
今回公開したのは以下の写真データです。「デジタルアーカイブ」→「詳細検索」の画面で
該当する資料の「写真番号」または「写真名」を入力して検索ください。
※利用制限が「一部制限」の資料の他の写真データをご覧になりたい場合は文書館までお問合せください。

写真番号 写真名 年代 利用制限
82526 国へ陳情(新幹線) 平成05.04.22
82527 ピタリ君 平成05.04.26
82528 ラムジー市教育長表敬 平成05.04.20
82529 ナホトカ市長表敬 平成05.04.20
82530 陶芸館､水仙ランド 平成05.04.16
82531 運動公園､丹スポロード 平成05.04.16
82532 丹スポロード､平成の湯 平成05.04.16
82533 水仙の里 平成05.04.16
82534 園芸試験場 平成05.04.16
82535 ふくい健康の森 平成05.04.05
82536 第五回美浜五木マラソンNo.1 平成05.04.18
82537 第五回美浜五木マラソンNo.2 平成05.04.18
82538 マレットゴルフ､県競技馬 平成05.06.10
82539 敦賀新港 平成05.06.08
82540 福井と世界を結ぶ女性フォーラム 平成05.05.29
82541 中部縦貫総会 平成05.05
82542 サンドーム福井起工式 平成05.05.13
82543 アジュカの花(武生市) 平成05.05.21
82544 中国大連 1 平成04.09.23
82545 中国大連 2 平成04.09.23
82546 ハルピン 平成04.09.23
82548 福井空港フォーラム‘93 No.1 平成05.05.30
82549 福井空港フォーラム‘93 No.2 平成05.05.30
82550 福井空港フォーラム‘93 No.3　部会 平成05.05.30
82551 福井空港フォーラム‘93 No.4 平成05.05.30
82552 福井空港フォーラム‘93 No.5 平成05.05.30

82553
福井県立大学芦原セミナー、生物資源開発研究センター
開設記念式

平成05.06

82554 緑の少年団 平成04.07.29
82555 浙江省･センイ 平成05.06.15
82556 エネルギー研究センター委員会 平成05.06.18
82557 紹興市長表敬 平成05.07.15
82558 朝倉石仏 平成05.09
82559 湊川親方知事表敬 平成05.10.15
82560 浙江省長テクノポート視察 平成05.10.07
82561 中国江蘇省教育視察団表敬 平成05.10.18
82562 県立大学祭 平成05.11.07
82563 ‘93ふくいインビテーションフェアin TOKYO 平成05.11.19
82564 ふくいの活性化を考える東京会議 平成05.11.19
82565 作曲家招待(小浜) 平成05.11.22
82566 豊かなふるさとづくり全国フォーラム 平成05.11.27
82567 けんこうスポーツセンター一般競争入札 平成05.12.13
82569 ふるプロクイズ抽選会 平成05.01
82570 浜美枝会見
82571 ボランティアフェス記念像除幕式 平成06.01.18
82572 年頭記者会見 平成06.01.04
82573 米国総領事館来県 知事表敬 平成06.01
82574 毛利衛さん知事表敬 平成05.08.09
82575 スキージャム勝山 平成05.12
82576 北陸高校(甲子園ベスト8)副知事表敬 平成04.08
82577 いまだて芸術館
82578 WIN350 新幹線 平成05.03
82579 丹プラ（サンドーム建設準備） 平成05.01
82580 水仙と親子紙すき 平成05.02
82581 プロフィール、福井物語
82582 海外ピアニスト来校 平成05.06.05
82583 県立博物館 平成05.01
82584 建設現場
82585 水仙出荷
82586 水仙
82587 水仙つみとり、バラ大杉（福井県指定文化財）
82588 水仙 越前町



82589 水仙娘
82590 水仙
82591 和泉村
82592 和泉スキー場 平成05.02
82593 上志比　越前竹原駅
82594 大野　朝倉義景史跡、お清水、朝市
82595 織田町
82596 OTAIKO響 ’92
82597 プロフィール
82599 広報コンクール
82600 朝倉氏遺跡周辺
82602 朝倉氏遺跡周辺
82603 羽水高校建設中、一乗谷復元図 一部制限
82604 興行寺
82605 羽水高校　一乗谷
82606 交通安全教室
82607 武生国際音楽祭'92 平成05.06.07
82608 武生
82609 ’92　日・ロ親善テニス in 武生 平成05
82610 衛生研究所 エイズ抗体検査
82611 エイズ講演会 平成05.11.24
82795 ‘75県政ハイライト（カラーテロップ） 昭和50.12.28
82796 戦後福井　保健婦修了式 昭和25
82797 戦後福井　福井保健所 昭和26

82798
戦後福井　日本保健所(福井)加賀吉崎線、中角橋、芝原
取入口、高志高校

昭和27

82799
戦後福井　農村慰問演芸会（麻生津小）、職員体育大会、
鯖江保健所、北信五県労働委員会

昭和20年代

82800 戦後福井　移動保健所(河合村）、高屋橋九頭竜堤防改修 昭和27.08.21
82801 戦後福井　金津保健所落成式、和敬学園 昭和28.04
82802 戦後福井　金津保健所 昭和28.04
82803 義宮、繊協ビル
82804 義宮、人絹会館
82805 義宮、東尋坊
82806 義宮、足羽山
82807 義宮、丸岡城
82808 義宮、芦原
82809 義宮、永平寺
82810 義宮、岡本神社
82811 義宮、岡本
82812 義宮、歴史館
82813 義宮、博物館
82814 義宮、福井精練
82815 義宮、福井駅
82816 戦後福井　グラフNo.1、赤ちゃんコンテスト・田園の子守り 昭和34.11.06

82817
戦後福井　グラフNo.2、老人集会、羊の品評会、放水訓練
等々

82818 戦後福井　グラフNo.3、織物工場、陸橋工事等々

82819
戦後福井　グラフNo.5、県警防災訓練、福井県家畜保健
衛生所等々

82820
戦後福井　グラフNo.6、大型トラック交通事故現場・住宅団
地

82821
戦後福井　グラフNo.7、学校給食（春山小）、成人病検診、
竣工式、繊維展等

昭和36.01

82822 戦後福井　グラフNo.8、越前竹細工、献上カニ、警察

82823
戦後福井　グラフNo.9、80周年記念式典、置県80周年記
念用、敦賀県区分表等々

昭和36.05.03 一部制限

82824
戦後福井　グラフNo.10、生ワクチン検査・福井県の物産と
観光展・功労者慰霊祭等々

82825 グラフNo.11、第二室戸台風被害等々
82826 グラフNo.12、近代経営展・敦賀市航空写真等々 昭和34.08
82827 グラフNo.13、織物福井の現状と将来、製反工場等々
82828 グラフNo.14、県庁等々
82829 県議会　状況、産業視察等々
82830 県議会　台風67号被害
82831 福井県内の橋
82832 県議会　318
82833 ネガアルバム　九十九橋（福井市） 昭和61.05.09
82834 ネガアルバム　上志比児童館 昭和61.05.11



82835 ネガアルバム　八ケ峰自然休養村（名田庄村） 昭和61.05.15
82837 ネガアルバム　浄法寺山青少年旅行村（浄法寺山） 昭和61.05.18
82838 ネガアルバム　期成同盟会総会（福井厚生年金会館） 昭和61.05.19
82839 ネガアルバム　市町村長会議（福井市ユアーズ） 昭和61.05.19
82840 国際青年婦人の船　出航（敦賀港） 昭和61.07.24-8.06
82841 国際青年婦人の船　船上 昭和61.07.24-8.06
82842 国際青年婦人の船　ハバロフスク 昭和61.07.24-8.06
82843 国際青年婦人の船　タシケント 昭和61.07.24-8.06
82844 国際青年婦人の船　ブハラ 昭和61.07.24-8.06
82845 国際青年婦人の船　ブハラ、サマルカンド 昭和61.07.24-8.06
82846 国際青年婦人の船　ペンジケント 昭和61.07.24-8.06
82847 国際青年婦人の船　サマルカンド 昭和61.07.24-8.06
82848 国際青年婦人の船　サマルカンド、モスクワ 昭和61.07.24-8.06
82849 国際青年婦人の船　船上 昭和61.07.24-8.06
82850 外人教師による英語の授業風景（武生東高校）N0.228 昭和62.07.15
82851 ハイタッチ 昭和62.07.15
82852 中小企業産業大学 昭和62.07.17
82853 ハイタッチ商品（特産技術部） 昭和62.07.21
82854 アメリカ、アーリントン代表団　県庁表敬訪問（県庁） 昭和62.07.22
82855 アメリカ、アーリントン代表団　海水浴（鷹巣海水浴場） 昭和62.07.22
82856 アメリカ、アーリントン代表団　歓迎会（福井駅ビル） 昭和62.07.22
82857 県民サロン 昭和62.07.22

82858
西ドイツ、スポーツ少年団　スポーツ交流・バーベキュー
（国見岳展望台）

昭和62.07.24

82859 西ドイツ、スポーツ少年団　海水浴（鷹巣海水浴場） 昭和62.07.24

82860
アメリカ、アーリントン代表団　歓迎レセプション（今立町福
祉センター）

昭和62.07.24

82861 第14回日独スポーツ少年団同時交流（国見岳展望台） 昭和62.07.24
82862 副知事辞令交付式（知事室） 昭和62.07.24
82863 副知事記者会見（特別会議室） 昭和62.07.24

82864
西ドイツ、スポーツ少年団　バーベキュー、スポーツ、海水
浴（国見岳・鷹巣海水浴場）

昭和62.07.24

82865 黒崎トンネル開通式（越前町） 昭和62.07.25
82866 総務庁紹ヘイ外国青年団　到着（JR福井駅） 昭和62.07.30

82867
総務庁紹ヘイ外国青年団　紙すき体験（今立町パピルス
館）

昭和62.07.31

82868
21世紀ビジョン懇話会「快適な社会基盤の形成を考える部
会」

昭和62.07.31

82869
総務庁紹ヘイ外国青年団　県庁表敬訪問（県庁6階会議
室）

昭和62.07.31

82870
総務庁紹ヘイ外国青年国際フォーラム、ふくいヤングフェ
スティバル（社会福祉センター）

昭和62.08.01

82871 総務庁紹ヘイ外国青年団（大本山　永平寺） 昭和62.08.03
82872 北陸新幹線建設促進同盟会（福井厚生年金会館） 昭和62.08.03
82873 市町村長会議（厚生年金会館） 昭和62.08.04
82874 劇団たけぶえ（武生市の公民館） 昭和62.08.04
82875 宇宙少年団（県立博物館） 昭和62.08.06


