
年 タイトル
１６ミリ
(１０-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　容 分

昭和４１年度
（１９６６）

相模川総合開発事業記録 第三部
「えい智の結晶」
城山ダム建設工事記録

12337

神奈川県企業庁が昭和３５年に横浜、川崎、横須賀、相模原市の共同事
業として行った「相模川総合開発計画」の記録映画。水道、工業、農業用
水および発電、洪水対策として建設した城山ダム（津久井湖）、本所ダム、
城山地下発電所の完成までのプロセスをていねいに撮影した。川に挑ん
だ人間の戦いとして土木学会国土開発映画コンクール準優勝の記録映
画。（１９６６年制作）
土木学会第２回国土開発映画コンクール準優秀賞
シネマイトスコープ　　＜企画・監修／神奈川県企業庁＞

カラー／５２分

昭和５９年度
（１９８４）

私たちの町　相模湖 12650

昭和３０年、与瀬町、小原町、千木良町、内郷町が合併して相模湖町が誕
生した。町内には江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた小原地区、
日本初の人造湖として昭和２２年に完成した多目的ダムの相模湖ダムが
ある。陣馬山，石老山のハイキング、相模湖でのボート遊びなど観光地と
して栄えている。森と湖に囲まれた心のふれあいを大切にする町づくりを
めざしている。（昭和59年（1984）制作）

カラー／１５分

昭和５９年度
（１９８４）

森と湖のまち
－相模湖町－

12651

四季の相模湖町の風景 ”秋”　紅葉映える相模湖、ふるさとの森の秋、
バーベキュー、湖上のボート遊び／ ”冬”　ボートからのワカサギ釣り、お
しどりの群、小原宿本陣の冬、馬頭観音 ／”春”　相模湖の桜、与瀬神社
の春祭（みこし、権現太鼓）　 ／”夏”　新緑の石老山、湖上でのボート遊
び、キャンプ場、川遊び、キャンプファイアー、湖上祭（花火大会）、精霊流
し　　　　昭和５９年（１９８４）制作

カラー／１５分

昭和６０年度
（１９８５）

やま里の譜
－ひとびとの心と暮らし－

12328
昔の城山町を地元農民が語る形で風習や一年間の生活・行事の様子を
紹介する。正月の様子、山始めの祈願、畑の鍬入れ、田植え、養蚕の様
子、稲刈り等。（１９８５年制作）

カラー／１５分

昭和６１年度
（１９８６）

津久井町 町制３０周年記念映画
～汗と涙と感動の日日～

12339

昭和３０年１町５村の合併により誕生した津久井町の町制３０周年の記念
映画。津久井の地名は鎌倉時代にさかのぼり、戦国時代は北条氏が治
める地であった。厳しい北丹沢の地であるためたびたび大飢饉に見舞わ
れ百姓一揆などの歴史もある。近代では養蚕・製糸業やきゅうり栽培など
が盛んであった。現在では城山ダム（津久井湖）があり、宮ケ瀬ダム建設
が計画されるなど豊かな人情・緑と水の町として関東一の水源地となって
いる。（１９８６年制作）

カラー／３０分
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年 タイトル
１６ミリ
(１０-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　容 分

昭和６２年度
～

平成５年度
（１９８７～
１９９３）

津久井町　町勢記録映画
昭和６２年度～平成５年度

12340

＜昭和６２年度～平成元年度＞・水源文化都市をめざしての町民対話集
会／・横浜水道１００周年記念　噴水庭園の披露／・森と湖の音楽会、津
久井やまびこ祭／・串川運動公園竣工式／・青野原バイパス竣工、青野
原大橋完成／・横浜博覧会参加の様子＜平成２年度～平成３年度＞・カ
ナダとの国際交流-中学生のホームスティ受け入れ／・串川地域センター
落成式／・手づくり鎧によるやまびこ祭武者行列／・カナダトレイル市との
友好都市宣言＜平成３年度～平成５年度＞・道志川アユの碑披露式／・
緑と清流のフェスティバル／・道志川音楽祭／・咢堂桜植樹式／・津久井
町の碑／・道志川調整池俊設工事

カラー／８９分

昭和６３年度
（１９８８）

しろやま２１世紀考 12336

昭和３０年３村の合併により生まれた城山町も、町制３０周年の昭和６０年
には都市化の波が押し寄せ、人口が５０００人から２００００人に急増した。
都市基盤の整備、交通量の増加に伴う道路面の整備、川尻バイパス、小
倉橋の問題、下水道整備、農業・商業のあり方など２１世紀を見通した新
総合計画が必要な状況である。

カラー／２５分

平成２年度
（１９９０）

雄姿よみがえる！
～津久井城武者行列～

12333

＜平成２年１０月２１日＞
関東一の山城と言われた津久井城が１５９０年に落城してから４００年、全
町民で支えた武者行列が復活した。手づくりの甲冑・武具に身を包んだ津
久井三十六騎衆の出陣式からの３．４ｋｍの道のりの記録。
後援／日本甲冑武具保存会 神奈川支部、津久井城山を愛する会
　　　　 津久井湖観光センター　津久井町　他

カラー／２０分

平成４年度
（１９９２）

第９回全国都市緑化かながわフェア
城山町の日

12345

＜平成４年１０月２４日＞
第九回全国都市緑化かながわフェアの平成4年10月24日は相模原公園
のグリーンウェーブ会場において行われた「城山町の日」。市長あいさつ、
音楽演奏、一輪車・鼓笛隊のパレード、祭りみこし、保存ばやしの録画。

カラー／２１分

平成５年度
（１９９３）

健やかで共にあゆむ町
－城山町保健福祉センター－

12344
保健福祉、リハビリを中心として生活全般にわたって健康豊かな生活が
送れるよう、平成3年9月7日、保健福祉センターがオープンした。母親教
室、成人病検診、生活学習講座、デイサービスなども行われる。

カラー／２０分

平成５年度
（１９３３）

こんにちは神奈川
やまなみ五湖 水のある風景
～自然からのメッセージ～

12329

神奈川県広報課「こんにちは神奈川」の映像。水のある風景として「やまな
み五湖」を紹介。「やまなみ五湖」とは相模湖エリア、津久井湖エリア、奥
相模湖エリア、宮ヶ瀬ダム貯水池、丹沢湖エリアを指し、それぞれの美し
い風景を紹介している。（１９９３年制作）

カラー／１４分

平成６年度
（１９９４）

宮ヶ瀬ダム 12330

関東地方建設局の広報映像。宮ヶ瀬ダム建設の様子や今後の環境計画
などを紹介。「富士山に源を発した相模川。その支川の一つ中津川に建
設される多目的ダム、宮ヶ瀬ダム。東京から５０㎞、横浜・川崎から３０～４
０㎞と大都市近郊に位置する宮ヶ瀬ダムは、神奈川県の水瓶として治水・
利水の両面に貢献するダムです。」

カラー／１５分
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年 タイトル
１６ミリ
(１０-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　容 分

平成６年度～
平成１０年度
（１９９４～
１９９８）

津久井町　町勢記録映画
平成６年度～平成１０年度

12341

＜平成６年度＞・串川中学校に可動式プール完成／・平成２年以来継続
の公共下水道工事進む／・津久井町合唱館が青根緑の休暇村に完成
／・国体馬術競技場工事始まる／・第９回やまびこ祭　＜平成７年度＞・
公共下水道通水式典／・県と津久井４町で合同防災訓練／・第１０回やま
びこ祭／・町制４０周年写真展＜平成８年度＞・津久井町串川ひがし会館
落成式／・水源文化都市をめざして都市整備進む／・国体馬術場完成、
関東ブロック馬術大会開催＜平成９年度＞・新境橋完成／・道志川の美し
い自然／・津久井湖の風景＜平成１０年度＞・津久井町内聖火リレー／・
国体馬術の部開会式／・国体馬術の部競技風景／・表彰式、閉会式／・
大会会場での津久井物産店の様子
※１：２０以降に暗くなる箇所が２回あります。

カラー／１０９分

平成８年度
（１９９６）

水辺から歌が聞こえる
～水源文化都市 津久井～

12331

東京の女子高生が「第５回 遙かな友に 道志川合唱祭」に参加して、津久
井町でつくられた「はるかな友に」を歌うため、曲想を高める目的で津久井
町を訪れる。横浜水道局青山水源事務所、道志川、津久井ダム等を探索
する。（１９９６年制作）

カラー／２５分

平成９年度
（１９９７）

こんにちは神奈川
自然がいっぱい
　　私たちのふるさと ～城山～

12347

城山町城北地区は水田が多くあり、ホタル・木の実・草花がいっぱいの谷
あいの里である。自然保護団体「プチエコじょうほく」という名で地域の
人々が自然を守る活動に取り組んでいる。休耕田を利用して水路を作り、
カワニナ，サワガニ、トンボを生育させ、絶滅が心配された源氏ホタルを甦
らせた。また川沿いにあじさいを植樹し、あじさいとホタルの里をめざして
自然保護に取り組んでいる。

カラー／１４分

平成１０年度
（１９９８）

秋葉神社の火まつり 12350

＜１９９８．３．１５＞
相模湖町の秋葉神社では2mの松明60本に灯をつけて、幻想的な「炎の
祭」が始まった。この松明は地域の方々が松の根（ヒデ）を集めて作った
物で120本用意された。ここ横橋地区では冬は「火祭り」、夏は「ホタル」が
見られる。

カラー／８分

平成１０年度
（１９９８）

夢を繋いだ 感動のドラマ
－かながわ・ゆめ国体
　　　　　　　　　　城山町の記録－

12346

平成10年秋の神奈川ゆめ国体のホッケー会場となった城山町の準備から
大会終了までの記録。準備から大会運営に関わった町民ボランティアの
活躍を中心に記録した。花いっぱい運動、夢アート募集、街頭キャンペー
ン、クリーンアップ作戦などの取り組みを描く。10月25日原宿運動公園で
の開会式に始まり感動、出会い、すばらしい思い出を作ってホッケー大会
は無事終了した。

カラー／３０分

平成１０年度
（１９９８）

こんにちは神奈川
～北相模路に残る 石のいぶき～

12332

旧津久井郡には石積みの職人（石工）が多かった。藤野町佐野川地区の
石垣、採掘場跡、小渕や相模湖町の石仏、津久井町の道祖神、寸沢嵐の
太子像などが残っている。最近まで行われた大工と石工の話し合いの場
であった「太子講」の様子を紹介している。（１９９８年制作）

カラー／１４分
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年 タイトル
１６ミリ
(１０-　)

ＶＨＳ
(４２-　)

ＤＶＤ
(８０-　)

内　　容 分

平成１１年度
（１９９９）

第５３回国民体育大会
かながわ・ゆめ国体
馬術競技会　神奈川県津久井町

12338

第５３回神奈川国体馬術競技会が津久井町で行われることになった。町
民総参加をめざして平成５年より準備を始め、参加１８０頭、３８０名、会場
入場者数３万人、総合優勝神奈川県で幕を下ろした。町民こぞっての参
加によるボランティア活動により、無事すばらしい式典・競技会が行われ
た記録。（１９９９年制作）

カラー／２９分

平成１３年度
（２００１）

かながわウォーク
津久井の秋を訪ねて…

12334
津久井町の紅葉を訪ねる旅。津久井湖城山公園、東慶寺（峯の薬師）、道
志川、三太旅館、奥相模湖など。青野原「道志川の家」の紹介とこんにゃく
作りの体験教室。（２００１年制作）

カラー／１４分

不明
かながわウォーク
～城山町で春と遊ぶ～

12342
山里の雰囲気が残っている花の園城山町を訪ね、俳句にチャレンジす
る。新緑の季節の城山湖、金刀比羅宮、カタクリの里、小倉橋をめぐる。さ
らに、本沢梅園の城山梅ワイン、城山鶏園、県立城山公園を紹介する。

カラー／１４分

平成１４年度
（２００２）

美しい自然を子供たちへ
～城山町の公共下水道～

12343

水と緑に町民の健やかさがこだまする。憩いある生活都市・城山。
城山町は京王線の乗り入れ等首都圏としての機能向上、県民の貴重な水
源としての役目などがある。一方、6月にはホタルが飛び交うなど城山湖、
金刀比羅神社等の美しい自然を守るため平成元年11月に公共下水道が
完成し、通水式が行われた。

カラー／１４分

平成１４年度
（２００２）

かながわウォーク
津久井の炭焼き

12335

津久井にはかつて数多くの炭焼き小屋があり人々はそれで生計を営んで
いた。（昭和２９年当時の映像）現在、炭焼きの継承をめざして、余暇を利
用して木炭・竹炭を作るグループ「炭遊舎」の活動、また数少ない青野原
の炭焼き職人の取り組みを紹介。（２００２年制作）

カラー／１４分

平成１５年度
（２００３）

藤野に疎開した画家たち
～甦るエトランジェ～

12840 12211

アジア・太平洋戦争末期、神奈川県藤野町に多くの人達が疎開してきた。
白樺派の作家・長与善郎、画家・藤田嗣治、佐藤敬、猪熊源一郎、脇田
和、中西利雄、伊勢正義、荻須高徳らの足跡と作品を追ったドキュメンタ
リー。

カラー／１１０分

平成１７年度
（２００５）

津久井町制５０周年記念
津久井町の歩んだ歴史
　　　　　　　　　　　　その５０年

12142
水源地として良質な水を供給するという永遠の役割を守るとともに、先人
たちがつくりあげてきた津久井の文化や伝統を、私たちの子や孫へ受け
ついでいきましょう。（津久井町長：天野 望）

カラー／３３分

平成２１年度
（２００９）

平成２１年度 中野神社祭典本部 12327

＜平成２１年７月２５日・２６日＞
旧津久井町中野の人々により、江戸時代から存続されている伝統行事、
中野神社祭礼の神輿渡御・山車運行を収録したもの。
中野神社神輿渡御／中野神社宮出し・中野神社宮入／お浜降祭／中野
神社祭礼山車運行／神事

カラー／５２分

不明
遥かな道
尾崎行雄の求めたもの

12431
明治二十三年、我が国初の総選挙に三十才で当選して以来六十三年の
議員生活を通して、尾崎行雄とその支持者が求め続けたものは何だった
のだろうか？

カラー／３３分
（一部白黒）
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