
No. 書　名 著　者 出版者 出版年 備考（県政10大ニュース、○の中はその年の順位）           請求記号

1
県政トピックス10年の歩み　1981(昭和56年)

～

　

千葉県企画部広報課 1992
C317/Ki21/1/81~91

C3170/19（西部）

2
県政トピックス　写真で綴る5年の歩み　1991

～96
千葉県企画部広報課 1996

C317/Ki21/1/91~96

C3170/15/96(西部)

3 県政トピックス　2001～2008 千葉県企画部広報課 2009
C317/Ki21/1/01~08

C3170/3/08（西部）

4 千葉県の歴史　別編年表
千葉県史料研究財

団／編集
千葉県 2009

平成19年度までの千葉県の主な出来事（政治・経済、社会・文化・その

他）が日付順に記載されています。
C20/1/3-6

5 幕張メッセ公式ガイドブック 千葉日報社 1989
平成元(1989)年①　わが国初の本格的なコンベンションセンター施設

「幕張メッセ」がオープン
C678/MA38/7

6 東京湾横断道路のすべて
日経コンストラク

ション／編
日経BP社 1997

平成元(1989)年②　東京湾横断道路の起工式を実施

平成9(1997)年②　東京湾アクアライン開通

平成12(2000)⑤　東京湾アクアラインの通行料金が、4,000円から3,000

円に引き下げられる

平成21(2009)年①　東京湾アクアラインの通行料金引下げ（800円）

C514/5

C514/1（西部）

C5141/1（東部）

7 THE GREEN CHALLENGE　Vol.1～11

千葉県ゴルフ場等

無農薬化推進連絡

協議会

1991

~2001
平成2(1990)①　ゴルフ場の無農薬化を推進 C629/ｺｻ/

8 千葉県の鉄道　昭和～平成の記憶 牧野 和人／著
アルファベータ

ブックス
2017

平成2(1990)⑦　JR京葉線が全線開業し東京駅に乗り入れ

平成4(1992)⑧　千葉急行線が千葉中央駅～大森台駅間で開業

平成6(1994)⑥　常磐新線の起工式

平成8(1996)①　東葉高速鉄道の開業

平成17(2005)③　つくばエクスプレスの開業

C686/119

C686/21（東部）

　　　　　　　　「平成から令和へー資料で辿る千葉県の30年」展示資料　　　　　　　　　　　　　　平成31年4月26日
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9 成田空港50年史　1966▷2016 成田国際空港 2017

平成3(1991)①　成田空港シンポジウムが開催

平成5(1993)①　成田空港円卓会議の開催

平成6(1994)①　成田空港円卓会議の終結

平成10(1994)⑤　運輸省・空港公団が成田空港における「地域と共生

する空港づくり大綱」を公表

平成14(2002)①　成田空港の暫定平行滑走路が供用開始

平成27(2015)②　成田国際空港の第3旅客ターミナルビルが開業

C687/56

10

女性の目でみたまちづくりキャンペーン記録

集　いつまでもふるさと千葉市を愛しつづけ

たい　千葉市政令指定都市移行記念

千葉市企画調整局

女性行政推進室
1993

平成3(1991)⑤

千葉市の政令指定都市移行が正式決定
C318C/C42/34

11 富士石油(株)袖ケ浦製油所事故調査報告書 高圧ガス保安協会 1993
平成4(1992)②

富士石油㈱袖ケ浦製油所で爆発事故が発生

C575/KO11/1

C5750/1（西部）

12
わが青春の谷津干潟　ラムサールへの道・森

田三郎・干潟を守るたたかい
本田 カヨ子 崙書房出版 1993

平成5(1993)④　谷津干潟がラムサール条約の登録湿地として登録 C96/H84/2

J916/ﾎｶ（中央児童）

13 人みち未来　千葉国道40th
千葉国道40th記念

誌編集部会／編集

国土交通省関東地

方整備局千葉国道

事務所

2003

平成7(1995)②　館山自動車道（千葉～木更津間）の開通

平成19(2007)②　館山自動車道（東関東自動車道千葉富津線）が全線開

通

平成25(2013)②　首都圏中央連絡自動車道(圏央道）の東金JCT～木更津

東IC間が開通

平成30(2018)①　外環道（三郷南IC～高谷JCT）が開通

C685/19

C685/8（西部）

C685/2（東部）

14 阪神・淡路大震災支援活動記録 千葉県水道局 1996
平成7(1995)⑧

阪神・淡路大震災の被災地への支援
C3693/288

15 房総災害史年表　戦後　【～平成23年】
千葉県文書館県

史・古文書課
2018

平成8(1995)②　台風17号により、死傷者27名をはじめ住家浸水、道路

損壊等の多大な被害が発生

平成25(2013)⑤　台風第26号により、死傷者23名をはじめ、住家損壊等

の多大な被害が発生

平成26(2014)年④　大雪・暴風雪により、死傷者・農業用施設損壊等の

多大な被害が発生

C201/35

16

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例申請の手引き 千葉県 2014
平成9(1997)年③

都道府県レベルで全国初めての「残土条例」を制定
C5197/33/14
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17
夢をつないで　千葉都市モノレール20年のあ

ゆみ

千葉都市モノレー

ル
1999

平成11(1999)年⑧　千葉都市モノレール千葉駅・県庁前駅間開業により

全線開業
C686/17

18 激走!高橋尚子　シドニーを駆け抜けた青春
増田 明美／編・監

修
早稲田出版 2000

平成12(2000)年①　シドニーオリンピックで、高橋尚子選手が日本女子

陸上競技史上初の金メダルを獲得し県民栄誉賞を受賞

7823/G32（西部）

C7823/4（東部）

19 牛海綿状脳症(BSE)の発生に伴う経過と対応 白井市 2002
平成13(2013)②　日本で初めて牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛が白井

市で確認される。

C649/1

C649/3（西部）

20 三番瀬円卓会議のあゆみ
三番瀬再生計画検

討会議事務局
2004 平成13(2013)③　三番瀬の埋立計画の中止を表明

C5198/43

C5198/25（西部）

C5198/18（東部）

21 手賀沼の生態学　2016 浅間 茂／著 たけしま出版 2016
平成14(2002)⑦

手賀沼が27年間続いた湖沼水質全国ワースト1を返上

C452/35/16

C452/12（西部）

22
千葉ロッテマリーンズ変革の300日　プロ野球

を変えたキーマンの証言
スリーライト 2006 平成17(2005)①　千葉ロッテマリーンズ、31年ぶりの日本一 C783/49

23 耐震偽装　なぜ、誰も見抜けなかったのか 細野 透／著 日本経済新聞社 2006 平成17(2005)①　姉歯建築設計事務所による耐震構造計算書偽装事件 52491/21（東部）

24

駆け抜けた1000日障害者条例3年の軌跡　障害

のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県

づくり条例3年間の成果集

千葉県健康福祉部

障害福祉課
2010

平成18(2006)①　障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づく

り条例」の制定

C369/230

C3692/14（西部）

C369/33（東部）

25
あたご事件　イージス艦・漁船衝突事件の全

過程
大内 要三／著 本の泉社 2014

平成20(2007)年①　海上自衛隊イージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」

の衝突事故

C557/2

C557/1（西部）

26
救命救急フライトドクター　攻めの医療で命

を救え!
岩貞 るみこ 講談社 2011 平成20(2007)年⑨　「ドクターヘリ」2機目の導入～救急医療体制

C498/82

J498/ｲﾙ(中央児童）

27

千葉県 「ポテンシャル日本一」県の実力　地

域特集 森田健作知事インタビュー　月刊事業

構想 2018年2月号(通巻第65号)

森田健作
事業構想大学院大

学出版部
2018 平成21(2009)年②　森田健作千葉県知事が就任 C602/26

28
第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」報

告書

ゆめ半島千葉国体

実行委員会
2011

平成22(2010)年①　第65回国民体育大会・第10回全国障害者スポーツ大

会(ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会）開催

C78/ﾕﾊ 3

C78/19（西部）

C78/35（東部）
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29 夢をつなぐ　山崎直子の四〇八八日 山崎 直子／著 角川書店 2010 平成22(2010)年⑥　宇宙飛行士山崎直子さんへの県民栄誉賞の授与
C538/7

C538/2（西部）

30 東日本大震災の記録
千葉県防災危機管

理部
2013 平成23(2011)①　東日本大震災で本県にも大きな被害

C3693/146

C3693/39（西部）

C3693/26（東部）

31
ちばアクアラインマラソン2016実施報告書

海を走ろう～アクアラインの風にのって

ちばアクアライン

マラソン実行委員

会

2017

平成24(2012)②　「ちばアクアラインマラソン」を開催

平成26(2014)①　「ちばアクアラインマラソン2014」を開催

平成28(2016)⑦　「ちばアクアラインマラソン2016」を開催 ～車いす

ハーフマラソンを新設、外国人ランナーの増加

C782/8/16

C7823/7（東部）

32
2020年東京オリンピック・パラリンピックに

向けた千葉県戦略

2020年東京オリン

ピック・パラリン

ピックCHIBA推進

会議

2015

平成27(2015)年①　2020年東京オリンピック・パラリンピックが幕張

メッセで開催へ

平成28(2016)年①　2020年東京オリンピック「サーフィン」競技の本県

開催決定

C317/95

33
佐原の大祭　「ユネスコ無形文化遺産登録」

「日本遺産指定」記念

佐原アカデミア／

編
言叢社 2017

平成28(2016)年②　香取市「佐原の山車行事」を含む「山・鉾・屋台行

事」がユネスコ無形文化遺産に登録

平成28(2016)年④　「北総四都市江戸紀行」が日本遺産に認定

C386/189

C386/42（東部）

34
市原市田淵の地磁気逆転地層　「チバニア

ン」への道

市原市教育委員会

ふるさと文化課
2017

平成29(2017)年②　市原市田淵の地磁気逆転期地層を国際地質科学連合

へ申請、唯一の候補に～地質年代に「チバニアン（千葉の時代）」命名

へ

平成30(2018)年⑤　市原市の「養老川流域田淵の地磁気逆転地層」が国

の天然記念物に指定

C456/5

35 史跡加曽利貝塚　総括報告書第1~3分冊
埋蔵文化財調査セ

ンター 編
千葉市教育委員会 2017

平成29(2017)年⑧　加曽利貝塚」が国特別史跡に指定 ～千葉県初の指

定。貝塚としては国初
C231/G01- 142/1~3

※請求記号欄の（）がついている資料は個人貸出しが可能です。（）がついていない資料は千葉県立中央図書館千葉県資料室で所蔵しています。

※「県政10大ニュース」は千葉県ホームページで平成７年から閲覧できます。http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/houdou/news/index.html


