
平成２７年１１月～平成２８年１月にデジタルライブラリーで公開した資料一覧
請求記号 タイトル（正） 著者１ 出版者 出版年(和暦)
S010/239 静岡県子ども読書活動推進計画[PDF] 静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 26年
S010/35 静岡県の図書館[PDF]　平成22年度 静岡県立中央図書館／編 静岡県立中央図書館 平成 22年
S010/35 静岡県の図書館[PDF]　平成23年度 静岡県立中央図書館／編 静岡県立中央図書館 平成 23年
S010/35 静岡県の図書館[PDF]　平成24年度 静岡県立中央図書館／編 静岡県立中央図書館 平成 24年
S010/35 静岡県の図書館[PDF]　平成25年度 静岡県立中央図書館／編 静岡県立中央図書館 平成 25年
S010/42 静岡県文化センター起工式 静岡県／〔編〕 静岡県 昭和 43年

S010/44 静岡県文化センター　県立中央図書館
静岡県立中央図書館／
〔編〕

静岡県立中央図書館 昭和 45年

S010/484 [静岡県立中央図書館館内写真][1984夏季閲覧特別期間] 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 平成 27年
S010/484 [静岡県立中央図書館館内写真][1985夏季閲覧特別期間] 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 平成 27年
S010/484 [静岡県立中央図書館館内写真][1986夏季対策] 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 平成 27年
S010/484 [静岡県立中央図書館館内写真][1987館内写真] 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 平成 27年
S010/484 [静岡県立中央図書館館内写真][1988夏季閲覧状況] 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 平成 27年
S010/484 [静岡県立中央図書館館内写真][開館当時他] 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 平成 27年
S020/2-5A-2 静岡県立中央図書館久能文庫目録[PDF] 静岡県立中央図書館／編 静岡県立中央図書館 平成 3年
S025/13-3/ 静岡県立中央図書館所蔵古文書目録[PDF] 静岡県立中央図書館／編 静岡県立中央図書館 昭和 56年

S025/13-8/
静岡県立中央図書館所蔵静岡県関係地図目録[PDF] 平
成２６年４月現在

静岡県立中央図書館調査
課地域調査係／編集

静岡県立中央図書館 平成 26年

S025/47/
静岡県立中央図書館所蔵地域学習に役立つ図書リスト
[PDF] 平成２５年６月３０日現在

静岡県立中央図書館調査
課地域調査係／編集

静岡県立中央図書館 平成 25年

S068/3 静岡県立葵文庫開催諸展覧会目録 静岡県立葵文庫／〔編〕 昭和 4年
S068/4 明治百年記念郷土資料展目録 静岡県図書館協会／編 静岡県図書館協会 昭和 42年

S068/9 静岡県立中央図書館創立５０周年特別展示図書目録
静岡県立中央図書館／
〔編〕

静岡県立中央図書館 昭和 50年

S068/9 静岡県立中央図書館主催展示資料 静岡県立中央図書館 昭和 58年

S089.2/57/ 富士山を知ろう[PDF] 砂防広報センター／編集
建設省中部地方建設局
富士砂防工事事務所

平成 11年

S089.4/38/ 富士山の極限環境に生きる植物[PDF] 増沢　武弘／著
建設省中部地方建設局
富士砂防工事事務所

平成 10年

S175/21 記念 高畠　茂雄／撮影 東照宮三百年祭奉斎会 大正 4年
S185/148 宝台院写真帖 〔出版地、出版社不明〕 明治 33年

S291.2/134 観光の三島
静岡県田方郡三島町役場
／編集

静岡県田方郡三島町役
場

昭和 9年

S292.1/11 行幸記念清水市写真帳 清水市役所／編 清水市役所 昭和 5年
S292.2/51 静岡遊廓 〔静岡県立中央図書館〕 平成 6年
S292.3/2 大井川写真案内記 蘭契会／編 島田保勝会 昭和 3年
S293.6/4 浜まつ 〔出版者不明〕 大正 9年
S317// ファシリティマネジメントの推進に向けて[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 26年
S317// ファシリティマネジメントの推進に向けて[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 25年
S317// 社会資本長寿命化行動方針[PDF] 静岡県交通基盤部／[編] 静岡県交通基盤部 平成 25年
S317// ふじのくに権限移譲推進計画[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 23年
S317// ふじのくに権限移譲推進計画[PDF] 第2期 静岡県／[編] 静岡県 平成 26年
S317/165 職員の給与等に関する報告[PDF] 平成２４年１０月１９日 静岡県人事委員会／〔編〕 静岡県人事委員会 平成 24年
S317/165 職員の給与等に関する報告[PDF] 平成２５年１０月１７日 静岡県人事委員会／〔編〕 静岡県人事委員会 平成 25年

S317/165
職員の給与等に関する報告及び勧告[PDF] 平成２３年１０
月２６日

静岡県人事委員会／〔編〕 静岡県人事委員会 平成 23年

S317/165
職員の給与等に関する報告及び勧告[PDF] 平成２６年１０
月１７日

静岡県人事委員会／〔編〕 静岡県人事委員会 平成 26年

S317/217/ 静岡県の情報公開・個人情報保護[PDF] 平成25年度
静岡県経営管理部法務文
書課／編集

静岡県経営管理部法務
文書課

平成 26年

S317/289/ 静岡県行財政改革大綱[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 26年

S317/391/
ひとり１改革運動「やめた・かえた・へらせた」事例集[PDF]
2

静岡県総務部行政改革室
／[編]

静岡県総務部行政改革
室

平成 22年

S317/394/ 静岡県職員への道標[PDF] 2015-16
静岡県人事委員会事務局
／[編]

静岡県人事委員会事務
局

平成 27年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成１５年度版
静岡県監査委員事務局監
査室／〔編〕

静岡県監査委員 平成 17年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成１６年度版
静岡県監査委員事務局監
査室／〔編〕

静岡県監査委員 平成 17年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成１７年度版
静岡県監査委員事務局監
査室／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査室

平成 18年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成１８年度版
静岡県監査委員事務局監
査室／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査室

平成 19年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成１９年度版
静岡県監査委員事務局監
査室／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査室

平成 20年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成２０年度版
静岡県監査委員事務局監
査室／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査室

平成 21年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成２１年度版
静岡県監査委員事務局監
査課／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査課

平成 22年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成２２年度版
静岡県監査委員事務局監
査課／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査課

平成 23年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成２３年度版
静岡県監査委員事務局監
査課／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査課

平成 24年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成２４年度版
静岡県監査委員事務局監
査課／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査課

平成 25年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成２５年度版
静岡県監査委員事務局監
査課／〔編〕

静岡県監査委員事務局
監査課

平成 26年

S317/403/ 監査年報[PDF] 平成26年度版
静岡県監査委員事務局監
査課／[編]

静岡県監査委員事務局
監査課

平成 27年
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S317/425/ 創知協働人づくり推進県民会議報告書 [PDF]
創知協働人づくり推進県
民会議／〔編〕

創知協働人づくり推進
県民会議

平成 18年

S318/76 静岡県社会資本整備重点計画[PDF] H25-H29
静岡県交通基盤部管理局
政策監／[編]

静岡県交通基盤部管理
局政策監

平成 26年

S318/76/ 静岡県社会資本整備重点計画 Ｈ２５－Ｈ２９[PDF]
静岡県交通基盤部管理局
政策監／〔編〕

静岡県交通基盤部管理
局政策監

平成 26年

S319/139
Tokai Earthquake Preparedness in Shizuoka Prefecture,
Japan [PDF]

edited by Shizuoka
Prefecture Emergency
Management Agency

Shizuoka Prefecture
Emergency
Management Agency

平成 21年

S319/358 ミオちゃんが危ない！[PDF]
静岡県警察本部生活安全
企画課／作成

静岡県警察本部生活安
全企画課

平成 17年

S319/361 警察署再編整備計画[PDF] 静岡県警察本部／[編] 静岡県警察本部 平成 17年

S319/375 静岡県国民保護計画[PDF] 平成27年3月
静岡県危機管理部危機政
策課／編集

静岡県危機管理部危機
政策課

平成 27年

S319/383 ミオちゃんのおるすばん[PDF]
静岡県警察本部生活安全
企画課／作成

静岡県警察本部生活安
全企画課

平成 18年

S319/413/ ふじのくに危機管理計画基本計画 [PDF] 静岡県／〔編〕 静岡県 平成 23年

S319/460 県民向け防災教育科目概要（シラバス）[PDF]
静岡県危機管理部危機情
報課／編集

静岡県危機管理部危機
情報課

平成 26年

S319/468 静岡県地震・津波対策アクションプログラム[PDF] 2013 静岡県／〔編〕 静岡県 平成 25年
S330/175 静岡県企業局第3期中期経営計画[PDF] 静岡県企業局／編集 静岡県企業局 平成 26年

S335/99 静岡県之産業組合
産業組合中央会静岡県支
会／〔編〕

産業組合中央会静岡県
支会

昭和 2年

S340// 静岡県の財政状況[PDF]
静岡県経営管理部財政課
／[編]

静岡県経営管理部財政
課

平成 25年

S340// 静岡県の財政状況[PDF]
静岡県経営管理部財政課
／[編]

静岡県経営管理部財政
課

平成 26年

S340// 静岡県の経営状況[PDF] 経営管理部財政課／[編] 経営管理部財政課 平成 25年
S340// 静岡県の経営状況[PDF] 経営管理部財政課／[編] 経営管理部財政課 平成 26年
S340/101 健全化判断比率等審査意見書[PDF] 平成25年度 静岡県監査委員／[編] 静岡県監査委員 平成 26年

S363/79 災害救助の手引き[PDF]
静岡県健康福祉部管理局
政策監／[編]

静岡県健康福祉部管理
局政策監

平成 27年

S366/249/ 賃金退職金等実態調査報告書[PDF] 平成２１年
静岡県産業部就業支援局
労働政策室／編集

静岡県商工労働部労働
福祉室

平成 22年

S366/290/ 「静岡県雇用創造アクションプラン」進捗状況等評価書 静岡県／[編] 静岡県 平成 25年
S366/290/ 「静岡県雇用創造アクションプラン」総括評価書[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 26年
S366/290/ 「静岡県雇用創造アクションプラン」進捗状況等評価書 静岡県／[編] 静岡県 平成 25年

S366/319 パートタイム労働者等雇用実態調査報告書[PDF]
静岡県産業部就業支援局
労働政策室／〔編〕

静岡県商工労働部労働
福祉室

平成 22年

S366/337 静岡県雇用管理状況調査結果報告書[PDF] 平成26年度
静岡県経済産業部就業支
援局労働政策課／[編]

静岡県経済産業部就業
支援局労働政策課

平成 27年

S366/337/ 静岡県雇用管理状況調査結果報告書[PDF] 平成２３年度
静岡県経済産業部就業支
援局労働政策課／〔編〕

静岡県経済産業部就業
支援局労働政策課

平成 23年

S366/40 静岡県職業能力開発計画[PDF] 第９次(平成23-27) 静岡県／[編] 静岡県 平成 23年

S369/414 知的障害者福祉のしおり[PDF] 2015
静岡県健康福祉部障害者
支援局障害福祉課／[編]

静岡県健康福祉部障害
者支援局障害福祉課

平成 27年

S369/415/ 身体障害者福祉のしおり[PDF] 2014
健康福祉部障害者支援局
障害福祉課／〔編〕

健康福祉部障害者支援
局障害福祉課

平成 26年

S369/505/ 精神保健福祉のしおり[PDF] 2015
静岡県健康福祉部障害者
支援局障害福祉課精神保
健福祉班／[編]

静岡県健康福祉部障害
者支援局障害福祉課精
神保健福祉班

平成 27年

S370/103/ 初任者研修資料[PDF] 平成27年度 静岡県教育委員会／[編] 静岡県教育委員会 平成 27年
S370/177 教育行政の基本方針と教育予算[PDF] 平成２４年度 教育政策課／編集 静岡県教育委員会 平成 24年
S370/177 教育行政の基本方針と教育予算[PDF] 平成２５年度 教育政策課／編集 静岡県教育委員会 平成 25年
S370/177 教育行政の基本方針と教育予算[PDF] 平成２６年度 教育政策課／編集 静岡県教育委員会 平成 26年
S370/177 教育行政の基本方針と教育予算[PDF] 平成27年度 教育政策課／編集 静岡県教育委員会 平成 27年

S370/21/ 静岡県学校名簿[PDF] 平成２４年度
静岡県教育委員会教育政
策課／編集

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 24年

S370/21/ 静岡県学校名簿[PDF] 平成２５年度
静岡県教育委員会教育政
策課／編集

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 25年

S370/21/ 静岡県学校名簿[PDF] 平成２６年度
静岡県教育委員会教育政
策課／編集

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 26年

S370/21/ 静岡県学校名簿[PDF] 平成27年度
静岡県教育委員会教育政
策課／編集

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 27年

S370/307 学校の地震防災対策マニュアル[PDF]
静岡県教育委員会教育総
務課総務人事班／[編]

静岡県教育委員会教育
総務課総務人事班

平成 24年

S370/334/ 静岡県教職員研修指針 [PDF]
静岡県教育委員会教育政
策課／編集

静岡県教育委員会 平成 23年

S370/364 静岡県防災教育基本方針[PDF] 静岡県教育委員会／[編] 静岡県教育委員会 平成 25年

S370/444
静岡県立三ケ日青年の家カッターボート転覆事故調査報
告書[PDF]

静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 22年

S370/457 静岡県教育振興基本計画（仮称）案[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 22年

S370/457
静岡県教育振興基本計画「有徳の人」づくりアクションプラ
ン[PDF] 第2期計画

静岡県生涯学習推進本部
／[編]

静岡県生涯学習推進本
部

平成 27年

S370/457 静岡県教育振興基本計画[PDF]
静岡県教育振興基本計画
策定プロジェクト推進本部
／編集

静岡県 平成 23年

S370/457 静岡県教育振興基本計画[PDF] 第２期計画
静岡県教育振興基本計画
策定プロジェクト推進本部
／編集

静岡県 平成 26年



請求記号 タイトル（正） 著者１ 出版者 出版年(和暦)
S370/467/ 静岡県の徳育実践事例集 [PDF] 静岡県教育委員会／編集 静岡県教育委員会 平成 24年

S370/48 静岡県の教育[PDF] ２０１０（平成２２年度）
静岡県教育委員会教育政
策課／〔編〕

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 22年

S370/48 静岡県の教育[PDF] ２０１１（平成２３年度）
静岡県教育委員会教育政
策課／〔編〕

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 23年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成１８年度
静岡県教育委員会生涯学
習企画課／〔編〕

静岡県教育委員会生涯
学習企画課

平成 18年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成１９年度
静岡県教育委員会生涯学
習企画課／〔編〕

静岡県教育委員会生涯
学習企画課

平成 19年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成２０年度
静岡県教育委員会生涯学
習企画課／〔編〕

静岡県教育委員会生涯
学習企画課

平成 20年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成２１年度
静岡県教育委員会教育政
策課／〔編〕

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 21年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成２４年度（２０１２）
静岡県教育委員会教育政
策課／〔編〕

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 24年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成２５年度（２０１３）
静岡県教育委員会教育政
策課／〔編〕

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 25年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成２６年度（２０１４）
静岡県教育委員会教育政
策課／〔編〕

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 26年

S370/48 静岡県の教育[PDF] 平成27年度（2015）
静岡県教育委員会教育政
策課／[編]

静岡県教育委員会教育
政策課

平成 27年

S370/492 静岡県いじめの防止等のための基本的な方針[PDF] 静岡県／[編] 静岡県 平成 26年

S376/337 空架ける虹[PDF]
「外国人児童生徒教育の
手引」編集委員会／編集

静岡県教育委員会義務
教育課

平成 14年

S376/393/ 公立高校をめざすあなたへ[PDF] 平成２７年度１
静岡県教育委員会高校教
育課／〔編〕

静岡県教育委員会高校
教育課

平成 26年

S376/393/ 公立高校をめざすあなたへ[PDF] 平成２７年度２
静岡県教育委員会高校教
育課／〔編〕

静岡県教育委員会高校
教育課

平成 26年

S376/393/ 公立高校をめざすあなたへ[PDF] 平成２６年度１
静岡県教育委員会学校教
育課／〔編〕

静岡県教育委員会高校
教育課

平成 25年

S376/393/ 公立高校をめざすあなたへ[PDF] 平成２６年度２
静岡県教育委員会学校教
育課／〔編〕

静岡県教育委員会学校
教育課

平成 25年

S376/487 よりよい自分をつくっていくために[PDF] 4
静岡県教育委員会義務教
育課／[編]

静岡県教育委員会義務
教育課

平成 27年

S376/510 中学生の職場体験[PDF]
静岡県教育委員会学校教
育課／〔編〕

静岡県教育委員会学校
教育課

平成 24年

S377/352 静岡県立高等学校第二次長期計画[PDF] 平成１７年３月 静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 17年

S377/403 今後の県立高等学校の在り方について[PDF] 最終報告
静岡県立高等学校第二次
長期計画検討委員会／
〔編〕

静岡県立高等学校第二
次長期計画検討委員会

平成 17年

S377/403 今後の県立高等学校の在り方について[PDF] 中間まとめ
静岡県立高等学校第二次
長期計画検討委員会／
〔編〕

静岡県立高等学校第二
次長期計画検討委員会

平成 16年

S378/107/
静岡県における今後の特別支援教育の在り方について 最
終報告[PDF]

静岡県における特別支援
教育の在り方に関する検
討委員会／〔編〕

静岡県における特別支
援教育の在り方に関す
る検討委員会

平成 17年

S378/111 通常学級での特別支援教育ハンドブック[PDF]
静岡県教育委員会義務教
育課／〔編〕

静岡県教育委員会義務
教育課

平成 18年

S378/112/ 「自閉症の指導」研究実践事例集 [PDF]
静岡県教育委員会養護教
育課／編集

静岡県教育委員会養護
教育課

平成 18年

S378/114/
特別支援教育を推進するための盲学校、聾学校及び養護
学校基本計画 [PDF]

静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 18年

S378/129/ 静岡県立特別支援学校施設整備計画 [PDF] 静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 23年

S379/121 家庭教育支援のあり方と方策[PDF]
第３０期静岡県社会教育
委員会／〔編〕

静岡県教育委員会社会
教育課（事務局）

平成 20年

S379/121 子どもの成長を支える社会教育の役割[PDF]
第３１期静岡県社会教育
委員会／〔編〕

静岡県教育委員会社会
教育課（事務局）

平成 22年

S379/121 次世代をはぐくむ特色ある地域社会の形成（報告）[PDF]
第２９期静岡県社会教育
委員会／〔編〕

静岡県教育委員会社会
教育課

平成 18年

S379/121 社会教育の新しい展開をめざして[PDF]
第３２期静岡県社会教育
委員会／〔編〕

静岡県教育委員会社会
教育課（事務局）

平成 24年

S379/121 これからの家庭教育支援のあり方（報告）[PDF]
第３３期静岡県社会教育
委員会／〔編〕

静岡県教育委員会社会
教育課（事務局）

平成 26年

S379/287-3/ 静岡県人権教育の手引き [PDF]
人権教育指導資料検討委
員会／編集

静岡県教育委員会 平成 22年

S379/338 意味ある人をつくるために[PDF]
静岡県人づくり百年の計
委員会／〔編〕

静岡県企画部 平成 11年

S379/367/ 「人づくり」２０１０プラン [PDF] 静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 18年

S379/391 第２次静岡県生涯学習推進計画[PDF]
静岡県生涯学習推進本部
／〔編〕

静岡県生涯学習推進本
部

平成 16年

S379/418/ 静岡県の人づくり [PDF]
静岡県文化・観光部大学
課人づくり学術班／〔編〕

静岡県文化・観光部大
学課人づくり学術班

平成 25年

S379/429/ 静岡県社会教育関係基礎資料集[PDF] 平成27年度
静岡県教育委員会社会教
育課／編集

静岡県教育委員会社会
教育課

平成 27年

S379/434
豊かな生涯学習社会の構築に向けての『連携・協働』の在
り方について（答申）[PDF]

静岡県生涯学習審議会／
〔編〕

静岡県生涯学習審議会 平成 20年

S379/461
生涯学習社会の構築に向けた多文化共生の在り方につい
て（答申）[PDF]

静岡県生涯学習審議会／
〔編〕

静岡県生涯学習審議会 平成 22年

S379/467 “ふじのくに”子ども・若者プラン[PDF] 第2期
静岡県教育委員会社会教
育課／[編]

静岡県 平成 26年

S379/478
支え合い、ともに生き、ともに学ぶ生涯学習社会の構築に
向けて（答申）[PDF]

第７期静岡県生涯学習審
議会／〔編〕

第７期静岡県生涯学習
審議会

平成 23年



請求記号 タイトル（正） 著者１ 出版者 出版年(和暦)
S480/10/ 特定鳥獣保護管理計画[PDF] 第4期　カモシカ 静岡県／[編] 静岡県 平成 24年
S480/10/ 特定鳥獣保護管理計画（変更）[PDF] 第3期　ニホンジカ 静岡県／[編] 静岡県 平成 27年
S480/10/ 特定鳥獣保護管理計画[PDF] 第2期　イノシシ 静岡県／[編] 静岡県 平成 24年
S480/10/ 鳥獣保護管理事業計画[PDF] 第11次 静岡県／[編] 静岡県 平成 27年

S490/154/ 静岡県診療所名簿[PDF]　平成27年度
静岡県健康福祉部医療健
康局医療政策課／[編]

静岡県健康福祉部医療
健康局医療政策課

平成 27年

S490/54/ 静岡県病院名簿[PDF]　平成27年度
静岡県健康福祉部医療健
康局医療政策課／[編]

静岡県健康福祉部医療
健康局医療政策課

平成 27年

S490/606 静岡県保健医療計画[PDF] 第7次
静岡県健康福祉部医療健
康局医療政策課／[編]

静岡県健康福祉部医療
健康局医療政策課

平成 27年

S490/739
しずおか食の安全推進のためのアクションプラン[PDF] ２０
１４‐２０１７

しずおか食の安全推進委
員会／〔編〕

しずおか食の安全推進
委員会

平成 26年

S500/ グッドデザインしずおか選定製品[PDF] 2011
静岡県経済産業部商工業
局地域産業課／[編]

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

平成 24年

S500/ グッドデザインしずおか選定製品[PDF] 2012
静岡県経済産業部商工業
局地域産業課／[編]

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

平成 25年

S500/ グッドデザインしずおか選定製品[PDF] 2013
静岡県経済産業部商工業
局地域産業課／[編]

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

平成 26年

S500/ グッドデザインしずおか選定製品[PDF] 2014
静岡県経済産業部商工業
局地域産業課／[編]

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

平成 27年

S514/69/ ふじのくにの“みちづくり”[PDF] 平成２５年７月
静岡県交通基盤部道路局
道路企画課／編集

静岡県交通基盤部道路
局道路企画課

平成 25年

S517/42/ 静岡県水防計画書[PDF] 平成２６年度 静岡県／〔編〕 静岡県 平成 26年

S519/118-3/
公共用水域及び地下水の水質測定計画[PDF]　平成27年
度

静岡県くらし・環境部環境
局生活環境課／[編]

静岡県くらし・環境部環
境局生活環境課

平成 27年

S519/199/
静岡県産業廃棄物実態調査報告書[PDF] 平成25年度(平
成24年度実績調査)

静岡県／[編] 静岡県 平成 26年

S519/24 静岡県の下水道[PDF]
静岡県交通基盤部都市局
生活排水課／[編]

静岡県交通基盤部都市
局生活排水課

平成 26年

S519/332/ 新静岡県景観形成ガイドプラン [PDF]
静岡県都市住宅部市街地
整備室／策定

静岡県都市住宅部市街
地整備室

平成 18年

S519/386/ 大気汚染及び水質汚濁等の状況[PDF] 平成２５年度
静岡県くらし・環境部環境
局生活環境課／〔編〕

静岡県くらし・環境部環
境局生活環境課

平成 26年

S519/398/ 静岡県都市計画区域マスタープラン策定方針[PDF] 第３編
静岡県交通基盤部都市局
都市計画課／〔編〕

静岡県交通基盤部都市
局都市計画課

平成 25年

S519/398/ 静岡県都市計画区域マスタープラン策定方針[PDF] 第２編
静岡県交通基盤部都市局
都市計画課／〔編〕

静岡県交通基盤部都市
局都市計画課

平成 25年

S519/398/ 静岡県都市計画区域マスタープラン策定方針[PDF] 第１編
静岡県交通基盤部都市局
都市計画課／〔編〕

静岡県交通基盤部都市
局都市計画課

平成 25年

S519/421 ふじのくに地球温暖化対策実行計画[PDF]
静岡県くらし・環境部環境
局環境政策課／[編]

静岡県くらし・環境部環
境局環境政策課

平成 27年

S519/486 静岡県バイオマス活用推進計画[PDF]
静岡県経済産業部振興局
研究調整課／〔編〕

静岡県経済産業部振興
局研究調整課

平成 24年

S519/558
「快適空間『佐鳴湖』の創造」フォローアップ研究研究報告
書[PDF]

静岡県産業部振興局研究
調整室／編集

静岡県産業部振興局研
究調整室

平成 21年

S519/600 静岡県戦略課題研究「富士山」研究報告書[PDF] 概要版
静岡県産業部振興局研究
調整室／編集

静岡県産業部振興局研
究調整室

平成 22年

S520// “ふじのくに”エコロジー建築設計指針[PDF]
静岡県経営管理部財務局
営繕企画課／[編]

静岡県経営管理部財務
局営繕企画課

平成 23年

S520/147/ 静岡県建築構造設計指針・同解説[PDF] 2014年版
静岡県くらし・環境部建築
住宅局建築安全推進課／
[編]

静岡県くらし・環境部建
築住宅局建築安全推進
課

平成 27年

S583/15 データでみる静岡県の地場産業[PDF] 平成27年2月
静岡県経済産業部商工業
局地域産業課／[編]

静岡県経済産業部商工
業局地域産業課

平成 27年

S588/71/ 誉富士 [PDF]
静岡県経済産業部農林業
局茶業農産課／[ほか編]

静岡県経済産業部農林
業局茶業農産課

平成 26年

S590/192/ ふじのくに食の都大路 中大路中部横断自動車道[PDF]
静岡県経済産業部振興局
マーケティング推進課／
〔編〕

静岡県経済産業部振興
局マーケティング推進
課

平成 25年

S590/192/ ふじのくに食の都大路 東大路伊豆縦貫自動車道[PDF]
静岡県経済産業部振興局
マーケティング推進課／
〔編〕

静岡県経済産業部振興
局マーケティング推進
課

平成 25年

S590/192/ ふじのくに食の都大路 西大路三遠南信自動車道[PDF]
静岡県経済産業部振興局
マーケティング推進課／
〔編〕

静岡県経済産業部振興
局マーケティング推進
課

平成 25年

S590/192/ ふじのくに食の都大路[PDF]  南大路東名高速道路
静岡県経済産業部振興局
マーケティング推進課／
〔編〕

静岡県経済産業部振興
局マーケティング推進
課

平成 25年

S590/192/ ふじのくに食の都大路[PDF]  北大路新東名高速道路
静岡県経済産業部振興局
マーケティング推進課／
〔編〕

静岡県経済産業部振興
局マーケティング推進
課

平成 25年

S590/197/ しいたけレシピブック[PDF]
静岡県経済産業部農林業
局林業振興課／〔編〕

静岡県経済産業部農林
業局林業振興課

平成 25年

S590/208 しずおか食セレクション認定商品[PDF] 2013
静岡県経済産業部振興局
マーケティング推進課／
[編]

静岡県経済産業部振興
局マーケティング推進
課

平成 25年

S590/74/ お父さんの子育て手帳[PDF] 静岡県教育委員会／〔編〕 静岡県教育委員会 平成 22年

S600/282 静岡県経済産業ビジョン[PDF] ２０１４ー２０１７
静岡県経済産業部管理局
政策監／〔編〕

静岡県経済産業部管理
局政策監

平成 26年

S600/283
静岡県新成長戦略研究成果集[PDF]  平成２３年度完了課
題

静岡県経済産業部振興局
研究調整課／編集

静岡県経済産業部振興
局研究調整課

平成 24年



請求記号 タイトル（正） 著者１ 出版者 出版年(和暦)

S600/283
静岡県新成長戦略研究成果集[PDF]  平成２４年度完了課
題

静岡県経済産業部振興局
研究調整課／編集

静岡県経済産業部振興
局研究調整課

平成 25年

S600/283
静岡県新成長戦略研究成果集[PDF]  平成２５年度完了課
題

静岡県経済産業部振興局
研究調整課／編集

静岡県経済産業部振興
局研究調整課

平成 26年

S600/32 静岡県試験研究の要覧[PDF] 平成２６年度
静岡県経済産業部研究調
整課／編集

静岡県経済産業部研究
調整課

平成 26年

S611/361 農業制度資金のご案内[PDF]
静岡県経済産業部農林業
局組合金融課／作成

静岡県経済産業部農林
業局組合金融課

平成 27年

S612/28/ 鳥獣被害対策マニュアル[PDF]
静岡県農林産物野生鳥獣
被害対策連絡会／〔編〕

静岡県農林産物野生鳥
獣被害対策連絡会

平成 23年

S614/50/ 静岡県農山村整備みらいプラン[PDF] ２０１４-２０１７
静岡県交通基盤部農地局
農地計画課／編集

静岡県交通基盤部農地
局農地計画課

平成 26年

S614/67
静岡県における特定高性能農業機械の導入に関する計画
[PDF]

静岡県／[編] 静岡県 平成 26年

S616/64 麦・大豆栽培マニュアル[PDF]
麦・大豆等生産推進協議
会／編集

麦・大豆等生産推進協
議会

平成 26年

S617/156 静岡県茶業振興基本計画[PDF] 平成26-29年 静岡県経済産業部／[編] 静岡県経済産業部 平成 26年

S617/38 静岡県茶業の現状[PDF]
静岡県経済産業部農林業
局茶業農産課／[編]

静岡県経済産業部農林
業局茶業農産課

平成 27年

S620/176 しずおか花セレクション[PDF] 2015
ふじのくに花の都しずおか
推進協議会／[編]

ふじのくに花の都しずお
か推進協議会

平成 27年

S629/41 ふじのくに「花の都しずおか」基本構想[PDF]
静岡県経済産業部農林業
局みかん園芸課／〔編〕

静岡県経済産業部農林
業局みかん園芸課

平成 26年

S650/18/ 富士地域森林計画書 [PDF] 静岡県／〔編〕 静岡県 平成 23年

S650/19 伊豆地域森林計画書[PDF]
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 24年

S650/20 天竜地域森林計画書[PDF]
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 26年

S650/256/ 静岡県森林・林業統計要覧[PDF] 平成26年度版
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 27年

S650/28 静岡地域森林計画書[PDF]
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 27年

S650/287 静岡県森林共生白書[PDF] 平成２６年度版（Ｖｏｌ．８）
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 26年

S650/287 静岡県森林共生白書[PDF] 平成27年度版(No.9)
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 27年

S650/307 地域森林計画書[PDF] 平成２７年１月
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 27年

S650/321/ 静岡県森林共生基本計画（改定版） [PDF]
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／編集

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 26年

S650/322/ しずおかの木をつかう[PDF]
静岡県経済産業部農林業
局林業振興課／〔編〕

静岡県経済産業部農林
業局林業振興課

平成 26年

S650/328 ようこそ森林（もり）の都へ[PDF]
静岡県交通基盤部森林局
森林計画課／[編]

静岡県交通基盤部森林
局森林計画課

平成 27年

S660/257 海を楽しむ皆さんへ[PDF]
静岡県経済産業部水産業
局水産資源課／[編]

静岡県経済産業部水産
業局水産資源課

平成 27年

S670/283/ ふじのくに戦略物流ビジョン[PDF] 後期計画
静岡県企画広報部政策企
画局地域政策課／[編]

静岡県企画広報部政策
企画局地域政策課

平成 27年

S680/43/ 東海道新時代を築く [PDF]
交通ネットワークビジョン
検討委員会／〔編〕

交通ネットワークビジョ
ン検討委員会

平成 24年

S681/106/ ふじのくに総合交通計画 [PDF]
静岡県文化・観光部交通
政策課／〔編〕

静岡県文化・観光部交
通政策課

平成 26年

S683/23 静岡県の港湾[PDF]
静岡県港湾局港湾企画課
／[編]

静岡県港湾局港湾企画
課

平成 26年

S688/159
静岡県における観光の流動実態と満足度調査報告書
[PDF]

静岡県観光コンベンション
室／[編]

静岡県観光コンベンショ
ン室

平成 19年

S690/17-2/
静岡県立中央図書館所蔵『静岡県の絵葉書』目録[PDF]
第１期

静岡県立中央図書館調査
課地域調査係／編集

静岡県立中央図書館 平成 26年

S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成２０年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 20年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成２２年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 23年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成１７年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 18年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成１８年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 19年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成１９年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 20年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成２４年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 25年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成２１年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 21年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成２３年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 24年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成２５年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 26年
S700/52/ 静岡県立美術館年報[PDF] 平成26年度 静岡県立美術館／編集 静岡県立美術館 平成 27年

SZ20/18/ 静岡県埋蔵文化財センター／研究紀要[PDF]
静岡県埋蔵文化財セン
ター

平成 24年

SZ20/25/ ふじのくに　考古通信[PDF]
静岡県埋蔵文化財セン
ター

平成 23年
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