
所蔵 DVD 一覧表 

事業名（所在地） タイトル 概要（収録時間） 

国営農地開発事業

大山山麓地区（鳥

取県） 

大山と水 事業に関する映像記録（20 分） 

大山山麓営農の未来をさぐる－高品質、高

収益の畑地農業の展開－ 
営農に関する映像記録（21 分） 

大山山麓はいま 事業に関する映像記録（27 分） 

大山山麓を潤す 事業に関する映像記録（26 分） 

国営かんがい排水

事業東伯地区（鳥

取県） 

黒ぼくの大地に（５６年度編集） 事業に関する映像記録（23 分） 

新しい畑地農業をめざして（営農編 H2.7） 営農に関する映像記録（30 分） 

実りある農業へ向けて～国営東伯地区かん

がい排水事業～ 
事業に関する映像記録（14 分） 

西高尾ダム定礎式 事業に関する映像記録（30 分） 

船上山ダムの基礎処理 工事に関する映像記録（26 分） 

小田股ダム建設の歩み 工事に関する映像記録（20 分） 

明日の豊かな農業のために 事業に関する映像記録（27 分） 

国営中海土地改良

事業（鳥取県） 

中海干拓（工事編）（第一部～第五部） 工事に関する映像記録（30 分） 

現況と計画編   事業に関する映像記録（30 分） 

明日の水と食糧のため 事業に関する映像記録（24 分） 

中海開拓２０年の歩み 事業に関する映像記録（60 分） 

中海開拓２０年の歩み（工事編） 工事に関する映像記録（43 分） 

中海干拓 －ふしめを迎えた“昭和の国曵

き”－（揖屋・安来・弓浜工区の事業完了

編） 

事業に関する映像記録（35 分） 

国営かんがい排水

事業斐伊川下流地

区（島根県） 

斐伊川下流農業水利事業起工式 事業に関する映像記録（35 分） 

斐伊川下流農業水利事業とその役割 事業に関する映像記録（31 分） 

国営かんがい排水

事業斐伊川沿岸地

区（島根県） 

神話の郷に広がる豊かな農村環境づくり 

「斐伊川沿岸地区」環境との調和への配慮 
事業に関する映像記録（18 分） 

安らぎの水辺、実り豊かな農村 -斐伊川沿

岸地区の新しい用水路のはなし- 
事業に関する映像記録（20 分） 

おろち爺さんと砂男君の用水路のはなし 事業に関する映像記録（17 分） 

国営農地開発事業

益田地区（島根県） 

大地を拓く（工事編） 工事に関する映像記録（30 分） 

昭和５８年７月山陰豪雨（災害編） 災害に関する映像記録（30 分） 

拓けゆく丘陵地（現況編） 事業に関する映像記録（30 分） 

農業に生きる―益田開拓の入植者たち― 

（営農編） 
営農に関する映像記録（30 分） 

どこかでなにかが中国路～６０才からの挑

戦～ 
営農に関する映像記録（30 分） 



国営農地開発事業

横田地区（島根県） 

ひらけゆく横田 事業に関する映像記録（26 分） 

豊潤なる大地 事業に関する映像記録（31 分） 

奥出雲の夜明け－横田開拓建設事業記録－ 

（第一部） 
事業に関する映像記録（20 分） 

明日の横田農業をめざして 事業に関する映像記録（32 分） 

坂根ダム 豊かな農業のために 事業に関する映像記録（30 分） 

国営農地開発事業

大邑地区（島根県） 

国営大邑開拓（計画編） 事業に関する映像記録（20 分） 

拓けゆく石見丘陵（工事編 H2.10） 工事に関する映像記録（31 分） 

国営かんがい排水

事業吉井川地区

（岡山県） 

豊潤をもとめて－吉井川農業水利事業所－ 事業に関する映像記録（21 分） 

豊潤をもとめて－坂根合同堰工事編－ 工事に関する映像記録（32 分） 

豊潤をもとめて（総集編）－吉井川農業水

利事業所－ 
事業に関する映像記録（36 分） 

新田原井堰（工事編） 工事に関する映像記録（31 分） 

新田原井堰貯水式 事業に関する映像記録（24 分） 

田原の井手 事業に関する映像記録（31 分） 

国営吉井川農業水利事業完工式 事業に関する映像記録（26 分） 

Ｖｅｒｓｉｏｎ Ｕｐ（総集編）吉井川農業

水利事業 
事業に関する映像記録（26 分） 

国営かんがい排水

事業児島湾周辺地

区（岡山県） 

児島湾締切堤防 事業に関する映像記録（20 分） 

KOJIMA BAY CLOSING DYKE 事業に関する映像記録（20 分） 

海から生まれた開拓地の物語－明日への農

業に向けて－ 
事業に関する映像記録（39 分） 

田んぼの学校－児島湖水辺ふれあい教室－ 

児島湖で遊んで勉強しよう！ 
事業に関する映像記録（75 分） 

田んぼの学校－児島湖水辺ふれあい教室－

（平成 13 年度） 
事業に関する映像記録（20 分） 

児島湖－岡山海岸保全事業のあゆみ－過去

から未来へ 
事業に関する映像記録（24 分） 

児島湾締切堤防（現状計画編）          事業に関する映像記録（20 分） 

児島湾締切堤防（工事記録編）   工事に関する映像記録（21 分） 

お話聞こう－人から人へ語り継ぐ歴史－児

島湾干拓地いまむかし 
事業に関する映像記録（57 分） 

国営農地防災事業

児島湖沿岸地区

（岡山県） 

児島湖の浚渫－底泥脱水処理試験－ 工事に関する映像記録（23 分） 

児島湖の低泥脱水試験工事（ＰＡＲＴ1～Ｐ

ＡＲＴ3） 

工事に関する映像記録（13 分・

57 分・22 分） 

児島湖の再生をめざして －児島湖沿岸農

地防災事業－ 
事業に関する映像記録（19 分） 

児島湖の再生をめざして－児島湖沿岸農地

防災事業－（改訂版） 
事業に関する映像記録（17 分） 



国営干拓事業笠岡

湾地区（岡山県） 

笠岡湾干拓事業の記録（総集編・第一部） 事業に関する映像記録（43 分） 

生まれかわる笠岡湾－豊かな農業をめざし

て－ 
事業に関する映像記録（26 分） 

二十一世紀への贈りもの－笠岡湾干拓事業

の記録－（総集編） 
事業に関する映像記録（46 分） 

２１世紀への贈りもの－笠岡と干拓－ 事業に関する映像記録（13 分） 

国営農地開発事業

勝英地区（岡山県） 
甦る美作台地（総集編） 事業に関する映像記録（37 分） 

国営かんがい排水

事業岡山南部地区

（岡山県） 

パイプラインで送る恵みの水（岡山南部農

業水利事業） 
事業に関する映像記録（15 分） 

国営農地開発事業

広島中部台地地区

（広島県） 

開けゆく世羅台地－目谷ダムの建設－ 工事に関する映像記録（32 分） 

開けゆく世羅台地－目谷ダムの建設－（英

語版） 
工事に関する映像記録（32 分） 

香竜湖－国営広島中部台地農地開発事業－ 

京丸ダム建設の記録 
工事に関する映像記録（15 分） 

今、広島中部台地では（H3.3） 事業に関する映像記録（20 分） 

輝く中部台地（総集編） 事業に関する映像記録（23 分） 

直轄地すべり対策

事業神石高原地区

（広島県） 

神石高原地すべり対策の話 事業に関する映像記録（22 分） 

農地の保全と暮らしの安全を 事業に関する映像記録（25 分） 

国営農地再編整備

事業広島北部地区

（広島県） 

中山間地農業に２１世紀の活力を 事業に関する映像記録（24 分） 

花田植と神楽の里に豊穣あれ 国営農地再

編整備事業広島北部地区完工式 
事業に関する映像記録（11 分） 

国営農地再編整備

事業豊北地区（山

口県） 

開拓で伸びる郷土（計画編） 事業に関する映像記録（20 分） 

開畑の手順（施工編） 工事に関する映像記録（12 分） 

開拓農地では今（営農開始編） 営農に関する映像記録（20 分） 

実りの季節を迎えて 事業に関する映像記録（28 分） 

夢ある営農へ向かって（豊北地区）国営農

地再編整備事業の目指すもの 
事業に関する映像記録（30 分） 

祝 国営豊北開拓建設事業記念碑除幕式・完

工式 
事業に関する映像記録（20 分） 

国営農地再編整備

事業山口北部地区

（山口県） 

豊穣の山口北部 事業に関する映像記録（80 分） 

明日に継なぐ農業を－国営農地再編整備事

業－山口北部地区の話 
事業に関する映像記録（33 分） 

山口北部農地整備事業所開所式 事業に関する映像記録（17 分） 

うもれ木の郷の取り組み（宇生賀団地の挑

戦） 
営農に関する映像記録（21 分） 

国営かんがい排水

事業吉野川北岸地

吉野川北岸用水事業記録（第一部）明日の

農業水利 
事業に関する映像記録（31 分） 



区（徳島県） ５８・６・７吉野川北岸 事業に関する映像記録（33 分） 

水進む幹線水路－吉野川北岸用水建設記録

－ 
事業に関する映像記録（30 分） 

吉野川北岸用水（総集編） 事業に関する映像記録（30 分） 

犬伏トンネル内配管工事 工事に関する映像記録（30 分） 

北岸をつらぬく 事業に関する映像記録（25 分） 

国営農地開発事業

麻植地区（徳島県） 

麻植（現況計画編）    事業に関する映像記録（25 分） 

麻植（第二部）             事業に関する映像記録（30 分） 

蛍の飛ぶ里（第三部）―麻植開拓建設事業

の記録― 
事業に関する映像記録（23 分） 

国営総合農地防災

事業吉野川下流域

地区（徳島県） 

蘇れ水と緑と大地（現況計画編） 事業に関する映像記録（25 分） 

ぼくたちのれんこん探検記 営農に関する映像記録（21 分） 

国営総合農地防災

事業那賀川地区

（徳島県） 

アユちゃんと仲間たちと那賀川（農地防災

事業のはなし） 
事業に関する映像記録（20 分） 

国営施設整備事業

香川用水地区（香

川県） 

香川用水（総集編） 事業に関する映像記録（47 分） 

国営香川総合農地

防災事業（香川県） 

玉藻よし讃岐の国は－国営香川総合農地防

災事業－（第一部） 
事業に関する映像記録（22 分） 

国営農地開発事業

大洲喜多地区（愛

媛県） 

生まれかわる霧の郷－明日の農業をつくる

－（第一部）     
事業に関する映像記録（30 分） 

生まれかわる霧の郷－明日の農業をつくる

－（第二部・工事編） 
工事に関する映像記録（30 分） 

生まれかわる霧の郷－明日の農業をつくる

－（第三部・営農編） 
営農に関する映像記録（30 分） 

生まれかわる霧の郷－明日の農業をつくる

－（第四部・総集編） 
事業に関する映像記録（31 分） 

国営大洲喜多開拓建設事業－完工式典－ 事業に関する映像記録（32 分） 

国営かんがい排水

事業南予用水地区

（愛媛県） 

うまいミカンこさえちゃる～過去から未来

へ国営南予農業水利事業を訪ねて～ 
事業に関する映像記録（54 分） 

南予の水（第一編）現況・計画編 事業に関する映像記録（24 分） 

南予の水（第二編）はるか山々を越へて 事業に関する映像記録（21 分） 

南予の水－施工編－通水への足跡 工事に関する映像記録（32 分） 

南予の水－計画変更と通水開始－待望の水

が来る 
事業に関する映像記録（36 分） 

南予の水－完工編－ 工事に関する映像記録（21 分） 

国営南予用水農業水利事業（完工式） 事業に関する映像記録（45 分） 

吉田導水路－１０年７ヶ月、難工事の記録 工事に関する映像記録（17 分） 



－ 

国営かんがい排水

事業道前道後平野

地区（愛媛県） 

 

 

水を次代へ－国営道前道後平野農業水利事

業－（第１部） 
事業に関する映像記録（22 分） 

Construction of The Dozen-Dogo Heiya 

National Irrigation Project Part 1 
事業に関する映像記録（22 分） 

水を次代へ－佐古ダム編－ 事業に関する映像記録（23 分） 

水を次代へ－施設改修編－ 事業に関する映像記録（23 分） 

未来に架ける「虹の水」1/2、2/2 
事業に関する映像記録（30 分・

66 分） 

国営草地改良事業

四国カルスト地区

（愛媛県・高知県） 

高原を拓く－施工と管理 工事に関する映像記録（25 分） 

国営農地開発事業

高知西南地区（高

知県） 

明日の営農をめざして－国営高知西南開拓

－ 
事業に関する映像記録（22 分） 

幡多農業に未来を－高知西南開拓の記録－ 事業に関する映像記録（25 分） 

国営農地開発事業

高幡地区（高知県） 

２１世紀の夢を拓く－高幡開拓建設事業の

記録－ 
事業に関する映像記録（32 分） 

幡多農業に未来を－高知西南開拓の記録－ 事業に関する映像記録（25 分） 

人と自然の調和－高幡開拓建設事業の記録

－ 
事業に関する映像記録（21 分） 

直轄地すべり対策

事業高知三波川帯

地区（高知県） 

動く大地に挑む－高知三波川帯農地保全事

業－ 
事業に関する映像記録（20 分） 

平成 1１年度（№１）開所式 事業に関する映像記録（30 分） 

平成 23 年度（№４）完工式典 事業に関する映像記録（30 分） 

山の恵みと地域の絆を次世代へ－高知三波

川帯農地保全事業の記録－ 
事業に関する映像記録（30 分） 

山の恵みと地域の絆を次世代へ－高知三波

川帯農地保全事業の完成記念－ 
事業に関する映像記録（30 分） 

 

 


