説全集追録臨時号 平成15年8月 （株）大成出版社

614－23－00 災害防災 「大自然からの警鐘　＝平成の三大自然災害＝」 平成7年4月 日本経済新報社

614－23－00 災害防災 「貯水池周辺の地すべり調査と対策」 平成9年7月 建設省河川局開発課

614－23－00 災害防災 「農地防災事業便覧」（H10） 平成11年1月 農地防災事業研究会

614－23－00 災害防災 「農林水産業災害対策Q&A」 平成4年11月 農林水産業災害関係法令研究会

614－23－00 災害防災 「迫管内における地震災害及び農作物異常気象災害の記録」（H15） 平成16年3月 宮城県迫産業振興事務所

614－23－00 災害防災 「ふるさと再創　湛水防除事業　Vol．2」 平成6年3月 宮城県農政部農地開発課

614－23－00 災害防災 「ふるさと再創　湛水防除事業」 昭和63年3月 宮城県農政部農地開発課

614－23－00 災害防災 「防災叢書第1巻：災害復旧工事の設計要領」 昭和37年4月　 社団法人全国防災協会

614－23－00 災害防災 「老朽ため池整備便覧（昭和57年度版）」 昭和57年5月 農林水産省構造改善局防災課

614－23－00 農業土木 日本のため池　防災と環境保全 2003年10月10日 内田和子

614－23－00 災害防災 パンフ「平成10年8月末豪雨による農林水産業関係の被害状況（Ⅱ）」 宮城県

614－23－00 災害防災 「湛水防除事業予算打合せ資料」 昭和52年 宮城県　石越南部地区

614－23－00 災害防災 「特集　防災対策商品・工法」 平成20年9月 建設物価

614－23－00 災害防災 「農地・農業用施設等　災害復旧技術向上講習テキスト」 平成19年2月　 全国土地改良事業団体連合会

614－23－00 災害防災 「農地農業用施設災害復旧事業　基準工法」 昭和55年6月 構造改善局防災課

614－23－01 災害防災 「農地農業用施設災害復旧事業　基準工法設計計算例　追補及び一部改訂」 昭和57年3月　 農林水産省構造改善局防災課

614－23－01 災害防災 「農地農業用施設災害復旧事業　基準工法設計計算例」 昭和57年3月　 農林水産省構造改善局防災課・設計課

614－23－01 災害防災 「宮城県地域防災計画（原子力災害対策編）」 平成20年7月　 宮城県防災会議

614－23－01 災害防災 小冊子「追録設計標準歩掛表」宮城県 昭和34年5月　 農林省農地局災害復旧課編

614－23－01 災害防災 小冊子「防災経済工法　集録（増補仮製第2版）」 昭和33年5月 日本防災科学研究所

614－23－01 災害防災 「’78宮城県沖地震　農業災害の記録」 昭和54年3月 宮城県農政部

614－23－01 災害防災 「1978年宮城県沖地震　30周年記念シンポジウム講演資料集」 平成20年6月　 （社）地盤工学会東北支部

614－23－02 災害防災 「1978年宮城県沖地震調査報告書」 昭和55年4月　 （社）土木学会東北支部

614－23－02 災害防災 「1983年日本海中部地震被害調査報告書」 昭和61年5月　 （社）土質工学会東北支部

614－23－02 災害防災 「2003年三陸南地震・宮城県北部地震災害調査報告書」 平成15年10月　 （社）地盤工学会

614－23－02 災害防災 「三陸沖南部地域地震津波に対する防災計画検討調査報告書」 平成16年3月 水産庁　漁港漁場整備部

614－23－02 災害防災 「地震と地盤」 昭和40年3月　 （社）土質工学会

614－23－02 災害防災 「昭和53年　宮城県沖地震＝農業用施設、災害状況調査＝」 昭和53年8月　 宮城県農政部農地開発課

614－23－02 災害防災 「手樽地区　宮城県沖地震災害の復旧について」 昭和54年3月　 宮城県仙台土地改良事務所

614－23－02 災害防災 「土木が遭遇した阪神大震災」 平成7年7月　 日経コンストラクション編集
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614－23－02 災害防災 「新潟県中越大地震　＝職員派遣の記録＝」 平成17年1月　 宮城県産業経済部

614－23－02 災害防災 「農業用施設震災対応マニュアル＝パイプライン編＝」 平成16年4月 宮城県古川地方振興事務所農業農村整備部

614－23－02 災害防災 「阪神大震災震害調査　緊急報告会資料｣ 平成7年2月　 （社）土木学会

614－23－02 災害防災 「兵庫県南部地震農地農業用施設震災記録誌」 平成8年1月　 兵庫県農林水産部農地整備課

614－23－02 災害防災 「宮城県沖地震・宮城県北部地震被害報告書」（H15） 平成15年9月 東北農政局整備部

614－23－02 災害防災 「宮城県沖地震の被害と教訓について」写し 前宮城県衛生部環境衛生課技術補佐鈴木繁著

614－23－02 災害防災 小冊子「大柿ダムの地震時応答解析について」 昭和55年3月　 （社）日本大ダム会議会誌”大ダム”

614－23－02 災害防災 「大内地すべりの調査と解析」 昭和45年 （株）長谷地質調査事務所

614－23－02 災害防災 「伊豆沼関連災害の記録（平成10年8月豪雨災害記録）」 平成12年3月　 宮城県迫農林振興事務所

614－23－02 災害防災 「昭和61年8月豪雨　吉田川洪水写真集」 昭和61年12月　 建設省東北地方建設局北上川下流工事事務所

614－23-02 災害防災 「溜池の干ばつによる施設調査結果報告書」 昭和49年3月 宮城県農地計画課

614－23－02 災害防災 「農業水利施設機能障害対策調査報告書（阿武隈川水系地区）」農計資料第20号 昭和52年2月 宮城県農政部農地計画課

614－23－02 災害防災 「土地利用基盤整備基本調査報告書」宮城県農計資料第15号 昭和51年2月 宮城県農政部農地計画課

614－23－02 災害防災 「農業用水水質汚濁調査結果報告書　昭和51年度」農計資料19号 昭和52年3月 宮城県農政部農地計画課

614－23－03 災害防災 「大地から復興をねがって　＝9．22豪雨災の記録＝」 平成7年3月 宮城県仙台土地改良事務所

614－23－03 関連事業 「改正　鳥獣保護法」農林法規解説全集追録臨時号 平成14年7月 （株）大成出版社

614－23－03 関連事業 「国有林野地元利用状況実態調査報告（ⅩⅤ）」宮城県加美郡宮崎村 昭和28年12月 林野庁調査課

614－23－04 災害防災 「農業災害の記録」 昭和62年4月　 宮城県農政部

614－23－04 災害防災 「農地・農業用施設の災害と復旧　＝昭和61年台風10号大雨洪水災害の記録＝」 昭和62年3月　 宮城県農政部農地開発課

614－23－04 災害防災 「平成10年8月末豪雨による農林水産業関係の被害状況」 平成10年9月　 宮城県

614－23－04 災害防災 「平成15年　異常気象災害の記録」 平成16年4月 宮城県

614－23－04 農業土木 近代日本の水害地域社会史 1994年12月12日 内田和子

614－23－04 農業土木 災害に強いまちづくり　宮城モデルの構築 平成29年3月 宮城県土木部

614－23－04 農業土木 災害に強いまちづくり　宮城モデルの構築　概要版 平成29年3月 宮城県土木部

614－23－04 農業土木 日本台風資料　中央気象台編 昭和25年3月30日 建設省河川局

614－23－04 農業土木 農業農村・震災対応　ガイドブック2009 2009年10月 新潟震災復興研究会

614－23－04 農業土木 みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ　－復旧から再生へー 平成26年3月 宮城県農林水産部, 農村振興課, 農村整備課, 農地復興推進室

614－23－04 農業土木 みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ　～再生から創造的な復興へ～ 平成29年3月 宮城県農林水産部, 農村振興課, 農村整備課, 農地復興推進室

614－23－04 災害防災 「昭和51年度水稲冷害の実態と要因解析」 昭和52年3月 宮城県農政部

614－23－04 災害防災 「農作物異常気象災害の記録　＝平成5年登米・気仙沼・本吉地方における＝」 平成6年3月 迫地方農作物冷害対策本部

614－23－04 災害防災 「東日本大震災から未来へ　「鵬程万里」宮城の土木80年誌」 平成25年7月 橋本潔

614－23－04 災害防災 「関東・東北豪雨洪水記録集　平成27年9月11日発生（低気圧）」 国土交通省東北整備局北上川下流河川事務所

614－23－04 災害防災 「東日本大震災復興記念誌（農業農村工学会東北支部東日本大震災復興助成）」 平成25年3月 平成24年度農業農村工学会東北支部秋田大会実行委員会

614－23－04 災害防災 「東日本大震災から5年の取り組み」 平成28年3月 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所

614－23－04 災害防災
「研究者から見た東日本大震災と復旧・復興
－農地・農業用施設等の被害調査と支援－

平成27年1月 （独）農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所

614－23－04 災害防災 「兵庫県南部地震　<淡路島における震災調査報告書>」 平成8年8月 高知大学農学部震災調査グル-プ代表　松田誠祐

614－23－04 災害防災 「食料・農業分野における震災復興に向けた専門家会議の概要」 平成24年9月 農林水産省東北農政局企画調整室

614－23－04 災害防災 「TSUNAMI　3・11　PART3　－東日本大震災「被災1周年」記録写真集」 平成24年6月 第3書館編集部

614－23－04 災害防災 「緊急復刊アサヒグラフ　東北関東大震災全記録（週刊朝日臨時増刊号）」 平成23年3月 山口一臣

614－23－04 災害防災
「巨大津波が襲った　3・11大震災～発生から10日間の記録～
（緊急出版　特別報道写真集）」

平成23年5月 河北新報

614－23－04 災害防災 「大津波襲来　石巻地方の記録（特別報道写真集）」 平成23年5月 三陸河北新報

614－23－04 災害防災 「東日本大震災　2011．3．11　－1ヵ月の全記録－（特別報道写真集）」 平成23年4月 河北新報出版センタ－

614－23－04 災害防災 「東日本大震災　宮城　2011.3.11.2.46PM」 平成23年 清水邦男

614－23－04 災害防災 「東日本大震災　宮城Ⅱ　2011.3.11.2.46PM」 平成23年 清水邦男

614－23－04 災害防災 「東日本大震災　読売新聞報道写真集」 平成23年5月 読売新聞東京本社

614－23－04 災害防災 「東日本大震災　1ヵ月の記録（読売新聞　特別縮刷版）」 平成23年6月 読売新聞東京本社

614－23－04 災害防災 「REVIVE　～復興～　東日本大震災（亘理町復興支援写真集）」 平成23年10月 藤井治夫

614－23－07 災害防災 「平成5年冷害の記録　＝水稲作況指数「37」の実態・要因・対策＝」 平成6年3月 宮城県農政部

614－23－07 災害防災 「宮城県の農業気候図」 昭和46年3月 宮城県立農業試験場

614－23－07 農業土木 気象データ（仙台管区気象台S34～H1） 平成1年 気象台

614－23－07 農業土木 地球温暖化と農業 2008年5月30日 渡邉紹裕

614－23－07 農業土木 宮城県60年間の異常気象（1901～1960） 昭和42年3月31日 気象台

614－23－07 災害防災 「県営鉱毒対策事業　振子沢地区全体実施計画書（第1分冊）」 昭和47年3月　 宮城県

614－23－07 災害防災 「蔵王鉱毒対策事業振子沢温泉被害対策調査」 昭和44年3月 東北地下資源協会

614－23－15 災害防災 「七里沢鉱山　休廃止鉱山鉱害防止事業報告書」 昭和57年10月 宮城県大河原土地改良事務所,金属鉱業事業団

614－23－15 災害防災 「昭和42年度蔵王火山振子沢温泉被害対策調査報告書」 昭和43年3月 日本技術開発株式会社

614－23－15 災害防災 「甦った農地（二迫川公害防除）」 昭和60年 築館土地改良事務所

614－23－15 関連事業 「第156回国会成立　林野関係法律要覧」農林法規解説全集追録臨時号 平成15年6月 （株）大成出版社

614－24－03 関連事業 「国有林を見直そう」 昭和39年3月 東奥日報社編集局

614－24－03 関連事業 「森林・林業・木材産業の基本指標」 平成1年3月 森林・林業行政研究会
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614－24－03 関連事業
「森林整備地域活動支援交付金制度の解説（一問一答）」
農林法規解説全集追録臨時号

平成14年8月 （株）大成出版社

614－24－03 関連事業 「森林土木技術者のための環境保全用語事典」 平成15年10月 （財）林業土木コンサルタンツ

614－24－03 関連事業 「土木事業設計資料（設計編）」写 青森営林局編

614－24－03 関連事業 「森を守る」 平成14年7月 あん・まくどなるど

614－24－03 農業土木 森林水文学用語辞典　定義と説明 1981年5月 野口陽一

614－24－03 農業土木 伊達家仙台藩林政 昭和29年11月19日 宮城県林務部

614－24－03 農業土木 日本農業集落排水協会型設計指針（12分冊） 平成10年9月 日本農業集落排水協会

614－24－03 叢書 「農業土木研究」第18巻第1号 昭和25年8月　 農業土木学会

614－24－03 関連事業 「梅棹忠夫、環境を語る」 平成14年7月 あん・まくどなるど

614－24－03 関連事業 小冊子「森林計画学会　別冊」 平成19年8月 都留文科大学社会学科環境・コミュニティ創造専攻

614－24－15 関連事業 「平成16年度　農林水産予算の概要（未定稿）」畜産法令通達集追録臨時号 平成16年2月 （株）大成出版社

614－24－15 叢書 「農業土木研究」第18巻第2号 昭和25年10月　 農業土木学会

614－24－15 叢書 「農業土木研究」第18巻第3号 昭和25年12月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第18巻第4号 昭和26年4月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第19巻第1号 昭和26年8月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第19巻第2号 昭和26年12月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第19巻第3号 昭和27年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第19巻第4号 昭和27年5月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第20巻第3号 昭和27年11月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第20巻第4号 昭和28年2月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第20巻第5号 昭和28年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第20巻第5号 昭和28年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第20巻第6号 昭和28年5月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第21巻第1号 昭和28年6月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第21巻第2号 昭和28年8月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第21巻第3号 昭和28年9月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第21巻第4号 昭和28年11月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第21巻第5号 昭和29年1月 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第21巻第6号 昭和29年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第22巻第1号 昭和29年5月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第22巻第2号 昭和29年7月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第22巻第3号 昭和29年8月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第22巻第4号 昭和29年10月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第22巻第5号 昭和29年12月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第22巻第6号 昭和30年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第1号 昭和30年4月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第2号 昭和30年7月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第3号 昭和30年9月 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第3号 昭和30年9月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第4号 昭和30年11月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第5号 昭和30年12月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第23巻第6号 昭和31年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 「農業土木研究」第24巻第8号 昭和31年3月　 農業土木学会

614－25－05 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－02 平成10年2月 （社）農業土木学会

614－25－05 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－03 平成10年3月 （社）農業土木学会

614－25－05 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－04 平成10年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－05 平成10年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－06 平成10年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－07 平成10年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－08 平成10年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－09 平成10年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－10 平成10年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－11 平成10年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－12 平成10年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－01 平成11年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－02 平成11年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－03 平成11年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－04 平成11年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－05 平成11年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－06 平成11年6月 （社）農業土木学会
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614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－07 平成11年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－08 平成11年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－09 平成11年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－10 平成11年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－11 平成11年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1999－12 平成11年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－01 平成12年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－02 平成12年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－03 平成12年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－04 平成12年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－05 平成12年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－06 平成12年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－07 平成12年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－08 平成12年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－09 平成12年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－10 平成12年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－11 平成12年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2000－12 平成12年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－01 平成13年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－02 平成13年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－03 平成13年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－04 平成13年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－06 平成13年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－07 平成13年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－08 平成13年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－09 平成13年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－10 平成13年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－11 平成13年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2001－12 平成13年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－01 平成14年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－02 平成14年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－03 平成14年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－04 平成14年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－05 平成14年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－06 平成14年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－07 平成14年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－08 平成14年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－09 平成14年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－10 平成14年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－11 平成14年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2002－12 平成14年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－01 平成15年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－02 平成15年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－03 平成15年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－04 平成15年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－05 平成15年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－06 平成15年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－07 平成15年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－08 平成15年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－09 平成15年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－10 平成15年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－11 平成15年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2003－12 平成15年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－01 平成16年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－02 平成16年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－03 平成16年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－04 平成16年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－05 平成16年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－06 平成16年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－07 平成16年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－09 平成16年9月 （社）農業土木学会
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614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－10 平成16年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－11 平成16年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－12 平成16年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－02 平成17年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－03 平成17年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－04 平成17年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－05 平成17年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－06 平成17年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－07 平成17年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－08 平成17年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－09 平成17年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－10 平成17年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－11 平成17年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2005－12 平成17年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－01 平成18年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－02 平成18年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－03 平成18年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－04 平成18年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－05 平成18年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－06 平成18年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－07 平成18年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－08 平成18年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－09 平成18年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－10 平成18年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－11 平成18年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2006－12 平成18年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」1998－01 平成10年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 ｢農業土木学会誌」2004－08 平成16年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「水利報」創刊号 昭和57年8月 （社）農業土木学会・農業水利研究部会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1974－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1974－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－11 昭和50年11月　 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1975－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1980－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1980－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1980－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－01 昭和56年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－04 昭和56年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－05 昭和56年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－07 昭和56年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－08 昭和56年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－09 昭和56年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－10 昭和56年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－11 昭和56年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－12 昭和56年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1981－12 昭和56年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－01 昭和57年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－02 昭和57年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－03 昭和57年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－04 昭和57年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－05 昭和57年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－06 昭和57年6月 （社）農業土木学会
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614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－07 昭和57年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－08 昭和57年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－09 昭和57年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－10 昭和57年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－11 昭和57年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1982－12 昭和57年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1983－01 昭和58年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1983－02 昭和58年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1983－03 昭和58年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1984－03 昭和59年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1984－07 昭和59年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1984－09 昭和59年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1984－11 昭和59年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－03 昭和60年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－07 昭和60年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－08 昭和60年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－09 昭和60年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－10 昭和60年10月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－11 昭和60年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1985－12 昭和60年12月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－01 昭和61年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－02 昭和61年2月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－03 昭和61年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－04 昭和61年4月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－05 昭和61年5月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－06 昭和61年6月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－07 昭和61年7月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－08 昭和61年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1986－09 昭和61年9月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1991－03 平成3年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1993－11 平成5年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1993－12 平成5年12月　 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1994－03 平成6年3月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1994－08 平成6年8月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1994－09 平成6年9月　 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1994－10 平成6年10月　 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1994－11 平成6年11月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1994－12 平成6年12月　 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－11 平成7年11月　 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1995－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－01 平成8年1月 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1996－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－01 （社）農業土木学会
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614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1997－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1998－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1998－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1998－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1998－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1998－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1998－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1999－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1999－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」1999－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2000－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2001－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2002－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－07 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－11 （社）農業土木学会
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614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2003－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2004－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2004－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2004－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2004－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2004－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2004－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2005－01 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－02 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－03 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－04 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－05 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－06 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－08 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－09 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－10 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－11 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「農業土木学会誌」2006－12 （社）農業土木学会

614－25－10 叢書 「NDR」1993－10 平成5年10月　 全国農業土木技術連盟

614－25－10 叢書 「NDR」1995－04 全国農業土木技術連盟

614－25－10 叢書 「NDR」1995－05 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－06 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－07 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－08 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－09 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－10 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－11 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1995－12 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－01 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－02 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－03 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－04 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－05 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－06 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－07 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－08 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－09 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1996－12 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－01 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－02 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－03 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－04 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－05 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－07 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－08 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－09 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－11 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1997－12 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－02 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－03 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－05 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－06 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－07 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－08 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－09 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－10 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－11 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1998－12 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－01 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－02 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－03 全国農業土木技術連盟
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614－25－15 叢書 「NDR」1999－04 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－05 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－07 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－08 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－09 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－10 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－11 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「NDR」1999－12 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「農業土木」謹賀新年1981 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「農業土木」謹賀新年1982 全国農業土木技術連盟

614－25－15 叢書 「農業土木」謹賀新年1983 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第372号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第374号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第390号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第397号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第433号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第434号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第435号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第436号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第437号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第438号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第439号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第440号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第441号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第442号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第443号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第445号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第446号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第601号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第602号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第603号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第604号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第605号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第606号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第607号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第608号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第609号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第610号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第611号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第612号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第613号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第614号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第615号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第617号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第618号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第619号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第622号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第623号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木」第624号 全国農業土木技術連盟

614－25－20 叢書 「農業土木東北」1985．4号 昭和60年4月　 農業土木技術連盟東北支部

614－25－20 叢書 「農業土木東北」第1号 昭和53年3月　 農業土木技術連盟東北支部

614－25－20 叢書 「農業土木東北」第2号 昭和54年3月　 農業土木技術連盟東北支部

614－25－20 叢書 「農業土木東北」第4号 昭和60年4月　 農業土木技術連盟東北支部

614－25－20 叢書 「農村振興」第632号 全国農村振興技術連盟

614－25－20 叢書 「農村振興」第636号 全国農村振興技術連盟

614－25－20 叢書 「農村振興」第642号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第643号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第644号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第645号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第646号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第647号 全国農村振興技術連盟
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614－25－21 叢書 「農村振興」第648号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第649号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第650号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第654号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第668号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第669号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第670号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第671号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第672号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第677号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第681号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第682号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第683号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第684号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第685号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第686号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第687号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第688号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第689号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第690号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第690号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第691号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第691号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第692号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第692号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第692号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第693号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第694号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第695号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第696号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第697号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第698号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第699号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第700号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第701号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第702号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第703号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第704号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第705号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第706号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第707号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第708号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第709号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第710号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第711号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第712号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第713号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第714号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第715号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第716号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第717号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第718号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第719号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第720号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第721号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第722号 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第724号 平成22年4月 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第725号 平成22年5月 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第726号 平成22年6月 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第727号 平成22年7月 全国農村振興技術連盟

614－25－21 叢書 「農村振興」第728号 平成22年8月 全国農村振興技術連盟
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614－25－21 叢書 「川辺川ダム」 平成8年3月 建設省九州地方建設局川辺川工事事務所

614－25－25 叢書 「農業土木技術の変遷」水と土臨時増刊 平成7年12月 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」094 平成5年9月 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」095 平成5年12月　 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」099 平成6年12月　 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」102 平成7年 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」103 平成7年 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」113 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」120 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」121 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」122 農業土木技術研究会

614－25－25 叢書 「水と土」123 農業土木技術研究会

614－25－25 農業土木 JIID　研究レポート　27 2006年10月1日 日本水土総合研究所

614－25－25 農業土木 JIID　研究レポート　28 2007年10月 日本水土総合研究所

614－25－25 農業土木 JIID　研究レポート　29 平成20年10月 日本水土総合研究所

614－25－25 叢書 「水と土　増刊号　農業土木技術の変遷」（平成7年） 平成7年12月 農業土木技術研究会

614－25－26 農業土木 JIID　研究レポート　30 平成22年1月 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 JIID　研究レポート　31 平成22年11月 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 重点調査研究成果報告書　32 平成23年11月 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 重点調査研究成果報告書　33 平成24年11月 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 平成18年度地方研究会講演録「農村振興の新たな展開方向について」 平成18年 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 平成19年度地方研究会講演録「農村振興のための政策の総合化」 平成19年 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 平成20年度地方研究会講演録　21世紀の農業農村施策への新たな視点 平成20年 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 平成21年度地方研究会講演録　地球環境と農村振興 平成21年 日本水土総合研究所

614－25－26 農業土木 平成22年度地方研究会講演録　食料生産・環境保全に向けた農村地域の連携 平成22年 日本水土総合研究所

614－25－26 叢書 「水土の知」　2009．06 平成21年6月 （社）農業土木学会

614－25－26 叢書 「水土の知」　2009．08 平成21年8月 （社）農業土木学会

614－25－26 叢書 「水土の知｣　2009．09 平成21年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．10 平成21年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．11 平成21年11月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．12 平成21年12月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．01 平成22年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．02 平成22年2月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．03 平成22年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．04 平成22年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．05 平成22年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．06 平成22年6月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．07 平成22年7月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．08 平成22年8月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．09 平成22年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．10 平成22年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．11 平成22年11月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2010．12 平成22年12月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．01 平成23年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．03 平成23年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．04 平成23年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．05 平成23年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．06 平成23年6月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．07 平成23年7月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．08 平成23年8月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．09 平成23年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．10 平成23年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知｣　2011．11 平成23年11月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2011．12 平成23年12月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．01 平成24年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．02 平成24年2月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．03 平成24年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．04 平成24年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．05 平成24年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．06 平成24年6月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．07 平成24年7月 （社）農業土木学会
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614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．08 平成24年8月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．09 平成24年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．10 平成24年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．11 平成24年11月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．12 平成24年12月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．01 平成25年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．02 平成25年2月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．03 平成25年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．04 平成25年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．05 平成25年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．07 平成25年7月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．08 平成25年8月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．09 平成25年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．10 平成25年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．01 平成19年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．02 平成19年2月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．03 平成19年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．04 平成19年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．05 平成19年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．06 平成19年6月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．07 平成19年7月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．08 平成19年8月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．09 平成19年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．10 平成19年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．11 平成19年11月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2007．12 平成19年12月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．01 平成20年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．02 平成20年2月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．03 平成20年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．04 平成20年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．05 平成20年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．07 平成20年7月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．09 平成20年9月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．10 平成20年10月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．11 平成20年11月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．12 平成20年12月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2008．08 平成20年8月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．01 平成21年1月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．02 平成21年2月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．03 平成21年3月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．04 平成21年4月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．05 平成21年5月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2009．06 平成21年6月 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．04 平成24年4月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．04 平成24年4月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2012．07 平成24年7月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．02 平成25年2月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．08 平成25年8月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．09 平成25年9月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．10 平成25年10月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．11 平成25年11月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．10 平成25年12月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．01 平成26年1月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．02 平成26年2月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．03 平成26年3月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．04 平成26年4月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．05 平成26年5月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．06 平成26年6月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．07 平成26年7月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．08 平成26年8月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2014．09 平成26年9月 公益社団法人　農業農村工学会
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614－25－30 叢書 「水土の知」　2015．01 平成26年1月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 農業土木 「水土の知」を語る　19 平成26年3月25日 日本農業土木総合研究所

614－25－30 農業土木 「水土の知」を語る　20 平成27年8月1日 日本農業土木総合研究所

614－25－30 農業土木 「水土の知」を語る　21 平成28年11月30日 日本農業土木総合研究所

614－25－30 農業土木 「水土の知」を語る　22 平成28年11月30日 日本農業土木総合研究所

614－25－30 農業土木 「水土の知」を語る　5 平成15年3月28日 日本農業土木総合研究所

614－25－30 農業土木 「水土の知」を語る　講演集1　東南アジアのコメ生産・流通の現状と将来展望 平成28年1月29日 日本水土総合研究所

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．01 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．02 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．03 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．04 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．05 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．06 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．07 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．08 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．09 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．10 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．11 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2007．12 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．01 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．02 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．03 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．04 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．05 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．06 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．07 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．08 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．09 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．10 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．11 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2008．12 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．01 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．02 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．03 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．04 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．05 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．06 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．07 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．08 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．09 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．10 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．11 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2009．12 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2010．01 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」2010．02 （社）農業土木学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．05 平成25年5月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「水土の知」　2013．07 平成25年7月 公益社団法人　農業農村工学会

614－25－30 叢書 「土と水と、人間と」2002．05 東北農政局広報誌

614－25－30 叢書 「土と水と、人間と」2002．07 東北農政局広報誌

614－25－30 叢書 「土と水と、人間と」2002．09 東北農政局広報誌

614－25－31 叢書 「土と水と、人間と」2002．11 東北農政局広報誌

614－25－31 叢書 「圃場と土壌」第070号 （財）日本土壌協会

614－25－31 叢書 「圃場と土壌」第072号 （財）日本土壌協会

614－25－31 叢書 「圃場と土壌」第073号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第075号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第076・077号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第135号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第138号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第139号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第384号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第477号 （財）日本土壌協会
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614－25－35 叢書 「圃場と土壌」第478号 （財）日本土壌協会

614－25－35 叢書 「土地改良」第1巻第01号 昭和26年9月　 土木雑誌社

614－25－35 叢書 「土地改良」第1巻第02号 土木雑誌社

614－25－35 叢書 「土地改良」第1巻第03号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第1巻第04号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第01号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第02号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第03号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第05号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第07号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第08号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第09号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第10号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第11号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第2巻第12号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第01号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第02号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第03号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第04号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第05号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第06号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第07号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第3巻第08号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第01号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第03号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第04号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第05号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第06号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第08号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第09号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第10号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第11号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第4巻第12号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第5巻第02号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第7巻第08号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第7巻第12号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第8巻第02号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第8巻第07号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第8巻第08号 土木雑誌社

614－25－39 叢書 「土地改良」第237号 （社）土地改良建設協会

614－25－39 叢書 「土地改良」第240号 （社）土地改良建設協会

614－25－39 叢書 「土地改良」第245号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第246号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第248号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第249号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第250号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第251号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第252号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第253号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第254号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第255号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第256号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第257号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第258号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第259号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第260号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第261号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第262号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第263号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第264号 （社）土地改良建設協会

614－25－40 叢書 「土地改良」第265号 （社）土地改良建設協会
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614－25－40 叢書 「JAGREE」50号 （社）農業土木事業協会

614－25－40 叢書 「JAGREE」52号 （社）農業土木事業協会

614－25－40 叢書 「JAGREE」53号 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」54号 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」70号 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」71号 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」72号 平成18年10月 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」73号 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」76号 平成20年10月 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」76号 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」78号 平成21年11月 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」78号 平成21年11月 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「JAGREE」No．43 平成4年4月 （社）農業土木事業協会

614－25－45 叢書 「ARDEC」10号 （財）日本農業土木総合研究所

614－25－45 叢書 「ARDEC」15号 （財）日本農業土木総合研究所

614－25－45 叢書 「ARDEC」36号 （財）日本農業土木総合研究所

614－25－50 叢書 「図説　日本農業」農業と経済別冊 平成5年1月　 農業と経済編集委員会編集

614－25－50 叢書 「農業経済　環境保全と農業」 平成3年7月　 「農業と経済」編集委員会

614－25－50 叢書 「農業と経済　明日の食生活をどう展望するか」 平成4年2月　 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　動き出したWTO農業交渉」 平成12年2月　 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　農業白書の徹底分析」（H02）別冊 平成3年6月　 （社）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　農業白書の徹底分析」（H07）別冊 平成8年6月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　農業白書の徹底分析」（S55）別冊 昭和56年5月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　農業白書を読む」2004．9別冊 平成16年9月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1989．01別冊 平成1年1月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1992．08 平成4年8月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1995．01 平成7年1月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1995．03 平成7年3月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1995．08別冊 平成7年8月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1996．06 平成8年6月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1996．09 平成8年9月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1997．01 平成9年1月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1997．02 平成9年2月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．04 平成10年4月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．05 平成10年5月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．06 平成10年6月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．07 平成10年7月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．08 平成10年8月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．09 平成10年9月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．10 平成10年10月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．11 平成10年11月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1998．12 平成10年12月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．01 平成11年1月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．02 平成11年2月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．04 平成11年4月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．05 平成11年5月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．06 平成11年6月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．07 平成11年7月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．08 平成11年8月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．10 平成11年10月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．11 平成11年11月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」1999．12 平成11年12月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」2000．01 平成12年1月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」2002．4臨時増刊号 平成14年4月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業白書の徹底分析」S62　農業と経済別冊 昭和63年5月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業構造改善」2004．05 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－51 叢書 「農業構造改善」2004．06 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－51 叢書 「農業と経済」1992．2 平成2年2月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済」2000．2 平成12年2月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　農業への新しいまなざし」臨時増刊号平成7年 平成7年7月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　平成の農政改革－新基本法と地域農業－」臨時増刊号平成11年12月号 平成11年12月 （財）富民協会
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614－25－51 叢書 「農業と経済　世界経済の中のアメリカ農業」別冊昭和63年12月 昭和63年12月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　環境保全と農業－農業は地球を救えるか－」別冊平成3年7月 平成3年7月 （財）富民協会

614－25－51 叢書 「農業と経済　図説　日本農業－1990年世界農林業センサスから－」別冊平成5年1月 平成5年1ｆ月 （財）富民協会

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2004．07 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2004．08 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2004．09 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2004．10 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2004．11 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2004．12 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．01 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．02 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．04 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．05 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．07 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．10 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．11 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2005．12 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「農業構造改善」2006．01 （社）日本アグリビジネスセンター

614－25－53 叢書 「土と基礎」1979．12 （社）土質工学会

614－25－53 叢書 「畑地農業」第542号 （社）畑地農業振興会

614－25－53 叢書 「畑地農業」第543号 （社）畑地農業振興会

614－25－55 叢書 「畑地農業」第544号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第545号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第563号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第564号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第565号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第566号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第567号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第568号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「畑地農業」第569号 （社）畑地農業振興会

614－25－60 叢書 「土木工学」第01号 土木雑誌社

614－25－60 叢書 「HARVEST」第02号 平成9年 （財）日本土壌協会

614－25－60 叢書 「HARVEST」第14号 平成12年 （財）日本土壌協会

614－25－61 叢書 「HARVEST」第27号 （財）日本土壌協会

614－25－62 叢書 「HARVEST」第28号 （財）日本土壌協会

614－25－62 叢書 「HARVEST」第30号 （財）日本土壌協会

614－25－62 叢書 「土木技術」第06巻第07号 土木技術社

614－25－62 叢書 「土木技術」第07巻第01号 土木技術社

614－25－62 叢書 「土木技術」第07巻第04号 土木技術社

614－25－63 叢書 「土木技術」第07巻第11号 土木技術社

614－25－63 叢書 「土木技術」第09巻第10号 土木技術社

614－25－63 叢書 「土木技術」第11巻第02号 土木技術社

614－25－63 叢書 「土木技術」第13巻第11号 土木技術社

614－25－63 叢書 「土木技術」第14巻第01号 土木技術社

614－25－63 叢書 「工学研究」第06巻第08号 工学出版社

614－25－63 叢書 「工学研究」第06巻第09号 工学出版社

614－25－63 叢書 「工学研究」第06巻第10号 工学出版社

614－25－64 叢書 「工学研究」第06巻第11号 工学出版社

614－25－64 叢書 「工学研究」第07巻第01号 工学出版社

614－25－64 叢書 「工学研究」第07巻第02号 工学出版社

614－25－64 叢書 「新田舎人」第34号 平成15年1月 ふるさと保全ネットワーク,全国土地改良事業団体連合会

614－25－64 叢書 「新田舎人」第21号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－64 叢書 「新田舎人」第29号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第30号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第31号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第32号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第33号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第52号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第56号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第57号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「新田舎人」第58号 全国土地改良事業団体連合会
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614－25－65 叢書 「新田舎人」第59号 全国土地改良事業団体連合会

614－25－65 叢書 「北調だより」第12号 東北農政局　北上土地改良調査管理事務所

614－25－65 叢書 「北調だより」第13号 東北農政局　北上土地改良調査管理事務所

614－25－70 叢書 「北調だより」第14号 東北農政局　北上土地改良調査管理事務所

614－25－70 叢書 「はぎ」第01号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第02号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第03号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第04号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第05号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第06号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第07号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第08号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第09号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第10号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第11号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第12号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第13号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第14号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第15号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第16号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第17号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第18号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第19号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第20号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第21号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第22号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第23号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第24号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第25号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第26号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第27号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第28号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第29号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第30号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第31号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第32号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第33号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第34号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第35号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第36号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第37号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第38号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第39号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第40号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第41号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第42号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第43号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第44号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第45号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第46号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第47号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第48号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第49号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第50号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第51号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第52号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第53号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第54号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第55号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第56号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第57号 農業土木技術連盟
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614－25－80 叢書 「はぎ」第58号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第59号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第60号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第61号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第62号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第63号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第64号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第65号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第66号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「はぎ」第67号 農業土木技術連盟

614－25－80 叢書 「耕友」第30号 宮城県耕友会

614－25－80 叢書 「耕友」第31号 宮城県耕友会

614－25－80 叢書 「耕友」第32号 宮城県耕友会

614－25－85 叢書 「耕友」第33号 宮城県耕友会

614－25－85 叢書 「耕友」第34号 宮城県耕友会

614－25－85 叢書 「全測連」84年3号 全国測量業団体連合会

614－25－85 叢書 「全測連」85年3号 全国測量業団体連合会

614－25－85 叢書 「全測連」85年4号 全国測量業団体連合会

614－25－89 叢書 「全測連」86年1号 全国測量業団体連合会

614－25－89 叢書 「全測連」86年2号 全国測量業団体連合会

614－25－89 叢書 「全測連」86年3号 全国測量業団体連合会

614－25－89 叢書 「ひまわり」最終号 宮城県土地改良技術協会

614－25－89 叢書 「ひまわり」第01号創刊号 宮城県土地改良技術協会

614－25－89 叢書 「ひまわり」第02号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第02号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第03号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第04号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第05号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第06号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第07号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第08号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第09号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第10号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第11号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第12号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第13号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第14号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第15号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第16号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第17号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第18号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」第19号 宮城県土地改良技術協会

614－25－90 叢書 「ひまわり」特集号 宮城県土地改良技術協会
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