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嗚呼殉職四訓導 京都府／編 京都府 1934 MK0/372.196/Ky6
伊勢湾台風災害誌 建設省 1962 M/451.981/Ke51
宇治川大水害  昭和28年災害記
録集

宇治市市長公室危機管理
課／編集

宇治市 2006 K25-1/517.4/U57

奥丹後豪雪害による被害の概況 京都府／編 京都府 1963 MK0/451.981/Ky6

奥丹後震災救護誌
日本赤十字社京都支部／
編

日本赤十字社京都支
部

1928 K4/453.21/N71

奥丹後震災誌 京都府学務部社会課／編 京都府 1928 MK4/453.216/Ky6

奥丹後地震報告 中村　左衛門太郎／著
斉藤報恩会学術研究
総務部

1928 K4/453.216/N37

思いやりの心助け合う力  平成16
年台風第23号災害記録誌

京都府砂防・治水・防災協
会／編

京都府砂防・治水・防
災協会

2008 MK0/451.98/Ky6

柏原(かせばら)75人の鎮魂歌  平
和池水害54年目の証言

[京都新聞社／編] [京都新聞社] [2005] K32-1E/517.4/Ky6

亀岡の水害写真集
亀岡市都市建設部桂川治
水対策室／[編]

亀岡市都市建設部桂
川治水対策室

1992 MK32-1/517.4/Ka35

亀岡市災害資料集  平成7年12月 亀岡市総務部総務課／編 亀岡市総務部総務課 1995
MK32-1/451.98
/Ka35

京の砂留 京都府土木建築部／編 京都府土木建築部 1993 MK0/656.5/KY6

京都の砂防と災害
京都府土木建築部砂防課
／編

京都府土木建築部砂
防課

1994 MK0/656.5/KY6

京都の地震環境 植村　善博／著 ナカニシヤ出版 1999 K1/453.21/U42
京都大地震  文政13年の直下型
地震に学ぶ

三木　晴男／著 思文閣出版 1979 K0/453.21/Mi24

京都府の気象と災害  1965
京都府企画管理部総務課
／編

京都府企画管理部総
務課

1965 MK0/451.98/Ky6

京都府の昭和28年災害 京都府砂防協会／編集 京都府砂防協会 2004 MK0/517.4/Ky6
京都府の地震と活断層 京都府／[編] 京都府 [2004] MK0/453.4/Ky6
甲戌暴風水害誌 [京都府／編] 京都府 1935 MK0/451.981/Ky6

災害白書  京都府の水害
京都府企画管理部企画文
書課／編

京都府企画管理部企
画文書課

1962 MK0/517.4/Ky6

災害列島　2002, 2004～2007
河川情報センター／企画・
編集

国土交通省河川局
2003-
2007

M/369.33/Ka74/'04

参月七日北丹後地震報告  昭和 京都府測候所／調査 京都府測候所 1927 MK4/453.216/Ky6
ジェーン台風による被害の概况
昭和二十五年九月十一日

京都府／[編] 京都府 1950 MK0/451.98/Ky6

昭和28年大災害をふりかえる 京都府企画管理部／編 京都府企画管理部 1973 MK0/451.981/Ky6

昭和十年六月二十九日の京都大
洪水

京都帝国大学理学部海洋
学教室／編

京都帝国大学理学部
海洋学教室

1935 K1/517.4/Ky6

昭和二年北丹後地震  家屋の倒
壊と火災の連鎖

蒲田 文雄／著 古今書院 2006 K4/369.31/Ka11

大正期『京都日出新聞』にみる京
都の防災思想・技術・システムと
その変容

立命館大学歴史都市防災
研究センター京都歴史災
害史料研究会／編

立命館大学歴史都市
防災研究センター京
都歴史災害史料研究

2008 K1/369.3/R48

台風十三号災害誌
京都市災害救助隊事務局
／編

京都市災害救助隊事
務局

1954 MK1/451.981/Ky6

丹後震災回想集
網野町郷土文化保存会／
編

網野町郷土文化保存
会

1989 K4/453.21/A45

丹後大震火災  写真画報 大阪朝日新聞社／編 大阪朝日新聞社 1927 K4/453.216/O73

追憶　昭和28年台風13号
舞鶴市建設部監理課／企
画・編集

舞鶴市建設部監理課 2004
MK41-1/451.98
/Ma31

特別展京の災害  地震と火事 京都市歴史資料館／編 京都市歴史資料館 1985 K1/369.3/Ky6

「ナホトカ号」油流出災害京都府
の記録

京都府総務部消防防災課
／編

京都府 1998 MK0/369.3/Ky6

28災  南山城水害記念誌ダイジェ
スト版

山城町総務課／企画・編
集

山城町 2003 MK286/517.4/Y44

日本憲兵昭和史 極東研究所出版会 1969 M/393.3/Ke51
バスの屋根の上で  童話の泉 白木 惠委子／著 けやき書房 2007 K41-1/913.6/Sh83
阪神・淡路大震災の記録  1 消防庁／編集 ぎょうせい 1996 M/369.31/Sh95/1
東別院村災害復旧誌 東別院村／編 東別院村 1954 K32-1/517.4/H55
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福知山町洪水概要 [福知山町]／編 福知山町
[刊年不
明]

MK35-1/451.981
/F74

平成16年台風第23号災害の記録 京都府総務部防災室／編 京都府 2005 MK0/451.98/Ky6
「平成7年阪神・淡路大震災」京都
府の記録

京都府総務部消防防災課
／編集

京都府 1996 MK0/453.21/Ky6

ヘスター颱風京都水害誌 京都府民生部／編 京都府民生部 [1949] MK0/451.981/Ky6
北桑災害誌 編集：佐野　健太郎等 北桑災害誌刊行会 1954 K33/517.4/H53
水とのたたかい  南山城水害から
50年

京都府立山城郷土資料館
／編集

京都府立山城郷土資
料館

2003 K2/517.4/Y44

わが国の災害誌 全国防災協会 1965 M/451.981/Z3

防災に関する資料
江戸時代の京都の消防の研究
その1～7

丸山　俊明／著 [日本建築学会]
[2003－
2008]

K1E/317.79/Ma59

鴨川の「万が一」の洪水に備えて
鴨川浸水想定区域図の策定

京都府総務部消防防災課
／[編]

京都府総務部消防防
災課

2004 MK1.7/517.4/Ky6

京都の活断層
京都市消防局防災対策室
／[編]

京都市消防局防災対
策室

2001 MK1/454.4/Ky6

京都消防55年の歩み  京(みやこ)
の安全と安心を目指して  1948～

京都市消防局／編集 京都市防災協会 2003 MK1E/317.79/Ky6

京都盆地の地下構造に関する調
査(総括版)

京都市／[編] 京都市 2003 MK1/453.4/Ky6

郷土を守り続けて　自治体消防発
足50周年記念

京都府総務部消防防災課
／編

京都府総務部消防防
災課

1998 MK0E/317.79/Ky6

雲原砂防と地域のくらし 荒木　幹雄／[ほか]執筆
京都府福知山土木事
務所

2004 K35-1/656.5/Ky6

消防白書  平成20年版 消防庁／編 ぎょうせい 2008 M/317.79/Sh95/'08
先人に学ぶ京の防災100年  1898
―1998

京都市消防局／編 京都市防災協会 1999 MK1/369.3/Ky6

土砂災害危険箇所点検マップ
京都府周山土木事務所／
編

京都府土木建築部砂
防課

1997 MK33/656.5/Ky6

防災への挑戦50年
大槻ポンプ工業社史発行
委員会／著

北斗書房 1999 K36-1E/317.79/O89

防災白書　平成20年版 内閣府／編集 佐伯印刷 2008 M/369.3/N28/'08
三峠・京都西山断層帯に関する
調査成果報告書　概要編

京都府／[編] 京都府 2005 MK3/453.4/Kｙ6

淀川水系鴨川浸水想定区域図 京都府／[編] 京都府 2004 MK1.7/517.4/Ky6
淀川水系山科川浸水想定区域図 京都府／[編] 京都府 2005 MKE142/517.4/Ky6

※コーナーに展示していない資料も含んでいます。


