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DVD-00001 県政だよりＮｏ．２　昭和３０年度
小畑新知事就任、郷土に緑を、大館市の大火、保温折衷苗代で増産へ、こどもを幸
せに

秋田県知事室総
務課

白黒 10分 昭和30年 7月

DVD-00002 県政だよりＮｏ．５　昭和３０年度
第３４回全日本スキー選手権大会、県政トピックス…漁民大会とオランダ政府代表
の視察（八郎潟）・新生活運動全県大会・春鰊の出稼ぎ始まる・予算県議会開く・冬
の八幡平、特報　能代市の大火

秋田県知事室 白黒 10分 昭和31年 3月

DVD-00003 県政だよりＮｏ．１　昭和３１年度
鎧畑発電所の竣工迫る、活躍する婦人消防隊（西目村）、トピックス…小畑知事本年
初の県内視察・独航船北洋に出漁（船川）・町村に移動県庁・夏井選手晴れの郷土
入り、備えあれば憂いなし～水防訓練、臨時県議会開く、干拓を待つ八郎潟　※

秋田県 白黒 10分 昭和31年 5月

DVD-00004 県政だよりＮｏ．２　昭和３１年度
秋田県産業観光展開く（札幌）、健康を守るレントゲンカー、トピックス…河野農相八
郎潟を視察・鹿島流し（仙北地方）・砂利採取に新鋭機・ひらけゆく牧野、明るい社会
へ～県警察発足２周年、全国勤労者陸上競技大会開く

秋田県 白黒 10分 昭和31年 7月

DVD-00005 県政だよりＮｏ．３  昭和３１年度
第１回県文化功労者の表彰、建設有望な生橋・鷹角線、トピックス…みなさんの県民
室をどうぞ・部落そろってバドミントン（大森町）・種苗交換会開く（鷹巣町）・県鎧畑発
電所の竣工、冬近い開拓地

秋田県 白黒 10分 昭和31年10月

DVD-00006 県政だより　特報 特報　大館市の大火、八幡平　国立公園に指定 秋田県 白黒 10分 昭和31年

DVD-00007 県政だよりＮｏ．４
知事年頭のあいさつ、冬の間泊まって勉強（由利村）、トピックス…秋田米の批判会
（東京）・除雪にグレーダー活躍・中央病院の病棟完成、小野選手晴れの郷土入り

秋田県 白黒 10分 昭和32年 1月

DVD-00008 県政ニュースＮｏ．５
春を呼ぶ、山の上から魚を（皆瀬村）、トピックス…お巡りさんの新入生・生橋鷹角線
の着工決まる・栄冠夏井六段へ・遺児たちの靖国参り、村の放送局（横手市朝倉）、
地すべり火災相次ぐ災害（鳥海村、神岡町）

秋田県 白黒 10分 昭和32年 5月

DVD-00009 県政ニュースＮｏ．６
夏の健康を守る（秋田市）、進む郷土の建設（能代市・象潟町上郷・平鹿町浅舞）、ト
ピックス…新大臣のお国入り・町にも村にもサイロづくり（秋田市下新城、金足）・商
工祭開く（湯沢市）、自然林にいどむ（二ツ井町仁鮒）

秋田県 白黒 10分 昭和32年 8月

DVD-00010 県政ニュースＮｏ．７
りんご山のケーブル（稲庭川連町）、トピックス…すわ火事～県内各地で消防訓練・
鎧畑ダム竣工、貯蓄もまた楽し（二ツ井町）、開発を待つ奥地資源（阿仁・西木・田沢
湖）

秋田県 白黒 10分 昭和32年10月

DVD-00011 県政ニュースＮｏ．８
光をかかげた人々～文化功労者の表彰式、豊作のあとに、トピックス…キッチンカー
で栄養食を普及・美容師実施試験、動き出した集約酪農　※

秋田県 白黒 10分 昭和32年11月
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DVD-00012 県政ニュースＮｏ．９
就職への近みち～公共職業補導所、トピックス…エプロン合唱団（秋田市）・ようこそ
李德全さん・輸出工芸品のホープ、完成相次ぐ永久橋、県庁の建設計画進む

秋田県 白黒 10分 昭和33年 1月

DVD-00013 県政ニュースＮｏ．１０
雪の祭典開く～県体スキー大会（湯沢）、増産めざす藁工品、氷下のひき網（八郎
潟）、春にさきがけて　※

秋田県 白黒 10分 昭和33年 2月

DVD-00014 県政ニュースＮｏ．１１
明日への県政をめざして（加熱三早栽培育苗法、牧野改良・婦人酪農講習会、水産
資源、児童福祉、医療、すしづめ学級、職業安定所、学卒の集団就職出発、永久橋
の建設、道路・河川改良、予算県議会）

秋田県 白黒 10分 昭和33年 4月

DVD-00015 県政ニュースＮｏ．１２
この子らに光を（中央児童相談所・高清水学園・千秋学園）、好成績の加熱三早栽
培、衆議院議員総選挙終る

秋田県 白黒 10分 昭和33年 5月

DVD-00016 県政ニュースＮｏ．１３
海の幸（男鹿市台島）、盛んになる木工業、山奥で学ぶ（十和田町）、本観測ロケット
飛ぶ（岩城町道川）

秋田県 白黒 10分 昭和33年 7月

DVD-00017 県政ニュースＮｏ．１４
夏に鍛える、トピックス…新生活県大会開く・県庁舎建設進む・国体に備えて・築港３
０年を迎えて（秋田港）・保健婦さんご多忙　※

秋田県 白黒 10分 昭和33年 8月

DVD-00018 県政ニュースＮｏ．１５ 県体開く、みのりの秋、“みたま”やすらかに、八郎潟干拓工事始まる　※ 秋田県 白黒 10分 昭和33年 9月

DVD-00019 県政ニュースＮｏ．１６
もっとたくさん牛乳を（大曲市・秋田市）、竣工近い田沢発電所（田沢湖町）、秩父宮
妃殿下日赤奉仕団結成大会へ（秋田市）

秋田県 白黒 10分 昭和33年10月

DVD-00020 県政ニュースＮｏ．１７
第１３回国体開く（富山県）、文化の日に讃える、ぼくらの温泉プール（本荘市）、海底
油田掘さく進む（由利郡道川沖）

秋田県 白黒 10分 昭和33年11月

DVD-00021 県政ニュースＮｏ．１８
あけゆく１９５９年、八郎潟干拓工事、県庁舎建設工事、とれたぞハタハタ（金浦
町）、よみがえる大地（小坂町）、さよならランプ生活（鷹巣町）　※

秋田県 白黒 10分 昭和34年 1月

DVD-00022 県政ニュースＮｏ．１９
雪の名残り（十和田町・横手市）、全県町村長会議開く（秋田市）、ここにも学びあり
（養護学校・盲ろう学校）

秋田県 白黒 10分 昭和34年 3月

DVD-00023 県政ニュースＮｏ．２０
郷土を緑に、喜びの開園（太平療育園）、ウィーン少年合唱団来県、小畑知事再選
なる

秋田県 白黒 10分 昭和34年 5月
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DVD-00024 県政ニュースＮｏ．２１
県議会正副議長決まる、東北に初のディーゼル機関車（奥羽本線）、季節に拾う～
レンゲ・秋田フキ・養蜂、農業用水ダム建設進む（六郷町）、なつかしのふるさとへ～
在京県人会来秋

秋田県 白黒 10分 昭和34年 6月

DVD-00025 県政ニュースＮｏ．２２
はなやかに進水（十和田湖）、栗駒山峡にダム築く（皆瀬村）、みこしの滝あび（八森
町）、秋田城跡発掘始まる、伸びる工業用地（秋田市）、十和田・八幡平駅伝競争全
国大会開く

秋田県 白黒 10分 昭和34年 8月

DVD-00026 県政ニュースＮｏ．２３
二代目千秋丸誕生～県水産指導船、三笠宮お迎えして全国高校レスリング開く（五
城目町）、奥地に鉄道建設～生橋・鷹角線、ミルク料理腕くらべ～全国大会予選、県
商工祭開く（鷹巣町）、完工にあとひと息～県庁舎

秋田県 白黒 10分 昭和34年10月

DVD-00027 県政ニュースＮｏ．２４
文化の日にぎわう、雄物川のさけ網（大曲市・神岡町）、新しいみのり（山本村・琴浜
村）、第１４回国体開く（東京）

秋田県 白黒 10分 昭和34年11月

DVD-00028 県政ニュースＮｏ．２５
予算県議会開く、雪国の民芸品（十文字町・増田町）、動きだしたビート工場（大館
市）、白鳥の十和田湖、健康な村めざして（雄和村）

秋田県 白黒 10分 昭和35年 3月

DVD-00029 県政ニュースＮｏ．２６
青年の家（秋田市）、五輪めざして（東北北海道高校陸上競技合宿）、あおぞら焼～
高清水学園、山の工事場（相野々ダム・小和瀬発電所）

秋田県 白黒 10分 昭和35年 6月

DVD-00030 県政ニュースＮｏ．２７
知事・議長ら帰る～海外視察を終え、老いを忘れて～白菊会、新しい開拓地（由利
村）

秋田県 白黒 10分 昭和35年 7月

DVD-00031 県政ニュースＮｏ．２８
仙北奥地を襲った水魔のあと、花で学園を美しく～花いっぱい運動、進む国土建設
～岳見橋・盛岡秋田２級国道、亀田の「時まいり」　※

秋田県県民室 白黒 10分 昭和35年 8月

DVD-00032 県政ニュースＮｏ．２９
第１１回県体開く（秋田市ほか）、果樹共同化の村（平鹿町醍醐）、畜産振興めざして
（十和田町ほか）、県民の窓…楢岡焼き（南外村）　※

秋田県県民室 白黒 10分 昭和35年 9月

DVD-00033 県政ニュースＮｏ．３０
活気づく秋田港～県営魚市場開設、義宮さまご来県、文化の日にはえて～文化功
労者表彰式、県民の窓…開拓地に花嫁迎える（由利町）

秋田県 白黒 10分 昭和35年11月

DVD-00034 県政ニュースＮｏ．３１
冬の突貫工事（角館町・田沢湖町）、施設のお正月（秋田市）、盛んな技能訓練（男
鹿市ほか）、県民の窓…本荘の裸まつり

秋田県県民室 白黒 10分 昭和36年 1月

DVD-00035 県政ニュースＮｏ．３２
新しい土地を求めて～南米移住者出発、春のいぶき（神岡町ほか）、雪の祭典開く
（矢島町・花輪町）、県民の窓…六郷町の竹打ち

秋田県 白黒 10分 昭和36年 3月
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DVD-00036 県政ニュースＮｏ．３３
春の交通安全、国体トピックス（築山小マスゲーム・交通局バスガイド・本荘高校
ボート）、釧路への定期船～定期航路開設、県民の窓…よろこびの退院（田代町）

秋田県 白黒 10分 昭和36年 6月

DVD-00037 県政ニュースＮｏ．３４
県外で働く青少年、鳥海山麓のジャージー二世、国体トピックス（クレー射撃・ごみし
尿処理場・新生活運動大会）、県民の窓…駒草荘（田沢湖町）

秋田県 白黒 10分 昭和36年 7月

DVD-00038 県政ニュースＮｏ．３５
空から農薬散布、国体トピックス（馬術（角館町）・柔道・ラグビー）、県民の窓…男鹿
の大謀網

秋田県 白黒 10分 昭和36年 8月

DVD-00039 県政ニュースＮｏ．３６
第１６回国体開く～夏期ボート競技会～、施設の完成あいつぐ（秋田民衆駅・空港・
県民会館・寒風山有料道路）、県民の窓…西馬音内の盆おどり

秋田県 白黒 10分 昭和36年 9月

DVD-00040 県政ニュースＮｏ．３７ 特集…秋田国体 秋田県 白黒 10分 昭和36年10月

DVD-00041 県政ニュースＮｏ．３８
文化の殿堂完成～県民会館ほか、農民祭開く～第８４回種苗交換会、県民の窓…
木地山こけし（皆瀬村）

秋田県 白黒 10分 昭和36年12月

DVD-00042 県政ニュースＮｏ．３９
予防で健康なまち（男鹿市）、にぎわう田沢湖高原、春は間近かに～花輪町ほか～
（りんごの枝切り、新入学児童の検査、十和田湖のヒメマスふ化）、県民の窓…大曲
の綱引き

秋田県 白黒 10分 昭和37年 3月

DVD-00043 県政ニュースＮｏ．４０ ３７年度予算決まる、分校の新学期（西木村）、春は空から～秋田空港 秋田県 白黒 10分 昭和37年 5月

DVD-00044 県政ニュースＮｏ．４１
災害に備えて～陸上自衛隊秋田駐とん部隊、栄養料理をどうぞ～あさあけ号巡回
指導、初夏の由利原開拓地（由利町）、ふたつのスカイライン～寒風山・八幡平有料
道路

秋田県 白黒 10分 昭和37年 6月

DVD-00045 県政ニュースＮｏ．４２
皆瀬ダム工事進む、子吉川のあゆ釣り（矢島町）、集団栽培地に新鋭噴霧機（横手
市）、親善にひと役～日米高校レスリング

秋田県 白黒 10分 昭和37年 8月

DVD-00046 県政ニュースＮｏ．４３
へき地を行く県庁～移動県民室、今日はふるさとさん（東由利村）、成人病をなくそ
う！、夏を惜しむ十和田湖

秋田県 白黒 10分 昭和37年 9月

DVD-00047 県政ニュースＮｏ．４４ 出来秋を追って、東北六県畜産共進会（秋田市）、国体旗岡山へ 秋田県 白黒 10分 昭和37年10月
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DVD-00048 県政ニュースＮｏ．４５
功績を讃えて～文化功労章受賞式、トピックス…完成近い日本海飼料・種苗交換会
（湯沢市）・歌声は明るく（カンパネラコール）、注目浴びる銅資源

秋田県 白黒 10分 昭和37年12月

DVD-00049 県政ニュースＮｏ．４６
開発計画の説明会開く、ひらかれる原野～鷹巣町陣場岱、雪にきたえる（ボーイス
カウト冬期訓練・湯沢東小マクレンコ学級・二ツ井町スキーカーニバル）

秋田県 白黒 10分 昭和38年 2月

DVD-00050 県政ニュースＮｏ．４７
融雪期に備えて、おまちどうさん～巡回こども文庫、２５０億円を可決～予算県会終
る、みんなで公明選挙を

秋田県 白黒 10分 昭和38年 4月

DVD-00051 県政ニュースＮｏ．４８
小畑知事初登庁、シーズン間近に～花火づくり、干拓工事進む（八郎潟）、ふるさと
の民芸品～かば細工

秋田県 白黒 10分 昭和38年 5月

DVD-00052 県政ニュースＮｏ．４９
六月定例県会開く、ひらかれる夏山、トピックス…皆瀬ダム完成・北部鳥海草地改良
始まる・高校総合体育大会開会式、ふるさと散歩…国見峠

秋田県 白黒 10分 昭和38年 7月

DVD-00053 県政ニュースＮｏ．５０
公聴活動さかん（県モニター大会（秋田市））・一日内閣（青森市））、婦人体育祭開く
（秋田市）、ふるさと散歩…八森・岩館海岸

秋田県 白黒 10分 昭和38年 9月

DVD-00054 県政ニュースＮｏ．５１
若い農村めざして、トピックス…大型コンバイン実験・国体記念スポーツ大会（能代
市）・ブリのかん水養殖（男鹿市）、ふるさと散歩…象潟

秋田県 白黒 10分 昭和38年10月

DVD-00055 県政ニュースＮｏ．５２
功績を讃えて～県文化功労章受賞式、干陸はじまる八郎潟、農民祭開く～県種苗
交換会、ふるさと散歩…栗駒

秋田県 白黒 10分 昭和38年11月

DVD-00056 県政ニュースＮｏ．５３
復興にたちあがる（峰浜村石川）、冬に学ぶ山の子ら（雄勝町湯ノ岱小・上小阿仁
中）、ふるさと散歩…秋田駅

秋田県 白黒 10分 昭和38年12月

DVD-00057 県政ニュースＮｏ．５４ 開発進む地下資源、利用される児童館（由利町）、ふるさと散歩…男鹿 秋田県 白黒 10分 昭和39年 2月

DVD-00058 県政ニュースＮｏ．５５ 予算県議会開く～二月定例県会、ピッチをあげる道路復旧、ふるさと散歩…阿仁 秋田県 白黒 10分 昭和39年 4月

DVD-00059 県政ニュースＮｏ．５６
健康な稲づくり、トピックス…国立高専開校・山を緑に、ふるさと散歩…伝統に生きる
町（稲庭川連町）

秋田県 白黒 10分 昭和39年 5月
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DVD-00060 県政ニュースＮｏ．５７
体操で明るい村を、新しい農業めざして、奥地をまわる診療班、ふるさと散歩…猿倉
人形

秋田県 白黒 10分 昭和39年 6月

DVD-00061 県政ニュースＮｏ．５８
明日の農業をになって～ゼミナール開講、トピックス…空の新路線・待望の道路工
事（門前～加茂）、ふるさと散歩…院内

秋田県 白黒 10分 昭和39年 7月

DVD-00062 県政ニュースＮｏ．５９
一万トン岸壁完成（秋田港）、農業青少年技術交換大会開く、南八幡平パークライン
開通、ふるさと散歩…矢立峠

秋田県 白黒 10分 昭和39年 8月

DVD-00063 県政ニュースＮｏ．６０
モニター大会開く（秋田市）、トピックス…老人福祉センター完成・災害に備えて、ふ
るさと散歩…中山人形

秋田県 白黒 10分 昭和39年 9月

DVD-00064 県政ニュースＮｏ．６１ 大潟村誕生、聖火羽後路を行く、みのった健康な稲づくり、ふるさと散歩…小又峡 秋田県 白黒 10分 昭和39年10月

DVD-00065 県政ニュースＮｏ．６２ 功績を讃えて～県文化功労章受賞式、出かせぎ相談所開設、ふるさと散歩…本荘 秋田県 白黒 10分 昭和39年11月

DVD-00066 県政ニュースＮｏ．６３ 「タイの浜焼」に成功、五輪選手郷土入り、ふるさと散歩…大館 秋田県 白黒 10分 昭和39年12月

DVD-00067 県政ニュースＮｏ．６４ 血液センター開設、あけゆく酪農地帯～鳥海山麓、ふるさと散歩…能代 秋田県 白黒 10分 昭和40年 1月

DVD-00068 県政ニュースＮｏ．６５ “家庭の日”設定、ふるさと散歩…湯沢 秋田県 白黒 10分 昭和40年 2月

DVD-00069 県政ニュースＮｏ．６６ 明日の農業をになって、ふるさと散歩…かまくら（横手） 秋田県 白黒 10分 昭和40年 3月

DVD-00070 県政ニュースＮｏ．６７ 水産養殖の準備進む、大型ハウス団地誕生、ふるさと散歩…田沢 秋田県 白黒 10分 昭和40年 4月

DVD-00071 県政ニュースＮｏ．６８
スタートした農業学園、知事面会日設定、全国菓子博開く、ふるさと散歩…男鹿パノ
ラマライン

秋田県 白黒 10分 昭和40年 5月
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DVD-00072 県政ニュースＮｏ．６９
干拓すすむ八郎潟、発足した道路舗装事務所、ふるさと散歩…チューリップの村（八
竜）

秋田県 白黒 10分 昭和40年 6月

DVD-00073 県政ニュースＮｏ．７０ 新産都市へスタート、ふるさと散歩…矢島 秋田県 白黒 10分 昭和40年 7月

DVD-00074 県政ニュースＮｏ．７１
全国農村青少年技術交換大会開く～秋田市、トピックス…海にきたえる～船川水産
高校・待望の道路工事（川原毛～泥湯）、ふるさと散歩…岨谷峡

秋田県 白黒 10分 昭和40年 8月

DVD-00075 県政ニュースＮｏ．７２
夏山をゆく（八幡平）、トピックス…県の記念日制定・県史編さん事業完成、ふるさと
散歩…竿灯

秋田県 白黒 10分 昭和40年 9月

DVD-00076 県政ニュースＮｏ．７３ 一日厚生省開く、みのりの秋（仙北平野）、ふるさと散歩…平鹿～りんごの里～ 秋田県 白黒 10分 昭和40年10月

DVD-00077 県政ニュースＮｏ．７４ 新産都市の建設をめざして、動き出した未利用地の開発、文化功労を讃える 秋田県 白黒 10分 昭和40年11月

DVD-00078 県政ニュースＮｏ．７５ 建設進む萩形ダム、冷害を乗りこえて～第８８回種苗交換会、国道１０８号線を行く 秋田県 白黒 10分 昭和40年12月

DVD-00079 県政ニュースＮｏ．７６ 新年度予算決まる、進む地下資源開発、若い力…柔道少年団（秋田市） 秋田県 白黒 10分 昭和41年 4月

DVD-00080 県政ニュースＮｏ．７７ スタートした青少年対策室、子どもを交通事故から守ろう、若い力…農村のあとつぎ 秋田県 白黒 10分 昭和41年 5月

DVD-00081 県政ニュースＮｏ．７８ たかまる献血運動、７５０キロ（五石）どりをめざす、若い力…働く年少者たち 秋田県 白黒 10分 昭和41年 6月

DVD-00082 県政ニュースＮｏ．７９ 動き出した山腹畜産、道路整備急ピッチ、若い力…白衣の天使めざして 秋田県 白黒 10分 昭和41年 7月

DVD-00083 県政ニュースＮｏ．８０
不幸な子どもを生まない運動、山麓の開発急ピッチ～第２回田沢疎水、若い力…全
国高校総合体育大会開く

秋田県 白黒 10分 昭和41年 8月
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ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00084 県政ニュースＮｏ．８１ 「県の記念日」を祝う、若い力…明日の農村をになう（県立能代農業高等学校） 秋田県 白黒 10分 昭和41年 9月

DVD-00085 県政ニュースＮｏ．８２ みのりの秋、若い力…工芸技術者めざして 秋田県 白黒 10分 昭和41年10月

DVD-00086 県政ニュースＮｏ．８３
文化功労を讃えて、トピックス…開通した田沢湖線・県営萩形ダム完成、若い力…農
村の花嫁さんめざして（天王高等農業学園）

秋田県 白黒 10分 昭和41年11月

DVD-00087 県政ニュースＮｏ．８４ 充実した太平療育園、八郎潟入植訓練はじまる、若い力…少年夜警団 秋田県 白黒 10分 昭和41年12月

DVD-00088 県政ニュースＮｏ．８５ 明るい家庭をめざして、若い力…巣立つ若い警察官（県警察学校） 秋田県 白黒 10分 昭和42年 1月

DVD-00089 県政ニュースＮｏ．８６ みんなで火災予防、雪と戦う、若い力…ボランティア 秋田県 白黒 10分 昭和42年 2月

DVD-00090 県政ニュースＮｏ．８７
脳卒中を追放しよう、トピックス…秋田リンゴソ連へ・職場に体操を、若い力…川連
塗りをになう

秋田県 白黒 10分 昭和42年 3月

DVD-00091 県政ニュースＮｏ．８８
予算県会終わる～４７６億円を可決、トピックス…養殖わかめの刈り取りはじまる・練
習船「船川丸」完成、若い力…巣立つ農業後継者

秋田県 白黒 10分 昭和42年 4月

DVD-00092 県政ニュースＮｏ．８９ 小畑知事初登庁、“無くそう”交通事故 秋田県 白黒 10分 昭和42年 5月

DVD-00093 県政ニュースＮｏ．９０ 正副議長決まる～県議会、進む山腹畜産 秋田県 白黒 10分 昭和42年 6月

DVD-00094 県政ニュースＮｏ．９１ おらが村の工場（西仙北町強首） 秋田県 白黒 10分 昭和42年 7月

DVD-00095 県政ニュースＮｏ．９２ 夏の男鹿半島 秋田県 白黒 10分 昭和42年 8月

DVD-00096 県政ニュースＮｏ．９３ 脳卒中を防ぐ 秋田県 白黒 10分 昭和42年 9月
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DVD-00097 県政ニュースＮｏ．９４ 収穫 秋田県 白黒 10分 昭和42年10月

DVD-00098 県政ニュースＮｏ．９５ 文化功労を讃える、八郎潟第１次入植訓練終る、開館した県立男鹿水族館 秋田県 白黒 10分 昭和42年11月

DVD-00099 県政ニュースＮｏ．９６
稲作６０万トン突破記念大会開かる、身体障害者福祉センター完成、ただいま繁忙
中～県中小企業総合指導所

秋田県 白黒 10分 昭和42年12月

DVD-00100 県政ニュースＮｏ．９７ 新春を迎えた大潟村、交通ルールを守ろう、県民そろって無火災運動を 秋田県 白黒 10分 昭和43年 1月

DVD-00101 県政ニュースＮｏ．９８
豪雪をついて移動県庁、トピックス…千秋の塔にふるさとの雪・生活総合センター完
成・雪山で冬を越す牛

秋田県 白黒 10分 昭和43年 2月

DVD-00102 県政ニュースＮｏ．９９
大豊作めざして、トピックス…豪雪地で防火訓練・野犬狩り・にぎわう水晶山スキー
場

秋田県 白黒 10分 昭和43年 3月

DVD-00103 県政ニュースＮｏ．１００ 新年度予算決まる（５１９億円）、“千秋丸”完成、住民のアンテナ～民生委員 秋田県 白黒 10分 昭和43年 4月

DVD-00104 県政ニュースＮｏ．１０１
船川木材コンビナート本格工事はじまる、秋田天王総合職業訓練所完成、誘致工場
めぐり…並木精密宝石㏍（湯沢市）・昭和第一産業㏍（尾去沢町）

秋田県 白黒 10分 昭和43年 5月

DVD-00105 県政ニュースＮｏ．１０２
第１９回全国植樹祭開く、“辰子像”完成、誘致工場めぐり…いなふく米菓㏍（秋田
市）・東北紙袋㏍（秋田市）

秋田県 白黒 10分 昭和43年 6月

DVD-00106 県政ニュースＮｏ．１０３
進む村づくり～大潟村、活躍する「わかすぎ号」～県食品衛生検査車、誘致工場め
ぐり…ハリマヤ運動用品㏍（鷹巣町）・五洋電子工業㏍（天王町）

秋田県 白黒 10分 昭和43年 7月

DVD-00107 県政ニュースＮｏ．１０４ 涼を呼ぶ鳥海山、大活躍の千秋丸、誘致工場めぐり…東洋合板㏍（秋田市） 秋田県 白黒 10分 昭和43年 8月

DVD-00108 県政ニュースＮｏ．１０５
開通した一周道路（田沢～玉川、門前～加茂）、誘致工場めぐり…大塚刷毛製造㏍
（森吉町）・塚田電気㏍（飯田川町）

秋田県 白黒 10分 昭和43年 9月
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DVD-00109 県政ニュースＮｏ．１０６
“森吉山”県立自然公園にきまる、誘致工場めぐり…三共光学㏍（仙南村）・クレイド
ル㏍（大森町）

秋田県 白黒 10分 昭和43年10月

DVD-00110 県政ニュースＮｏ．１０７
文化功労者表彰、大館市大火、トピックス…県立体育館完成・秋田博めざして、誘致
工場めぐり…指月電気㏍（羽後町）・秋田末広繊維㏍（五城目町）

秋田県 白黒 10分 昭和43年11月

DVD-00111 県政ニュースＮｏ．１０８ あすをになう～県青少年の祭典、みのった稲づくり運動、百を突破した企業誘致 秋田県 白黒 10分 昭和43年12月

DVD-00112 県政ニュースＮｏ．１０９
躍進する秋田港、トピックス…植樹祭の記念碑完成・知事交通安全を祈願、誘致工
場めぐり…六郷ニット㏍（六郷町）

秋田県 白黒 10分 昭和44年 1月

DVD-00113 県政ニュースＮｏ．１１０
心身障害者に愛の手を、秋田大学に医学部設置、誘致工場めぐり…太平工業㏍
（鳥海村）・秋田東光㏍（秋田市）

秋田県 白黒 10分 昭和44年 2月

DVD-00114 県政ニュースＮｏ．１１１
予算県会開く、活躍する母子健康推進員、誘致工場めぐり…嵐田シャツ㏍（角館
町）・北興化学㏍（秋田市）

秋田県 白黒 10分 昭和44年 3月

DVD-00115 県政ニュースＮｏ．１１２
八郎潟干拓工事完成、トピックス…脳血管研究センター診察はじまる・大忙しの県消
費生活相談所、ふるさとの四季…万灯火（合川町）

秋田県 白黒 10分 昭和44年 4月

DVD-00116 県政ニュースＮｏ．１１３
準備進む秋田博、第２０回県植樹祭開く（湯沢市）、ふるさとの四季…番楽と若者た
ち（五城目町）

秋田県 白黒 10分 昭和44年 5月

DVD-00117 県政ニュースＮｏ．１１４ 売り出す味の秋田米、県畜産開発公社発足、田沢湖一周道路完成 秋田県 白黒 10分 昭和44年 6月

DVD-00118 県政ニュースＮｏ．１１５
知事鳥海山麓視察、トピックス…急ピッチで進む素波里ダム工事・農村婦人の健康
相談室開設・カメワニコーナー新設（男鹿水族館）、ふるさとの四季…南八幡平（乳
頭～秋田駒）

秋田県 白黒 10分 昭和44年 7月

DVD-00119 県政ニュースＮｏ．１１６ 秋田博開く 秋田県 白黒 10分 昭和44年 8月

DVD-00120 県政ニュースＮｏ．１１７ 両陛下をお迎えして 秋田県 白黒 10分 昭和44年 9月

DVD-00121 県政ニュースＮｏ．１１８ 秋田博閉幕、一世紀を生きる、ふるさとの四季…駒踊り（藤里町） 秋田県 白黒 10分 昭和44年10月
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DVD-00122 県政ニュースＮｏ．１１９
第１４回県文化功労者表彰、トピックス…完工した鳥海横断道路・整備進む田沢湖
スキー場、ひらかれる大地（能代開拓建設事業）

秋田県 白黒 10分 昭和44年11月

DVD-00123 県政ニュースＮｏ．１２０ なくそう交通事故、ふるさとの四季…霜月神楽（大森町） 秋田県 白黒 10分 昭和44年12月

DVD-00124 県政ニュースＮｏ．１２１
躍進する秋田湾地区新産業都市、ルールを守って交通安全、牛乳のパイプ流送は
じまる

秋田県 白黒 10分 昭和45年 1月

DVD-00125 県政ニュースＮｏ．１２２ 寒さにきたえる、開かれた雪の処女地～田沢湖スキー場 秋田県 白黒 10分 昭和45年 2月

DVD-00126 県政ニュースＮｏ．１２３
にぎわう田沢湖スキー場、春を間近かに～天王高等農業学園、ふるさとの四季…掛
魚まつり（金浦町）

秋田県 白黒 10分 昭和45年 3月

DVD-00127 県政ニュースＮｏ．１２４ ４５年度予算決まる、ふるさとの四季…伝統の土人形 秋田県 白黒 10分 昭和45年 4月

DVD-00128 県政ニュースＮｏ．１２５
火の用心を忘れずに、始動した火力発電、交通安全は家庭から、ふるさとの四季…
砂丘地の若者たち

秋田県 白黒 10分 昭和45年 5月

DVD-00129 県政ニュースＮｏ．１２６
晴れのスタート～秋大医学部、トピックス…すくすく育て秋田杉・病床に初夏のかお
り、ふるさとの四季…春のおとずれ（十和田湖・八幡平・田沢湖）

秋田県 白黒 10分 昭和45年 6月

DVD-00130 県政ニュースＮｏ．１２７
５周年を迎えた「家庭の日」運動、明日の農業を担う～近代化ゼミナール、ふるさと
の四季…栗駒

秋田県 白黒 10分 昭和45年 7月

DVD-00131 県政ニュースＮｏ．１２８
コロニーの建設はじまる、トピックス…完成した肉牛繁殖センター・鳥海ブルーライン
開通、ふるさとの四季…綴子大太鼓（鷹巣町）

秋田県 白黒 10分 昭和45年 8月

DVD-00132 県政ニュースＮｏ．１２９
開港した秋田北港、公害に取りくむ、トピックス…全通した八幡平有料道路・海難事
故にそなえて、ふるさとの四季…ねぶ流し（能代市）

秋田県 白黒 10分 昭和45年 9月

DVD-00133 県政ニュースＮｏ．１３０
木材コンビナート完成、売り出そう“うまい秋田米”、トピックス…工事進む大桟橋有
料道路・防災訓練開く、ふるさとの四季…森岳歌舞伎（山本町）

秋田県 白黒 10分 昭和45年10月

DVD-00134 県政ニュースＮｏ．１３１ 皇太子ご夫妻ご来県 秋田県 白黒 10分 昭和45年11月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 11／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00135 県政ニュースＮｏ．１３２
立ちあがる消費者、文化功労者の表彰、トピックス…角館線開通・「健康な稲づくり
運動」推進員大会開く、ふるさとの四季…秋田・男鹿空の旅

秋田県 白黒 10分 昭和45年12月

DVD-00136 県政ニュースＮｏ．１３３ 躍進する秋田 秋田県 白黒 10分 昭和46年 1月

DVD-00137 県政ニュースＮｏ．１３４
町に残った若者たち（雄勝町）、トピックス…青年の家落成・明るく正しい選挙を、あ
すへのシュプール～第２２回県体スキー競技会

秋田県 白黒 10分 昭和46年 2月

DVD-00138 県政ニュースＮｏ．１３５ あすへのシュプール～第２６回国民体育大会冬季スキー競技大会 秋田県 白黒 10分 昭和46年 3月

DVD-00139 県政ニュースＮｏ．１３６ 昭和４６年度予算決まる、レディパトロール出動、進むダム工事（旭川ダム） 秋田県 白黒 10分 昭和46年 4月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 12／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00140 新県政ニュースＮｏ．２ 常陸宮ご夫妻秋田の旅、自然を求めて…乳頭温泉郷 秋田県 カラー 10分 昭和48年 6月

DVD-00141 新県政ニュースＮｏ．３
動く総合病院開く、トピックス…３年目を迎えた鳥海コロニー・レクリエーション大会に
集う、自然を求めて…由利原高原

秋田県 カラー 10分 昭和48年 7月

DVD-00142 新県政ニュースＮｏ．４ 公害に取り組む～公害技術センター、自然を求めて…田代岳 秋田県 カラー 10分 昭和48年 8月

DVD-00143 新県政ニュースＮｏ．５
ユーラシアへの旅、トピックス…若者のまつり、自然を求めて…山と川と海と（八森
町）

秋田県 カラー 10分 昭和48年 9月

DVD-00144 新県政ニュースＮｏ．６ 特集…生きがいを求めて～老人福祉対策 秋田県 カラー 10分 昭和48年10月

DVD-00145 新県政ニュースＮｏ．７ あすの農業めざして、県文化功労者きまる、自然を求めて…木地山高原 秋田県 カラー 10分 昭和48年12月

DVD-00146 新県政ニュースＮｏ．８
明日の農業をめざして（農業短大）、トピックス…養豚経営日本一・温室は花ざかり、
バラ作、自然を求めて…冬の漁

秋田県 カラー 10分 昭和49年 1月

DVD-00148 新県政ニュースＮｏ．１０
春の農作業を前に、トピックス…技能者をめざして・男鹿水族館新館完成、自然を求
めて…春を待つ八幡平

秋田県 カラー 10分 昭和49年 4月

DVD-00149 新県政ニュースＮｏ．１１ 郷土をみどりに、あい次ぐバイパス開通、自然を求めて…八郎湖 秋田県 カラー 10分 昭和49年 5月

DVD-00150 新県政ニュースＮｏ．１２ 近代農業をめざして、きれいな街づくり、自然を求めて…十和田湖 秋田県 カラー 10分 昭和49年 6月

DVD-00151 新県政ニュースＮｏ．１３ 活魚の出荷始まる、第二白竜再び秋田沖に、自然を求めて…男鹿南磯海岸 秋田県 カラー 10分 昭和49年 7月

DVD-00152 新県政ニュースＮｏ．１４
農業近代化ゼミナール大会開く、広がる友情の輪～第１２回全国スポーツ少年大
会、自然を求めて…雄勝峠

秋田県 カラー 10分 昭和49年 8月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 13／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00153 新県政ニュースＮｏ．１５
開港した能代港、トピックス…若ものソ連邦へ・にぎわう子ども会キャンプ、自然を求
めて…薬師岳

秋田県 カラー 10分 昭和49年 9月

DVD-00313 新県政ニュースＮｏ．１６
コミュニティ活動で豊かな町づくり（雄和町）、”若さに負けず”第二回県老人スポーツ
大会開く、自然を求めて・・・湯治場・山菜の宝庫玉川（田沢湖町）

秋田県 カラー 10分 昭和49年

DVD-00154 新県政ニュースＮｏ．１７
“栗駒有料道路”開通、収穫の秋～稲わらを大切に、自然を求めて…山と渓谷と湖と
（小又峡・太平湖）

秋田県 カラー 10分 昭和49年11月

DVD-00155 新県政ニュースＮｏ．１８
強首ハクサイ出荷始まる、急ピッチで進む早口ダム、自然を求めて…湖と山菜の里
（西木）

秋田県 カラー 10分 昭和49年12月

DVD-00314 新県政ニュースＮｏ．１９
活気みなぎる秋田港、ただいま摂氏２０度～温室は花ざかり（河辺町）、自然を求め
て・・・山のいで湯・スキー客で賑わう乳頭温泉郷（田沢湖町）

秋田県 カラー 10分 昭和49年

DVD-00156 新県政ニュースＮｏ．２０
酪農のパイオニアをめざして、豊かな町づくり（若美町）、自然を求めて…こけしのふ
る里（木地山高原）

秋田県 カラー 10分 昭和50年 2月

DVD-00157 新県政ニュースＮｏ．２１
二月定例県議会開く、地熱利用ハウス（雄勝町）、自然を求めて…春を呼ぶ由利海
岸

秋田県 カラー 10分 昭和50年 3月

DVD-00158 新県政ニュースＮｏ．２２
第一期生巣立つ（県立農業短期大学）、最盛期を迎えたワカメ養殖、ふるさとに生き
る…しいたけ栽培に夢かけて

秋田県 カラー 10分 昭和50年 4月

DVD-00159 新県政ニュースＮｏ．２３
小畑知事初登庁、トピックス…人気を呼ぶ安売りデー・第２６回全県植樹祭開く（山
本町）、ふるさとに生きる…保母さん多忙（田沢湖町）

秋田県 カラー 10分 昭和50年 5月

DVD-00160 新県政ニュースＮｏ．２４ 県立博物館完成、ふるさとに生きる…お年寄りに幸せを（老人家庭奉仕員） 秋田県 カラー 10分 昭和50年 6月

DVD-00161 新県政ニュースＮｏ．２５ 昭和５０年県文化功労者決まる、第１４回全国農業祭開く（東京） 秋田県 カラー 10分 昭和50年12月

DVD-00162 新県政ニュースＮｏ．２６ 治安を守る～県警本部新庁舎完成、ふるさとに生きる…秋田の白炭を焼く 秋田県 カラー 10分 昭和51年 2月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 14／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00163 新県政ニュースＮｏ．２７ 二月定例県議会開く、自然を求めて…和牛とかあちゃん（雄物川町） 秋田県 カラー 10分 昭和51年 3月

DVD-00164 新県政ニュースＮｏ．２８ 新製品をめざして～端材の活用、心身障害者に太陽を～鳥海の園コロニー 秋田県県民室 カラー 10分 昭和51年 4月

DVD-00165 新県政ニュースＮｏ．２９
勝平版画の世界～勝平得之作品展から、若い仲間…野生を守る（鳥獣保護セン
ター）

秋田県県民室 カラー 10分 昭和51年 6月

DVD-00166 新県政ニュースＮｏ．３０ 特集…大潟村 秋田県 カラー 10分 昭和51年11月

DVD-00167 新県政ニュースＮｏ．３１ 文化功労をたたえる、若い仲間…漆器づくり一筋（稲川町） 秋田県県民室 カラー 10分 昭和51年12月

DVD-00168 新県政ニュースＮｏ．３２
白球に青春を賭けて（角館南高校）、若い仲間…二十二の瞳ときずなを深めて（東成
瀬・桧山台分校）

秋田県 カラー 10分 昭和52年 2月

DVD-00169 新県政ニュースＮｏ．３３ 二月定例県議会開く、良質秋田杉づくりをめざして（大館市雪沢） 秋田県 カラー 10分 昭和52年 3月

DVD-00170 新県政ニュースＮｏ．３４ ふるさとの伝統的工芸品、若い仲間…交通巡視員（湯沢署） 秋田県 カラー 10分 昭和52年 4月

DVD-00171 新県政ニュースＮｏ．３５
郷土の緑化を誓う～第２８回秋田県植樹祭、若い仲間…明るい農村を築く（生活改
良普及員）

秋田県 カラー 10分 昭和52年 5月

DVD-00172 新県政ニュースＮｏ．３６ ３年目を迎えた小麦の収穫（大潟村）、ふるさとに生きる…白岩焼にいどむ 秋田県 カラー 10分 昭和52年 9月

DVD-00173 新県政ニュースＮｏ．３７ 特集…自然を守る“自然公園管理人” 秋田県 カラー 10分 昭和52年10月

DVD-00174 新県政ニュースＮｏ．３８
功績をたたえる～第２２回県文化功労者表彰式典、一世紀の歩み豊かに実る～第１
００回種苗交換会

秋田県 カラー 10分 昭和52年12月

DVD-00175 新県政ニュースＮｏ．３９ 第６６回秋田県畜産共進会開く、若い仲間…育て名犬 秋田県 カラー 10分 昭和52年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 15／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00176 新県政ニュースＮｏ．４０ 建設進む新秋田空港、若い仲間…はばたけ幸和会（大雄村） 秋田県 カラー 10分 昭和53年 1月

DVD-00177 新県政ニュースＮｏ．４１ ワラ工品を伝承しよう（中仙町）、若い仲間…婦人消防士ただいま奮闘中 秋田県 カラー 10分 昭和53年 2月

DVD-00178 新県政ニュースＮｏ．４２ マッシュルームと切りミツバ～出稼解消をめざして 秋田県 カラー 10分 昭和53年 3月

DVD-00179 新県政ニュースＮｏ．４３ 昭和５３年度予算決まる、温水利用でサイクル農法 秋田県 カラー 10分 昭和53年 3月

DVD-00180 新県政ニュースＮｏ．４４ エネルギーを見なおす、施設をたずねて…畜産試験場 秋田県 カラー 10分 昭和53年 7月

DVD-00181 新県政ニュースＮｏ．４５ 複合経営に取り組む～水田利用再編対策、生きがいを求めて～雄和町・長寿会 秋田県 カラー 10分 昭和53年11月

DVD-00182 新県政ニュースＮｏ．４６
功績をたたえて～昭和５３年文化功労者表彰式、施設をたずねて…秋田県内水面
水産指導所

秋田県 カラー 10分 昭和53年12月

DVD-00183 新県政ニュースＮｏ．４７
施設をたずねて…県立鷹巣高等職業訓練校、銀盤に舞う～第３４回国民体育大会
冬季大会

秋田県 カラー 10分 昭和54年 2月

DVD-00184 新県政ニュースＮｏ．４８ 昭和５４年二月定例県議会終わる、ネットワーク完成～秋田県防災行政無線 秋田県 カラー 10分 昭和54年 3月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 16／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00185 県政この一年（昭和５４年版）
さようなら小畑さん、佐々木新知事初登庁、常陸宮ご夫妻ご来県、空と陸から防災
訓練、明るく豊かな老後を、二橋相ついで完成（大上橋・飛鳥大橋）、収穫

秋田県 カラー 30分 昭和54年12月

DVD-00315 県政この一年（昭和５５年版）
２月定例県議会開く、児童会館・生涯学習センター完成、豊かな漁業をめざして、進
む！遺跡発掘調査、秩父宮妃殿下・高松宮ご夫妻ご来県、収穫、文化功労をたたえ
る

秋田県 カラー 28分30秒 昭和55年12月

DVD-00186 県政この一年（昭和５６年版）
５６年度の予算決まる、全県植樹祭開く、今年は「国際障害者年」、新秋田空港“開
港”、郷土を美しく、全国高校文化祭開く、名誉県民に“小畑氏”、冷害にみまわれた
稲作、文化功労をたたえる

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和56年12月

DVD-00187 県政この一年（昭和５７年版）

新年度予算決まる～２月定例県議会、田沢湖国体開催県勢大活躍、臨海終末処理
場・工業技術センター完成、八郎湖を美しく～初めてのクリーンアップ、大型プロジェ
クト始動、田沢湖高原に友情の輪広がる～全国スポーツ少年大会、今後の発展を
誓い友好提携調印、名誉県民小畑さん死去、稲作史上２番目の豊作

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和57年12月

DVD-00188 県政この一年（昭和５８年版）
今年は統一地方選挙の年、医療の充実を目指し施設整う、日本海中部地震、来年
はインターハイ～準備着々と進む、県内もハイウェイ時代に～東北自動車道開通、
進むダム建設、スペシャルオリンピック初の全県大会開催、稲作「平年並み」

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和58年12月

DVD-00189 県政この一年（昭和５９年版）
５９年度予算決まる、スポーツゾーン　オープン、緑豊かな県土を、救急医療体制整
う、'５９インターハイ開かれる皇太子ご夫妻ご来県、「まごころ秋田」観光キャンペー
ン展開、東北自動車道十和田ＩＣ開通、水作史上最高の豊作、'８４主な出来ごと

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和59年12月

DVD-00190 県政この一年（昭和６０年版）

昭和６０年度予算決まる、国際青年年・国際森林年、秋田－函館間空の便開設、水
産振興センターオープン、全国「名水百選」に六郷町・湯沢市の清水、「鳥海山ろく
線」開業、「鷹角線」工事再開、「新都市開発事業」・「能代火力発電所」建設始まる、
収穫、'８５県政主な出来ごと

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和60年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 17／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00191 県政この一年（昭和６１年版）

６１年度の予算決まる、史跡の森に緑の輪、進む道路網の整備、「秋田内陸線」ス
タート、十和田・八幡平国立公園指定５０周年、よみがえる文化遺産、史上２回目の
衆・参同日選挙、「秋田博」開かれる、県民の健康と福祉めざして、稲作史上２番目
の豊作、'８６県政の主な出来ごと

ＡＢＳ秋田放送 カラー 30分 昭和61年12月

DVD-00192 県政この一年（昭和６２年版）

２月定例県議会開かれる、統一地方選挙知事・県議会議員決まる、秋田県甘粛省
友好提携五周年、８月の集中豪雨、県営野球場・トレーニングセンター完成、県政フ
ラッシュ【落合選手に県民栄誉章、第１４回東北総合体育大会、東日本オリエンテー
リング大会、国際居住年・アジア各国から視察団、玉川ダム・山瀬ダム工事進む、山
谷トンネル開通・道路整備急ピッチ、よみがえった“康楽館”、実りの秋】、１９８７年県
政の主なできごと

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和62年12月

DVD-00193 県政この一年（昭和６３年版）

南部シルバーエリアオープン、秋田内陸線６４年４月全線開業、高速交通体系整備
進む、玉川毒水の中和処理施設建設、地域おこし盛ん、県政フラッシュ【積極予算で
県政推進、県南の下水道通水開始、屋根付きグラウンド建設始まる、企業誘致好
調、平福記念館（角館町）・浜辺の歌音楽館（森吉町）、６年ぶりの不作・作付け面積
は“あきたこまち”がトップ、レスリング太田・佐藤両選手に県民栄誉章、全国高校ラ
グビーフットボール大会、京都国体（少年男子フェンシング）、京都国体（少年男子バ
スケットボール）】、昭和６３年の主な出来事

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和63年12月

DVD-00194 県政この一年（平成元年版）

平成の幕開け～昭和天皇崩御、大規模リゾート承認～内陸線開通、企業誘致好調
～大手製紙メーカー進出、名誉県民に山崎・日沼氏、「アトリオン」オープン、進むバ
イオ研究、玉川ダム湛水～中和処理施設試運転、県政フラッシュ【平成元年度予算
成立、県民栄誉章に３氏、「あんとらあ」オ－プン、奥の細道３００年～世界俳句大会
（象潟町）、秋田市制１００年～御隅櫓完成、金属鉱業研修技術センタ－設立、田沢
疎水農業水利事業完工、稲作“やや不良”、ミネソタ州立大学機構秋田校、「あきた
スカイド－ム」の工事完了、全国木材産業振興大会開催、進む道路整備】、石油備
蓄基地オイルイン、夏の甲子園経法大附ベスト４、平成元年の主な出来事

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 平成元年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 18／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00195 県政この一年（平成２年版）

平成２年幕開け、ミネソタ州立大秋田校開学、中国甘粛省文物展開催、玉川ダム完
工、小泉潟公園完成、あきたこまち１類に昇格、自主流通米入札取引、悠紀斎田抜
穂の儀、白瀬南極探検記念館完成（金浦町）、まほろば唐松「中世の館」完成（協和
町）、県政フラッシュ【平成２年度予算成立、県新総合発展計画成案、あきたスカイド
－ム完成、県消防学校完成、県林業技術センタ－完成、金属鉱業研修技術センタ
－間もなく完成、高速交通体系整備進む、大館能代空港誘致運動活発、全国過疎
問題シンポ開催】、平成２年主な出来事

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 平成2年12月

DVD-00196 県政この一年（平成３年版）

湾岸戦争、１４年振りの大雪、統一地方選、高速交通時代を迎える、ダブルトラッキ
ング、大館能代空港、アキタバイオミックエリア、南部シルバ－エリア、台風１９号、
農業科学館、県政フラッシュ【平成３年度予算成立、十和田湖公共下水道、山瀬ダ
ム、秋田旬吟醸、亀田城、素材物性学国際会議、農業試験場創立１００年、北東北
大型観光キャンペ－ン】、平成３年秋田主な出来事

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 平成3年12月

DVD-00197 県政この一年（平成４年版）

ミニ新幹線工事着工式、訪韓経済ミッション出発、秋田空港タ－ミナルビル増改築工
事完成、「新・秋田八景」決定、「新・秋田八景」探検隊来秋、秋田バイオミックエリア
生態系公園開園式、Ａタ－ンプラザ秋田オ－プン（東京・有楽町）、第４０回全国ろう
あ者大会開催、白神山地環境保全地域に指定、まるごと秋田キャンペ－ン東京でス
タ－ト、友好提携１０周年記念式典、１８０人の訪中団が参加～蘭州市で記念式典
開催、皇太子殿下ご来秋、第４回全国農業青年交歓大会、県高度技術研究所オ－
プン、あきたこまち特定銘柄生産加算対象へ格上げに、大館能代空港開港に向け
テイクオフ、県政フラッシュ【国連カンボジア暫定統治機構（ＵＮＴＡＣ）事務総長特別
代表に比内町出身の明石康氏が任命、県の沿岸調査船「第２千秋丸」完成、由利高
原にオートキャンプ場オープン、県立大館高校開校、県が開発した新しい農産物の
品種登録相次ぐ、りんご「アキタゴールド」いちご「アキタベリー」酒米「吟の精」、ハタ
ハタ禁漁へ、秋田朝日放送開局】

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成4年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 19／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00198 県政この一年（平成５年版）

八幡平オートキャンプパークオープン！！、県南部家畜保健衛生所竣工、日本海中
部地震被災１０年「県民防災フォーラム」、皇太子様ご成婚、秋田空港国際線ターミ
ナルビル完成、ワールド・ソーラーカー・ラリー開幕、県政モニター会議開催（秋田河
辺地区）、大王製紙住民説明会開催（天王地区）、世界陸上女子マラソン金メダル浅
利純子選手に県民栄誉賞、ＵＮＴＡＣ明石康代表名誉国民に、「農作物冷害対策実
施本部」設置、「五つ子」宅へ知事訪問、協和ダム定礎式、県立図書館・公文書館
オープン、知事・市長会行政懇談会、白神山地世界遺産登録決定、大館能代空港
建設事務所設置、秋田新幹線工事順調に進む、秋田自動車道延長工事進む

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成5年12月

DVD-00199 県政この一年（平成６年版）

水稲うるち「秋田５１号」が６年度から県の奨励品種に、平成１９年に国体を誘致する
「国体誘致期成同盟会」設立、松峰・深沢の両鉱山が閉鉱、ポートタワー“セリオン”
オープン、秋田県名古屋事務所開設、「秋田ふるさと村」オープン、生涯学習セン
ター分館“ジョイナス”オープン、漁業実習船「船川丸」竣工、「北欧の杜公園」開園、
新点字図書館完成、「アメリカジャパンウィーク」に交流団を派遣、「能代工業団地交
流会館」完成、県立中央公園内に日本最大級の「フィールド・アスレチック」完成、中
国甘粛省蘭州市に「秋田・甘粛友好会館」完成、水産振興センター「内水面試験池」
完成、ワールド・ソーラーカー・ラリー・イン・アキタ開会式、「国政に関する公聴会」開
催、峰浜村に水沢ダム完成、「ジェトロ秋田貿易情報センター」開設、平成１０年の開
港をめざし「大館能代空港」建設着工、「２１世紀を考える県民フォーラム」開催、総
合リハビリテーション・精神医療センター建設着工、高規格道路「湯沢横手道路」（横
手～十文字区間）開通、国道１０８号線「松の木トンネル」貫通、「第１２回日本ジャン
ボリー」森吉山麓高原で開催決定、米の作況「作況指数１０３のやや良」となる

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成6年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 20／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00200 県政この一年（平成７年版）

阪神・淡路大震災による被災者を支援するための「地震救済対策本部」を設置、統
一地方選挙が行われる、知事選で佐々木喜久治氏が五選を果たす、関西国際空港
線が就航、秋田新幹線の新型車両試験運転始まる、秋田港・釜山港間定期航路開
設に関する覚書を結ぶ、秋田港・釜山港間コンテナ定期船が就航、秋田自動車道の
「横手・湯田間」が開通、国道７号線二ツ井バイパス開通、秋田県農業農村対策大
綱に関する市町村長との懇談を実施、米の作柄「作況指数９１の不良」となる、ハタ
ハタ漁を再開（解禁）、秋田県総合食品研究所がオ－プン（開所式４／２５）、秋田県
立農業短期大学付属木材高度加工研究所開所式（能代市）、能代山本スポーツリ
ゾートセンター「アナリス」オープン、「秋田県環境と文化のむら」オープン（五城目
町）、秋田県森林学習交流館（プラザクリプトン）オープン、サントピア（仮称）の着工
（起工式）、米代川流域下水道鹿角処理区通水式、秋田石油備蓄基地竣工式(完成
は６月)、秋田県総合開発審議会が開催され新総合発展計画後期計画の策定に着
手、ブラジル秋田県人会創立３５周年記念式典に訪問団を派遣、あきた国際交流
ネットワークが設立される、平成１９年第６２回国民体育大会が事実上決定、反響が
大きかった新聞一面広告、今年の主な出来事

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成7年12月

DVD-00201 県政この一年（平成８年版）

県行政改革大綱案を委員会が了承、県総合開発発展審議会後期計画を了承「ハ－
ドからソフトへ」、県立四年制大学設置場所決定　秋田地区と本荘地区への分散設
置、日本赤十字秋田短期大学・開学（４／１２入学式）、秋田桂城短期大学・開学（４
／１５入学式）、県立博物館に「秋田の先覚記念室」「菅江真澄資料センタ－」オ－プ
ン、米の作柄「作況指数１０２のやや良」、ハタハタ漁始まる 初日水揚げ１．２トン、
資源管理型漁業推進全国会議秋田市で開催、新秋田観光キャッチフレ－ズ「秋田
花まるっ」のシンボルマ－ク決定、「秋田ビジネスサポ－トセンター」オープン（東京
交通会館）、県内各地で豪雪被害続出 県庁内に「雪害対策警戒本部」を設置、Ｏ－
１５７県内初の患者発生、第４５回全国高校スキー大会開催　来年２月には冬期国
体を開催、アトランタオリンピックに県内から５選手参加、サンルーラル大潟オープ
ン、秋の宮荘リニューアルオープン、ハンガリー・ブダペストで「秋田の日」、秋田での
ワールドゲームズ開催決定、東アジア・東南アジア太陽エネルギー国際会議、大館
樹海ドーム上棟式、秋田新幹線開業日　平成９年３月２２日に決定、国道１０８号線
悲願の通年通行鬼頭道路開通、松ノ木道路開通、秋田－福岡線就航、大館能代空
港本体工事完了　平成１０年７月開港可能に、伊勢堂岱遺跡現地保存に決定、国際
コンテナ定期船週２便に、今年も反響が大きかった新聞一面広告、「県政この一年」

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成8年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 21／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00202 県政この一年（平成９年版）

第５２回国民体育大会冬季大会スキ－競技会「あきた鹿角国体」開催、秋田新幹線
「こまち」開業、佐々木喜久治前知事退任、寺田典城知事誕生、「ブル－メッセあき
た」オ－プン、鹿角市澄川・赤川温泉で土砂災害発生、「県立リハビリテ－ション・精
神医療センタ－」オ－プン、寺田県政初議会～６月定例県議会開会～、県健康増進
交流センタ－「ユフォ－レ」オ－プン、県中央地区老人福祉総合エリア「中央シルバ
－エリア」全面オ－プン、大館地区多目的ド－ム「大館樹海ド－ム」オ－プン、ワ－
ルドゲ－ムズ大会旗引き継ぎ（閉会式）、行財政改革に関する調査検討委員会設
置、県総合開発審議会、天皇陛下・皇后陛下ご来県、「小売商業支援センター」オー
プン、県友好代表団　中国・甘粛省訪問、県政プロポーザー（提案者）制度スタート
第１回は福岡県で開催、秋田－沖縄線就航、秋田港中国航路開設、県立大学建設
工事に着手、秋田自動車道全線開通、秋田花まるっ大型観光キャンペーン事業２年
間延長、全庁再々調査で３年間の不適正支出が判明、米の作柄「作況指数１０１の
平年並」、第三セクター「県木造住宅」精算決定

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成9年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 22／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00203 県政この一年（平成１０年版）

秋田花まるっ応援隊旗揚げ、「県木住」が破産 県は信頼回復に動き出す、坂東久美
子副知事と佐藤正夫出納長が就任、秋田市に東北森林管理局設置が閣議決定、
秋田市で日本文化デザイン会議開催、食糧費等の不適正額を全額返還、秋田県行
政改革推進委員会が発足、秋田赤十字病院新築移転し初診療開始、大館能代空
港（あきた北空港）が開港、十和田ホテルがリニューアル・オープン、森吉町で皇太
子殿下がご臨席し第１２回日本ジャンボリー開催、能代工業高校バスケットボール
部がインターハイ６連覇、東北電力能代火力発電所３号機の着工５年繰り延べ、秋
田地方気象台は「今年の梅雨明け宣言はしない」と発表、秋田県公文書公開条例
の改正、２０２５政策研究報告、協和ダムが完成、県政プロポーザー秋田会議開催、
白神山地世界遺産センター「藤里館」オープン、第２回北東北知事サミットが岩手県
で開催、秋田花まるっフェスタin東京'９８開催、秋田県女性議会開会、ワールドゲー
ムズ９９９日前イベント開催、大館西道路一部開通、経営悪化の畜産開発公社に県
が支援、秋田県立大学設立認可、平成１０年「県政この１年」

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成10年12月

DVD-00204 県政この一年（平成１１年版）

大雪被害、能代産廃に係る環境保全対策開始、北東北三県合同福岡事務所「みち
のく夢プラザ」オープン（福岡市）、能代工業高校バスケットボール部に県民栄誉章、
行政改革大綱策定、防災ヘリコプター「なまはげ」就航、県議会議員選挙で４４年ぶ
りの女性議員誕生、県立大学入学式、県青少年交流センター「ユースパル」オープ
ン、被害住宅補修工事終了、県民行政相談室開設、秋田内陸線全線開業１０周年
記念式典、州崎遺跡から”人魚”を描いた杉板発見、県の推進本部スタート 韓国か
ら初のチャーター便が秋田空港へ、長距離定期フェリー就航、県北部老人福祉総合
エリアオープン、ＷＧフェア＆ウイーク'９９、真夏日連続２７日、第３回北東北知事サ
ミット、県北部エコタウン計画スタート、平成１１年県政この一年

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 30分 平成11年

　※印は、映像に一部乱れがあります。 23／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00206
みどり豊かに～第１９回全国植樹祭の
記録～

藩政時代から現代までの植林の様子とその重要性を訴え、さらに昭和４３年５月１９
日田沢湖町で開催された第１９回全国植樹祭を描く。

毎日映画社 カラー 30分 昭和43年

DVD-00207 皇太子ご夫妻秋田の旅
第２０回全国学校保健研究大会にご出席のため、皇太子ご夫妻は昭和４５年１０
月、秋田へ行啓された。各地でのご視察風景などを映す。

毎日映画社 白黒 30分 昭和45年

DVD-00208 秋田の旅～修学旅行コース～ 修学旅行のモデルコースとなる名勝・史跡等を紹介する。 秋田県 カラー 10分 昭和46年 6月

DVD-00209
きれいな郷土を子どもらに～県土美化
運動～

祖先が残してくれた美しい秋田の自然を次代の子どもたちに残そうと、県土美化運
動が進められている。県や地域等がこの運動に取り組む姿勢を描く。

秋田県 白黒 10分 昭和46年 8月

DVD-00210 若い力を県政に
４選を果たした小畑知事は、青少年のつどい、近代化ゼミナールなどを通じて「若い
力を県政に」と訴える。

秋田県 白黒 10分 昭和46年10月

DVD-00211 収穫
稲作の生産調整が実施されたため、厳しい条件の中で収穫へ向けての作業が進ん
でいる。こうした中で、転作によるホップの生産や畜産に励む農家もある。

秋田県 白黒 10分 昭和46年11月

DVD-00212 光あふるる秋田
より良い生活を目ざして発展する秋田の、光あふれる自然、祭りや生活を四季を通
じて描く。

毎日映画社 カラー 30分 昭和47年 9月

DVD-00213
県民病の追放めざして～脳血管研究
センター～

県民病といわれる脳卒中やガンなどの病気を予防するため、県民皆検診運動が進
められている。この運動の後だてとなる脳血管研究センターの活動を紹介する。

秋田県 白黒 10分 昭和47年 1月

DVD-00214 秋田の旅～冬編～ 冬期間の人々の生活、祭りなど秋田の冬景色を描く。 秋田県 白黒 10分 昭和47年 2月

DVD-00215 このこらに愛の手を
心身の不自由な子どもたちに対して、自立に必要な知識と訓練の場を与える太平療
育園、高清水学園、鳥海の園（その）を紹介し、自立しようとする姿を正しくとらえても
らう。

秋田県 白黒 10分 昭和47年 3月

DVD-00216 郷土をきれいに
恵まれた自然を持つ郷土秋田も、最近は汚れが目立ってきた。こうした中で秋田市
旭川のクリーンアップ作戦、八郎潟町の清掃活動などを紹介し、県土の美化は心の
美化から、と呼びかける。

秋田県 カラー 10分 昭和47年 6月

DVD-00217 涼を呼ぶ“鳥海” 鳥海ブルーラインの開通と鳥海山の秀麗な姿、その周辺の景勝地などを描く。 秋田県 カラー 10分 昭和47年 9月
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DVD-00218 地場産業　その一　～秋田の酒～
秋田といえば酒、人々の生活に欠かすことのできない酒ができるまでの過程を描
き、昭和４９年度から始まる自由化にどう対処するかを考える。

秋田県 カラー 10分 昭和47年12月

DVD-00219
新しい村づくり～生活学校の活動から
～

太田町金井傳地区など各地の生活学校の活動風景。 秋田県 カラー 10分 昭和48年 1月

DVD-00220 健康なからだを～県民皆検診～
生涯を通しての全県民の健康を願って始められた県民皆検診運動の活動状況を描
く。

秋田県 カラー 10分 昭和48年 3月

DVD-00221 交通事故を追放しよう
交通事故をなくすため、子どもたちの交通ルールを学ぶ姿、町をあげて事故防止に
取り組む姿を紹介する。

秋田県 カラー 10分 昭和50年 7月

DVD-00222 新しい技能者をめざして
地域間格差や出稼ぎ者の解消をめざし、県内各職業訓練校では新しい技能者づくり
に取り組んでいる。

秋田県 カラー 10分 昭和50年 1月

DVD-00223
秋田のあゆみ（一部）
～終戦からまごころ国体へ～

終戦直後の混乱期から抜け出し、県民のたゆまぬ努力によって着実な発展をとげた
昭和５０年までの秋田県のあゆみを記録した。

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 50分 昭和51年 3月

DVD-00224
秋田のあゆみ（二部）
～躍進する郷土～

終戦直後の混乱期から抜け出し、県民のたゆまぬ努力によって着実な発展をとげた
昭和５０年までの秋田県のあゆみを記録した。

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 50分 昭和51年 3月

DVD-00225 新しいエネルギー～地熱開発～
石油に替わる新しいエネルギーとして地熱利用が注目されている。皆瀬村小安の温
室栽培、鹿角市八幡平の地熱発電などを紹介する。

秋田県 白黒 10分 昭和51年 5月

DVD-00226 新しい漁場を求めて
漁獲量の減少に伴い、漁港整備、漁法の開発など沿岸漁業の再開発に取り組む姿
を描く。

秋田県 白黒 10分 昭和51年 9月

DVD-00227 成人病を追放しよう
本県は日本一の短命県といわれているが、その原因は成人病にあるといわれてい
る。予防のための脳血管研究センターでの研究、秋の宮温泉病院でのリハビリテー
ション、成人病予防協会による検診などを描く。

秋田県 白黒 10分 昭和51年10月

DVD-00228
私たちの見た中国～日中友好秋田県
農業青年の翼～

中国の農業・文化等に触れることにより、日中友好の架け橋にと「日中友好秋田県
農業青年の翼」が始まった。第１回研修団が５１年１１月に訪中したときの記録。

秋田県 白黒 30分 昭和52年 1月

DVD-00229 地域にスポーツの光を
最近は学校ばかりでなく、地域や職場でもスポーツ熱が高まっているが、誰もができ
る健康づくりを手助けしている体育指導委員の活躍を紹介する。

秋田県 白黒 10分 昭和52年 7月
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DVD-00230
～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋
田（第一部）

地方自治法施行からの県政発展の様子を主な出来事を通じて紹介する。天皇陛下
ご来県（２２年）、能代市大火（２４年）、児童大博覧会（２５年）、秋田市で建都３５０年
祭（２８年）、３度目の知事選小畑氏当選　初登庁の小畑勇二郎氏（３０年）、ロケット
実験（３０年、由利郡岩城町道川海岸）、県庁舎火災・建設（３２年）、鎧畑ダム完成
（３２年）、八郎潟干拓起工式（３３年）、八橋油田のその後　石油やぐら（昭和３０年
頃の秋田市八橋地区）、県民の歌・県章制定（３４年）、秋田国体（３６年）

秋田県 白黒 30分 昭和53年

DVD-00231
～地方自治３０周年記念～伸びゆく秋
田（第二部）

秋田県総合開発計画策定 （３７年）、大潟村開村式（３９年）、田沢湖線開通（４１
年）、鉱さい流送パイプ完成（４３年）、全国植樹祭（４３年）、秋田農業大博覧会（４４
年）、脳研センター完成（４３年）、心身障害者施設「鳥海コロニー」開設（４６年）、秋
大医学部入学式（４５年）、駒ヶ岳の噴火（４５年）、鳥海山の噴火（４９年）、立県百年
記念式典（４６年）、訪ソ青年の船（４７年）、県立博物館開館（５０年）

秋田県 白黒 30分 昭和53年

DVD-00232
水に住む仲間たち～県立男鹿水族館
～

県立男鹿水族館には３００種類もの生き物を展示しているが、その一部を紹介する。 秋田県 白黒 10分 昭和53年 5月

DVD-00233
脳卒中予防シリーズ（１）～脳卒中とた
たかう～

本県は日本一の脳卒中多発県といわれている。脳卒中とはどんな病気か、これを引
き起こす原因、さらにこれに対する治療などを紹介する。

読売映画社 白黒 15分 昭和53年12月

DVD-00234
脳卒中予防シリーズ（２）～脳卒中は
予防できる～

脳卒中を予防するための定期検診、生活指導など地域活動を紹介する。 読売映画社 白黒 15分 昭和53年12月

DVD-00235
秋田と共に～小畑県政２４年の記録
～

小畑勇二郎氏が、昭和３０年４月秋田県知事に初当選してから昭和５４年４月に退
任するまで６期２４年間。その間の氏の業績を振り返る。

秋田県 白黒 30分 昭和54年 6月

DVD-00236 豊かな漁業へ
県の水産業の現状を紹介し、栽培漁業を中心としたより豊かな漁業への歩みを描
く。

読売映画社 白黒 15分 昭和55年 2月

DVD-00237 ぼくらが守る郷土の自然
昭和５０年、藤里町の子どもたちが「秋田自然を守る少年団」を結成した。この少年
団の活動を通じて、郷土の自然を守ることの必要性を訴える。

秋田県 白黒 15分 昭和55年 7月

DVD-00238
無形民俗文化財猿倉人形芝居に生き
る

鳥海村に生まれてから１００年の伝統を持つ猿倉人形芝居。この伝統芸能を引き継
いだ鈴木栄太郎さんを中心にした野中吉田栄楽一座の活躍を描く。

秋田県 白黒 15分 昭和55年11年

DVD-00239 ふるさとの文化遺産～能代・山本編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に、
史跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 3月
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DVD-00240
ふるさとの文化遺産～男鹿・南秋田編
～

伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に、
史跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 3月

DVD-00241 ふるさとの文化遺産～本荘・由利編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 3月

DVD-00242 ふるさとの文化遺産～大曲・仙北編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 3月

DVD-00243 ふるさとの文化遺産～横手・平鹿編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 3月

DVD-00244 ふるさとの文化遺産～湯沢・雄勝編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 8月

DVD-00245
ふるさとの文化遺産～鷹巣・北秋田編
～

伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 8月

DVD-00246
ふるさとの文化遺産～角館・田沢湖編
～

伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 カラー 15分 昭和56年 8月

DVD-00247 ふるさとの文化遺産～秋田編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 8月

DVD-00248 ふるさとの文化遺産～鹿角・大館編～
伝統芸能や民芸品、文化財など、すぐれた文化遺産を守り育てる一方、埋もれてい
る文化遺産に光をあて、後世に伝える必要がある。年中行事、伝統芸能を中心に史
跡、名勝などを収録。

読売映画社 白黒 15分 昭和56年 8月
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DVD-00249 あきた
秋田県の自然と農林水産業、住みよい環境づくり、文化・教育などを紹介し、最後に
知事が明日への提言を述べる。

読売映画社 白黒 30分 昭和57年 3月

DVD-00250 私たちの県庁
秋田県の各行政機関が県民生活にどのようにかかわっているのかを、アニメーショ
ンの鳩（物知り博士の鳩）が小学生向けに案内する。

読売映画社 白黒 30分 昭和57年 3月

DVD-00251 ある青春～身障者と職場～
県内には身障者が３３、０００人もいる。大館市の工芸会社で働く柴田和雄さんも身
障者の一人。彼の職場での様子を描く。

ＡＢＳ秋田放送 白黒 15分 昭和57年 3月

DVD-00252 ふるさと秋田
大自然に恵まれたふるさと秋田の、昔から伝わる祭りや大地の豊かな実りなどを紹
介し、力強く歩む郷土の姿を描く。

日本映画新社 カラー 30分 昭和58年 3月

DVD-00253
ふるさとの文化遺産～まつりに生きる
人々～

県内には、人々の暮らしの中に根付いた郷土色豊かな伝統芸能が数多く伝えられ
ている。これらの祭りや伝統芸能が親から子、子から孫へと受け継がれていく姿を
描く。

読売映画社 カラー 30分 昭和58年 3月

DVD-00254
あすをひらく秋田の農業～複合経営
にとりくむ～

国民所得の向上に伴い、食生活が変り、米過剰、畜産物の輸入拡大など農業をめ
ぐる情勢が大きく変化している。こうした中で、米以外の作物を生産する複合経営に
取り組む農家の姿を紹介する。

ＡＢＳ秋田放送 カラー 15分 昭和58年 3月

DVD-00255 日本海中部地震の記録
昭和５８年５月２６日正午、日本海中部地震が発生した。この地震による被害の状況
を描き、これがもたらした数多くの教訓を風化させないために記録した。

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 昭和58年

DVD-00256
川と土地と人々～地域の発展をめざ
して（雄物川編）～

県は、総合発展計画に基づいて、より良い県民の生活環境づくりに努力している。
そうした中で、雄勝・平鹿・仙北・河辺各地方の産業、自然、生活等を紹介する。

読売映画社 カラー 30分 昭和59年 3月

DVD-00257 森林と私たちのくらし 森林の重要性を訴え、これを守り育てる人々を紹介する。 ＡＢＳ秋田放送 白黒 15分 昭和59年 3月

DVD-00258
川と土地と人々～地域の発展をめざ
して（米代川編）～

県は、総合発展計画に基づいて、より良い県民の生活環境づくりに努力している。
そうした中で、鹿角・北秋田・山本各地方の産業、自然、生活等を紹介する。

読売映画社 カラー 30分 昭和60年 3月

DVD-00259 秋田のローカルエネルギー
地熱、バイオマスエネルギーなど石油に代わるエネルギーの開発と、それを利用し
た特色ある地域社会づくりを紹介する。　※

ＡＢＳ秋田放送 白黒 15分 昭和60年 3月

DVD-00260
川と土地と人々～地域の発展を目指
して（子吉川編）～

県は総合発展計画に基づいて、より良い県民の生活環境づくりに努力している。そ
うした中で、由利地方の産業、自然、生活等を紹介する。

読売映画社 カラー 30分 昭和61年 3月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 28／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00261
２１世紀の秋田をめざして～すすむ工
業開発～

県では、２１世紀の大いなる発展を目指す中で、最近の技術革新の進展に対応した
先端技術産業の導入を図り、産業構造の高度化に積極的に取り組んでいる。これ
に関連した企業や研究機関を描く。

ＡＢＳ秋田放送 白黒 15分 昭和61年 3月

DVD-00262 魅力ある秋田めざして
「秋田県総合発展計画・後期実施計画」では、今後の秋田県の進むべき道を示し、
県勢発展のために４つの目標が設定されているが、これらの内容を解説する。

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 25分 昭和61年12月

DVD-00263 伸びゆく秋田

（白黒版）
秋田の美しい自然と人々の生活を描き、さらに各産業の技術開発・研究を紹介する
ことによって、２１世紀に向かう秋田の故郷づくりを映し出す。（DVD-00270と同内
容）

日本映画新社 白黒 30分 昭和62年 3月

DVD-00264 地域おこしにとりくむ
地域の活性化のために特産品づくりに取り組む姿やイベント、県内外の物産展の情
景などを紹介し、地域おこしに資する。

読売映画社 カラー 30分2秒 昭和62年 3月

DVD-00265
木とのふれあい～広がる木材の利用
～

木を使って建てられた最近の公共建築物、生活の知恵から生まれた古い民家など
を紹介し、木材住宅の良さを見直し、さらには木材需要の拡大をめざす。

ＡＢＳ秋田放送 白黒 15分 昭和62年 3月

DVD-00266 北緯４０゜シーズナルリゾートあきた
秋田の恵まれた自然を利用して八幡平・阿仁・田沢地域を大規模リゾートとして整備
することにした。このリゾート構想推進の一助とするとともに秋田の素晴らしい自然
などを紹介する。

読売映画社 カラー 30分15秒 平成元年 3月

DVD-00267 秋田県の文化財～建造物編～
県内の国・県指定の文化財を紹介し、文化財保護の大切さと愛護思想の啓蒙を図
る。

ＡＢＳ秋田放送 白黒 15分 平成元年 3月

DVD-00268
ゆたかな人生を～思いやりネットワー
ク～

２１世紀の長寿社会を展望し、多様化する県民の福祉ニーズに対応するとともに、
魅力ある地域づくりを促進するために県政が取り組んでいる姿や民間のボランティ
ア活動を紹介する。

毎日映画社 白黒 30分 平成 2年 3月

DVD-00269 あきたを見る～横手・角館・田沢湖～
秋田県の姿をいろいろな機会（国際交流、企業誘致、観光案内等）に紹介することを
目的に制作した。

ＡＢＳ秋田放送 カラー 15分 平成 2年 3月

DVD-00270 伸びゆく秋田

（カラー版）
秋田の美しい自然と人々の生活を描き、さらに各産業の技術開発・研究を紹介する
ことによって、２１世紀に向かう秋田の故郷づくりを映し出す。（DVD-00263と同内
容）

日本映画新社 カラー 30分 昭和62年 3月
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DVD-00271 よい米は乾燥から 良い米を作るためには稲の乾燥が重要であり、そのためのいろいろな方法を示す。 秋田県 白黒 11分1秒 昭和30年代

DVD-00272 県庁舎の建設
秋田県庁舎は昭和３２年８月焼失した。新しい庁舎を八橋地区に建設し、昭和３４年
１２月竣工するまでを描く。

秋田県 白黒 10分 昭和34年

DVD-00273 県庁のしごと
県勢発展のため農業、工・鉱業の振興さらには交通網の整備、災害防止等多方面
で県民生活とかかわっている県庁の仕事を紹介する。

秋田県 白黒 25分 昭和35年

DVD-00274
秋田国体へのみち～準備編　Ｎｏ．１
～

第１６回国民体育大会開催に向け、競技施設の整備、大会関係者の受け入れのた
めの準備などを描く。

第１６回国民体
育大会秋田県実

行委員会
白黒 10分 昭和35年

DVD-00275 みんなの国体～準備編　Ｎｏ．２～
各種スポーツの練習に励む青少年、観光客を迎えるための準備、花いっぱい運動
など国体開催に向けて県民あげて準備している風景を描く。

秋田県 白黒 15分 昭和35年

DVD-00276 農業共同化のあゆみ
他産業に比べて効率化が遅れている農業を、共同化・機械化することにより、効率
と収益を上げている農家のグループを描く。

秋田県 白黒 20分 昭和35年頃

DVD-00277 聖火羽後路に燃ゆ
昭和３６年１０月、第１６回国民体育大会が秋田県で開催された。前年開催の熊本か
らの国体旗のリレー、競技の模様などを記録した。　※

読売映画社 白黒 30分 昭和36年

DVD-00278 炎と緑と鉱脈と（シネスコ版）
黒鉱生産を中心とした鉱業、秋田沖の海底油田を含む石油・天然ガス、秋田杉を中
心とした木材産業など、新産業都市の指定を受けて躍進する秋田を紹介する。

北海道放送映画
株式会社

カラー 30分33秒 昭和41年

DVD-00279
躍進する秋田～県政１０年のあゆみ
～

躍進する秋田の姿を県政のあゆみから振り返る。（昭和３０年代の１０年間） 秋田県 白黒 30分 昭和41年

DVD-00281 ビジョンへの誘い～秋田博は招く～
日本農業の未来を探求するため、秋田農業大博覧会が開催されたが（昭和４４年８
月～９月）、これの準備風景を描く。

中日映画社 白黒 15分 昭和44年

DVD-00282 明日へのシュプール
昭和４６年２月、新装成った県営田沢湖スキー場で第２６回国民体育大会冬季ス
キー競技会が「明日へのシュプール」をテーマに開催された。その競技の模様を記
録。

毎日映画社 白黒 30分 昭和46年
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DVD-00283 若ものが見たソ連邦
立県１００年を記念して、今年から「秋田県青年の船」をソビエト連邦に派遣した。小
畑知事を団長にしての両国の国際交流風景やソビエト国民の生活の一部を日程を
追って描く。

ＡＢＳ秋田放送 白黒 25分 昭和46年

DVD-00284
秋田の米づくり
～稲作機械化ー貫作業体系～

日中両国の友好を深めるため、中国農民と「第３次日中友好農業青年の翼」団員と
の技術交流をねらいとして、秋田県における機械化稲作にスポットを当てた。

秋田県 白黒 30分 昭和53年

DVD-00285 秋田のリンゴ栽培
日中両国の友好を深めるため、「日中友好農業青年の翼」が訪中しているが、第４
次（昭和５４年）団員と中国農民との技術交流をねらいとして制作した。

秋田県 カラー 28分32秒 昭和54年

DVD-00287 東北の緑に染まれ君の青春
昭和５９年７月３１日開会した全国高校総合体育大会（インターハイ）秋田大会の模
様を記録した。

ＡＫＴ秋田テレビ 白黒 40分 昭和59年

DVD-00288
中国・甘粛紀行　少数民族地帯を行く
（第一部）

中国甘粛省の少数民族の生活、文化遺産などを紹介する。
ＡＫＴ秋田テレビ

甘粛電視台
カラー 30分20秒 昭和60年

DVD-00289
中国・甘粛紀行　少数民族地帯を行く
（第二部）

中国甘粛省の少数民族の生活、文化遺産などを紹介する。
ＡＫＴ秋田テレビ

甘粛電視台
カラー 33分 昭和60年

DVD-00290
秋田県・甘粛省　秋田市・蘭州市
友好提携三周年記念大会

秋田県と甘粛省、秋田市と蘭州市が友好提携してから３年。その記念として訪中し
た一行の記録。

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 29分41秒 昭和61年 2月

DVD-00293
奥地に築く
～萩形ダム・杉沢発電所建設の記録
～

北秋田郡上小阿仁村萩形地区の県営萩形ダムと、山ひとつへだてた馬場目川杉沢
地区の杉沢発電所建設の記録。

秋田県文書広報
課

カラー 29分16秒 昭和42年

DVD-00294 農業青年中国の旅 日中友好東北信越農民の船（１９７５年８月１０～２６日）。 秋田県 カラー 28分45秒 昭和50年

DVD-00305 あきた新時代
プロローグ、高速交通体系の進展、自然、文化・生活・祭り、活力ある農林水産業、
研究・教育機関の整備、長寿福祉社会づくり、世界のＡＫＩＴＡ、エピローグ

読売映画社 カラー 30分 平成10年 3月
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DVD-00306 県勢ガイド　美の国あきた

地図・ＣＧ、空撮・長く続く砂浜、空撮・男鹿半島奇岩怪石、八望台から戸賀湾方面、
鳥海山各方面からの景色、法体の滝、白神山地　ブナ林、十和田湖、八幡平、玉川
温泉、栗駒山と小安峡、秋田駒ケ岳と高山植物、乳頭温泉郷、空撮・田沢湖、森吉
山と滝、角館町の俯瞰　桜咲く武家屋敷、康楽園、大湯環状列石、鷹巣町綴子の大
太鼓祭り、竿灯まつり、大曲の花火大会、花輪囃子、西馬音内の盆踊り、雪降り、な
まはげの柴灯まつり、かまくら、ワールドゲームズ、秋田杉の美林、秋田杉桶樽曲げ
わっぱ、樺細工、川連漆器、銀線細工、湧き出る清水、米の収穫、きりたんぽ、秋田
の酒造り、稲庭うどん、秋田ふるさと村、秋田農業試験場、秋田県木材高度加工研
究所、大館樹海ドーム、ハタハタ漁、秋田県高度技術研究所、商店街、オートキャン
プ場、スキー場、公民館カルチャー教室、秋田県立大学（本荘キャンパス）、秋田県
立大学（秋田キャンパス）、日本赤十字秋田短期大学、幼稚園・保育所、北部老人
福祉総合エリア、県立リハビリテーション・精神医療センター、消防防災センター、産
業振興プラザ、秋田空港、大館能代空港、秋田新幹線「こまち」、秋田自動車道、長
距離フェリー、ポートセールスミッション

ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 平成12年12月

DVD-00307
Ｔｈｅ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｏｒｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｅａｕｔｉｆ
ｕｌ　Ａｋｉｔａ　Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ

DVD-00306「県勢ガイド　美の国あきた」の英語版。 ＡＫＴ秋田テレビ カラー 30分 平成12年12月

DVD-00308 テレビ県民室　２０００年ことしの県政

ワールドゲームズマスコットキャラクター愛称決定、食糧費関連訴訟の和解成立、
「あきた２１総合計画」決定、県庁第二庁舎オープン、県農業試験場・移転オープン、
３つのオートキャンプ場オープン、白神シンポジウム、家電リサイクル工場竣工式、
東京便の夜間駐機スタート、８月の真夏日が観測史上最多、長木ダムの事業中止
を了承、「夢のある子育て・家庭づくり県民会議」設立、１３年産米の生産調整面積・
過去最大に、「秋田観光フェスタｉｎ渋谷」開催、男子世界パワーリフティング選手権
大会、大王製紙・三者協議申し入れ、秋田－ソウル便開設

ＡＢＳ秋田放送 白黒 23分 平成12年12月

DVD-00309 テレビ県民室　２００１年ことしの県政

新品種米「めんこいな」デビュー、進む情報化、県立総合プールオープン、県が環境Ｉ
ＳＯ取得、「チーム２１」始動、男女共同参画センターオープン、寺田知事が再選、大
王製紙秋田進出を断念、市町村合併支援本部を設置、ワールドゲームズ開催、北
海道・北東北知事サミット開催、悪化する雇用情勢、狂牛病対策、ソウル便就航

ＡＢＳ秋田放送 白黒 23分 平成13年12月

DVD-00310
こちらお茶の間情報局　２００２年こと
しの県政

国際系大学開学予算可決、環境あきた県民フォーラム発足、県木住訴訟和解成
立、西仙北ＩＣ開通、義足のキリンたいよう死す、市町村合併に向け加速、発煙硫酸
漏出事故、男女共同参画の推進、北海道・北東北知事サミット、無登録農薬使用、
進む高速交通体系の整備、秋田わか杉国体内定、ソウル便就航一周年、県庁舎
オープンスペース化、北東北三県・北海道合同ソウル事務所、遊学舎オープン、ハタ
ハタが県の魚に制定、石川投手新人王獲得　※

ＡＢＳ秋田放送 白黒 23分 平成14年12月

　※印は、映像に一部乱れがあります。 32／34



ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00311 秋田の四季　第一部（夏秋編）
出羽山地と穀倉地帯と日本海の美しい自然をもつ秋田。そこには雪国に生まれた芳
醇な民俗と若々しい建設の息吹がある。新旧両面の姿を描きながら新しい秋田県を
紹介する。

中日映画社 カラー 27分 昭和39年12月

DVD-00312 秋田の四季　第二部（冬春編）
秋田は東北でも最も雪の多い県で、冬の間生産活動のほとんどが停止する反面、
多彩な冬のまつりが繰り広げられる。「なまはげ」「ぼんてん」「かまくら」などのまつり
は、厳しい風土の中で美しく生き続けている。

中日映画社 白黒 27分 昭和41年 3月

DVD-00316 秋田営林局 「折らない採らない高山植物、高山植物はみんなの宝。」（音声なし） 読売映画社 カラー 1分23秒 昭和46年

MDVD-00317

７０キロを結ぶパイプ～鉱さい流送工
事の記録～

黒鉱開発が盛んな中、「尾去沢鉱山ダム決壊」の悲惨事が起き、これを契機として７
０キロを結ぶ鉱さいパイプ流送工事が進められた。その竣工までを描く。

秋田県 カラー 25分8秒 昭和44年

MDVD-00318

ふるさとは羽ばたく～県政１０年のあ
ゆみ～
全２巻の１

海外の県出身者向けに、移りゆく秋田の姿を県政映画により秋田市を振り出しに県
内を一周して紹介する（由利地区を除く）。　※

秋田県 白黒 30分14秒 昭和45年

MDVD-00319

ふるさとは羽ばたく～県政１０年のあ
ゆみ～
全２巻の２

「ふるさとは羽ばたく」１巻に続き、由利地方を紹介。その他、秋田大学医学部一期
生の入学式、秋田農業大博覧会の模様も紹介。

秋田県 白黒 6分37秒 昭和45年

MDVD-00320 新しき大地
毒水地帯を開拓しようという悲願が２０余年間の大事業でようやく実り、夢のような美
田に生まれ変わった田沢疏水開拓事業を紹介する。

秋田県田沢疏水
土地改良区連合

カラー 24分20秒 不明

MDVD-00321 枕木のうた
森林資源の輸送を自動車に変わるまでの半世紀にわたり、使命を果たした森林鉄
道の活躍を描く。

秋田営林局 カラー 24分20秒 昭和45年3月

MDVD-00322 大潟村
昭和３９年１０月に誕生した大潟村が、我が国のモデル農村建設という目標に向
かって村民あげて取り組む姿を描く。

大潟村 カラー 15分25秒 昭和45年度

DVD-00323 秋田の自然公園
県内の国・県指定の文化財を紹介し、文化財保護の大切さと愛護思想の啓蒙を図
る。自然公園のうち男鹿県立公園、十和田湖・八幡平国立公園、栗駒県立公園の詩
情豊かな魅力を紹介する。

読売映画社 カラー 15分13秒 昭和45年

VHS-00324
こちらお茶の間情報局　２００４ことし
の県政

１６年度予算、自殺率ワースト、県立武道館オープン、高橋大斗さん大活躍、国際教
養大学開学、県立博物館リニューアルオープン、釣りバカ日誌撮影進む、三位一体
シンポジウム、出生率９年連続最下位、男鹿水族館ＧＡＯオープン、「秋田わか杉国
体」開催正式決定、アテネ五輪で県出身者大活躍、知事サミット、北東北三県連携、
台風被害・ひとめぼれ酒米、新潟中越地震、１７年度予算編成方針、美郷町誕生、
運転中の携帯電話使用禁止・交通事故多発

ＡＢＳ秋田放送 カラー 25分 平成16年12月
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ビデオ・ＤＶＤ目録

資料番号 資料名 内　　容 制作 色別 時間 完成年月

DVD-00325
こちらお茶の間情報局　２００５ことし
の県政

平成１９年に県内で開催される秋田わか杉国体１，０００日前カウントダウン、秋田中
央道路シールドマシン稼働、４年ぶりに雪害警戒部を設置、市町村合併本格化、寺
田知事３選、明徳館ビルオープン、県が大王製紙を提訴　大王製紙訴訟和解成立、
ＪＡ全農あきた不正コメ取引発覚、県民防災の日、クールビズ導入で地球温暖化防
止を励行、男鹿水族館ＧＡＯシロクマ一般公開、国際教養大学サテライトセンターが
明徳館ビルにオープン、秋田わか杉国体と秋田わか杉大会をＰＲ、新たな子育て支
援策スタート、アスベスト問題、第４４回衆議院議員総選挙、悪質リフォーム会社行
政処分に、市町村合併さらに進む、大館能代空港　大阪線の通年運行再開、イトー
ヨーカドーへ撤退猶予を要望、全国植樹祭　平成２０年は北欧の杜公園で開催

ＡＢＳ秋田放送 カラー 23分 平成17年12月

VHS-00326
秋田ワールドゲームズ２００１
感動の新しいかたち

第６回ワールドゲームズ公式記録ビデオ。

（財）秋田ワール
ドゲームズ２００
１組織委員会

（AOC）

カラー 23分 平成13年
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