
題　　　　名 内　　　　容 映像色 時間 請求番号

茨城県映画 立ち上る茨城【平
和茨城建設】 No.1

農業経営改善、土地改良、道路改善について モノクロ 0:19:02

茨城県映画 立ち上る茨城【平
和茨城建設】 第2号

鹿島郡徳宿村の農村風景、久慈郡小里村の産馬事業 モノクロ 0:10:52

茨城県ニュース NO.4 笠間の菊まつり、県庁職員運動会、都々一坊扇歌百年祭 ほか モノクロ 0:08:53

茨城県ニュース NO.5 笠間の菊まつり流鏑馬神事、開拓祭、知事会議、県展 ほか モノクロ 0:10:02

茨城県ニュース NO.6 友末知事 年始挨拶、古河の提灯祭り ほか モノクロ 0:10:24

茨城県ニュース NO.7 友末洋治茨城県知事講話 ほか モノクロ 0:07:19

茨城県ニュース NO.8 大洗水族館開館、湊大橋開通式、静神社磯降祭 ほか モノクロ 0:10:26

茨城ニュース NO.11 波崎町無人灯台落成式、鹿島のスイカ ほか モノクロ 0:10:48

茨城ニュース NO.13 大洗ゴルフ場開かる、石岡市誕生、稲田石採石 ほか モノクロ 0:09:16

茨城県映画・茨城ニュース
NO.17

茨城県立図書館開館、原子力センター設置決定 ほか モノクロ 0:10:37

茨城県ニュース NO.18 原子力平和利用茨城博覧会開催、義烈館開館 ほか モノクロ 0:07:52

茨城県ニュース NO.19 久慈商港修築工事起工式、ミス茨城選出大会 ほか モノクロ 0:06:39

茨城県ニュース NO.20 原研JRR-1火入式、サンマ漁大漁祈願際 ほか モノクロ 0:08:48

茨城県ニュース NO.21 水海道市での移動県民室、日赤創立80周年記念大会 ほか モノクロ 0:05:30

茨城県ニュース NO.22 日立製作所輸出用車両製造、偕楽園復元完工式 ほか モノクロ 0:07:42

茨城県ニュース NO.23 老後の楽園 老人ホーム、原子力科学館落成式 ほか モノクロ 0:08:15

茨城ニュース NO.24 茨城県分庁舎竣工、土浦七夕まつり、大子灯籠流し ほか モノクロ 0:10:49

茨城県ニュース NO.25 常磐線電化着工、水戸市復興祭 ほか モノクロ 0:11:00
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茨城県ニュース NO.26 芽吹橋開通、久慈商港建設、横山大観像除幕式 ほか モノクロ 0:11:00

茨城県ニュース NO.27 岩上新知事の就任挨拶、ミス茨城選出大会 ほか モノクロ 0:09:45

茨城県ニュース NO.28 明るい村づくり、海門橋開通式、古墳群と伊賀七時計 ほか モノクロ 0:10:48

茨城県ニュース NO.29 炭鉱地帯の現況、稲田石の採石 ほか モノクロ 0:11:04

茨城県ニュース NO.30 逆水門着工、伸びゆく地方産業―笠間焼― ほか モノクロ 0:11:00

茨城県ニュース NO.31 結城地方のかんぴょう、ウクレレの製造風景 ほか モノクロ 0:09:32

茨城県ニュース NO.33
栄養指導車「キッチンカー」、のびゆく地方産業「石下紬」
ほか

モノクロ 0:10:55

茨城県ニュース NO.34 月山寺の文化財、常磐線 上野－勝田が交流電化 ほか モノクロ 0:08:15

茨城県ニュース NO.35 放射線利用のいろいろ、那珂川船下り ほか モノクロ 0:08:29

茨城県ニュース NO.38 第2回茨城の観光と物産展、奥久慈のシイタケ栽培 ほか モノクロ 0:08:17

茨城県ニュース NO.39 交通戦争、龍ケ崎市のライター工場 ほか モノクロ 0:08:18

茨城県ニュース NO.40
鹿島工業港試験堤起工式、文化財を訪ねて～伊奈村不動院 ほ
か

モノクロ 0:10:51

茨城県ニュース NO.42
35年ぶりの「からかさ万灯」、勝田―高萩間電化工事終了 ほ
か

モノクロ 0:10:46

茨城県ニュース NO.43 裏筑波の登山ルート一部完成、銚子大橋開通 ほか モノクロ 0:10:57

茨城県ニュース NO.44 佐自塚古墳発掘調査、農家の副業 箒作り ほか モノクロ 0:10:24

茨城県ニュース NO.45 鹿島港建設進む、常陸川逆水門竣工 ほか モノクロ 0:10:56

茨城県ニュース NO.46 合同水防訓練、龍ケ崎市『撞舞』、久慈大橋開通 ほか モノクロ 0:10:51

茨城県ニュース NO.47 茨城県身体障害者体育大会、鹿島のパラボラアンテナ ほか モノクロ 0:10:51

茨城県ニュース NO.48 板谷波山 逝く、霞ヶ浦の養殖真珠 ほか モノクロ 0:09:56

茨城県ニュース NO.49 ライシャワー駐日大使の県内視察、開発前の筑波山麓 ほか モノクロ 0:10:49

県だより NO.50 水戸射爆場の早期返還を陳情、潮来大橋開通式 ほか モノクロ 0:10:27
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県だより NO.51 那珂川で防災総合訓練、水沼ダム着工 ほか モノクロ 0:10:48

県だより NO.52 聖火県内を行く、慰霊塔『茨城の塔』建設 ほか モノクロ 0:10:57

県だより NO.53 県民文化センター起工式、筑波山ユースホステル竣工式 ほか モノクロ 0:09:58

県だより NO.54 谷田部の自動車高速試験場、茨城県郷土芸能大会 ほか モノクロ 0:10:57

県だより NO.55 水戸線電化工事始まる、筑波スカイライン開通式 ほか モノクロ 0:10:34

県だより NO.56 日立港海難救助訓練、完成近い水沼ダム ほか モノクロ 0:10:37

県だより NO.57 進む鹿島開発、原子力10年の歩み ほか モノクロ 0:10:41

県だより NO.58 関城町の生活風景、体力づくり県民運動 ほか モノクロ 0:10:39

県だより NO.59 茨城県立県民文化センター完成、和牛に生きる水府村 ほか モノクロ 0:10:35

県だより NO.60 水沼ダム完成、第2階県民総合体育大会 ほか モノクロ 0:10:43

県だより NO.61 建設進む鹿島港、第1回茨城県芸術祭 ほか モノクロ 0:10:45

県だより NO.63 水戸線電化工事終了、神崎大橋開通式 ほか モノクロ 0:10:45

県だより NO.64 重要港湾日立港開港、霞ヶ浦で国体ヨット競技会 ほか モノクロ 0:10:49

県だより NO.65 県水産試験場のアワビ育種場、交通事故ゼロをめざして ほか モノクロ 0:10:56

県だより NO.66 長豊橋開通式、すすむ研究学園都市づくり ほか モノクロ 0:10:39

県だより NO.67 鹿島港中央水路開削式、筑波山稜線林道開通 ほか モノクロ 0:10:24

県だより NO.68 美浦村母子保健教室、茨城県立中央青年の家 ほか モノクロ 0:09:57

県だより NO.69
茨城県民の日の制定と関連イベント、ひばり学園のクリスマス
会 ほか

モノクロ 0:10:36

県だより NO.70 水戸対地射爆撃場返還促進大会、水府村で現地公聴会 ほか モノクロ 0:10:38

県だより NO.71 鹿島臨海工業地帯操業はじまる、アユを育てる ほか モノクロ 0:10:30
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県だより NO.73 皇太子殿下県内御視察、消費生活センターが開所 ほか モノクロ 0:10:46

県だより NO.75 県議会議事堂完成、国道6号水戸バイパス開通 ほか モノクロ 0:10:41

県だより NO.76 大阪万博 茨城県の日、研究学園都市建設すすむ ほか モノクロ 0:10:45

県だより NO.77 大洗水族館開館、交通巡視員誕生 ほか モノクロ 0:10:21

県だより NO.78 鹿島神宮祭頭祭、水戸納豆（天狗納豆）製造風景 ほか モノクロ 0:10:34

県だより No.79 利根川河口堰竣工、利根川畔サイクリングコース ほか カラー 0:07:39

県だより NO.80 県北の畜産団地、花貫ダム定礎式 ほか カラー 0:10:35

県だより NO.81 県民の日関連行事 カラー 0:10:22

県だより NO.83 那珂湊漁港外郭完成、八溝林道開通式 ほか カラー 0:19:27

県だより NO.84 県民の日にタイムカプセル埋設、水戸射爆場返還式 ほか カラー 0:21:34

県だより NO.85 虎塚古墳発掘、笠松運動公園陸上競技場完成 ほか カラー 0:21:35

県だより NO.86 民芸品を訪ねて、第29回国体スキー大会（猪苗代） ほか カラー 0:20:02

県だより NO.87 筑波大学開校、横利根閘門開放 ほか カラー 0:10:47

県だより NO.88 第29回国民体育大会茨城大会「水と緑のまごころ国体」 カラー 0:21:43

県だより NO.89 高速増殖炉「常陽」ほぼ完成、活発な消費者活動 ほか カラー 0:10:10

県だより NO.90 竹内県政スタート、住みよい郷土をつくろう ほか カラー 0:11:19

県だより NO.91 笠松運動公園でスポーツ教室、全国美術館館長会議 ほか カラー 0:10:04

県だより NO.93 県予算のしくみ、救援車贈呈式 ほか カラー 0:10:43

県だより NO.94 第27回全国植樹祭、皇太子殿下が学園都市を視察 ほか カラー 0:20:16

県だより NO.95 筑波大学附属病院オープン、水戸市で防災訓練 ほか カラー 0:10:16

県だより NO.96 県内インフラ整備、200海里時代を迎えて ほか カラー 0:10:23

県だより NO.97 高速増殖炉「常陽」運転開始、日立風流物「重文」指定 ほか カラー 0:10:54
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県だより NO.98 竜神ダム着工、東大橋原遺跡発掘 ほか カラー 0:10:12

県だより NO.99 郷土民俗芸能のつどい、白菜豊作につき無償提供 ほか カラー 0:10:30

県だより NO.100 県内各試験場だより、無人バス実験 ほか カラー 0:10:08

県だより NO.101
美浦トレーニング・センター開場、茨城福祉工場操業開始 ほ
か

カラー 0:10:12

県だより NO.102 鹿島神宮御船祭、第20回県自然公園大会 ほか カラー 0:10:11

県だより NO.103 竜神ダム竣工、中国省市責任者代表団来県 ほか カラー 0:09:44

県だより NO.105 県警航空隊発足、水海道あすなろの里オープン ほか カラー 0:10:15

県だより NO.106 国際児童年にちなんで、大平首相来県 ほか カラー 0:10:01

県だより NO.107 茨城県産業会館オープン、那珂核融合研究所起工式 ほか カラー 0:10:10

県だより NO.108 県立青少年会館オープン、科学博開催に向けて始動 ほか カラー 0:10:35

県だより NO.109
母子の家など各種施設オープン、研究学園都市さらに充実 ほ
か

カラー 0:09:57

県だより NO.110 港公園展望塔完成、石油コンビナート総合防災訓練 ほか カラー 0:10:07

県だより NO.111 科学万博会場地をBIE調査団が視察、青年の船中国を訪問 ほか カラー 0:10:19

県だより NO.112 伝統のしみこん作り、初の筑波学園マラソン ほか カラー 0:10:15

県だより NO.113 常磐自動車道一部開通、みどりのタイムカプセル埋設 ほか カラー 0:10:13

県だより NO.114 小貝川が決壊、ポートピア'81「茨城県の日」 ほか カラー 0:10:18

県だより NO.115 霞ヶ浦用水工事始まる、原子力防災訓練 ほか カラー 0:10:24

県だより NO.116 常磐自動車道で事故対応訓練、県農村生活改善大会 ほか カラー 0:11:35

県だより NO.117 常磐自動車道日立トンネル貫通、科学万博キャンペーン ほか カラー 0:10:08

県だより NO.118 サッチャー首相来県、県総合防災訓練 ほか カラー 0:10:16
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県だより NO.119 茨城県武道館開館、つくば万博会場起工式 ほか カラー 0:10:07

県だより NO.120 JT-60臨界プラズマ試験装置据付、名刀を鍛えて50年 ほか カラー 0:10:23

県だより NO.121 竹内県政3期目スタート、練習帆船「日本丸」日立港へ ほか カラー 0:10:17

県だより NO.122 科学万博前売券販売開始、歴史館主催で縄文土器づくり ほか カラー 0:10:12

県だより No.123 胡耀邦総書記が筑波を視察、科学万博500日前 ほか カラー 0:10:33

県だより No.124 常磐自動車道水戸まで開通、小川小学校最後の卒業式 ほか カラー 0:09:41

県だより No.125 常陸大津の御船祭、各地で科学万博PR ほか カラー 0:10:21

県だより No.126 取手二高が夏の甲子園優勝、科学万博200日前 ほか カラー 0:10:00

県だより No.127 茨城国体10周年記念式典、科学万博100日前記念行事 ほか カラー 0:10:13

県だより No.128 科学万博つくば'85開幕、大洗鹿島線開業 ほか カラー 0:10:03

県だより No.129 茨城県フラワーパーク開園、水郡線で13年ぶりのSL運行 ほか カラー 0:10:09

県だより No.130 科学万博つくば'85閉幕、親子ふれあい事業 ほか カラー 0:10:47

県だより No.131 常陸那珂地区の整備本格化、県北産業振興 ほか カラー 0:10:03

県だより No.132 大洗鹿島線カラオケ列車、県園芸試験場で培養試験 ほか カラー 0:09:59

県だより No.133 つくばエキスポセンターオープン、牛久市市制施行 ほか カラー 0:09:49

県だより No.135 県立中央病院新館建築中、土浦市モール505 ほか カラー 0:10:25

県だより No.136 筑波鉄道廃線、霞ヶ浦大橋開通 ほか カラー 0:09:59

県だより No.137 竹内県政4期目スタート、関城町西原遺跡発掘調査 ほか カラー 0:09:45

県だより No.138 常総学院甲子園準優勝、那珂川で総合水害防災訓練 ほか カラー 0:09:50

県だより No.139 東関東自動車道開通、つくば市市制施行 ほか カラー 0:10:13
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県だより No.140 常磐自動車道県内全線開通、サンピア日立オープン ほか カラー 0:10:51

県だより No.141 県立中央病院新築オープン、蚕業試験場サマースクール ほか カラー 0:09:48

県だより No.142 茨城県近代美術館オープン、北関東ポートフェア ほか カラー 0:10:27

県だより No.144 大野潮騒はまなす公園開園、霞ヶ浦導水事業 ほか カラー 0:10:20

県だより No.145 建設進む十王ダム、市制100年大相撲水戸場所 ほか カラー 0:10:01

県だより No.146 第13回全国育樹祭、県美術館「ファミリー美術館」 ほか カラー 0:10:24

県だより No.147 国際アーバンインフラ・テック'89、鹿島港開港20周年 ほか カラー 0:10:10

県だより No.148 下総利根大橋有料道路開通式、高齢社会にそなえて ほか カラー 0:09:29

県だより No.149
国際花と緑の博覧会「茨城県の日」、つくば文化会館アルス開
館　ほか

カラー 0:10:19

県だより No.150 つくばに二つの短大が開学、水戸芸術館で初の野外劇 ほか カラー 0:10:02

県だより No.151 鹿島神宮御船祭、奥久慈で「森林浴の集い」 ほか カラー 0:09:58

県だより No.152 日立シビックセンター開館、水戸献血ルームオープン ほか カラー 0:10:12

県だより No.153 いばらき予防医学プラザ開館、神栖の「百人画廊」 ほか カラー 0:09:48

県だより No.154 国営ひたち海浜公園一部開園、天皇皇后両陛下ご来県 ほか カラー 0:10:05

県だより No.155 省エネ走行競技会、県身体障害者スポーツ大会 ほか カラー 0:10:04

県だより No.156 県総合福祉会館オープン、霞ヶ浦導水事業 ほか カラー 0:10:00

県だより No.157
マリンライナーはまなす出発式、大洗マリーナ開港記念式典
ほか

カラー 0:10:56

県だより No.158
国際交流県民フェスティバル、いばらきふるさとまつり'92 ほ
か

カラー 0:11:08

県だより No.159 天皇皇后両陛下ご来県、日立おさかなセンターオープン ほか カラー 0:10:49

県だより No.160 グリーンフェア'93いばらき、東京芸大取手校 ほか カラー 0:12:35
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県だより No.161
カシマサッカースタジアム完成、水戸生涯学習センターオープ
ン ほか

カラー 0:11:10

県だより No.162 橋本昌新茨城県知事就任、整備が進む常陸那珂港 ほか カラー 0:10:09

県だより No.163 森田茂画伯に文化勲章、日立有料道路開通 ほか カラー 0:12:21

県だより No.164
明日の茨城を考える女性フォーラム、東海駅橋上駅舎完成 ほ
か

カラー 0:11:22

県だより No.165 竜神大吊橋竣工、十王ダム竣工、第1回県総合計画審議会 ほか カラー 0:08:43

県だより No.166 茨城県民フェスティバル、常磐新線起工式 ほか カラー 0:11:36

県だより No.167 茨城県自然博物館開館、県植物園熱帯博物館開館 ほか カラー 0:12:48

県だより No.168 県立医療大学付属病院オープン、東水戸道路一部開通 ほか カラー 0:09:44

県だより No.169 鹿嶋市誕生、茨城県立医療大学開学 ほか カラー 0:15:23

県だより No.170 第6回世界湖沼会議開催、新県庁舎起工式 ほか カラー 0:14:23

茨城県だより No.171
第2回世界盲人マラソンかすみがうら大会、海の日関連イベン
ト ほか

カラー 0:15:10

茨城県だより No.172 東水戸道路一部開通、「ネットいばらき」本格スタート ほか カラー 0:14:43

県だより No.176 橋本県政2期目スタート、天心記念五浦美術館オープン ほか カラー 0:15:03

県だより No.177 茨城県きのこ博士館オープン、那珂川氾濫 ほか カラー 0:15:06

久慈の仔馬 県北地方の使役馬の生産を紹介 カラー 0:19:06

水魔と戦ふ人びと 小貝川沿岸住民による防災体制を紹介 カラー 0:13:52

日照り知らずの村 畑地かんがいに取り組む人々を紹介 カラー 0:07:01

希望に燃える村 金江津酪農協を例に新しい農業を考える カラー 0:10:23

多賀の山水 北茨城市周辺の観光案内 カラー 0:09:14

水魔 小貝川を襲う 小貝川（藤代町）決壊の記録映画 カラー 0:08:07

その後の小貝川地区 第2報 小貝川沿岸住民による防災体制を紹介する カラー 0:07:25

伸び行く町村 新しい村づくりに取り組む人々を紹介する カラー 0:27:42

新しい村 農村の生活改善運動を紹介する カラー 0:20:52
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お国自慢 民謡の旅 各地に歌い継がれる素朴な民謡を紹介 カラー 0:12:18

今日からでも 農協経営の製パン工場と生活改善運動 カラー 0:19:48

金砂田楽 東・西金砂神社に伝わる金砂田楽を紹介する カラー 0:10:51

光を浴びる村 無医村（県北）を解消するまでの記録 カラー 0:17:41

（横山）大観 生前の大観の創作活動とその作品を紹介 カラー 0:22:04

（板谷）波山 生前の波山の創作活動とその作品を紹介 カラー 0:07:50

長塚節 その生涯と作品 資料をもとに節の人間像を紹介する カラー 0:19:16

牛の調教 全国でも珍しい牛の調教師を紹介 カラー 0:10:34

東海村－第1部－ 原研立地の決定から1号炉着工までの記録 カラー 0:10:51

茨城県（総合編 第一部） 県内の主な産業を紹介する カラー 0:14:06

（茨城県の）水郷 国定公園の指定を機に水郷情緒を紹介 カラー 0:22:20

東海村 第2部 歴史的な初の原子炉臨界を記録 カラー 0:15:47

筑波山 筑波山の四季を紹介 カラー 0:11:59

私たちの道路 道路整備を紹介し愛護思想の普及を図る カラー 0:21:00

茨城の野菜 野菜の生産と流通について カラー 0:11:00

茨城の畜産 多頭飼育・協業化が進む県内の畜産を紹介 カラー 0:11:02

茨城の果樹 盛んになった果樹の栽培と協業化などを紹介 カラー 0:13:04

明日を築く （第1部） 鹿島開発の用地を確保するためのＰＲ映画 カラー 0:27:14

明日を築く　第2部 鹿島開発の用地を確保するためのＰＲ映画 カラー 0:26:15

明けゆく鹿島砂丘 第二部 鹿島開発に着手後2年間の記録 カラー 0:10:46

海岸線を行く 変ぼうする茨城の海岸線を紹介 カラー 0:21:30

住みよい村づくり 農村の住生活について考える カラー 0:21:34

わたしたちと水 高まる水需要と消費について考える カラー 0:21:56

砂利 進む地域開発と建築骨材について考える カラー 0:21:28
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鹿島（第3部） 中央水路・工業用水道など40～42年の記録 カラー 0:16:09

あすの漁業 つくる漁業をめざすいばらきの水産を紹介 カラー 0:21:50

伸びゆく茨城 変ぼうする新しい茨城を紹介 カラー 0:25:19

みんなの県庁 県のしごとを紹介する小学生向け映画 カラー 0:21:13

パトロール－交通巡ら隊員の
記録－

パトカーに同乗し交通安全について考える カラー 0:22:07

＃４５ 鹿島（第４部）（総集編） 鹿島開発の構想から開港にいたる10年の記録 カラー 0:41:28
09.2-11-
45

＃４６ 県政この10年 過去10年の県政を回顧する カラー 0:45:43
09.2-11-
46

水戸射爆場 水戸射爆場の歩みと跡地利用について考える カラー 0:17:42

西の内紙 西の内紙の素朴な生産工程とその利用を紹介 カラー 0:20:50

新しい町づくり 江戸崎方式の町づくりを紹介する カラー 0:10:11

＃４８
ふるさとの美 第一部 郷土の
まつり

郷土の優れた民俗芸能10点を記録 カラー 0:44:18
09.2-11-
48

＃４９ ふるさとの美 第2部 人と作品 県出身の優れた美術家9人を紹介 カラー 0:49:15
09.2-11-
49

街のボランティアたち ７つのボランティアグループを紹介する カラー 0:20:29

生活のうた 鹿島の家庭婦人の余暇活動について紹介する カラー 0:19:49

＃５１
まごころの祭典 第29回国民体
育大会

茨城県で国体が開かれるまでの県内の動き，国体の模様 カラー 0:55:34
09.2-11-
51

第29回国民体育大会 行幸記録
ようこそ茨城へ

国体を機に行幸の天皇皇后陛下のご表情 カラー 0:30:37

私達とみどり 第27回全国植樹
祭記念

全国植樹祭の開催を機に緑の紅葉などを紹介 カラー 0:29:55

結城つむぎ 優れた染織工芸結城紬の手作り行程を記録 カラー 0:25:02

私たちの県庁 県のしごとを紹介する小学生向け映画 カラー 0:19:44

文部省選定 ふるさと茨城－歴
史編－

古代から明治維新までの歴史（文部省選定） カラー 0:23:07

ふるさと茨城－産業編(Ⅰ)－ 幕末から昭和初期にかけての産業を紹介 カラー 0:22:42

ふるさと茨城－産業編(Ⅱ)－ 発展する茨城の産業の現況を紹介 カラー 0:21:40

文部省選定 ふるさと茨城　文
化編

幕末から明治にかけての偉大な文化人を紹介 カラー 0:23:06

＃５６
ふれあいから創造へ 茨城県青
年の船訪中記録

青年の船の中国訪問を記録 カラー 0:41:07
09.2-11-
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未来をひらく都市－筑波研究
学園都市－

概成した筑波研究学園都市の全容を紹介 カラー 0:29:23

霞ヶ浦 霞ヶ浦浄化のための自主活動特集 カラー 0:29:44

あすの茨城をひらく 県のプロジェクトの成果を紹介し未来を展望 カラー 0:28:45

はばたく茨城 茨城交響楽団の演奏にのせて県内を紹介 カラー 0:27:06

＃５９ 水はいのち 21世紀に,向けての水資源の確保と水の有効活用 カラー 0:28:54
09.2-11-
59

＃６０ EXPO'85 科学の祭典 科学万博つくば'85 その準備から閉会に至るまでの全容を収録 カラー 1:00:08
09.2-11-
60

はばたけ私たちの茨城 中学生新聞部員が県内各地を取材 カラー 0:30:16

ある旅立ち 明日の茨城を担う
若者たち

茨城の明日を担う人材育成をドラマで構成 カラー 0:29:18

＃６２ 映像に残る茨城の戦後史 広報課所有の広報映画フィルム全215本から再構成 カラー 1:30:40
09.2-11-
62

ショウを追いかけて－茨城の
産業に夢を描く－

県内各地の産業をたずねるドラマ構成 カラー 0:30:27

皇太子さま常陸路へ－第13回
全国育樹祭ご臨席記録－

全国育樹祭の行事・皇太子殿下 カラー 0:25:14

水と緑とごみの話－茨城の環
境－

茨城の環境問題を自然，ごみ処理を中心に紹介 カラー 0:30:06

明日は 今日よりも･･･－お年
寄りの福祉と保健・医療－

茨城におけるお年寄りの福祉・保健・医療を紹介 カラー 0:20:09

愛されるいばらきをめざして
－新しいゆたかさ かがやく未
来－

県長期総合計画を紹介 カラー 0:14:40

茨城のすがた－21世紀に向
かって－

県内の産業・文化・観光などを紹介する カラー 0:29:28

いばらき 輝く未来に向けて 発展し続けるいばらきの姿を最新の映像を通して紹介 カラー 0:18:58

※なお,古い映像資料のため,ご利用いただく上で,いくつか留意いただきたい点がございます。

●映像の著作権について

・映像・音声等の著作権は茨城県に属します。

●注意・免責事項

・音声は補正をしておりません。音声が聞き取りづらい,または音量が大きい場面があります。

（全音声がない映像については,別途表記しています）

＃６４

＃６３

＃６１

・著作権者の許可なく,内容の複製・改変（例：映像の切り貼り・短縮を含む編集行為等）や,他映像への
転用・利用を禁じます。

・当時の時代背景や映像価値を尊重し,そのまま配信していますので,現在ではふさわしくない表現や言葉,
不適切な場面が含まれている場合があります。

・映像によっては音声が途中で途切れたり,映像の音声が一部無い場面がありますが,フィルムの劣化によ
るものであって,異常ではありません。
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