請求番号

ファイル名

年代幅

主な内容物（作成主体「タイトル」巻号）

備考

0018-F1-0001

東京都江東区

2003 2007

「水辺のまちの形成史」，「江東区観光イラストマップ」，「東京水辺ライン時 江東区関係のパンフレット、
チラシ類。
刻表2007年4月現在」ほか

0018-F1-0002

中島正氏

1983 1995

日本協同体協会「月刊緑健文化」（No.313,319,322,324,327,334），全国自
然養鶏会「自然卵養鶏便り 別冊鶏声」ほか

0018-F1-0003

田沼博明氏

1999 2008

田沼博明「へんじゃないかい通信」(No.23-24,36‐39,42‐43,46‐47,50,57‐
58,62‐67,69‐72,74,79,85‐86)ほか

千年の森

「中央防波堤外側埋立処分場・新海面処分場」，千年の森づくり実行委員 林化計画に関するパンフレッ
1994 2004
ト、新聞・雑誌記事切抜きな
会「千年の森づくり基本構想（案）」ほか

公開評価

中島正氏が書いた記事等。 要審査

東京湾ゴミ処分場植林・森

0018-F1-0004

どを含む。

0018-F1-0005

秋山郷／苗場山 No.1

2001 2006

田村勝正「北信州秋山郷の自然と暮らしを学ぶ／“焼畑の火を囲む”」，秋
パンフレット等を含む。
山郷総合センターとねんぼ「秋山郷の地域文化」ほか

0018-F1-0006

フォレストエイド

1995

「千年の森『学生サークル』（仮称）企画書（案）」ほか

0018-F1-0007

木炭づくりブック（中村君作成）

1998 1999

國學院大學経済学部大崎ゼミナール「炭でエコライフ!!」，「ドラム缶を使う
炭焼き法」

0018-F1-0008

浜仲間の会

1993 1994 浜仲間の会「桧原ウッディーワーク通信」（No.68,75,77）

0018-F1-0009

筑後川水問題研究会

1987 1990

0018-F1-0010

[無題（別子銅山）]

「大阪の産業記念物」（第17号），葉賀七三男「日本産銅史と別子銅山」，
新居浜市別子銅山に関する
1993 1994 東予産業創造センター「“銅産業展'93”開催結果報告書」，「平成6年度新 各種資料。
居浜市生活文化まちづくり事業費補助金交付申請書」ほか

0018-F1-0011

電気業界

電気事業審議会資金問題懇談会「電気事業の資金問題に関する意見」，
電気事業に関する報告書等
1973 1976 電力経営研究会「電力経営革新への七つの提言」，東京電力株式会社
の複写など。
「昭和51年度電力施設計画の概要」ほか

学生サークル届出書類等を
要審査
含む。

筑後川水問題研究会「筑水研会報」（No.73,82,84,87,95‐
97,99,101,103,107）ほか

0018-F1-0012

農業用水合理化調査報告書

1979

千葉県企画部「農業用水合理化調査報告書」

報告書の複写。

0018-F1-0013

真野川ダム調査書

1975

福島県企画部水質資源対策室・地域開発コンサルタンツ「真野川上流地
域総合開発計画調査報告書」

報告書の複写。

0018-F1-0014

都市活動用水の使用実態調査
報告書

1973

東京都水道局計画部「昭和48年度都市活動用水の使用実態調査報告
書」

報告書の複写。

0018-F1-0015

[無題（ダム関係）]

長野原町企画課・長野原町ダム対策課「八ッ場ダム年表」，長野原町長桜
ダム建設に関する各種資
井武「八ッ場ダム建設にともなう地域開発及生活再建一般補償に関する 料、新聞切抜等を含む。
要望書」ほか

0018-F1-0016

［無題（コンクリートと海砂）］

日本コンクリート会議「海砂に関する調査研究報告書」，セメント協会「コン
クリート専門委員会報告／海砂の塩分含有量とコンクリート中の鉄筋の発 海砂を利用したコンクリート
1974 1975
錆に関する促進試験報告」，日本コンクリート会議「鉄筋コンクリートにお に関する調査研究資料。
ける塩化物の影響に関するシンポジウム発表報文集」ほか

0018-F1-0017

毛管土壌浄化法（2）

1976 1986

水温調査会「水温の研究」（第20巻第1号），新見正「下水汚泥を発生しな 毛管土壌浄化法に関する各
種資料。
い処理技術」ほか

0018-F1-0018

[無題（銅夢物語・新居浜）]

1994

銅を活かしたまちづくり研究会「銅夢物語・新居浜」

0010[別子銅山]関連資料

0018-F1-0019

水車むら

1981 1992

「水車むら通信」（No.4,6‐8,36,39‐40,43,45‐46,53‐54,57,64‐71）ほか

水車むらに関する各種資
料。

0018-F1-0020

ダム関係（下筌・松原）

0018-F2-0001

水道ニュース［1975‐1979］

1975 1979 「水道ニュース」（No.117,131‐136,139‐169）

No.140,141,142,144,146に重
複資料あり

0018-F2-0002

水道ニュース

1979 1988 「水道ニュース」（No.170,178-184,199,240-246,267-268）

No.240,241に重複資料あり

0018-F2-0003

日本河川開発調査会

1989 1993 「にほんのかわ」（No.46,54-55,60）ほか

ニュースレター、チラシ等を
含む。

0018-F2-0004

利根川研修

建設省関東地方建設局荒川下流工事事務所「荒川下流概要」，同荒川上
流工事事務所「荒川上流概要」，水資源開発公団「首都圏の水資源開
関東地方河川に関するパン
1976 1978
発」，建設省関東地方建設局利根川上流工事事務所「利根川上流概要」， フレット・冊子類。
建設省関東地方建設局「荒川」ほか

0018-F2-0005

三多摩問題調査研究会

1991 1993 三多摩問題調査研究会「野川を清流に」（No.69,73,75）

[空ファイル]

エントロピー学会「えんとろぴい」（No.3,5-6,9-10,12-13,18‐19,21），同事務
局「えす／エントロピー学会だより」（No.9-12,17-18,26,35）ほか

0018-F2-0006

えんとろぴい

1985 1991

0018-F2-0007

分散型エネルギー研究会

1989 1992 「分散型エネルギー」（No.2-4,11），「分散研事務局だより」ほか

0018-F2-0008

森林5

1994 1997 千年の森に集う会「千年の森プレシンポジウム報告書」ほか

0018-F2-0009

水の経済学

0018-F2-0010

エントロピー論

1981 1985

槌田敦「杉本大一郎氏の批判に答える」[経済セミナー原稿素案]，杉本大 私信、雑誌論文のコピーや
抜刷などを含む。
一郎「エントロピー論の効用と限界」ほか

0018-F2-0011

千年の森シンポジウム資料集

1993 1994

千年の森に集う会「千年の森に集う」，同「千年の森プレシンポジウム報告 シンポジウムの資料。
書」ほか

[無題（電気料金値上げ反対活
動等）]

旧料金で電気代を払う会「電気代は旧料金で―納得できないものは払え
ない」，同「電気料金値上げに関する東京都への抗議と要望」，同「旧料金
で電気代を払う会ニュース」（No.2-3.5），同「旧料金を払う会連絡ニュー
ス」（No.21），多摩ニュータウン諏訪永山公団住宅自治会他「天然ガスに
1974 1975 変わったらまるで今までと違います」，埋立と産業道路に反対する会「あお
い海」（4号），公害とたたかう京浜労働者会議「公害天国通信」（No.3），酒
田環境権訴訟の会「酒田市民のみなさん！住民パワーで住軽アルミと共
同火力を追い出しましょう」，福山から公害をなくす市民の会「公害ZERO」
ほか

電気料金値上げ等に対する
反対運動に関する会報やチ
ラシ・ビラなど。重複アイテム
を多数含む。

若松団地関係

船橋市若松2丁目団地賃貸自治会「若松団地」(No.11‐12,14‐15)，千葉の
干潟を守る会「習志野・幕張沖の干潟保護についての陳情」，日本住宅公
団原市団地自治会「はらいち速報」，習志野の埋立と公害に反対する会
1970 1971 「私たちの東京湾」（No.1），千葉の干潟を守る会「干潟を守る」（創刊号,第
2号），環境を守る会「海辺の声」（No.2），「埋立と産業道路に反対する会ミ
ニコミ」（No.3‐4），船橋市若松2丁目住宅管理組合「わかまつ」（No.10,1921）， 「広報ふなばし」(No.266,273,276,283)ほか

ミニコミ、ビラ、新聞切抜、パ
ンフレット、地図、手書きメモ
等を含む。重複アイテム多
数。

0018-F2-0012

0018-F2-0013

不明

要審査

新聞雑誌の切抜、コピー、ゼ
要審査
ミ論文要旨、メモなど。

[手書きメモ類]

埋立と産業道路に反対する会「埋立と産業道路に反対する会ミニコミ」
（No.3-5），習志野の埋立と公害に反対する会「私たちの東京湾」（No.1‐ ミニコミ、ビラ等を含む。重複
3），船橋の埋立と産業道路に反対する会「船橋の埋立と産業道路に反対 アイテム多数有。
する会ミニコミ」（No.2）ほか

0018-F2-0014

若松団地

1971

0018-F3-0001

筑水研会報No.7～

1979 1986 筑後川水問題研究会「筑水研会報」（No.7-50,52-53,55-56,58,62）

要審査

建設省関東地方建設局品木ダム水質管理所「品木ダム」，建設省関東地
方建設局八ッ場ダム工事事務所「八ッ場ダム計画概要」，「品木ダム水質
1981 1982 管理所の業務概要」，日本共産党群馬県本部ダム反対闘争委員会「われ
われは八ッ場ダムに反対する」，「反ダムツアー1982八ッ場ダム予定地」
ほか
水戸市役所「水戸市政だより」（No.555），水戸市下水道部「東部浄化セン
ター計画のあらまし」，水戸市下水道部業務課「水戸市の公共下水道」，
1982 1987 水戸市見川クリーンセンター「美しい環境と住みよい街づくりのために」，
処理場建設反対同盟郷土を守る会「地熱／渋井町郷土ニュース」（No.1115）ほか
日本プロジェクト産業協議会「関越総合水資源開発計画」，柏崎・巻原発
1984 1987
反対県民共闘会議「放射能を残して水を盗る」ほか

0018-F3-0002

八ッ場ダム

0018-F3-0003

水戸市下水処理場反対M

0018-F3-0004

関越水資源総合開発

0018-F3-0005

わたらせ川・足尾銅山

両毛文化研究会「両毛民論ニュース」（No.1-3），建設省関東地方建設局
1976 1979 利根川上流工事事務所「渡良瀬遊水地調節池化工事の概要」，「鉱毒百
年の苦悩―毛里田地区土壌汚染図」ほか

0018-F3-0006

水車

1981 1983

0018-F3-0007

東京都水道局資料1985

東京都水道局「水道ニュース」（No.232-238），同「東京の水」，同「水質セ
1983 1985 ンター」，同「水運用センター」，東京都下水道局「ニュース東京の下水道」
（No.69）

0018-F3-0008

水の長期需給（１）

国土庁「長期水需給計画」，水資源基本問題研究会「水資源基本問題研
究会中間報告書」，建設省河川局「昭和65年にむけての水資源開発計画
新聞コピー、メモ等を含む。
1973 1985
と水利用」，国土庁「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本
計画」ほか

0018-F3-0009

水の長期需給（２）

1975 1979 国土庁水資源局「日本の水資源」，同「21世紀の水需要」ほか

0018-F3-0010

[無題（水源、河川に関する新聞
記事等）]

1980 1983

「ダム水没地にみる生活再建の条件（上・中・下）」，「滝沢ダム建設に関す
の切り抜き、ダム建設に関す
る交付金の監査措置請求書」ほか
る上申書のコピー等を含む。

0018-F3-0011

下川鉱山（生越報告）・不知火海
問題

1981

「地質学的観点からみた下川鉱山における高レベル放射性廃棄物地層処
論説のコピー等を含む。
分の危険性について（意見書）」ほか

0018-F3-0012

東京都水道財政

「工業用水道財政健全化計画案」，「水道事業財政健全化計画案」，東京
1975 1983 都上下水道財政調査会「東京都水道及び下水道料金の体系等に関する
調査報告」，東京都水道局「水道料金改定のお願い」

0018-F3-0013

神奈川県下水道統計

1979

「水車むらづくり通信」(No.1)，「水車むら通信」（No.19），水車むら会議編
「水車むら」ほか

0018-1-0015と関連

下水処理施設建設計画に関
するパンフレット、新聞記事
のコピーなど。
パンフレット、新聞記事のコ
ピーなど。
パンフレット、チラシ、メモ等
を含む。
出版案内、絵葉書等を含
む。

抜刷や雑誌記事のコピー、
手書きメモなどを含む。
その他に未整理の新聞記事

神奈川県土木部下水道課「昭和54年度神奈川県下水道統計」ほか

同一アイテムあり

0018-F3-0014

工業用水水処理調査

1973 1975 造水促進センター「工業用水使用合理化技術実態調査報告書」ほか

0018-F3-0015

上総掘（Ⅱ）アジア井戸ばた会

1982 1988

アジア井戸ばた会「井戸ばたニュース」（No.1-15,22,29），同「1987年アジ
ア井戸端会議年間活動報告」ほか

0018-F3-0016

足尾関係

1979 1980

水資源開発公団「草木ダム水質調査委員会報告書」，両毛文化研究会事 新聞切抜や記事コピー、地
図等を含む。
務局「両毛民論ニュース」（第3号）ほか

0018-F3-0017

東京の水を考える会（２）

1983 1984

東京の水を考える会「水通信」（No.1-3），同「水道料金問題に関する公開
お知らせ、手紙等を含む。
質問書」，地下水を考える会「東京多摩地域の地下水を守ろう」ほか

0018-F3-0018

SIL[歴史地理学会資料]

1986

「第29回 歴史地理学会総会・大会プログラム」ほか

0018-F3-0019

第１次ミンダナオ・プロジェクト報
告集

1984

アジア井戸ばた会「第１次ミンダナオ・プロジェクト報告集」

0018-F4-0001

新月ダム反対運動

1983 1985

新月ダム建設反対期成同盟「新月ダム建設を阻止するための共有地運
動促進趣意書」，同「声明文」ほか

新聞記事のコピーやメモ等
を含む。

0018-F4-0002

小貝川洪水

1981

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部「小貝川堤防決壊に伴う水防
活動概要書」ほか

地図や新聞記事、報告書な
どを含む。

0018-F4-0003

WORLD RIVERS REVIEW

「WORLD RIVERS REVIEW」（Vol.2No.6, Vol.3No.1, Vol.3No.4, Vol.4No.1-2,
1987 1992 Vol.5No.3-5, Vol.6No.1-2, Vol.7No.2），「INTERNATIONAL DAMS
NEWSLETTER」（Vol.2No1, Vol2No5）ほか

0018-F4-0004

日本のダム

宮ケ瀬ダム問題を考える県民の会「宮ケ瀬ダムは危険がいっぱい」（第4 新聞記事の切抜やコピー、
1982 1984 号），新月ダム建設反対既成連盟「もしもダムができたなら」，「沙流川を守 手書きメモやレジュメ等を含
む。
る会・会報」（第3号），全水協「水と人と」（第7号）ほか

0018-F4-0005

新月ダム計画（気仙沼市）

島津暉之「新月ダム建設問題に関する意見書」，宮城県気仙沼土木事務
各種資料のコピー等を含
1984 1985 所「新月ダム」，同「大川改修事業全体計画」，気仙沼市「新月ダム建設計 む。
画を理解していただくために」ほか

0018-F4-0006

東北土地改良

1981

農山漁村文化協会文化部「文化運動通信」（第3号），江刺土地改良区「広
雑誌記事の複写，新聞切
報江差土地改良」（号外），北下巾《大圃場》かんれんよもやまばなしの会 抜，地図，手紙等を含む。
「続はなし」（第8号,第9号）ほか

0018-F4-0007

ATT2004年

2004

「ATT第13回総会のご案内」，「第33号『ATT』発行に寄せて」，「第13回総 ATT流域調査研究所の運営
要審査
関係資料
会次第」ほか

お知らせ、総会資料等を含
む。

要審査

学会報告のレジュメ等を含む。

要審査

節水運動をすすめる連絡会「節水運動通信」（第1号），地方自治センター
「地方自治通信/特集都市と水」，上下水道料金値上げに反対し東京の水
を考える会「水道、下水道料金値上げ問題に関する公開質問書」，同
1983 1984
「ちょっとまて！上下水道料金の値上げ」，全水道東京水道労働組合「上
下水道料金値上げ反対財政合理化反対に向けて」，同「東水労情報」
（NO.8）ほか
「ヒューマン/都市と環境」（Vol.16,No.3），厚生省環境衛生局水道環境部
1982 1983 産業廃棄物対策室「昭和58年度産業廃棄物担当職員研修会テキスト」ほ
か

水道料金値上げ反対運動に
関するミニコミ、冊子、パンフ
レットなど各種資料を含む。

0018-F4-0008

東京都水を考える会（１）

0018-F4-0009

廃棄物と都市

0018-F4-0010

すくみち①今帰仁歴史資料館
（準）

1989 1991 今帰仁村教育委員会・今帰仁村歴史資料館準備室「すくみち」（No.1-18）

0018-F4-0011

開発教育協議会

1996 1998

開発教育協議会「開発教育ニュースレター」（No.59-71,72），同「『開発教
育』ってなあに／開発教育Q＆A集」ほか

0018-F4-0012

湖沼シンポジウムin浜松

1992

「湖沼シンポジウムin浜松」，「浜松市の都市計画」

0018-F4-0013

水―びわ湖

1973 1974 大津市民新聞社「大津市民新聞」（No.17,23）ほか

0018-F4-0014

宮ヶ瀬ダム（２）

共産党愛川町支部「宮ヶ瀬ダムははたして安全か」，宮ヶ瀬ダム問題を考
える県民の会「その建設、ちょっと待て！／宮ケ瀬ダムよ、おまえは問題
がおおすぎる！」，同「その建設、ちょっと待て！／宮ケ瀬ダムなんかいら 論考や報告書のコピー、ハ
1978 1984
ないのに」，同「その建設、ちょっと待て！／宮ヶ瀬ダムをやめて山を緑の ガキ等を含む。
水がめに」，同「その建設、ちょっと待て！／宮ケ瀬ダムは危険がいっぱ
い」ほか

0018-F4-0015

宮ヶ瀬ダム（３）ゼミナール

1986

宮ヶ瀬ダム問題を考える県民の会「私達の水需要予測／宮ヶ瀬ダムは必
手書きのレジュメやノート、
要か」，大崎ゼミナール「宮ケ瀬ダムに関する調査のお願い」，「宮ケ瀬ダ 台本等を含む。
ムに関するアンケート調査集計」ほか

0018-F4-0016

水（２）

1975 1979

新月ダム建設反対期成同盟「けさらんぱさらん」（第2号），「臨時総会開催 手書きノート、新聞記事のコ
ピー等を含む。
について」，「わが家の地震対策」ほか

0018-F4-0017

森林とわたしたち

1989

全国林業改良普及協会「森林とわたしたち」（第1回～第4回），同「林業新
知識」（No.431）

0018-F4-0018

熱帯農業

1993 1996 伊藤一幸「熱帯農業との出会い」（「農薬」Vol.39No.4抜刷）ほか

新聞記事や答申案のコ
ピー、私信等を含む。

各種チラシ、パンフレット、払
込票、通知、礼状等を含む。

チラシ、新聞記事のコピー等
を含む。

伊藤一幸氏による熱帯農業
に関する雑誌論文の抜刷数
点。

岐阜県地方自治研究センター「自治研ぎふ／特集ダム建設に揺れる徳山 左記冊子に、新聞記事の切
抜のコピーが数点挟まれて
村」
いる。

0018-F4-0019

徳山ダム

1981

0018-F4-0020

只見ダム―金山町

全国農業構造改善協会「福島県大沼郡金山町における自然休養村整備
福島県金山町関係の冊子パ
1973 1983 の構想について／コンサルタント意見書」，福島県大沼郡金山町役場企画 ンフレット等を含む。
課「会津かねやま」，同「昭和60年をめざす町づくり」ほか

0018-F4-0021

流域下水道

境川流域下水道終末処理場反対同盟「境川」（第11号），矢作川流域下水
シンポジウム資料や雑誌記
1976 1980 道を考える会「矢作川・三河湾・流域下水道」，「相模川・宮ケ瀬ダムシン 事のコピー等を含む。
ポジウム」ほか

0018-F4-0022

八郷町データ

1996

「八郷町大増地区治山事業調査のお願い」ほか

國學院大學大崎ゼミナール
による八郷町大増でのアン
ケート調査。記入済みの調 要審査
査票、集計結果等を含む。
未整理状態。

0018-F5-0001

VIABLE TECHNOLOGY

1989 1998

分散型エネルギー研究会事務局「分散型エネルギー」（No.1,56,8,10,12），「シンポジウム『ソフトエネルギーと脱原発』報告書」ほか

株式会社ヴァイアブルテクノ
ロジーの株主総会の案内、
決算報告書等を含む。

0018-F5-0002

農民連合

1994

農民連合情報センター「ニュース農民連合」（No.5-6），農民連合・北信越
事務局「いのちと自由をまもるための日本大変革のシナリオ」ほか

チラシ等を含む。

0018-F5-0003

地域自立研

1985 1996

「農から霞ヶ浦が見える！／水と米を考える・水源自立シンポジウム」，農 研究会のお知らせやレジュ
メ、抜刷等を含む。
村生活総合研究センター「農村生活総合研究」（No.4-5）ほか

0018-F5-0004

ディアン・タマ

1999

「ドゥニアディアンタマ」（No.5）ほか

0018-F5-0005

目高舎

「目高舎文集」（5号,8号），「グループ目高社通信」（通巻No.153-154,156‐
論考のコピー等を含む。
1994 1998 159,172,175,179-180,210,214,218,223,232,263,271,273），林喜代美「グ
ループ目高舎手づくり生活の試み」（けやきブックレット）ほか

0018-F5-0006

原発反対運動（地域）

1972

東京水産大学自治会誌編集委員会「湧昇」（No.5），巻原発を作らせない
会「『石油がダメなら原発があるさ』論を打破しよう」，伊方斗争支援の会
「伊方通信」（No.17-18）ほか

要審査

要審査

チラシや封書等を含む。
「ドゥニアディアンタマ」
（No.5）2点あり。

意見書、メモ等を含む。

要審査

動力炉・核燃料開発事業団「より安全性を保つために／大洗工学センター
とその周辺の安全管理について」，同「東海事業所概況」，同「ナトリウム
機器構造試験室」，同「ナトリウム加熱蒸気発生器の研究開発」，同「高速 パンフレット、配置図等を含
む。
増殖炉の開発」，同「よみがえるエネルギー／使用済み核燃料の再処
理」，同「高速実験炉『常陽』」，科学技術庁原子力局「原子力発電の安全
とは」，日本原子力発電株式会社「東海発電所／東海第二発電所」ほか

0018-F5-0007

原子力発電所

1976

0018-F5-0008

原発反対M（都市）

原発・再処理工場反対運動情報・連絡センター「原発斗争情報」（No.15），
1975 1977 ひとりひとりが原子力の恐ろしさを考える会「ストップ・ザ・原発」（No.2,6）， チラシ等を含む。
「6.7反原発市民集会参加の呼びかけ」，「わかさ」（創刊号）ほか

0018-F5-0009

原子力はいらない！しっぽの会

1989 1990 原子力はいらない！しっぽの会「下北通信オジロワシ」（No.19-21）ほか

0018-F5-0010

埼玉の水

1988 1992

0018-F5-0011

森林の活動

国土緑化推進機構「学校林活用のすすめ／学校林の活性化のための『円
パンフレット、案内状等を含
1990 2006 卓会議』より」，同「ぐりーんもあ」（vol.35），「2006年国学院大學・岩手県紫 む。
波町間伐体験交流参加者文集」ほか

0018-F5-0012

井戸端マンスリー

1988 1994 「井戸端マンスリー」（No.14,18,27,30,32-48,臨時増刊号）

0018-F5-0013

陸前高田埋立反対本部

広田湾埋め立て開発に反対する会「美しい郷土／株式会社開発計画研究
所報告書批判」，同「広田湾工業開発計画と住民運動」，同「美しい郷土」
1972 1978 （No.1-5），広田湾埋立反対漁民期成同盟会「漁民の立場から見た広田湾 2部ある資料あり。
埋め立て開発問題の経過と現況」，陸前高田市開発課「昭和49年度市勢
要覧」ほか

0018-F5-0014

鹿島開発

1974 1976 鹿島市民会議「鹿島市民しんぶん」（No.6,9,24,27,28）ほか

新聞や雑誌の切抜、メモ等
を含む。

要審査

0018-F5-0015

京葉コンビナート

千葉県開発庁港湾工業用水局「京葉フロンティア」，習志野市役所「広報
地図、封書、メモ、名刺、写
1970 1975 習志野」（No.258,264），東京都専門委員「東京港問題について（助言）」， 真等を含む。
東京瓦斯株式会社「根岸・本牧工業地帯の公害問題についてⅣ」ほか

要審査

0018-F5-0016

クルマ・道路

1973 1976

日高の町政を考える会「県水導入反対陳述書」，高杉晋吾「『県水導入』
は、高くて、まずくて、安全ではない水の押付けです！」ほか

チラシ等を含む。
新聞連載記事のコピーやチ
ラシ等を含む。

交通遺児を励ます会全国協議会「くるま社会を変革する」（No.1‐2），国道
雑誌論文コピー等を含む。
16号線公害対策研究会「環境破壊に抗して私達に何ができるか」ほか

0018-F5-0017

干潟を守る会

房総の自然を守る会「会報」（No.3,7-8），千葉の干潟を守る会「干潟を守
1972 1976 る」（創刊号,No.4-6,20），同「シロチドリ／谷津ひがたこどもつうしん」
（No.3）ほか

チラシ、お知らせ等を含む。

0018-F5-0018

浜松市佐鳴湖

1987 1991

公園を愛する会「みどりの瓦版」（創刊号～第3号），「佐鳴湖をよくする市
民の集い講演記録」，「みどりの国際シンポジウムin浜松講演記録」ほか

通知、新聞記事のコピー等
を含む。

0018-F5-0019

電気料金一部不払い運動

1974

住民情報資料センター「環境情報号外／特集・電力料金不払い運動」，東 パンフレット、記事のコピー
等を含む
京電力「東京電力の現況」，同「東電グラフ」（No.258）ほか

0018-F5-0020

有機農業2007－

2007

全国有機農業団体協議会「全有協通信」（No.1-6），「全国有機農業団体
協議会政策提言資料集」ほか

そのほか新聞記事のコピー
や論文抜刷、会議資料など

0018-F5-0021

林業パンフレット

1986 1989

日本林業土木連合会「国土を守り水をはぐくむ森林」，日本林業協会「森
林と水資源」，国土緑化推進機構「国土緑化」（No.116）ほか

パンフレット、チラシ等を含
む。

0018-F5-0022

筑後川

1984 1988

筑後川水問題研究会「筑水研会報」（No.51,57,59‐61,63-64,66-69,71,74チラシ、案内状等を含む。
83,85,88-90）ほか

0018-F5-0023

寸莎

同人寸莎「衣食住を考えるワークキャンプ」，EWC事務局「上稲子キャンプ
1979 1985 だより」（No.1‐4），「寸莎文庫だより」（68号），同人寸莎「花苆」（No.30,32- 案内状等を含む。
34,45）ほか

0018-F5-0024

農薬検査

環境監視研究所「環境監視」（No.8-11,15-17,24），九大食品薬品公害を告
1984 1992 発する会「ダイオキシン・ニュース」（No.21-22,26,28-30,32-36），日本子孫 チラシ等を含む。
基金「ＪＯＦ1000年love通信」（No.27-28,30）ほか

0018-F5-0025

棚田学会

2000

0018-F5-0026

森林今治

越智通寅「水土保全の森づくり複層林の意義」，入澤肇「最近の林政の動
林業に関する報告、雑誌記
1990 1994 向」（複写），小沢普照「森林の流域管理システム系における高蓄積持高 事等のコピー数点
要審査
循環経営論Ⅳ」（複写）ほか

日本ナショナルトラスト「報」（No.374）ほか

要審査

要審査

棚田学会のシンポジウム資
料、総会次第、決算報告な
ど。

ミニコミ、手書きメモ、論文コ
ピー、新聞切抜き、公開質問
状、ビラ等を含む。

0018-F5-0027

電気料金

1976

「わかさ」（No.7），「公害天国」（No.21）ほか

0018-F6-0001

町民だより

2007

「広報おがわおしらせ版」(No.49,51)，「広報おがわ」（No.650,652-653）

0018-F6-0002

棚田学会

1999 2007

「棚田学会通信」（No.1-4,6-7,12-14,22），「棚田ライステラス」（第26号），
佐賀県相知町「蕨野の棚田」ほか

学会に関する総会やシンポ
ジウム等のお知らせ、決算 要審査
報告などを含む

0018-F6-0003

ATT調査プロジェクト

2008

「トヨタ環境活動助成プログラム2008申請書」，「ＴＯＴＯ水環境基金応募
書」ほか

ＡＴＴ（荒川・多摩川・利根川
流域研究所）による助成金 要審査
申請書類など

0018-F6-0004

ＡＴＴ2007年度

2007 2008

「ATT流域研究所員名簿」，「第4回運営委員会」，「平成19年度通常総会」 ATT流域研究所の内部文書
要審査
類
ほか

0018-F6-0005

ＡＴＴ2008年度

2007 2008

「平成20年第２回ATT交流見学会『国分寺崖線の湧水群と史跡を散策す
る』」，「ATT流域研究所会則」「ATT第7回運営委員会議事録」ほか

0018-F6-0006

ＡＴＴ2009年度

2008 2009

ATT流域研究所「ATT研究情報」（No.40），「ATT総会議題」，「役職選出を ATT流域研究所の内部文書
要審査
類
めぐって大崎からの提案」ほか

0018-F6-0007

佐久間ダム

2006 2008

天竜川漁業協同組合「流砂促進現場見学会」，愛知県豊根村役場「佐久
間ダム流砂促進見学会資料」ほか

0018-F6-0008

静岡中田島砂丘2009年

2009

遠州灘プロジェクト「天竜川・遠州灘の土砂の動きの解明とその管理に向 そのほかに、新聞記事のコ
ピーを複数含む
けて」，長谷川武「中田島砂丘にようこそ」ほか

0018-F6-0009

築地市場

2006 2007

東京都中央卸売市場「市場のしおり」（2部），東京都中央卸売市場築地市 その他、新聞雑誌の切抜き
など
場「築地市場概要平成19年度版」，水産庁「図で見る日本の水産」ほか

ATT流域研究所の内部文書
要審査
類

そのほかに、写真複数枚、
新聞切抜きのコピーや論文
のコピーなどを含む

0018-F6-0010

神道青少年研修会 2008・10

2008

「青少年対策研修会要項」，「青少年対策研修会研修生名簿」，「青少年対
その他、左記の研修会での
策研修会日程表」，大崎正治「鎮守の森の公共的価値―CO2吸収調査か
配布資料など。鎮守の杜研
ら」，國學院大學大崎ゼミナール「神社林の環境貢献の測量調査マニュア 究についての記事集あり。
ル」ほか

0018-F6-0011

太田川ダム 2009年

2006 2007

太田川ダム研究会「静岡県土木部の太田川ダム堆砂容量計算の誤り」， その他、Yahoo!地図のプリン
トアウトなど。
「太田川ダム誘発地震からの住民安全確保願い」ほか

0018-F6-0012

環境 2008-9年

2008

「『川越緑の学校』の概要」ほか

0018-F6-0013

棚田資料１

幸田地区棚田活性化連絡協議会「棚田物語」，「アンケート結果報告書／ 各地のパンフレット、お知ら
せ、新聞雑誌切抜などを含
1998 1999 棚田物語資料編」，栗野町村おこし実行委員会「ゆたかだね、個性的だ
む。
ね、栗野だね。」，栗野町役場「'98鹿児島県栗野町町勢要覧」ほか

0018-F6-0014

利根川市民委員会

利根川流域市民委員会「シンポジウム報告集／利根川の未来を市民の
利根川流域市民委員会関係
手に！」，利根川上流河川事務所「首都圏氾濫区域堤防強化事業につい
のお知らせ、Eメールのプリ 要審査
2006 2007
て（利根川）」，「利根川の本川と支川（直轄区間）における流下能力の不 ントアウトなど
足箇所の検討結果」ほか

0018-F6-0015

きらり水源村

0018-F6-0016

2008年棚田学会・棚田サミット

2008

「棚田学会シンポジウム／棚田米はどうして美味しいのか？」，「棚田学会
ほかにお知らせ、パンフレッ
会則（案）」，棚田学会「日本の原風景・棚田」（No.9），「平成20年度棚田学 ト、会費納入願など
会大会次第」ほか

0018-F6-0017

谷口吉光

2009

水源問題全国連絡会「水源連だより」（No.51），「国際関係思想・研究ネッ 新聞切抜の複写や研究会の
報告資料などを含む。
トワーク第8回研究会／プログラム」ほか

0018-F6-0018

社叢学会

2009

社叢学会事務局「鎮守の森だより」（No.40）

0018-F6-0019

同潤会アパート

0018-F6-0020

ジュゴンを見守る会

熊本県菊池市「きくちふるさと水源交流館」ほか

「同潤会アパートの建て替え状況」［書籍部分複写］ほか
チームマンタ「マンタ通信」（No.3），北限のジュゴンを見守る会「イシダイの
2004 2007 森に抱かれて」（Vol.23-24），同「沖縄のジュゴン保護のために確保すべき
生息環境についてのヒアリング及び文献調査」

新聞や漫画誌からの切抜き
など。「教育」と朱書きされた
切抜き記事なども含む。

NPO法人きらり水源村に関
する記事など

同潤会アパートの写真を含
む

要審査

0018-F6-0021

棚田

2008

「平成20年度棚田学会総会結果報告」，「丸山千枚田」，「蕨野の棚田」ほ パンフレットや新聞の切抜き
など
か

0018-F6-0022

ATT誌40号

2008

ATT流域研究所「ATT研究情報」（No.40[校正ゲラ]）

0018-F6-0023

八王子市白山神社、鎮守の森

2009

「八王子にサバイバルゲーム場計画」（朝日新聞2009年4月9日24面コ
ピー）ほか

新聞記事のコピーおよび
グーグルマップのプリントア 要審査
ウトなど

0018-F6-0024

ゴミとリサイクル

2008

「廃プラ『資源か可燃』」（産経新聞2008年3月20日切抜）ほか

新聞切抜、ゴミ問題に関する
論文（査読用）等

0018-F6-0025

利根川流域市民委員会

2007

「利根川の未来を市民の手に！」（シンポジウム「よりよい利根川水系整備
計画の策定をめざして」資料）ほか

0018-F6-0026

水源連

水源開発問題全国連絡会「ダムはいらない。」，同「水源連だより」
（No.42,44,56），同「川を住民の手に！国会シンポジウム２―ダム問題をあ 手書きメモ、チラシ、会費振
込票等を含む。「ダムはいら
2006 2010
らためて問う」資料集，八ッ場ダムあしたの会「Tomorrow」（Vol.10），寒霞 ない。」は2部あり。
渓の自然を守る連合会「寒霞渓からこんにちは」（No.2）ほか

0018-F6-0027

水 2008／1月～

1995 2008

0018-F6-0028

河川管理 2009

2009 2010 「反対署名5万人強」，「検証・八ッ場ダム／マニフェストの現場から」ほか

0018-F6-0029

河川管理 2008

2004

北海道自然保護協会ほか「サンルダムへの疑問／住民の意見が反映さ
れた天塩川の整備計画作成を！」，大熊孝「脱ダムを阻む『基本高水』」
（「世界」2004年10月号コピー）ほか

0018-F6-0030

環境税

1995

古井戸弘通「森林資源とその利用を把握する枠組み／森林資源勘定の 論文抜刷、新聞記事の切
研究動向」（「林業技術」No.645抜刷），「環境と共存する企業経営／グリー 抜、切抜のコピー、報告書の
一部コピーを含む。
ン・マネジメントを考える」（日本経済新聞1995年11月28日切抜）ほか

0018-F6-0031

棚田学会

「ガソリンより高い水／広がる瓶詰水論争」（産経新聞2008年6月16日切
抜）ほか

「棚田学会賞応募推薦書」，「石井進記念棚田学会賞規定」ほか

新聞記事・雑誌記事の切抜
やコピー、ハガキを含む。
要審査
2008年以前の記事もあり。
民主党政権発足後の八ッ場
ダム関係の記事を中心とし
た切抜やコピーを複数含む。
シンポジウムのレジュメ、新
聞記事の切抜、雑誌記事の
コピー、手書きメモなどを含
む。

要審査

[三重県紀和町丸山千枚田、鹿児島県栗野、水俣市久木野、奈良県室生
などの写真]

0018-F6-0032

日本の棚田

0018-F6-0033

棚田のフィルム・写真

1992

「タイの水田」，「Riu Terracesフィルム」，「東南アジアと日本の棚田を比較 フォトアルバム、フィルム、大
崎氏作成の資料など。
する」ほか

0018-F6-0034

社叢学会 2008～

2006

鎌倉市景観部「鎌倉市の古都保存法の制定と市民運動」（「公園緑地」
Vol.67 No.3）

0018-F6-0035

富津干潟ノリ養殖

2008

尾上一明「富津干潟と君津市漁業資料館」，「参考用資料」，「ATT流域研
見学ツアーの資料。
究所・見学用資料／人見浦漁業史抜粋」

0018-F6-0036

遠州灘砂丘

2006

静岡県「美しい遠州灘海岸を守るために」ほか

書籍の部分複写、写真十数
点などを含む

0018-F6-0037

今泉光司

今泉光治「勇気」

A４用紙2枚の手記

0018-F6-0038

クラス・シラバス

大崎正治「比較経済体制特論Ⅱ・研究Ⅱ」「比較経済体制研究（演習）」ほ 國學院大學のシラバス執筆
依頼や授業計画など。
か

0018-F7-0001

野川流域の自然 三多摩調査会

1976

三多摩問題調査研究会「野川流域の自然／市民が足で集めた調査資料」

0018-F7-0002

こめ需給・価格研究

1995 1997

大崎正治「タイ米過剰と未曾有の早食い」，同「メンツ保持のために四苦八 大崎正治氏による原稿やメ
モ、新聞記事の切抜等を含
苦する食糧庁」，同「米需給操作の腐敗」ほか
む。

0018-F7-0003

減反通達研究

1995 1996

減反やめよう！コメつくろう！全国ネットワーク「とりもどそう、日本の農
を！命の権利を！／減反政策差止等請求事件・訴状」ほか

大崎正治氏によるメモ等を
含む。

0018-F7-0004

減反文書

1993

水田営農活性化研究会「水田営農活性化対策のあらまし」ほか

同一アイテムの複写や通知
等を含む。

0018-F7-0005

減反ニュース 97－1999

1997 1999 「コメどころ岩手県東和町『自主減反提言』の波紋」ほか

雑誌記事のコピー、新聞切
抜を含む。

0018-F7-0006

コメの文化

1997 1998 「イセヒカリ試作栽培者検討会」ほか

生産者名簿、新聞記事のコ
要審査
ピー等を含む。

0018-F7-0007

米の会通信

「減反やめよう！コメつくろう！全国ネット通信」（Vol.11-13），米の自給を
守り食管を問い直す会「米の会通信」（No.52,54,57），提携米アクションネッ
1996 1999
トワーク「提携米通信」（No.18），「平成6年（行ウ）第327号減反政策差止
等請求事件」ほか

0018-F7-0008

棚田支援ネットワーク

棚田支援市民ネットワーク会報「棚田に吹く風」（No.1-2,5,7-13），全国棚 各種通知、会報号外、会合
1996 1999 田（千枚田）連絡協議会「棚田ライステラス」（No.7），「八坂村田んぼプログ 報告、会員名簿、振込用紙 要審査
等を含む。
ラム通信」（No.1）ほか

0018-F7-0009

食糧管理の現状と問題点

1987

総務省行政監察局「食糧管理の現状と問題点」[複写]

0018-F7-0010

千年の森

1991

「千年の森に集う」，「第2回『千年の森計画』会議報告書」，「第3回『千年
の森計画』会議報告書」

0018-F7-0011

紀州三重・ならの森

1997

「合宿について」ほか

ゼミ合宿の資料、手書きメ
モ、手紙など

0018-F7-0012

環境監視研究所

1989 1994

環境監視研究所「環境監視」（No.7,18-20,22-23,30-36,40），矢野恵子
「〔増補改訂版〕止めよう！ダイオキシン汚染」ほか

各種お知らせチラシ等を含
む。

0018-F7-0013

環境監視

1998 1999 環境監視研究所「環境監視」（No.62-68）ほか

0018-F7-0014

エントロピー学会

エントロピー学会「えんとろぴい」（No.15-17,20,22,25,27-28），エントロピー
シンポジウムプログラムや会
1984 1993 学会事務局「えす」（No.7,13-14,21,39,41,63-65），「へんじゃないかい通
要審査
員名簿などを含む。
信」（No.8）ほか

0018-F7-0015

水通信

1990 1993

河川湖沼と海を守る全国会議「山河崩壊」（No.5），東京の水を考える会他
各種通知等を含む。
「水通信」（No.17,20,27）ほか

0018-F7-0016

エココミュニケーションセンター

1993 1996

エココミュニケーションセンター編集室「水土里の森」（No.5,8-15,17-19,21- 各種お知らせ、募集要項な
どを含む。
26,28-29,36）ほか

「減反やめよう！コメつくろ
う！全国ネット通信」の
Vol.13は3部、「米の会通信」
No.57は7部ある。

各種通知、払込票等を含
む。

要審査

徳島県木頭村ダム反対

水源開発問題全国連絡会「資料集全国のダム計画の見直しを」，徳島県
新聞記事の切抜コピーなど
1993 1995 那賀郡木頭村「細川内ダム計画になぜ反対するのか」（複写），木頭村ダ を含む。
ム対策室「NO!ダム広報木頭」ほか

0018-F7-0018

土壌浄化法

全国市町村土壌浄化法連絡協議会「すばらしい自然の力ソイルエネル
ギー／土壌浄化法と補助事業」，京都府園部町「みんなの下水道」，毛管 新聞記事の切抜き、パンフ
1986 2000
浄化システム株式会社「集落下水道とニイミシステム」，筑後川水問題研 レットなどを含む
究会「筑水研会報」（No.65,70,91-92,94）ほか

0018-F7-0019

長良川

1995

長良川を愛する会「長良川だより」（No.124），「シンポジウム長良川河口堰
運用から二年その被害と現状を考える」（告知）

0018-F7-0020

たまがわ１

1996

「多摩川散策絵図」，「ATT」（No.8），「奥多摩遊歩カタログ＆便利マップ」， 奥多摩のパンフレットや新聞
東京都水道局「小河内ダム見学のしおり」，たましん地域文化財団「多摩 雑誌記事のコピーなどを含
む。
のあゆみ／特集小河内ダム」（Vol.87［複写］）ほか

0018-F7-0021

たまがわ２

東京都奥多摩町「水源のまちから」，たましん地域文化財団「多摩のあゆ 地図、パンフレット、雑誌記
1992 1996 み／特集多摩川」（Vol.82），多摩川ジュニア・ガイド編集委員会編「多摩川 事のコピー、助成金交付要
望書などを含む。
へいこう」，とうきゅう環境浄化財団「多摩川の概要」ほか

0018-F7-0022

行田資料

0018-F7-0023

環境と平和研究会Ⅰ

2009

横山正樹「サブシステンス志向＝開発主義の有効な展開をめざして」，古 研究会の報告資料、メール
のプリントアウト等を含む。
沢広祐「『グリーン・ニューディール』の可能性と限界」ほか

0018-F7-0024

水車むら通信

1995 2007

水車むら会議「水車むら通信」（No.74,80,83,86,92,98,109），「食品と暮らし 決算報告書、監査報告書等
を含む。
の安全」（No.115）ほか

0018-F7-0025

土壌浄化法ネットワーク

2000 2002 土壌浄化法ネットワーク「会報」（No.1-24）

0018-F7-0017

「埼玉県行田市古代蓮の里」，「古代蓮の里案内図」，「行田名物フライ
マップ」ほか

観光案内図、バス時刻表な
ども含む。

0018-F7-0026

小川町緑と水といのちを考える会「やませみ／反ゴルフ場通信」（創刊
号），同「ニュース」（号外）ほか

ゴルフ場

B５ルーズリーフの手書きメ
モ、同一アイテムを複数枚含
む。

多摩川

多摩川と生きる昭島市民の会・多摩川市民フォーラム「メダカの生息環境
と遺伝子」，東京都島しょ農林水産総合センター振興企画室「お知らせ―
チラシ等を含む。
2003 2007
多摩川におけるアユの遡上について」，小川羊「多摩川源流域の森と野生
動物」ほか

0018-F7-0028

森林６ 97年～

新聞雑誌記事の切抜やコ
ピー、お知らせ、募集案内、
1997 2007 「ミニ通信 森と木と人」（No.2[2部あり]），「JUON NETWORK」（Vol.18）ほか メールやウェブページのプリ
ントアウト、郵便物などを含
む。

0018-F7-0029

水通信と長良川

「長良川だより」（No.136,154,156-158），「水通信」（No.42），首都圏のダム
集会のお知らせ、各種案内
1998 2004 問題を考える市民と議員の会「八ッ場ダム」，「八ッ場ダム建設事業に対す などを含む。
る負担金の支出差止等を求める住民監査請求」ほか

0018-F7-0030

八ッ場ダム

国土交通省八ッ場ダム工事事務所「八ッ場ダム」，同「やんば散策マッ
プ」，群馬県長野原町川原湯温泉観光協会「かわらゆ温泉」，「八ッ場ダム チラシ、パンフレット等を含
2004 2007
住民訴訟３周年報告集会」（配布資料），八ッ場ダムを考える会「八ッ場ダ む。
ム」（No.9）ほか

0018-F7-0031

雨水利用システム

2005

雨水市民の会「あまみず」（No.39-40），「すみだ環境ふれあい館」，タニタ
雨水利用に関する企業パン
ハウジングウェア「トイレ雨水利用システム レインジャー」，同「雨水利用 フレット等を含む。
百科」，同「雨くんのひとり旅」ほか

0018-F7-0032

水フォーラム 2005年

2005

吉田隆久「2005年度 水フォーラム」，水フォーラム2005実行委員会「水
フォーラム2005資料集」

0018-F7-0033

東京の水を考える会

東京の水を考える会他「水通信」（No.4-15,18,21,23-24,26,28），地下水を
各種お知らせ・案内などを含
1982 1993 守る会事務局「地下水を守る会ニュース」（No.1-2,4），河川・湖沼と海を守 む。
要審査
る全国会議東京事務局「私たちの節水の手引き」ほか

0018-F8-0001

米の会通信

米の自給を守り食管を問い直す会「米の会通信」（No.36-39,49-50,54），
1992 2001 「減反問題研究会ニュース」（No.1-3），「減反やめよう！コメつくろう！全国 重複する号あり。
ネット通信」（vol.24），「沖縄民俗学会会報」（No.2）

0018-F7-0027

0018-F8-0002

保木本一郎「西ドイツ原子力施設許可手続きにおける住民参加」（「社会
科学研究」第33巻第3号抜刷），同「原子力開発における住民合意形成の
為の問題検討」（ＩＳＵ原子力シリーズNo.160）ほか

保木本一郎氏論文

1981

0018-F8-0003

霞ヶ浦

霞ヶ浦北浦をよくする市民連絡会議「霞ヶ浦北浦だより」（No.48,5354,58,60），「漁業・農業・工業・地域が共存共栄し、自然環境に配慮した常
陸川水門（逆水門）の柔軟運用と水位管理に関する提案」，「霞ヶ浦研究
1997 2006 会主催シンポジウム『霞ヶ浦の自然再生』について。」，国土交通省関東
地方整備局霞ヶ浦河川事務所「常陸川水門・閘門」，同「平成18年度事業
概要」，同「霞ヶ浦・常陸利根川管内図」，同「霞ヶ浦／事業のあらまし」，
水資源機構「利根導水路概要書」，同「千葉用水総合事務所の概要」ほか

0018-F8-0004

有機農業2008

1976 2008

0018-F8-0005

漁業資源と築地

東京魚市場卸協同組合「新市場問題について」（第3号），「築地市場協会
ニュース」（第6号），東京都中央卸売市場「市場のしおり」，東京都中央卸 手書きメモ、新聞やコミック
2006 2007
売市場築地市場「築地市場概要平成18年度版」，同「築地市場概要平成 誌の切抜などを含む。
19年度版」ほか

0018-F8-0006

社叢学会

2006 2008

0018-F8-0007

石鎚山

1990 1993 「石鎚社報」（No.438,447,464）ほか

石鎚山周辺地図などを含
む。

森林ＣＯ２測定文献

「神社林における炭素固定・炭酸ガス吸収量の測定方法」，「炭素収支の
測定法」，森林総研千葉「森林の炭素収支評価のための基礎知識」，千葉
1999 2000
幸弘「樹林地における成長量調査」，農林中金総合研究所基礎研究部「調
査と情報」（No.156）ほか

抜刷、書籍の部分複写、ウェ
ブページや商品案内のプリ
ントアウト、請求書類などを
含む。

水1988‐93（１）

高杉晋吾「県水導入反対陳情書」[手書き原稿のコピー]，総務庁行政監察
新聞、英字新聞の記事切り
局「水資源の開発・利用に関する行政監察結果報告書」[複写]，東京の水
抜き、手紙、委任状などを含
1988 1990
を考える会「つくられた東京の『水不足』（上）」[『エコノミスト』部分コピー]， む
「広報けせんぬま／特集ダムと治水・利水」ほか

0018-F8-0008

0018-F8-0009

「有機農法が支える『健康な大地』」（産経新聞2008年2月17日切抜），日
本有機農業研究会「有機農業に関する消費者の意識調査報告」ほか

社叢学会事務局「社叢学会入会のご案内」，「鎮守の森だより／ＮＰＯ法
人社叢学会ニュース」（No.22,24-32）ほか

利根川河口堰、霞ヶ浦、アサ
ザプロジェクトに関するパン
フレットや地図、新聞連載記 要審査
事の複写、論文複写などを
含む。

書籍や雑誌論文の複写、手
書きメモなどを含む。

定例研究会の案内やレジュ
要審査
メなどを含む。

0018-F8-0010

エネルギーとエントロピー（１）

槌田敦「談話室／巨費科学におけるアンチプロジェクトの必要性」（「日本
原子力学会誌」Vol.18 No11抜刷），同「核融合の夢と現実」（「金属」46巻 エネルギー政策に関する雑
1976 1979 12号抜刷），「原発なんて何の役にもたちはしない」（「マスコミ市民」No.131 誌論文の抜刷やコピーな
抜刷），室田武「原子力のエネルギー・コスト」[複写]，市民エネルギー研究 ど。
所「資料月報」（Vol1 No.0）ほか

0018-F8-0011

ソーラーシステム

1980

0018-F8-0012

淀川の水利

0018-F8-0013

今治の水利

1985

今治市蒼社川土地改良区「しおり1985」，高州進「近見大新田の水門番」，
今治の水利に関する各種資
佐藤俊朗「今治蒼社川／その多目的利用の展開」[「ジュリスト」部分複写] 料のコピーなど。
ほか

0018-F8-0014

水利権

1991

小櫃川の水を守る会「水源保護条例の制定へ向けて（学習資料）」ほか

0018-F8-0015

上総堀

アジア井戸ばた会「井戸ばたニュース」（Ｖｏｌ.18-21,23-27,30-31,35各種お知らせ、新聞記事の
1986 1992 38,40,43-44），「1987年アジア井戸ばた会年間活動報告」，「アジア井戸ば コピーなども含む
た会年間活動報告1988」，「'88夏 上総掘り実習」ほか

0018-F8-0016

下水道展

「ニュース東京の下水道」（No.65-67），東京都下水道局「TOKYO・水・リサ
1984 1985 イクル」「自然ふれあい下水道」「大成クォータリー」（62号），水道機工「ス パンフレットや案内など。
イオーSBRプロセス」，大林組「卵形消化槽」ほか

0018-F8-0017

水量収支（１）

1975

「東京市街図」ほか

0018-F8-0018

水量収支（２）

1978

静岡県企画調整部水資源課「地下水の採取の適正化に関する条例によ
る岳南地域富士宮市の地下水の状況」，「静岡県地下水の採取に関する
条例」，「徳山ダム」，「今後の水問題に関する懇談会議事要録」ほか

上総堀

Asia Ｗｅｌｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ「KAZUSA WELL-DIGGING METHOD」，F.J.Norman
「Notes and a Report on the KAZUSA SYSTEM of Deep Boring for
パンフレット、新聞記事の切
1916 1982
Water」，永海秋三「上総掘の研究」，「消えていく手仕事を映像で記録する 抜なども含む。
シリーズ・No.1／上総掘り」ほか

0018-F8-0019

中島康孝・大橋一正「地中蓄熱槽をもつソーラーハウスのディテール」，
ソーラーシステム振興協会「第6回グッドリビングショー」
近畿地方建設局淀川工事事務所「淀川資料館」

B５ルーズリーフあるいはA４
用紙の手書きメモ、コピーな
ど。

0018-F8-0020

宮ヶ瀬ダム（１）

0018-F8-0021

淀川（八幡）の水利史

0018-F8-0022

0018-F8-0023

1982

神奈川県土木部圏央道路建設事務所「宮ヶ瀬ダム関連付替県道事業の
概要」（計3部），厚木市経済部商工観光課「厚木ときめきの旅」，河川環境
大崎ゼミナール資料なども
管理財団「川の本」（No.15-16），「清川村勢要覧・1982」，神奈川県清川村 含む。
「宮ヶ瀬ダム対策のあゆみ」，関東地方建設局宮ヶ瀬ダム工事事務所「相
模川・宮ヶ瀬ダム建設事業概要」ほか

「岩清水文書之三」[部分複写]，「岩清水文書之四」[部分複写]，「川違御
免御願申上候日記」[部分複写]

土地改良（一般）

小川町「新しい農村づくり」，「地域農業集団活動を進めるためのアンケー
ト調査結果」，「地域農業集団活動の展開方法」，群馬県勢多郡赤城村
雑誌の切抜なども含む。
1977 1988
「農地流動化対策と農業委員会の活動」，「埼玉県地域農政特別対策事
業実施要綱」ほか

渡良瀬川

藤岡町教育委員会「義人田中正造翁」，建設省関東地方建設局利根川上
流工事事務所「渡良瀬遊水地総合開発事業」，「渡良瀬川流域地区計画
1984 1988
概要書」，「藤岡町歴史民俗資料館案内」，「足尾銅山渡良瀬川流域見学
旅行」，渡良瀬川鉱毒根絶毛里田期成同盟会「祈念鉱毒根絶の碑」ほか

0018-F8-0024

［無題（下水道）］

1983

「母なる大地を活用する／土壌浄化法による雑排水処理装置」，山形県羽
黒町「下水道（農業集落排水施設）のある里」，「ニイミシステム」[2部あ
排水処理法に関する資料
り］，富士市「富士の下水道」，ニイミシステム土壌浄化研究会「下水道の
あるふるさとへ／とりもどそう緑と清流」［2部あり］

0018-F8-0025

FISH POND

1977

「Fish Culture in Small Ponds」，「11．ティラピア」ほか

和文および英文記事のコ
ピーなどを含む。

0018-F8-0026

大谷貞夫氏

1977 1979

大谷貞夫「寛保の関東大水と大名手伝普請」，「文化-天保期の治水政
策」

古文書の複写

0018-F8-0027

［無題（メコン川）］

1992

「Hostile undercurrents: Dispute deepens over use of Mekong River
water」[「FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW」部分複写]，「Water
pressure」[同前]ほか

メコン川等に関する英文記
事のコピー複数点。

0018-F8-0028

高松修論文

1989 1990 高松修「ご案内」「食の周辺」（7-13,15）

要審査

0018-F8-0029

ゴルフ場反対

農林水産省「森林の保健機能の増進に関する特別措置法案関係資料」，
「環境影響評価準備書に対する意見」，「小川町 緑と水といのちを考える
会ニュース号外」，小川町緑と森といのちを考える会「ゴルフ場開発でハイ
1988 1989
キングコース官ノ倉山山麓が危ない！」，「コリンズカントリークラブ造成事
業申出書の審査結果について」，大崎由紀子「圃場整備をされた側の論
理」

0018-F9-0001

ダイオキシン・ニュース

1983 1985

0018-F9-0002

公害トマレ

1971 1972 四日市公害と戦う市民兵の会「公害トマレ・０～１２」

0018-F9-0003

川崎・住民運動

0018-F9-0004

地球号の危機

九大食品薬品公害を告発する会「ダイオキシン・ニュース」（No.8,1015,17-20,23-25），都地消連環境部「区市町村除草剤使用調査」

東京湾公害海上大学・川崎釣舟漁業組合「伊藤川崎“革新”市政七つの
大罪／第二部“革新”市政の本質編」，公害と闘う京浜労働者会議「工害
天国」（No.10,13），大気汚染をさぐる会「第1回大気汚染調査報告書」，川
崎市勤労者つり愛好会・東京湾公害海上大学・川崎市公害監視市民会議
を監視する住民連合「伊藤市政のシビル・ポート・アイランド計画を粉砕せ
ハガキ、手書きのメモ等を含
1973 1976 よ！！」（No.2），前田氏を権力と企業（日本鋼管）の抹殺から守る会「なぜ む。
要審査
日本鋼管と権力は前田氏を抹殺しようとしたのか」，前田文弘「百日余を
越える長期拘留について獄中から訴える」，東京電力公害反対突撃隊「抗
議文」，味の素公害反対突撃隊・味の素を内部から告発する青年労働者
共闘会議・東京湾公害海上大学「石油製品味の素をボイコットしよう！味
の素の御歳暮は主婦の恥」ほか
1978 1979 大竹財団「地球号の危機ニュースレター」（No.3‐8）

0018-F9-0005

成田空港

「三里塚 槌と鎌」（No.17），三里塚協同組合事務局[仮]「三里塚と都市を
結ぶ生産者-消費者協同組合建設の呼びかけ」，「鉄塔防衛隊ニュース」
1971 1974
（号外,創刊号），坂志岡団結小屋「裁判ニュース」（No.1-2），ボギー社「ほ
んとの意味での反撃とは何だろう！」ほか

0018-F9-0006

空港騒音

1970

東京都公害研究所「昭和44年度横田基地周辺航空機騒音調査結果概
要」，「第四回口頭弁論調書」，「大阪国際空港周辺における住民の被害
状況」ほか

0018-F9-0007

石油パイプライン

1972

日本共産党千葉総本部「パイプライン埋設反対運動の理解のために」，国
新聞記事のコピー等を含
鉄労働組合東京地方本部「石油パイプライン敷設に対する国鉄労組東京 む。
地方本部の態度」ほか

0018-F9-0008

都市における緑地計画

0018-F9-0009

エチル労組を支援する会

「都市において緑とオープンスペースを確保する方策としての緑のマス
タープランのあり方についての答申」，「都市における公園緑地等の計画
的整備等を推進するための方策に関する第二次答申」，「都市計画区域
内において都市計画として生産緑地を計画的に確保するための方策につ
いての答申」
1973 1974 エチル労組を支援する会「連帯の旗」（No.28‐31,36‐37）
「東日本でカネミ倉庫告発の運動を！！（２）坐りこみ８か月患者さんから
の手紙」，「東日本でカネミ倉庫告発の運動を！！（３）この子らの人生に
会社は責任をとれ」，「東日本でカネミ倉庫告発の運動を！！（４）会社カ 運動ビラ4点。
ネミに直接、抗議を！！」，「東日本でカネミ倉庫告発の運動を！！（５）カ
ネミ交渉に警官隊が介入！！」

0018-F9-0010

カネミ・ライス・オイル

1973

0018-F9-0011

漁民通信

1972 1976 漁民研究会「漁民通信」（No.16,18,20-42,44）ほか

0018-F9-0012

国鉄

1972

0018-F9-0013

下里二区地域農業集団育成事
業

「下里二区地域営農集団規約（案）」，「地域農業集団育成事業実施要綱」
下里土地改良区「平成元年度第2回通常総会」，大崎由紀子「田んぼはほ
ろびるのか」，小川町下里第二区「農業総合推進方策（昭和57年度策
会議録、パンフレット、通知
1983 1989
定）」，「補助金等決定通知書」，群馬県勢多郡赤城村「農地流動化対策と 書などを含む。
農業委員会の活動」，市町村・農業委員会・農業会議「地域農業集団育成
事業の仕組み」ほか

0018-F9-0014

熊本一規

地域自立をすすめ巨大開発を闇に葬る会「青空の下でビフテキを食うため
熊谷一規氏関係の著作物の
1982 1984 に」，同「生命復権の計画論」，「埋立免許取消訴訟準備書面骨子案」，
複写など。
「埋立と漁業権」，「バラマキ漁業補償で問われるもの」ほか

0018-F9-0015

The control of technology

1982 1984

「風と土と／無農薬農業を通じて生産者と消費者を結ぶさんごやだより」
（No.7），「浦富」（No.5-6）ほか

国鉄労働運動研究会「国鉄再建計画粉砕七二春斗勝利に向けて」
（No.1），千草恒男「新幹線とたたかう」ほか

チラシ、ノート紙片等を含
む。
新聞や雑誌などのコピーが
複数。

新聞記事や雑誌論文のコ
ピー、観光案内、手書きメモ
などを含む。沖縄関係の資
料。

0018-F9-0016

出光爆発

1973

エチル労組を支援する会「連帯の旗」（No.27），チッソ野田工場第一組合
「闘うチッソの第一組合に皆さんの支援を！」「チッソ五井工場爆発の裏面 手書きメモ、新聞切抜などを
／労働者をいじめ放題」，反公害堺泉北連絡会「石の叫び」（No.30,35-36） 含む。
ほか

0018-F9-0017

かしま地図

1973

昭文社「エリアマップ茨城県１９７３年度版」，「鹿島港計画平面図」，「波崎
町全図」ほか

0018-F9-0018

鹿島開発

鹿島市民会議「鹿島市民しんぶん」（No.1-2,10-11），地域開発を考える会
「反コンビナートニュース」（No.8-9,11,13），茨城県住民運動連絡協議会
新聞雑誌の切抜やコピー、
1974 1975 「住民連ニュース」，高浜入干拓反対同盟「高浜干拓反対闘争は、岩上知 手書きメモなどを含む。
事の権力政治との闘いである」［複数枚あり］，「高浜入干拓計画を考える
会第7回例会への呼びかけ」ほか

1973

反公害堺泉北連絡会「石の叫び」（No.41），同「関西電力多奈川第2火力
発電所建設問題に関し『岬町から公害をなくす会』への支援・連帯を訴え
る！」，同「要求書」，ゼネラル石油株式会社「営業案内」，大阪府企業局
「堺・泉北臨海工業地帯造成事業概要」ほか

0018-F9-0019

堺コンビナート

0018-F9-0020

創夢舎広報

0018-F9-0021

鹿島フォークダンス研究会

0018-F9-0022

NGO活動推進センター

0018-F9-0023

キープ協会

1992 1993 キープ協会「キープだより」（No.46,52,55-57）ほか

0018-F9-0024

草の根ひろば

1991 1994

西村びん「一市民の眼」（No.19,28,30），「西村びんの選挙報告」，「ゴルフ
新聞記事切抜を含む。
場反対なら所有者に」ほか

0018-F9-0025

公共下水道批判

1993

東京弁護士会公害環境特別委員会水問題部会「下水道問題報告書」，
「下水道徹底討論会出席者」ほか

0018-F9-0026

21世紀のくにたちをつくる会

1989

21世紀のくにたちをつくる会「くにたち２１」（No.9-11），「21世紀のくにたち
私信を含む。
を作る会号外」ほか

0018-F9-0027

水車むら会議

1989 1994

水車むら会議「水車むら通信」（No.59,61-63,71），同「水車小屋だより」ほ
か

要審査

パンフレット、メモ類を含む。

創夢舎「創森林通信」（創刊準備号,第1号,,臨時号），「Forest-Aid 千年の
フォトアルバム、フロッピー
1993 1994 森」，「森林づくりマニュアル」，「伊勢宣言（案）」，「グループ浜仲間の会」 ディスクなども含む。
ほか
1976
「鹿島市民しんぶん」（No.33-34,38-39）
NGO活動推進センター「日本の地縁技術者たちVol.1」，「国際シンポジウ
1989
ム『適正技術と国際協力』参加者によるフィールド・トリップの反省及び勧
告」

要審査

送付状、払込票、スキー場
のパンフレットなどを含む。

要審査

手書きメモ、依頼状などを含
要審査
む。

会計報告、払込票などを含
む。

0018-F9-0028

アースデイ

「Earth Day News Japan 1992」（No.5-6），「Earth Day News Japan
1993」（No.2,4-8），「Earth Day News Japan 1994」（No.1,3），「Earth Day アンケート用紙やチラシを含
1992 1995
News Japan 1995」（No.１-2），「1992 アースデイ・きりぬき帳」（No.5-6）， む。
「アースデイ・きりぬき帳」（1993/6,8-9,11）ほか

0018-F9-0029

創森社通信

創森社「創森社通信」（創刊準備号,No.1-14,20-21,32,34,臨時号），創森社 私信、告知、払込票、産業情
1994 1999 「月刊森づくり」（Vol.3,5-6），同「月刊森づくり」（98年3月号,98年10月号,98 報学科カリキュラム改革案な 要審査
どを含む。
年12月号,99年1月号,99年2月号,99年7月号），「創夢舎掲示板」ほか

アースデイ・ニュース

「アースデイ１９９１記録集」，「アースデイニュース1992・アジア」（No.34,7-8），「Earth Day News Japan 1992」（No.9-11,13），「Earth Day News
1991 1999 Japan 1993」（No.3,5-6），「Earth Day News Japan 1997」（No.2-3），「Earth 払込票などを含む。
Day News Japan 1998」（No.6-8），「Earth Day News Japan 1999」（No.14）ほか

0018-F9-0030

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0001 地球温暖化④2005

2005 2007 「京都議定書と温暖化論」（毎日新聞2005年12月24日）ほか

0018-F10-0002 地球温暖化⑤

2006

0018-F10-0003 地球温暖化⑥

2006 2007 「議定書発効から2年」（毎日新聞2007年3月14日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0004 地球温暖化⑦

2007

「CO２は汚染物質」（朝日新聞2007年4月6日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0005 地球温暖化⑧

2007

「地球環境広告特集2007」（日本経済新聞第二部2007年6月5日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0006 地球温暖化⑨

2007

「温暖化防止の主役／ドイツ・メルケル首相講演」（毎日新聞2007年8月10 新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。
日）ほか

0018-F10-0007 地球温暖化⑩

2007

植田和弘「地球温暖化防止への環境経済戦略」（「世界」2007年9月号）ほ 新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。
か

0018-F10-0008 地球温暖化⑪

2007

「『日中環境基金』設立へ」（毎日新聞2007年11月30日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ

「CO２吸収予想以上／公園・鎮守の森（東京）」（毎日新聞12月12日）ほか モ等。

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

要審査

0018-F10-0009 地球温暖化⑫

2007

「温室ガス削減／政府、数値目標受け入れ」（毎日新聞2007年12月30日） 新聞の切抜やコピー等

0018-F10-0010 地球温暖化⑬

2008

「暖かな破局／壊れてゆく暮らし」（毎日新聞2008年1月1日）ほか

新聞の切抜やコピー等

0018-F10-0011 温暖化⑭

2008

「家庭から白熱灯追放」ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0012 温暖化⑮

2008

「『ヒートアイランド現象』で東京23区は…年間44億円損失」（産経新聞
2008年5月20日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0013 温暖化2008・3～08・8

2008

「記者座談会／環境立国ニッポンの挑戦」（産経新聞2008年12月10日）ほ 新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。
か

0018-F10-0014 温暖化08・9～08・12

2008

「ペットボトルのリユース実験開始」（産経新聞2008年9月2日）ほか

0018-F10-0015 温暖化09・1～

2009

「ストップ地球温暖化／加速する自然エネルギー」（産経新聞2009年1月1 新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。
日）ほか

0018-F10-0016 温暖化・CO2・エネルギー①

2000 2005 「猛暑と豪雨／温暖化進めばより頻繁に」ほか

0018-F10-0017 温暖化・CO2 ②2004年

2004

「シンポジウム『エネルギーの未来を考える』／省エネ分野で国際貢献」
（読売新聞2004年10月26日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0018 温暖化・CO2 ③2005年

2005

「日経4946File」（No.21）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0019 地球温暖化2010・１～

2010

「家電エコポイント／期間延長、申請も簡素化」（産経新聞2010年3月27
日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0020 温暖化 2009年8～12月

2009

「COP15緊急首脳会議『留意』の背景」（産経新聞2009年12月28日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

新聞の切抜やコピー、メモ
等。

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0021 温暖化 2009・6月

2009

「首相が辞めたその時は・・・・／小池百合子元防衛相」（産経新聞2009年 新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。
6月27日）ほか

0018-F10-0022 地球温暖化2010・10～

2010

「温暖化ガス削減／新興国を支援」ほか

新聞のコピーが複数点。

0018-F10-0023 地球温暖化

1996 2000

「廃棄物ゼロの街／肥料・エネルギーに活用」（日本経済新聞1996年5月
27日）ほか

新聞雑誌の切抜やコピー、メ
モ等。

0018-F10-0024 温暖化

1998 2004 「気候フォーラム新聞記事資料集」ほか

0018-F10-0025 代替エネルギー

2005

埼玉県・彩の国さいたま環境推進協議会「ストップ温暖化ノート」，大地を
新聞雑誌の切抜やコピー、メ
守る会「だいちMAGAZINE」（vol.244），「日本経済新聞／環境・エネルギー モ等。
広告特集」（2005年12月13日付）ほか

2004 2005

「ナショナル・ジオグラフィック日本版／大特集：地球の温暖化」（2004年9
月号）ほか

0018-F10-0027 地球サミット

1992

ＷＷＦ「ACTION POINT FOR UNCED」，環境庁「地球サミット（環境と開発 新聞雑誌記事の切抜、コ
ピー等。
に関する国際会議）について」ほか

0018-F10-0028 ＨＥＮＰ

2005

「はっぱの会新聞」，「ヘンプ商品カタログ」（vol.4）ほか

0018-F10-0026

地球温暖化／ナショナル・ジオグ
ラフィック

0018-F10-0029 ひたち（茨城北部）

茨城大学五浦美術文化研究所「岡倉天心と五浦」，「静神社」，かんぽの
宿いわき「観光マップ」

新聞雑誌書籍等の部分コ
ピー、修士論文原稿等。

雑誌の部分コピー、新聞記
事の切り抜き等

チラシ、新聞切抜、打ち合わ
せのメモ等。

一部非公
開

0018-F10-0030 ちちぶの森プロジェクト

「第11回関東定例研究会資料／秩父神社・ははその杜を読む」，日興エコ
ファンド「ワールド・エコ・レポート」，西川隆規「埼玉県における森林吸収源 会議・研究会等の資料を含
2004 2005
む。
取引の考え方について〈抜粋〉」，「（仮称）ふるさと鎮守の森再生ネット
ワーク設立趣意書」ほか

0018-F10-0031 屋久島

林野庁屋久島森林環境保全センター「洋上アルプス」（No.65），屋久杉自
各種お知らせ、観光案内、
1998 2000 然館「平成12年度運営の概要」，同「しぜんかん」（No.6），松本薫「屋久
絵葉書等を含む。
島」（「森林科学」第22号抜刷）ほか

0018-F10-0032 うらやす

浦安市教育委員会「周五郎が愛した『青べかの町』」，同「災害と闘ってき
たまち」，同「浦安のべカ舟」，同「水に囲まれたまち」，同「漁師の観天望
観光案内、地図などを含む。
1994 2000
気」，同「浦安市に今でも残る文化財住宅」，浦安市郷土資料館「浦安ので
きごと」ほか

0018-F10-0033 平野秀樹氏

1998 2000

0018-F11-0001 CACEPPI－NGO

イフガオ・アシン川流域に小規模水力発電を設置する会「CACEPPIニュー
ス」（No.3-6），同「フィリピン戦最後の地“大和基地”イフガオ・アシン川流
1998 2000
域に小規模水力発電を」，同「イフガオ・アシン川流域に小型水力発電所
を設置する会ご寄付・ご入会のお願い」，「JUIN NETWORK」（No.15）ほか

0018-F11-0002 水

「水道ニュース」（No.171-172,175），the Internattional Rivers Network
「WORLD RIVERS REVIEW」（Vol.3 No.2, Voｌ.4 No.6, Vol.5 No.1, Vol.6 No.4,
パンフレット、ニューズレ
Vol.8 No.1），今治市水政局下水浄化センター「下水道ってなんだろう？」，
ター、水に関するコピー、切 要審査
1979 1991
愛媛県「県営かんがい排水事業蒼社川沿岸地区」，夜須町「農業集落排 り抜きなど。
水事業夜須北部クリーンセンター」，小林紀子「闘う水源地」（論文コピー）
ほか

0018-F11-0003 湖沼環境団体パンフ

ATT流域研究所「ATT」（No.5），三多摩問題調査研究会「野川を清流に」
（No.75），「第4回九州河川シンポジウム」，「しじみネットワークへのご協力 ニューズレター、チラシ、封
1989 1995
のお願い」，琵琶湖復活プロジェクト全国懇談会「かいつぶりプラン」，「海 筒などを含む。
の便り」ほか

平野秀樹「棚田の『再自然化』と『社会化』」，同「新しい森林政策を問い直 その他、雑誌・書籍等の複
写等を含む。
す（上）」，同「巨木ツーリズムへの新たな挑戦」ほか
「CACEPPIニュース」各号複
数あり。フォトアルバム1点。
手書きメモ複数。旅行日程、 要審査
雑誌記事のコピーほか未整
理書類。

要審査

島根県「松江第五大橋道路」，出雲河川事務所「中海・宍道湖」，国土交通
省菱伊川・神戸川総合開発事務所「尾原ダム」，同「志津見ダム」，菱伊川 会議参加申し込み書、旅行
流域の水辺を考える懇親会「宍道湖・大橋川の水辺のあり方」，大橋川コ プラン、CD‐Rなどが入った 要審査
ミュニティセンター「大橋川は今」，出雲河川事務所「2007事業概要」，同 封筒を含む。
「宍道湖西岸のヨシ原再生」ほか

0018-F11-0004 島根宍道湖

2007

0018-F11-0005 水80年代‐90年代

「WORLD RIVERS REVIEW」（Vol.6 No.5-6, Vol.7 No.3-4, Vol.8 No.2），日
本河川開発調査会「にほんのかわ」，筑後川水問題研究会「筑水研会報」
（No.93），東京都水道局「事業概要平成4年度」，水車むら会議「水車むら
1978 1993
通信」（No.50），「水道ニュース」（No.173,176‐177），「水通信」（No.25），
「長良川だより」（No.113-114），アジア井戸ばた会「井戸ばたNEWS」
（Vol.42,45-46）ほか
木のはがき（ぶな、杉、桧），鈴木和夫・丹下健・下村彰男「都市の緑の
カーボン・シンク」，「DGPS手続きについて」，「C.神社林炭素固定測量の
方法と参考資料（案）」ほか

福岡地裁の証人調書コ
ピー、各種通知、新聞コピー
要審査
などを含む。記事の切抜等
の入ったA4封筒2点あり。
雑誌の切抜、パンフレット、
電子メールのプリントアウト、
私信、商品カタログ等が、雑 要審査
多に含まれる。資料が入っ
た封筒が数点あり。

0018-F11-0006 CO2測定法

2000

0018-F11-0007 水道浄水・下水道処理場

東京都下水道局「'79東京の下水道」，「ニュース東京の下水道」（No.33）， 一部、パンフレット、論文の
抜刷、メモ書き、そのほか資 要審査
1979 1980 「東京の水道」，「土壌浄化システム」（Vol.4 No.2, Vol.4 No.31, Vol.4
料が入った封筒などが含ま
No.35-6, Vol.5 No.2-4）ほか

雑誌論文のコピー、新聞の

れる。

0018-F11-0008 女川原発（１）

0018-F11-0009 原発調査報告書

「知事から女川漁協にあてた原発建設協力要請文書」，反公害斗争委員
会・全国原子力科学技術者連合「のりひび特別号」（No.7-8），「のりひび」
（No.71,98-99,101,107-109,112-114,117-122），同「のりひび／号外」
73.7.10, 73.12.18），同「のりひび／町内版」（No.1），同「のりひび／雄勝・
1973 1976
牡鹿」，同「女川原発実力阻止援漁・討論集会」，「県と女川漁協との原発
に関する話し合いに反対する署名趣意書」，女川現斗団「女川通信」
（No.1-2,号外），ひとりひとりが原子力の恐ろしさを考える会「ストップザ原
発」（No.3）ほか

1974

雑誌論文のコピー、新聞切
抜、パンフレット、論文の抜
刷、メモ書きなどが含まれ
る。

恵曇漁業協同組合「昭和48年度業務報告書」，原発問題研究会「玄海発
電所視察調査報告書」，島根県鹿島町「島根原子力発電所の経過概要」，
報告書等のコピー。
島根県環境保健部「島根原子力発電所環境放射能等測定月報昭和49年
12月分」ほか

0018-F11-0010 NICE

「NICE PRESS」（93年12月号,94年2月号,94年4月号,94年6-12月号,95年1
チラシ、案内、報告書などが
1993 1995 月号‐3月号,95年5月号,95年7‐8月号），「国際ワークキャンプ・逗子93～ 含まれる。
要審査
地球連邦・青年内閣事業報告書」ほか

0018-F11-0011 山古志資料2007年

2007

「越後山古志の牛の角突き取組表平成19年9月16日」，「山古志地域図」， 新聞切抜、見学会参加者名
要審査
「ながおか市政だより」（No.635），新潟県「山古志地域ロードマップ」ほか 簿、案内などが含まれる。

0018-F11-0012 山古志二〇〇八年九月・十月

2008

「山古志地域図」，「ATTリポート2号／中越大震災の山古志から学んだこ 紙袋入り写真20数点、手書
きメモなどが含まれる。
と」ほか

0018-F11-0013 温暖化学生リポート05年7月

2005

「企業の温暖化対策について」，「温暖化によって消滅するモルディブ」，
「日本と水環境」，「東京と茨城の温度差について」，「温暖化による動物へ
の影響」，「ドイツのリサイクルについて」ほか

0018-F12-0001 環境開発教育

地球環境平和財団「AIKAクラブ通信」（Vol.17,20,25,27），大地を守る会編 ト、申込書、払込票、新聞雑
1993 2003
誌記事切抜などが含まれ
集局「大地」（No.134），「ホールアース自然学校通信」（No.42）ほか

非公開
各種通知、案内パンフレッ
る。

第4回ATT流域談話会「多摩川流域の古墳文化」，第3回ATT交流見学会
「多摩川流域の史跡を散策する」ほか

0018-F12-0002 時雨彰

0018-F12-0003 坂下晴彦氏／三重県

「原発いらない」（Vol.50-53,55,57-59,61-63），「『地球温暖化防止のため
私信、払込票、複写物など
1986 2005 に原発を』の嘘」，名もなき小さな会「きぬのもり」（第34号），坂下晴彦「第 が含まれる。
二ラウンドを闘う熊野漁民」ほか

0018-F12-0004 今治市／共有山組合

1987

越智通寅「新しい森林観と森の哲学を求めて」，同「森林の再生と存続に
ついて」，同「ケヤキ複層林施業基本方針」，玉川町・朝倉村「ふれあいの 新聞記事等のコピーなどを
森整備構想」，「今治地方21世紀の森づくり」，「『緑のダム』をつくるため 含む。重複資料あり。
に」ほか

0018-F12-0005 ATT2003年

2003

「14年度第4・四半期を迎えて」，「ATT第12回総会のご案内」，「15年度総
各種通知、会議資料、住所
会の報告について」，「15年度の執行体制について」，「『ATT』31号発行に 録などを含む。
要審査
寄せて」ほか

0018-F12-0006 熊本一規氏

地域自立をすすめ巨大開発を闇に葬る会「生命復権の計画論」，熊本一
規「石油備蓄基地は不要である」ほか

論文のコピー、カタログなど
を含む。

要審査

舘野氏が登場する新聞記事
のコピーなどを含む。

0018-F12-0007 舘野広幸氏

2005

雨水市民の会「あまみず」（第39号）ほか

0018-F12-0008 霞ヶ浦2005―

1981

「鉾田都市計画図２」，「県営圃場整備事業鉾田南部」，水資源開発公団・ 地図、メモ書き、フォトアルバ
霞ヶ浦開発事業建設部「霞ヶ浦開発」，鉾田町盛土実行委員会「海田土盛 ム（写真ネガを挟む）などを 要審査
含む。
りの記録」ほか

0018-F12-0009 原子力

PEOPLE'S RESEARCH INSTITUTE ON ENERGY & ENVIRONMENT
「PRIEE NEWSLETTER」（No.27），電力公害研究会「電力と公害」（No.4新聞記事・雑誌記事の切抜
1974 1978 5,7），同「東電原発開発推進体制」，同「原発問題の基礎」ひとりひとりが や複写等を含む。
原子力の恐ろしさを考える会「ストップ・ザ・原発」（創刊号,第2号），原水爆
禁止日本国民会議「遊休設備容量は原発の生命とりになるか？」ほか

0018-F12-0010 森林

1978

0018-F12-0011 大貫さん

2006 2007 並木道の会「並木道」（第49号,第59‐61号）ほか

0018-F12-0012 大森昌也氏

2003 2007 「あーす農場だより」（No.42,47-51）、「あーす農場への招待」

0018-F12-0013 宇城良根氏

2008

0018-F12-0014 石原氏

「昭和53年度林業の動向に関する年次報告」，「昭和54年度において講じ
手紙のコピーなどを含む。
ようとする林業対策」ほか
お知らせや私信などを含む。

温故会会報「温故知新」

私信一通を含む

霞ヶ浦をよくする市民連絡会議「霞ヶ浦」，「アサザのお花見マップ」ほか

新聞記事の切り抜きコピー
冊子などを含む。

0018-F12-0015 棚田学会賞資料―2008

佐賀大学農学部「手間講隊通信2003」，「平成19年度石井進記念棚田学
2003 2008 会賞審査会ご出席のお願い」，「棚田学会応募推薦書」，「蕨野棚田保存 学会賞の審査資料。
会規約」ほか

0018-F12-0016 谷口智雅氏

2004 2005

谷口智雄「中国上海における水文環境と環境保全」，同「文学作品から見 その他谷口智雅氏の論考の
た20世紀前半の隅田川の水質の変遷」，同「自然災害と防災教育」ほか 抜き刷りやコピーなど。

0018-F12-0017 社叢学会

2003 2005

ＮＰＯ法人社叢学会「鎮守の森だより」（No.4-5,7-9,11-14，16），同「会員
名簿」，同「平成15年度通常総会議案書」ほか

要審査

総会議案書、各種案内状な
要審査
ど。

開発協議会「開発教育ニュースレター」（No.74,76-77,80），東和大学「国際
各種通知、案内など。
教育研究所報」（VOL.20,23,26）ほか

0018-F12-0018 開発教育協議会Ｎｏ．２

1998 1999

0018-F12-0019 神社Ⅰ

石鎚神社「石鎚社報」（No.540,552-553,555-559,561-565），五所駒瀧神社
形代、払込票、案内、手紙な
2001 2003 「駒ヶ瀧」（平成14年1月1日,平成15年1月1日），鶴岡八幡宮社務所「つる ど。
がおか」（No.90,92-94）ほか

0018-F12-0020 靖国神社樹木調査原簿（保存）

1999

［靖国神社樹木調査／外苑および境内の樹木リスト］

Ａ４片面印刷百数十枚。「境
内Ａ地区10/20（欠）」と朱書
きされた紙が挟まっている。

0018-F12-0021 東京大神宮の樹木

2000

「東京大神宮の樹木」

用紙に葉のサンプルが貼
付。

ちんじゅの森環境貢献度調査報
告書［No.1-17］

2002

「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.1-17）［調査場所：天祖
神社／東大島神社／穴八幡宮／雪ヶ谷八幡神社／北野神社／神田明神
／世田谷八幡宮／小山八幡神社／玉川神社／浅草神社／稲荷鬼王神
社／石神井氷川神社／馬橋稲荷神社／大國魂神社／東京大神宮／靖
国神社］

國學院大学経済学部花堂靖
仁ゼミおよび大崎正治ゼミに
よる作成資料。各神社の由
緒、調査結果統計表、調査
地風景、樹木データ、考察感
想等がまとめられている。表
紙に持ち出し厳禁と朱書。

ちんじゅの森環境貢献度調査Ⅱ
［No.18-38］

「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.18-38）［調査場所：大
宮八幡宮／日枝神社／神明氷川神社／御田八幡神社／白山神社／居
2001 2002 木神社／白鬚神社／石浜神社／八幡神社／池袋氷川神社／北千住氷
川神社／小岩神社／氷川神社／水天宮／鳥越神社／江東天祖神社／
諏訪神社／元神明宮／葛西神社／根津神社］

0018-F12-0022

0018-F12-0023

0018-F12-0024 神社報告書１／No.1-20修正

同上。

「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.1-20）［調査場所：靖国
神社／東京大神宮／渋谷氷川神社／大國魂神社／馬橋稲荷神社／石
2001 2002 神井氷川神社／稲荷鬼王神社／浅草神社／玉川神社／小山八幡神社 同上。
／世田谷神社／神田明神／北野神社／雪ヶ谷八幡神社／穴八幡神社／
東大島神社／天祖神社／大宮八幡宮／日枝神社／御田八幡神社］

0018-F12-0025 神社報告書２／No.21-50修正

「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.22-50）［調査場所：白
山神社／居木神社／白鬚神社／石浜神社／八幡神社／池袋氷川神社
／北千住氷川神社／小岩神社／氷川神社／水天宮／鳥越神社／江東
2002 2003
天祖神社／諏訪神社／葛西神社／根津神社／代々木八幡神社／伊豆
見神社／大鷲神社／荻窪八幡神社／太子堂八幡神社／北野神社／碑
文谷八幡神社／赤城神社／鷲神社／氷川神社］

同上。

0018-F12-0026 じんじゃほうこくしょ３／No.51-62

「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.51-62）［調査場所：香
取神社／天沼熊野神社／花園神社／中目黒八幡宮／天沼八幡神社／
2003 2004
皆中稲荷神社／江島杉山神社／香取神社／菅原神社／乃木神社／浅
間神社］

同上。

0018-F13-0001 No.1-No.17未修正

2001 2002 「都市におけるちんじゅの森貢献度調査」（No.1-17）

國學院大学経済学部花堂靖
仁ゼミおよび大崎正治ゼミに
よる作成資料。

0018-F13-0002 No.18-No.38未修正

2002 2003 「都市におけるちんじゅの森貢献度調査」（No.18-38）

國學院大学経済学部花堂靖
仁ゼミおよび大崎正治ゼミに
よる作成資料。

0018-F13-0003 鎮守の森ＣＯ２吸収調査報告書

2004

0018-F13-0004 ５０神社修正済

2001 2003 「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.1,3-50）

國學院大学経済学部花堂靖
仁ゼミおよび大崎正治ゼミに
よる作成資料。

0018-F13-0005 ５０社修正済

2001 2003 「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.1-50）

13－0004と同一

0018-F13-0006 2004年8月62社最新版

2001 2004 「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.1-62）

鎮守の森ＣＯ２吸収調査プロジェクト「鎮守の森ＣＯ2吸収調査報告書」

クリアファイル複数。図面や

0018-F13-0007 國學院大學樹木調査

「國學院大學渋谷キャンパス校舎配置図」，「常盤松４号館」，「常盤松2号
キャンパス配置図などを含
館」ほか
む。

0018-F13-0008 ちんじゅの森広報

國學院大學経済学部大崎ゼミナール「鎮守の森におけるＣＯ２吸収量調
査報告（都内）」，「鎮守の森 温暖化も鎮める」[東京新聞2005年4月30日
2001 2005
付記事切抜］，「鎮守の森 大気も守る」［日本経済新聞2005年2月18日付
記事切抜］ほか

ちんじゅの森研究プロジェク
トに関する新聞報道の切抜
やコピー、手紙など。同一ア
イテム多数。

0018-F13-0009 鎮守の森調査の反響

2006 2007 ［新聞記事等のコピー］

ちんじゅの森研究プロジェク
トに関する新聞報道の切抜
やコピー、FAXなど。

0018-F13-0010 鎮守の森のＣＯ２調査報告書

2006

鎮守の森ＣＯ２吸収調査プロジェクト会議「鎮守の森ＣＯ2吸収調査報告
書」

0018-F13-0011 鎮守の森のＣＯ２調査報告書

2004

鎮守の森ＣＯ２吸収調査プロジェクト会議「鎮守の森ＣＯ2吸収調査報告
書」

0018-F13-0012 ［無題（鎮守の森調査関係）］

國學院大學大崎ゼミナール「鎮守の森におけるCO2吸収量調査報告（都
2003 2004 内）」、鎮守の森CO2吸収調査プロジェクト会議「東京の空を美しくする鎮
守の森／鎮守の森CO2吸収調査報告書」ほか

0018-F14-0001

ＣＯ２調査打合せ会プロジェクト
会議

0018-F14-0002 写真と訂正用資料

2003

「10月4日（土）研究会議事録」，「都市におけるちんじゅの森ＣＯ２調査報
告書（修正版）のご送付について」，「全国神社及び神職に関する諸統
計」，「ＣＯ２調査分析報告書骨子（私案）」ほか

2001 2004 ［都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査関連資料］

0018-F14-0003

ちんじゅの森環境貢献度調査原
簿Ⅲ

2003

0018-F14-0004

都市におけるちんじゅの森環境
貢献度調査報告書No.2

2002 2003 「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.18-50）

0018-F14-0005

［無題（都市におけるちんじゅの
森環境貢献度調査関連資料）］

東京23区ごとに分類。

関連記事や手紙のコピーな
どを含む。

封筒2点、新聞切抜等が含ま
れる。

62社分。各番ホチキスないし
は未綴じ、クリアファイルに
入ったものもある。「氏子の
しおり」、フォトアルバムなど
を含む。

「都市におけるちんじゅの森環境貢献度調査」（No.39-51）

「23行政区別集計」ほか

それぞれ名前と日付が入っ
ている。

0018-F14-0006

［無題（都市におけるちんじゅの
森環境貢献度調査関連資料）］

［法務局、都内の神社の住所電話番号等のリスト］

0018-F14-0007

［無題（都市におけるちんじゅの
森環境貢献度調査関連資料）］

「50神社集計」，「『都市におけるちんじゅの森CO2調査』集計表」ほか

学会報告用資料。

0018-F14-0008 神社林調査２

「鎮守の森におけるＣＯ２吸収量調査報告（都内）」ほか

図面やメモなどを含む。

0018-F14-0009 神社名簿

「23区神社一覧表」

都内神社の所在地・宮司・電
話番号などの一覧表。

0018-F14-0010 ［無題（鎮守の森樹木調査）］

［調査要領］

調査の手順などを示した文
書（重複有）

0018-F14-0011 創夢舎

0018-F14-0012 森林

要審査

創夢舎「月刊森づくり」（No.45,47,55-58,60,67-8,74,79,81-2,90,93,98100），同「月刊森づくり」（Vol.3），同「創森林通信」（第18号），「中村邸建
払込票や図面などを含む。
1996 2003
築工事顛末記」，「やってみました森づくり報告集」（創夢舎7周年記念増刊
号）ほか
せたがやトラスト協会「トラスト・ネットワーク」（No.9-20），国連環境開発会
新聞雑誌の切抜き等を含
2001 2004 議「森林に関する原則声明」，「危機的状況にある組合員林業経営の実 む。
態」ほか

0018-F14-0013 森林Ⅰ 1982～

「Into the Heart of Borneo」，「激減した照葉樹林」，総理府林業審議会「森
林の危機の克服に向けて」，「熱帯林行動ネットワーク設立趣意書」，アジ 新聞雑誌の切抜き、書籍や
論文誌の部分コピー等を含
1982 1987
アの熱帯林を考える会「熱帯林ノート」（第5号,第7号），「破壊されるアジア む。
の熱帯林」ほか

0018-F14-0014 共有山組合越智道寅氏

1994

小澤普照「公有林野の未来像」，越智道寅「住友林業リース、タワーヤー
ダー実証実験の問題点と今後の改善策について」，小林洋司「急傾斜地
における高能率搬出作業仕組みの考究」ほか

0018-F14-0015 山縣山林

1996

栃木県「森林づくり熱血実践隊ＩＮ矢板」，山縣睦子「私の森林と林業経営
のあらまし」，山崎美代造「森林のテキスト」

0018-F14-0016 森林開発公団

1996

山形新聞「最上川悠久／検証大規模林道」ほか

0018-F14-0017 電力料金 '49

1974

「原子力発電の店所コストについて」，日本労働組合総評議会「低福祉・高 新聞記事の切抜き等を含
む。
負担の電力料金値上げ案の問題と対応策」ほか

研究報告書のコピーなどを
含む。

新聞雑誌の切抜き等を含
む

0018-F14-0018

群馬県利根村／（高戸谷）土地
改事業

「高戸谷土地改良事業共同施行規約」ほか

手書きの表やメモ、新聞記
事の切抜き等を含む。

0018-F14-0019 共同慣習の変遷

1979

國學院大學大崎ゼミナール「山村における共同慣習の変遷／54年度利根 「ぼたんのつくり方」と百人一
首研究会の資料が挟まって
村実態調査報告書」ほか
いる。

0018-F14-0020 水利史

1983

大竹財団「地球号の危機ニュースレター」（No.37），石崎正和「民間治水論
に関する考察」，大竹秀男「近世農業水利組合の性格」，渡邊洋三「農業 論文のコピーなどを含む。
水利権における権利侵害」ほか
「イチ子の遺言」［ユック舎刊、部分コピー］

0018-F14-0021 女性と有機農業

0018-F14-0022 ゴミとリサイクル１

PETボトルリサイクル推進協議会「PETボトルリサイクル年次報告書（2004
年度版）」，経済産業省「家電リサイクル法ガイドブック」，環境省地球環境
パンフレット、新聞記事の切
1981 2005 局地球温暖化対策課国民生活対策室「家電・自動車の選び方・使い方徹 抜、論文抜刷等を含む
底ガイド／ふたりで始める『環のくらし』Part.2」，巨大ゴミの島に反対する
連絡会「とばすなフェニックス」（No.2）ほか

0018-F14-0023 ATT研究班

2005

「『ATT』38号特集企画（案）」ほか

0018-F14-0024 農村社会組織論

1973 1986

「町田の農業を発展させる市民の会の紹介」，「北海道農村文化協会／白 書籍の部分コピーやメモ書
きなどを含む。
滝村現地研究会の記録」，高橋良蔵「報道されない出稼ぎ」ほか

0018-F14-0025 豊後の用水路

1984

緒方町観光協会「おがた」，富士諸井路土地改良区「富士諸井路第二発
電所概要書」，同「緒方井路水利史」ほか

0018-F14-0026 毛管浄化研究会

1980 1994

「水道ニュース」（No.174），「土壌浄化システム」（年賀特別号），新見正彰
お知らせや私信等を含む。
「投稿」ほか

研究会レジュメ、メール送受
要審査
信内容等を含む。

要審査

0018-F14-0027 World River Review

1997 1999

International Rivers Network「World Rivers Review」（Vol.12 No.1-6, Vol.13 伝票とフロッピーディスクが
同封。
No.1-6, Vol.14 No.1-6）ほか

0018-F14-0028 食の安全性・遺伝子

1997

読売新聞「いまオーガニックは」（第1-5回）ほか

新聞記事の切抜及びコピー

里見宏「食物の安全を考える」，「人類への警告」，「食糧・農業・土地問題 お知らせ等を含む。研究会
立ち上げの準備資料か。
／問題研究プラン（案）」ほか

0018-F14-0029 奈落を考える会

0018-F14-0030 長良川（１）

水資源開発公団長良川河口堰建設所「長良川河口堰」，松尾孝和「チョッ
1982 1983 トのぞいた薮田城」，伊藤安男「輪中の災害と治水」，大垣輪中研究会「ふ 地図、抜刷等を含む。
るさと輪中と大垣」，「川吠え」（No.99）ほか

0018-F14-0031 長良川を愛する会

1989 1995 長良川を愛する会「長良川だより」（No.89,92,96,98,101-103,110,115）ほか 含む。

0018-F15-0001 水 1988-93（2）

しじみキャンペーン実行委員会「日本のしじみを守ろう！」，中海・宍道湖
の淡水化に反対する住民団体連絡会「このままではシジミが食卓から姿
1988 1993
を消します。」，東京・生活者ネットワーク「生活者通信」（No.9），国土庁
「今日の水・明日の水」ほか

0018-F15-0002 棚田学会

「棚田学会通信」（No.15-16,18-21,23-24），全国棚田（千枚田）連絡協議
棚田学会の総会報告書や大
会「棚田ライステラス」（No.37），稲渕棚田ルネッサンス実行委員会「稲渕
会次第、各種お知らせ、学 要審査
2005 2007
棚田ルネッサンス十周年記念誌」，「棚田学会シンポジウム／棚田と生き 会賞応募推薦書等を含む。
物」，安井一臣「講演録／棚田から世界が見える」ほか

0018-F15-0003 土壌浄化

毛管浄化研究会「第6回毛管浄化研究会会員の集い／研究実践報告
1981 1988 集」，同「土壌浄化法」（No.20），同「土壌浄化研究情報」（No.1），富士市
「富士市の下水道」ほか

0018-F15-0004 ＩＨＤＰ

各種案内、会費払込票等を

1996

「宍道湖・中海干拓・淡水化」
「沖縄ダム」と記された封筒、
英語文献のコピー、新聞雑
誌の切抜、手紙やメモ等を
含む。

汚水処理場の写真とネガ、
葉書と封書、書籍の部分コ 要審査
ピー、パンフレット等を含む。

「ＩＨＤＰ研究者交流会議（第10回地球環境研究者交流会議）参考資料」，
「ＩＨＤＰ研究者交流会議（第10回地球環境研究者交流会議）参考資料（追
加分）」，環境庁国立環境研究所地球環境研究センター「地球環境研究セ お知らせ、手紙などを含む。
ンターニュース」（No.70），環境庁「地球環境戦略研究機関の設立につい
て」ほか

日本農民新聞社「まもろう有明の海」，有明海を守る福岡県連絡会議「筑
後大ぜき建設と私たちのくらし」，水資源開発公団両築平野用水管理所
「両築平野用水事業概要」，筑後大堰建設差止め訴訟弁護団事務局「筑
後大堰建設差止め裁判（３）」ほか

書籍の部分コピーなどを含
む。

0018-F15-0005 ちくご川開発（１）

1978

0018-F15-0006 ちくご川開発（２）

水資源開発公団筑後大ぜき建設所「筑後大堰事業概要」，同「筑後大ぜき
の役割」，水資源開発公団寺内ダム管理所「寺内ダム」，水資源開発公団
パンフレット、書籍の部分コ
「昭和59年度（1984）事業のあらまし」，国土庁・水資源開発公団「日本の
ピー、図面、手書きメモ等を
1977 1984
水資源」，福岡市水道局「昭和57年度版福岡市水道事業統計年報」，福岡 含む。
地区水道企業団「福岡都市圏広域水道」，福岡市水道局「福岡の水道／
道雪60周年」，水資源開発公団福岡導水建設所「福岡導水事業」ほか

0018-F15-0007 山陰水害

1988

島根県「昭和63年7月豪雨災害の概要」，浜田総務事務所「豪雨災害被災
状況」

0018-F15-0008 国際炭焼友の会

1998

ディアン・タマを支える会「ドゥニアディアンタマ」（No.4,11），「ハニーココ
ナッツで教育支援を」

0018-F15-0009 中瀬勝義氏

2007

中瀬勝義「鉄舟会例会レジュメ」，同「第16回全国川サミットin荒川」，しお
み環境みなとまつり実行委員会「しおみ環境みなとまち準備号」，お江戸
舟遊びの会「お江戸舟遊び瓦版」（47号）ほか

0018-F15-0010 浜仲間

浜仲間の会「桧原ウッディーワーク通信」（No..72-74,78,81,83-85,88,90雑誌の切抜やお知らせ、郵
1993 1996 97,103-104），創夢舎「創森林通信」（No.19），「月刊森づくり」（Vol.4），「第 便等を含む。
6回東京の林業家と語る会」ほか

0018-F15-0011 ときがわ

2007

「正法寺川の河川工事について」，町民有志「正法寺側砂防工事について 観光案内、雑誌の部分コ
のお願い」，ときがわ町役場「ときがわ」，都幾川村・都幾川村教育委員会 ピー、写真、名刺、地図等を
含む。
「国宝のある村ときがわ」ほか

0018-F15-0012 宍道湖・中海

1975 1987

島根海の学校「こども会しんぶん」（1987年10月号），しじみキャンペーン実 書籍の部分コピー、地図の
コピー等を含む
行委員会（準）「日本のしじみを守ろう！」ほか

チラシ等を含む。

日本建築学会大会学術講演梗概集「有明海沿岸クリークと干拓地域の集
手書き原稿が2部。
落整備（その１）クリークと干拓の形成」

0018-F15-0013 坂本氏クリーク研究

1981

0018-F15-0014 棚田サミット

全国棚田（千枚田）連絡協議会「第4回全国棚田（千枚田）サミット」，同「第
お知らせ、パンフレット、報告
5回全国棚田（千枚田）サミット」，同「平成11年度全国棚田（千枚田）連絡
要旨，収支報告書などを含 要審査
1998 1999
協議会総会・首長等会議」，同「棚田ライフテラス」（No.12-15），「第1回全 む。
国棚田（千枚田）サミット掲載記事一覧（1994年11月～1995年11月）」ほか

0018-F15-0015 びわこ

昭文社「エリアマップ分県地図25滋賀県」，雨森東五郎「国書・書改之次
第」，びわ町「広報びわ」（No.296-297），湖北地域観光振興協議会「コホク 雑誌の切抜や部分コピー、メ
モ、観光パンフレット等を含
1984 1995 ガイドマップ」，雨森区「区報あめのもり」（No.159,352,440,532,560,563564,568,571,573,576-578），東アジア交流ハウス雨森芳洲庵「雨森芳洲」 む。
ほか

0018-F15-0016 気仙沼市大川治水計画調査

1980

大川調査専門委員会「気仙沼市大川の治水利水等に関する調査委託報
告書」，羽柴商事株式会社「大川の洪水史に見る防災と新しい水資源を求
めて」
東京大学工学部都市工学科「気仙沼市公共下水道計画検討調査報告
書」

0018-F15-0017 気仙沼市公共下水道

0018-F15-0018 気仙沼市開発史（１）

1982

気仙沼市「行政区の変せん」ほか

航空写真、書籍の部分コ
ピー等を含む。

0018-F15-0019 スワラジ学園

2002 2003

スワラジ学園「学校あんない」，スワラジ学園事務局「スワラジ学園通信」
（創刊号‐No.8），「スワラジっ子新聞」（創刊号‐第2号）

学校案内12部あり。

0018-F15-0020 下水道

桐生市都市計画部下水道課「相生一号雨水幹線（相生都市下水路）放流
下水道や浄化槽のパンフ
水質改善について」，日本ゼウス工業株式会社「バイオ・パワー蘇生水
レット、雑誌や書籍の部分コ 要審査
1976 1980
（有機液体肥料）製造装置」，「赤城山麓ぶなとユーキの会」，宇井純「見 ピー、宅急便伝票等を含む。
学会へのご招待」ほか

0018-F15-0021 ため池

香川県農政水産部土地改良課「さぬきのため池」，香川用水事業推進協
2004 2005 議会「吉野川総合開発香川用水計画概要」，富山和子「ため池文化《香
川》融通の智恵」，長町博「『ため池文化』を守ろう」ほか

講演録や論文のコピー等を
要審査
含む。

0018-F15-0022 今治森林

1987

今治市蒼社川土地改良区「第17回通常総代会議案集綴」，今治地域地場 地図の写し、植物のスケッ
チ、メモ、ゼミの報告レジュメ
産業振興センター「今治地域地場産業振興センター」ほか
等を含む。

0018-F15-0023 ［無題（NO2訴訟に関する資料）］

1979

NO2訴訟を共にたたかう会「私も原告」（創刊号），同「『NO2訴訟』にあなた
払込票やお知らせ等を含
の声を！」，同「私たちは二酸化窒素（NO2）環境基準の緩和取り消しを要 む。
求します」ほか

0018-F15-0024 日本農業の展望B

1995

「農業と経済」（第61巻第8号[部分コピー]）

0018-F15-0025

［無題（就農に関する新聞記
事）］

1995 1996 ［就農に関する新聞記事］

新聞記事の切抜等。

0018-F16-0001 CACEPPI

イフガオ・アシン川流域に小規模水力発電を設置する会「CACEPPIニュー
ス」（No.4,6,8-9,11-12,14,17），同「フィリピン戦最後の地“大和基地”フンド
1999 2005
アン、アバタン村に小規模水力発電を」，同「ご寄付・ご入会のお願い」，
「へんじゃないかい通信」（No.45）ほか

「CACEPPIニュース」6号が9
部あり。活動紹介のパンフ
要審査
レット、学習会のお知らせ、
手紙（英語）等を含む

0018-F16-0002 減反

「減反やめよう！コメつくろう！全国ネット通信」（Vol.23），「減反裁判二次
訴訟証人調べ資料」，「減反関係資料」，「週刊ダイヤモンド」（第90巻16
1994 2002 号），農林中金総合研究所基礎研究部「調査と情報」（No.180），「全国農
業新聞」（2000年8月4日，8月25日），「（別添）新生産調整推進対策実施
要項」ほか

カセットテープ2本あり（「提携
米セミナー梶山正三氏」）。
要審査
新聞雑誌の切抜、雑誌の部
分コピー等を含む。

0018-F16-0003 ［無題（キープ協会関係）］

キープ協会総務部「キープだより」（No.33-34,39-40,42-44,47-49.51,5354,58,60-63,65-66）キープ清里サンクチュアリ「ECOMAP」，「JAPだより」
1987 1995
（1991年4月号），「Economic and Political MONTHLY」（Vol.1 No.1），
「ASIA-PACIFC FORUM」（No.1）

お知らせ等の入った開封済
封筒15点を含む。

0018-F16-0004 [無題（ミッシング）]

1999 2002 暮らしの研究工房「ミッシング」（No.5-9,19-23,26-27,38）ほか

お知らせ、封筒等を含む。

0018-F16-0005

［無題（農薬の空中散布に関する
報告書の写し）］

2000

比企地域農業振興協議会「平成11年度空中散布事業の散布効果調査結
果報告書」

0018-F16-0006

［無題（第5回全国風水研究者会
議レジュメ）］

1991

「第5回全国風水研究者会議プログラム」，照屋正賢「古琉球的世界観の
崩壊と風水の公的導入」，小熊誠「双龍の村と龍虎の村」，瀬川昌久「族
譜にみる風水関連事項」，浦山隆一「現代家相の様相について」ほか

お知らせ、ファックス、予算

［無題（雨水東京国際会議準備
0018-F16-0007
資料）］

雨水市民の会「あまみず」（No.38），「雨水東京国際会議実行委員会準備 案、チラシ、ウェブページの
2004 2005
要審査
印刷、手書きメモカード等を
会次第」ほか
含む

0018-F16-0008 白鷹町農産加工研究会

白鷹町農産加工研究会「農加研だより」（No.27,29,32-34,39,43,47-50,55- チラシ、注文票、手書きメモ、
1993 2005 56），「白鷹農産加工研究会結成15周年記念東京交流集会」，労働者女性 使用済テレホンカード、等を 要審査
含む。
解放集会実行委員会「労働者女性解放通信」（12号）

0018-F16-0009 ゴミとリサイクル２

2005 2006 Association of Electronics Environment「Recycling of e-Waste」ほか

0018-F16-0010 環境一九九〇－九三

1990 1993 ［雑誌や新聞の切抜（英字紙を含む）］

0018-F16-0011 水環境

2007

0018-F16-0012

フィールド地域資料［沖縄のダ
ム］

新聞記事の切抜、パンフレッ
トを含む。

［雑誌や新聞の切抜］
沖縄開発局・沖縄総合事務局「北部ダム群統合管理」，東村役場「水と緑 新聞記事のコピー2点を含
む。
と光のシンフォニー東村」ほか

0018-F16-0013 ［無題（自然教育）］

2007

国民精神研修財団「親子田んぼ学校企画書」，「アルピニスト野口健と行く
ポスターのゲラ等を含む。
知床親子自然学校企画案」ほか

0018-F16-0014 減反裁判

2001

「2次訴訟原告各位」，減反差し止め原告団「声明『減反裁判第2次訴訟へ
の対応について』」，「平成7年第311号減反政策差止等請求事件判決」

1973 1975

「女川通信」（No.2），市民編集委員会「市民」（No.16），月間協同編集委員 名刺や私信の入った小袋、
ノート等を含む。
会「月刊協同」（6・7月合併号）ほか

2005 2006

「第34回日本有機農業研究会全国大会／三芳大会資料集」，「消費者リ
ポート」ほか

0018-F16-0017 木炭（小林式）浄化法

1991 1995

戸倉町「木炭を利用した水質浄化」，炭おこしサミット実行委員会「第2回炭 各種案内、新聞雑誌の切抜
等を含む。
おこしサミット報告書」，「日本木炭新用途協議会報」ほか

0018-F16-0018 わりばし

奈落を考える会「奈落」（No.12），エコロジーを考える会「シンポジウム『エ
新聞の切抜やコピー等を含
1981 1984 ビ・はし・井戸／第3世界と私たち』」，慶大エコロジー研究会「ECO NEWS」 む。
（Vol.2 No.5）ほか

0018-F16-0019 炭焼き

竹資源活用フォーラム「Bamboo Voice」（No.4），國學院大學大崎ゼミナー
各種お知らせ，写真とネガ、
1994 2003 ル「ドラム缶を使う炭焼き法」，「炭でエコライフ」，国際炭焼き協力会・ディ 雑誌切抜等を含む。
アンタマを支える会「ドゥニアディアンタマ」（第12号）ほか

0018-F16-0020 毛管浄化（１）

山形県大江町西村西部地区土地開発公社「清流を永遠に／月が丘住宅
団地」，「農村にも水洗便所を……」，上福岡市建設部下水課「水洗トイレ パンフレット、雑誌論文のコ
1980 1985
要審査
のおすすめ」，毛管浄化研究会「土壌浄化研究情報」（No.4,16,33），「土壌 ピー等を含む。
浄化システム」（通巻105号）ほか

0018-F16-0021 アンティ多摩―市民のひろば

「市民活動のひろば」発行委員会「市民活動のひろば」（No.42,4446,50,53-58），「アンティ多摩通信」（No.32-33,37,40-45），「市民活動のひ
お知らせ等を含む。
2006 2008
ろば総目次２」，奥田泰弘「市民活動サービス・コーナーの誕生とその意
義」ほか

0018-F16-0015 住民運動

0018-F16-0016

第34回日本有機農業研究会全
国大会

0018-F16-0022 ［無題（コメ政策に関する資料）］

チラシ等を含む。

「新たな米政策大綱」

行政文書の部分コピー
大崎氏による報告レジュメや
論考のコピーや下書き等を
含む。

0018-F16-0023 大崎メモ①コメ

1979 1988

大崎正治「米をめぐる国際分業と日本の農業問題」，同「こめの輸入と食
管制度をどう考えるか」，同「食管論に新しい視角を」ほか

0018-F16-0024 水一般

2004 2006

あらかわ学会「あらかわ学会ニューズレター」（No.9-11），「2004水郷水都 新聞記事の切抜き、催事案
内等を含む。
全国会議inはままつ」ほか

0018-F17-0001 環境

環境監視研究所「環境監視」（No.69,74），アースデイ２０００日本連絡所
1983 1999 「Earth Day News Japan」（No.7），高橋秀行「ドキュメントゴルフ場行政の
乱脈」ほか

0018-F17-0002 環境と開発

能勢ナイキ基地設置反対住民連絡会議「備えあれば憂いあり」，町田の農
業を発展させる市民の会「農業と市民」（No.3），同「第1回定期総会議
案」，生越但責任編集「開発と公害」（第6号付録特別号／苫田ダム特集
号），開発教育協議会「開発教育ニュースレター」（No.73），「日本国国会に パンフレット、新聞切抜き、
1966 1998 対する太平洋ミクロネシア諸島のパラオ島に推進されつつある巨大コンビ 洋雑誌のコピー，授業計画と 要審査
ナート建設計画の件についての請願」，「NICEプレス」（1998年6月号），茨 学生レポート等を含む。
城県「美しい郷土を21世紀の子孫へ」，茨城県生活環境部「地球を愛する
人たちへ」，東京生活者ネットワーク「生活者通信」（No.19,22），「ツキノワ
グマ・フォーラム」ほか

0018-F17-0003 環境とNGO

環境監視研究所「環境監視」（No.29），「KEEP」（No.50），大地を守る会「大
地」（No.134），労働市民共同デスク「NET WORK」（No.3），西村びん「一市
民の眼」（No.24,26），「伊方原発・出力調整実験をやめさせるために２/１１
案内通知、雑誌のコピー、抜
要審査
1980 1993 -１２再び高松へ！」，「籠屋新聞」（No.11），「アイ通信」（No.125），「アーユ 刷等を含む。
ルヴェーダ通信」（Vol.6 No.4），農林中金総合研究所「総研レポート／国
土の計画的・合理的な利用のために」，同「総研レポート／市民農園の現
状と課題」ほか

0018-F17-0004 タイのNGO

1990

「タクライ」（No.1-9,11,号外），「ALTERNATIVE TOURISM NEWSLETTER」
（Vol.1-3），有澤政義「メーコックファーム近況状況」ほか

0018-F17-0005 ［無題（米関係）］

2004

黒瀬農舎「提携米通信」（2004年8-10月号），「第12回秋田・ブナを植える
つどいのごあんない」

0018-F17-0006 ［無題（森林）］

1995

「南スマトラ、ブナカット地域における産業造林と森林紛争」（帝京大学「地
球環境論」講義資料）

0018-F17-0007 ［無題（海岸）］

0018-F17-0008 援助と開発とNGO ３

2001

新聞・雑誌記事等の切抜を
貼付けたB5ルーズリーフが
200枚程度あり。

要審査

「市民が見た海岸浸食年表」ほか

他に、表や地図のコピーの
計3点。

国際炭焼き協力会・ディアンタマを支える会「ドゥニアディアンタマ」（第10
号）ほか

お知らせ、払込票等を含む。

0018-F17-0009 アジア井戸ばた会

1996 1999

アジア井戸ばた会「井戸ばたNEWS」（Vol.61），同「むすぶ」（No.2-4,5-8），
お知らせ、払込票等を含む。
「1998年度フィリピン訪問報告」，「1998年春ミンダナオ訪問報告」ほか

0018-F17-0010 ［無題（木炭）］

1997

「炭でエコライフ！」，東京都労働経済局「木炭ハンドブック」

1997

「シーサンパンナ焼畑の生物多様性に関する報告書」［部分複写］

0018-F17-0011

シーサンパンナ焼畑の生物多様
性

中国語刊行物の部分コ
ピー。

0018-F17-0012 ゴルフ場

安全な食べ物を作って食べる会「土に生きる［特集］いま環境を考える」，
新聞切抜、見学会参加者名
西村びん「西村びんの口コミ誌 一市民の眼」（22号），川越青年会議所広
簿、案内などが含まれる。手
1990 1992
報渉外委員会「わがまちこれから」，「網野町ゴルフ場について」，小川町 紙の写しなどを含む。
緑と水といのちを考える会「やませみ 反ゴルフ場通信」（第7号）ほか

0018-F17-0013 北尾邦伸

1975 1976 北尾邦伸「林業生産力論への一視角」ほか

0018-F17-0014 森林 ３

1984 1991

「ふくい木と建築の会会報」（No.1-5），林野庁「森林教室」，東京営林局
「東京営林局の国有林」ほか

パンフレット、雑誌コピー、メ
モ等を含む。

0018-F17-0015 瀬戸内海

1972 1973

新居浜市役所「市政だより」（No.304,307,309-312），「自治労やまぐち」
（191号）ほか

新聞記事の切抜きやコ
ピー、手書きメモ等を含む。

0018-F17-0016 森林 ４

1990 1993 今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合「『緑のダム』をつくるために」ほか 料、英文雑誌記事の複写、

論文のコピー、手紙等を含
む。

雑誌論文の複写、ゼミの資
新聞の切抜等を含む。

0018-F17-0017 ガス

天然ガス転換阻止！消費者保守処分刑事弾圧裁判粉砕斗争支援会（準
備会）「消費者主権」（No.1），東京瓦斯の疑惑を告発する住民連合（準）
チラシ、新聞記事のコピー、
1975 1976 「東京瓦斯弾劾ニュース」（No.1），富士見台団地自治会新聞「ふじみ台」 手書きメモ等を含む。
（第33号），天然ガス転換の延期を求める住民会議ニュース「赤い空」（準
備号）ほか

0018-F17-0018 横浜新貨物線反対同盟（１）

横浜市三里塚斗争委員会「赤い風」（号外），横浜新貨物線反対同盟連合
協議会事務局「新貨物線反対同盟ニュース」（昭和45年9月号,48年7月
チラシ、抗議文、裁判資料
1972 1975 号,49年2月号-5月号,9月号,11月号,昭和50年1月号），同「横浜新貨物線 （訴状、準備書面等）を含
反対運動満六年を迎えて」，「土地収用法粉砕・差止め裁判勝利／横浜新 む。
貨物線反対住民総決起大会資料」ほか

0018-F17-0019 火力反対運動とくに伊達火力

伊達裁判に勝ってもらう会「伊達裁判ニュース」，同「だてや～酔狂！？」
（第4号），東三河公害問題調査研究会「東三河公害ニュース」（第23号），
「赤信号」（第1-3号），環境権訴訟をすすめる会機関紙「豊前火力絶対阻 メモ書き、地図のコピー等を
1970 1975
要審査
止 草の根通信」（第9号），伊達環境権訴訟の会「噴火湾だより」，「反火力 含む。
公害住民運動全国連絡協通信１」，「伊達火力反対の歩みスクラップ第１
集1970‐1973」ほか

0018-F17-0020 森林開発公団

1995

0018-F18-0001 ［農業関係ミニコミ資料］

渡辺和彦「帰農だより」（第2号），「種まく新人」（第8号），「あ～す農場だよ
り」（No.41），今帰仁・泉原農場生産部機関誌「サシバ」（No.1,14,23），久世
蕉嗣・山本共美「エベコロベツ通信」（第2号），食と農をむすぶこれからの
会「やさと」（No.174），風と水の村「風の便り水の便り」（No.36），あぶらむ パンフレット、お知らせ、カタ
1985 2007
の会「あぶらむ通信」（No.7,25,29），「R-DAN松本NEWS」（No.12），草の根 ログ等を含む。
市民の会「一市民の眼」（No.59,66,68-69），長良川を愛する会「長良川だ
より」（No.78），「アイ通信」（No.73,89），松本自然農法野菜の会「ごあんな
い」，日本YMCA同盟「第53回YMCA農村青年塾記録」ほか

0018-F18-0002 神社林調査１

2002

「鎮守の森におけるＣＯ２吸収量調査報告（都内）」ほか

0018-F18-0003 二ケ領用水再生運動

1985

二ケ領用水の再生を考える市民の会「二ケ領用水の再生をめざす水と街
つくりの総合誌（仮題）会報」（1985年6月号,7月号,8月号,9月号,10月号）， お知らせ、勧誘や署名に関
同結成準備会「二ケ領用水の再生を考える市民のつどい―『二ケ領用水 するチラシ、新聞記事のコ
の再生を考える市民の会』結成集会」，「二ケ領用水を歩こう」，「参考文献 ピー等を含む。
案内 水環境と都市」ほか

0018-F18-0004 公害

1970 1972 橋本道夫「日本の公害対策」，柴田徳衛「新しい段階の清掃問題」ほか

森林開発公団松江出張所「管内概要（平成7年3月末現在）」

調査マニュアル、図面やメ
モ、写真などを含む。未整理 要審査
状態。

雑誌論文の切抜等を含む。

0018-F18-0005 鹿島町職と開発

鹿島町職員組合自治研推進委員会「鹿島開発のもたらした鹿島町の現状
と問題点」，同「昭和48年度自治研活動推進方針（案）」，鹿島町公害科
「公害のしおり」，「鹿島町議会広報」（第2号），「自治労茨城県職版新年
1971 1972 号」，鹿島町職員組合「住民運動と自治体広報のあり方」，全日本自治団
体労働組合自治研中央推進委員会「新全総に反対し反公害闘争を推進
する各地の闘いの報告」，鹿島市民会議「鹿島市民会議」（No.1-2），「鹿
島町公害防止条例」（昭和46年10月22日鹿島町条例第28号）ほか

0018-F18-0006 1974かしま調査

1974

「調査ご協力の依頼状」，「インタビュー用紙」

0018-F18-0007 1974．11．かしま調査

1974

［調査報告書類］

1970

茨城県「臨海工業地帯 鹿島」，茨城県開発部「鹿島臨海工業地帯」，住友 パンフレット、書籍の部分コ
ピー
金属工業「鹿島製鉄所」，東京電力「鹿島火力発電所」ほか

0018-F18-0009 横浜新貨物線反対運動

1972

古川電工公道遮断反対同盟「道路を住民に返せ―独占古川電工を告発
する」，高速道路三ッ沢線反対同盟「行政の暴力化に国民の批判を求め
行政機関の反省を促す」，横浜新貨物線反対同盟連合協議会「横浜新貨 ビラ、雑誌記事のコピー等を
物線反対運動満六年を迎えて」，同事務局「新貨物線反対同盟ニュース」 含む。
（昭和47年3月号），横浜市市民局相談部広報課「市民のみなさんへ」，柴
田順「呼びかけ―川崎市の一公害病認定患者からの・・・」ほか

0018-F18-0010 住民斗争研究会

茨城県住民運動連絡協議会（準）事務局「住民連ニュース」（No.7），高浜
入干拓反対同盟・玉造町干拓反対同盟「戦闘宣言」，全国住民斗争研究 新聞記事のコピー、雑誌記
事の切抜き、手紙、名簿等を 要審査
1973 1974
会「住斗研ニュース」（No.1），同「全国住民斗争研究会への呼びかけ」，同 含む。
「第1回研究会の報告」ほか

0018-F18-0008

［無題（鹿島臨海工業地帯に関
する資料）］

0018-F18-0011 住民運動論（１）

1974

押しの一手グループ「みんなのミニコミ 押しの一手」（第4号），共産主義者
同盟（再建準備委員会）「第2回全国労働者交流集会へのアッピール」，旧 新聞雑誌記事の切抜やコ
料金で電気代を払う会「草の根運動としての原点を忘れないで！！」，矢 ピー、手書きの原稿等を含
崎久「地域から」（レポートNo.1），東京婦人会議「悪徳企業を全労働者・住 む。
民の力で監視・統制しよう！」ほか

要審査

0018-F18-0012 宇井・中西

1975

「技術と人間 水問題の争点」（8月臨時増刊号），東大工学部助手会「公害
新聞雑誌記事の切抜やコ
原論自主講座第8学期／汚水処理技術 講師宇井純」，「宇井純の汚水処
ピー、手書きの原稿等を含
理―滝沢ハムまでの20年」，東京大学都市工学科中西研究室「ヨーロッパ む。
の下水道とライン川汚染」ほか

0018-F18-0013 ごみとダイオキシン

2003 2004

埼玉県「埼玉県生活環境保全条例のあらまし」，小川町役場「広報おが
わ」（No.558），「神社新報」（No.2731,2734）ほか

0018-F18-0014 食管論

1995

岡本末三「新食糧法へのJAグループの対応」，協同組合経営研究所「『食
雑誌の部分コピー等。
管制度改革の提言』について」ほか

0018-F18-0015 森をつくる

1975 1977 区民の森運動（世田谷）「森をつくる」（創刊号-7号）

0018-F18-0016 林野庁

1985 1989

0018-F18-0017 合成洗剤

1972 1982 全国消費者連合「洗剤問題のゆがみを正す」ほか

0018-F18-0018 石川県七ヶ用水

1984

手取川七ヶ用水土地改良区「七ヶ用水」，同「国営附帯県営かんがい排水
事業手取川右岸地区」，北陸電力「手取川第二・第三発電所」，電源開発 パンフレット、メモ等を含む。
株会社「手取川ダム」ほか

International Social Science
0018-F18-0019 Council on Environmental
Disruption

1970

「International Social Science Council on Environmental Disruption」

0018-F18-0020 ［無題（渋川市）］
0018-F18-0021 斐伊川・宍道湖・中海

日本木材備蓄機構「木をいかす」 ，林野庁「人がつくった天然の森」，同
「人がつくる森のはなし」，林野庁「国有林」，「日本の林業・林産業」ほか

新聞記事のコピー、書籍の
部分コピー等を含む。

林業関係の各種パンフレット
等。

雑誌記事のコピー等。

報告書の部分コピー。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合「環境クリーンセンター」，久保田建
設株式会社「渋川市し尿」処理場における余剰汚泥の農地還元施設」ほ
か
2005 2007 出雲河川事務所「2007事業概要 出雲」，同「斐伊川放水路事業」ほか

地図等を含む。

電力公害研究会「電力と公害」（No.3），「公共料金値上げに怒っている会
ニュース」（第2号），「第二回中電説明会報告」，公団住宅自治会「自治会 新聞雑誌コピー、メモ、同一
報」（第23号），「旧料金で電気代を払う会ニュース」（No.1-3,5），旧料金で アイテム多数。カセットテー
電気代を払う会「納得できないものは払えない」，「電気代は旧料金で払い プ2点あり。
ましょう」ほか

0018-F19-0001 電気料金不払い運動

1974

0018-F19-0002 コメ 一九八七-八八

1985 1988 ［新聞切抜］

0018-F19-0003 ［無題（大崎氏の原稿）］

0018-F19-0004

石油タンパクを拒否する会
ニュース

大崎正治「地球時代の環境教育―その基本的視座」

1974 1979

「土を活かし、石油タンパクを拒否する会ニュース」（No.1-3,号外,4-11,14- 号に重複有。新聞記事のコ
ピー等を含む。
18,21,23,28-29,36,38-41）ほか

0018-F19-0005 ［無題（カラングーヤだより）］

2003 2005 カラングーヤ奨学会「カラングーヤだより」（創刊号-第3号）

0018-F19-0006 ［無題（CACEPPIニュース）］

2000 2003

イフガオ・アシン川流域に小規模水力発電を設置する会「CACEPPIニュー
ス」（No.5-6,10,13-16）

0018-F19-0007 ［無題（米に関する行政資料）］

1998

農林水産省「米の特例措置の関税措置への切替えについて」

0018-F19-0008

［無題（汚水処理に関する資
料）］

手書き原稿

毛管浄化研究会「空缶を用いる土壌式接触酸化法による汚水処理の予備
的研究」

0018-F19-0009 1977

1977

桐生市都市計画部下水道課「相生一号雨水幹線（相生都市下水路）放流 要返却と付箋が貼られた資
料あり。
水質改善について」ほか

0018-F19-0010 ［無題（下水道に関する資料）］

0018-F19-0011

［無題（ゴルフ場反対運動に関す
る資料）］

0018-F19-0012 ２００５ちちぶシンポ

「技術と人間」（1977年4月号），Japan Plus Twenty「HUMAN」（No.5），中央
大崎氏の著作物のコピー
畜産会「畜産コンサルタント」（No.151），公害問題研究会「環境破壊」
等。
（Vol.8 No.10）ほか

1988

「小川町におけるゴルフ場建設計画の中止を求める署名」ほか

2005

［第5回秩父まほろばシンポジウムにおける配布資料等］

0018-F19-0013 ゼミ森林Biblio

大崎氏の手書きノート等を含
要審査
む。

要審査

「森林文献目録」，「環境と開発―参考文献目録」

重複多数あり。

研究者個人調査票、雑誌切
り抜き、チラシ、メモ書き等を 要審査
含む。

0018-F19-0014 ［無題（紙類）］

2000 2001

ATT流域研究所「ATT」（第22号），イフガオ・アシン川流域に小規模水力
発電を設置する会「CACEPPIニュース」（No.7）ほか

0018-F19-0015 地球サミットニュース

1991

京都フォーラム「地球サミット・ニュース」（日本語版第1号），同「京都フォー
ほかに挨拶状1点。
ラムの歩み」ほか

0018-F19-0016 温暖化

2004

環境省「STOP THE 温暖化」ほか

0018-F19-0017 棚田サミット

全国棚田（千枚田）連絡協議会「棚田ライステラス」（No.16,19,23,28,30），
案内、パンフレット、参加申
1999 2006 「第5回全国棚田（千枚田）サミット」，浮羽町棚田保全協議会「浮羽町棚田 込書等を含む。
オーナー制度1999年（第2期）」ほか

0018-F19-0018 座間市西原団地

論文抜刷等を含む。

「陶管を使用した雨水浸透装置の第1回実験結果について」，「陶管を使用
した雨水浸透装置の第2回実験結果について」，「雨水トレンチ及び雨水貯 建物の設計図等を含む。
溜槽」ほか

要審査

要審査

0018-F19-0019 ［無題（大崎氏の論文）］

1975

「ケンコウ通信」（創刊号），全日本農民組合連合会「農民運動資料」（第16
巻第5号）ほか

0018-F19-0020 三重大演習林

1992

「三重大学生物資源学部附属演習林概要1992」，坂下晴彦「演習林の森
地図、手紙のコピーを含む。
おぼえ書き」ほか

0018-F19-0021 水 １９８２－１９８４

1982 1984 ［新聞・雑誌記事の切抜］

英文記事も含む。

0018-F19-0022 水 １９８５・１－

1985

［新聞・雑誌記事の切抜］

英文記事も含む。

0018-F19-0023 原発／70’s エネルギー

1974 1976

「週刊エネルギーと公害」（No.324,329），電力公害研究会「電力と公害」
（No.6）ほか

必ずしも原発やエネルギー
問題関連ではない記事切抜
も含む。

0018-F19-0024 先住民と森林シンポ資料
0018-F19-0025 なち勝浦町色川の棚田

2003

［シンポジウム横断幕、返信、参加者名簿等］
水口清「色川の歴史」

著作物の部分複写。

0018-F19-0026 ATT2006年2月～

2006

「ATT流域研究所所員名簿」，「監査報告書の提出について」，「2005年度
監査報告書等、内部情報。
活動報告」，「ATT研究所にコア研究プロジェクトを置く提案」，「ATT平成 未整理。
要審査
17年度理事会」ほか

0018-F19-0027 土壌浄化

1980 1982

酒井信一「夢のある農業をめざして」，八幡敏雄「土壌の不均一性に関す 案内状、図面、招待者名簿
要審査
などを含む。
る基礎的研究」ほか

0018-F19-0028 古沢広巳氏

1980

全国自然保護連合「全国自然通信」（28号），古沢広祐「有機農業の技術
「古沢広巳氏」だが論考の著
論・試論」ほか
者は古沢広祐氏。

0018-F20-0001 茨城県八郷町

筑波山麓原発をなくす会「筑波山の地下が狙われている」、同「筑波山が 筑波山の環境に関する新聞
1988 1991 危ない！」，八郷町の環境を守る町民連絡会「緑と清流」（No.20），八郷町 記事のコピー、手書き原稿 要審査
等を含む。
教育委員会「歴史民俗資料調査―平成2年度」ほか

要審査

論文コピー。ファイル名は

0018-F20-0002 棚田市民ネットワーク

1999 2004

棚田支援市民ネットワーク会報「棚田に吹く風」（No.14-25,28-36），全国棚 企画案内、チラシ、会員総会
議案書、会員名簿、払込票 要審査
田（千枚田）連絡協議会「棚田ライステラス」（No.17-18,21,27,29）ほか
等を含む。

0018-F20-0003

［無題（大崎ゼミナールによる鹿
島開発調査）］

国学院大学経済学部大崎ゼミナール「鹿島開発における生活実態調
役場への聞き取り調査、決
1975 1981 査」，同「鹿島開発と地元財政〔現地実態調査報告〕」，鹿島町総務部税務 算状況カード、ゼミ合宿日程
表等を含む。
課「鹿島町税概要」ほか

0018-F20-0004

鹿島における公害意識調査報告
書４６・１０ 慶応大学

1971

慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室「鹿島における公害意識調
査報告書」

1997

大崎ゼミナール「平成9年度大崎ゼミナール共同研究『八郷の山と人々』」 付きA3見開き）

0018-F20-0005 H.9年度 八郷調査原こう

2部あり（A４片面印刷と写真

0018-F20-0006 ［無題（鹿島の自作地図）］

「鹿島臨海工業地帯と農業替地概要」

0018-F20-0007 徳島と吉野川

建設省四国地方建設局徳島工事事務所「よしのがわ」（No.5-17），同「か
けがえのない徳島の川づくり」，同「吉野川流域水害地形分類図（１）
徳島に関する各種パンフレッ
（２）」，徳島県立文書館「文書館だより」（第8号），同「第12回資料紹介展 ト類等を含む。
絵図にみる吉野川」ほか

1995

破損あり

0018-F20-0008 ATTレター

［郵便物等］

0018-F20-0009 柏崎原発反対M

柏崎刈谷原発反対守る会連合・柏崎原発反対同盟「住民主権の公聴会
の開催を要求する」，柏崎原発反対同盟「柏崎原発反対闘争」，同「原発 地図、パンフレット、集会の
反対電調審認可阻止柏崎刈羽現地大集会」，「柏崎原発阻止闘争経過」， 案内等を含む。
「柏崎原発阻止への展望」，柏崎市「昭和47年度市制概要」ほか

1973

航空写真数点、フォトアルバ
ム、ネガ、書籍の部分複写、
ゼミ生のレジュメ等を含む。

0018-F20-0010 クリーク

1978 2000 「花宗太田土木組合規約附表」ほか

0018-F20-0011 クリーク研究（２）

1981

0018-F20-0012 クリーク（Ⅲ）

海上保安庁水路部「島原湾」，同「東京湾」，国土地理院「1；5000国土基
1965 1987 本図Ⅱ‐JC45福岡県柳川市」，「矢部川水系施設図」，二馬力「柳川掘割
物語」ほか

各種地図、映画パンフレット
を含む。

0018-F20-0013 クリークスケッチ１９８５

1984

「第三回筑後川水問題シンポジウム」ほか

水門のスケッチを含む。

0018-F20-0014 第三次全国総合開発計画

1977

国土庁計画調整局「第三次全国総合開発計画の策定に係る都道府県調
査について」，同「第三次全国総合開発計画の策定に係る市区町村長の
意向調査の概要」

0018-F20-0015 エネルギー

1979

［図表のコピー、新聞記事の切抜等］

記事切抜は英字を含み、B５
版ルーズリーフに貼付。

0018-F20-0016 エントロピー（エネルギー）

1978

神里公「エネルギーとエコロジーの諸問題」，NICHOLAS GEORGESCUROEGEN「Energy Analysis and Economic Valuation」ほか

論文等の部分コピー

0018-F20-0017 中国環境①

2004 2007 ［新聞・雑誌類の切抜・部分コピー等］

0018-F20-0018 こめシンポ

「おこめシンポニュース」（No.1‐2），「『食糧自立を考える国際シンポジウ
1988 1989 ム』企画・運営に関するアンケート」，「台湾農民連盟林豊喜主席弾圧に対
する抗議書」ほか

0018-F20-0019 WATER WHEEL

1981

0018-F20-0020 森林のゼミ

柳川市環境水路課「柳川の河川浄化計画と伝統的文化都市整備」，柳川
原稿のコピーやゲラ、写真、
市水政課「河川浄化計画」，柳川市観光協会「水郷柳川」，二馬力「企画書 フィルムネガ等を含む。
／新文化映画水のめぐるまち柳川（仮題）」ほか

水車むらづくりの会（仮称）発起人会準備会「水車むらづくり通信」（No.1）
ほか

1990 1993 ［ゼミの資料］

英文記事のコピー、メモ、写
真、手紙等を含む。
ゼミ資料、新聞・雑誌の切抜
やコピー、パンフレット、
要審査
ウェットティッシュ、手紙等を
含む。

0018-F20-0021 森林（２）

人材情報センター「地元大学生アンケート調査結果」，「国際的植林・森林 新聞・英字紙の切抜、雑誌・
1972 1990 保護に携わるNGOの会合」，科学技術庁「アジアのエネルギー消費構造 書籍のコピー、調査報告書
の実態把握と地球環境に関する今後の課題について（中間報告）」ほか 等を含む。

0018-F21-0001 土地問題

1973

「土地問題とその対策に関する中間報告（素案）要旨」，経済企画庁総合
開発局「新全国総合開発計画総点検作業中間報告（素案）（２）土地問
題」，経済企画庁総合開発局土地問題班「土地問題資料」

0018-F21-0002 地球開発

1987

東京都企画審議室「第6回臨海部副都心開発計画会議資料『臨海部副都
新聞記事の切抜等を含む。
心開発基本計画』の基本的事項について」ほか

0018-F21-0003 2000年度4年生学園祭

2000

大崎ゼミナール「國學院大學渋谷キャンパス木マップ」ほか

0018-F21-0004 八郷

1996 1997 大崎ゼミナール「八郷の山と人々」ほか

調査資料を含む。

0018-F21-0005 水１９７９

1977 1979 国立の町づくりを考える会「町づくり通信」（No.25-30,号外）ほか

英語論文の複写等

0018-F21-0006 森と水－環境庁１９９１

1991

環境庁「首都圏における環境の将来展望と広域環境管理のあり方につい
て」

0018-F21-0007 測量法

1977

日本河川協会編「建設省河川砂防技術基準」ほか

0018-F21-0008 土地改良福岡

1982

「用水と営農」（通巻113号），福岡県筑後川水系農地開発事務所「明日の
農業を築くために！！国営筑後川下流土地改良事業計画変更の概要」ほ
か

0018-F21-0009 公害自主講座／かしま研究

1959 1965

第４インターナショナル日本委員会「永久革命」（No.7,11-15），日本革命的 ファイル名と内容物が一致し
ない。
共産主義者同盟「第４インターナショナル」（No.2-7）ほか

展示資料、写真等を含む。

文献の部分コピー等を含
む。

要審査

農林出版社「週間農林」（No.1746,1770,1783-1790,1792-1798,18091830,1832-1836,1838,1840-1842）

0018-F21-0010 ［無題（週刊農林）］

2000 2003

0018-F21-0011 ゴミ問題

杉並清掃工場上高井戸地区建設反対同盟「闘争ニュース」（新年号,第3
号），「杉並清掃工場高井戸地区建設反対期成同盟ニュース」，「ごみ焼場 チラシ、情報カード等を含
1967 1973
反対運動野お知らせ」，東京都知事美濃部亮吉「高井戸地区の皆さんへ」 む。
ほか

0018-F21-0012 公開講座ヤンバルの環境と開発

2001

名桜大学「第4回名桜大学リカレント公開講座のご案内」ほか

0018-F21-0013 鹿島愛町計画基礎調査

1966

農民運動研究会「鹿島愛町計画基礎調査」

0018-F21-0014 阿舎利

1983 1985

直耕志塾「阿舎利通信」（創刊号‐10号），「交流会報告集」，飯尾淑子「ふ
書簡等を含む。
きのとう」（No.2）ほか

0018-F21-0015 水 １９７５－７７

新月ダム建設反対期成同盟「けさらんぱさらん」（第2号），東水労社会主
1976 1978 義研究会「氾濫」（No.7），全水協「水と人と」（No.6），地井昭夫他「蜂の巣
城にみる『村づくり』の論理」ほか

電気料金・水道料金の通知
および払込票、書簡、文献
の部分コピー、新聞切抜等
を含む。

0018-F21-0016 ミッシング

2002 2005 暮らし研究工房「ミッシング」（No.40-41,43,45-61,63-69,71）ほか

各種お知らせ等を含む。

0018-F21-0017 一円塾

一円塾「一圓融合」（創刊号,第2号），同「一円塾ニュース」（第10号‐11号,
1997 2007 平成14年1月24日発行,平成16年1月20日発行,平成17年1月25日発行,平 各種お知らせ等を含む。
成18年1月27日発行,平成19年1月25日発行）ほか

0018-F21-0018 下水道

建設省土木研究所「昭和59年度下水道事業調査報告書」，毛環浄化研究
会「土壌浄化法研究」（No.1-2），同「土壌浄化法広島講演会より地方都市
手書きメモ等を含む。
1984 1985
の下水道事業の今後―建設省都市局中本下水道部長講演録」，同「土壌
浄化研究情報」（No.2-3）ほか

0018-F21-0019 減反と農業政策

2004 2005 ［新聞記事の切抜］

公開講座関係の資料を含
む。

0018-F21-0020 NGOと援助・開発

1995 1998 健康＆食糧機関「健康＆食糧」（No.1-2）ほか

0018-F21-0021 NICE

「NICE京風あっさりプレス～97年3月原点に帰って瓦版号」，「NICEプレス」
1997 1998 （98年10月号,97年4月号,97年6月号‐8月号,11月号,98年3月号,11月号‐12 各種案内等を含む。
月号）ほか

0018-F21-0022 水土里の森

1993 1995

0018-F21-0023 長良川河口ゼキ他

長良川を愛する会「長良川だより」（No.16‐47），同「長良川河口堰建設に
各種案内、長良川関係のパ
1988 1989 関する公開質問状」，所秀雄「長良川を愛せよ」，「アンケート集計結果『長 ンフレット等を含む。
良川河口堰を考える集い』」ほか

0018-F21-0024 やませみ原版

1989 1991

小川町緑と水といのちを考える会「やませみ／反ゴルフ場通信」（創刊号‐ 「やませみ」15号以外は原
版。写真を含む。
第9号,第11号-15号）ほか

0018-F21-0025 環境人口

1999 2004

科学技術庁「ニュースレター第２報／JOCウラン加工施設における臨界事
新聞雑誌の切抜
故と環境への影響について」，ヤオコー「ヤオコー環境報告書２００４」ほか

0018-F22-0001 ［無題（減反裁判関係）］

「減反やめよう！コメつくろう！全国ネット通信」（Vol.19,21-22），「減反裁
判第３次訴訟訴訟（案）」，減反やめよう！コメつくろう全国ネットワーク
雑誌記事のコピー、訴状案
1994 2000 「『減反ストップ裁判』で農業政策の転換を！（声明）」，「Mother Biosphere 下書（？）等を含む。
／緊急！！市民シンポジウム コメの輸入自由化と、食・環境の安全性」，
「『おコメ裁判』呼びかけ人／団体、賛同人／団体、原告名簿」ほか

0018-F22-0002 ［無題（林業関係資料）］

新治村の自然を守る会「保安林解除に対する異議意見書の提出への協
1987 1995 力の依頼」，静岡地区林業研究協議会「年輪」，「東京の木で家を造る会
通信」，「第１回 秋田・ブナを植えるつどい」ほか

エコ・コミュニケーションセンター編集室「水土里の森」（創刊号‐第4号,第6
各種案内等を含む。
号‐7号,第20号）ほか

雑誌等のコピーを含む。

0018-F22-0003 コメ関係

減反やめようコメつくろう全国ネットワーク「食料の自給をめざし、減反政策
をやめさせよう！」，「訴状（目次）」，大崎正治「農政審報告へのコメント・
大崎メモ」，米の自給を守り食管を問い返す会「日本の米を自給し、減反を 公開質問状、抗議文、名簿
1986 1994
要審査
やめ、他の国の人たちの食をうばうことをやめましょう」，同「米の会第２次 等を含む。
訪タイ団記録」，「大潟村のヤミ米は”食管破り”国内の自由化は外米輸入
を誘導する」ほか

0018-F22-0004 わが家の農業

1946

利根沼田地区施肥合理化対策協議会「水稲増産対策栽培歴」，同「利根
1970
沼田地区（春夏作）作物別施肥基準例」，利根村稲作生産合理化運動実
？
践本部「水稲栽培ごよみ」ほか

0018-F22-0005 タイ森林破壊

1992

「A ＳＴＵＤＹ ＯＦ ＩＭＰＡＣＴ AND PROPOSED SOLUTIONS FOR THE
SETTLEMENT OF THE DETERIORATED FOREST FOR THE POOREST
IN THE NORTH=EAST(SDF=PINPROJECT / A RESEARCH REPORT
PHASE 1 / Study of Impact on People Affected by the SDF-PIN
Project」

0018-F22-0006 環境

1996 1997

小沢徳太郎「第3回環境問題を考える市民の夕べ記録集／福祉社会を超
えた『循環型社会』をめざして」，同「小沢徳太郎のグリーン時評」ほか

0018-F22-0007 環境文化創造研究所

2007

「社団法人発明学会入会案内」，ＩＫＡＲＩ「Corporate Profile／環境文化創
造研究所」ほか

パンフレット等を含む。

0018-F22-0008 ［無題（ふるさと清掃運動会）］

2008

「ふるさと清掃運動会～環境アクション2008報告集」ほか

パンフレット等

0018-F22-0009 ［無題（鹿島）］

細野君の権利を回復する会「公判ニュース」（No.1-3），鹿島市民しんぶん
1974 1976 事務局「鹿島市民しんぶん」（No.31-32），国土地理院「1:50000地形図／
潮来」

0018-F22-0010 長良川

長良川を愛する会「長良川だより」（No.48-77,80-88），同「長良川だより」
（新装1‐2号,,4号,6‐9号），同「河口堰・ダムはホントに安全か」，長島・河口
各種お知らせ、チラシ、署名
1989 1991 堰連絡協議会「NAGARA」（No.18），「アンケート集計結果」，「長良川河口 用紙、封筒等を含む。
要審査
堰建設の再検討を求める請願書」，日本の水をきれいにする会「清流青
湖」（No.96）ほか

農薬等の使用法等を含む。

要審査

［無題（國學院大學大崎ゼミナー
0018-F22-0011
ル関係資料）］

「平成7年大崎ゼミ共同研究『茨城県八郷町大増における林業の現状』」，
「平成8年度大崎ゼミナール共同研究『茨城県八郷町大増地区における林 電子メールのプリントアウト
1994 1997
要審査
等を含む。
業と生活の変化』」，「平成9年度大崎ゼミナール共同研究『八郷の山と
人々』」，「不老川浄化作戦」ほか

0018-F22-0012 ダムと過疎

「水系別ダム一覧」，「過疎白書」

チラシ、新聞・雑誌記事の切
要審査
抜、書簡等を含む。

0018-F22-0013 長良川河口ゼキ

1989 1990 所秀雄「長良川河口堰問答」，同「乱用される人命・財産論」ほか

0018-F22-0014 水（１）

国土庁水資源局水源地域対策課「水源地域対策特別措置法関係法令
集」，「全水協ニュース」（第5号），全水道横浜水道労働組合「よこはまの
チラシ、新聞・雑誌記事の切
1974 1977 水」（第8号），社会党群馬県本部・群馬地評・八ッ場ダム絶対反対現地斗 抜、書簡、地図等を含む。
争本部「八ッ場ダム粉砕のために」，長野原町ダム対策課「八ッ場ダム年
表」，「水と人と／全国水問題協議会ニュース」（創刊号‐No.5）ほか

0018-F22-0015 ［無題（冊子類）］

2006 2007

国際農林業協力・交流協会「NGOと農林業協力」（Vol.30,32），RIETI
「Research Digest」（2007 Summer）ほか

0018-F22-0016 ［無題（ミニコミ類）］

2001 2008

大地を守る会「だいちMAGAZINE」（Vol198199.225,227,245,253,258,260,262-3）

0018-F22-0017 神社

國學院大學日本文化研究所「全国一宮由緒・祭祀総覧」（CD-ROM），芝
大神宮「御鎮在一千年記念事業報告」，三峯神社社務所「みつミ祢山」（第
181‐184号），鎮守の森の会事務局「鎮守の森通信」（No.8-10），石鎚神社 パンフレット、記事のコピー、
2004 2008
「石鎚社報」（第584-585,594-595,607,611-612,614号），秩父神社社務所 CDR等を含む。
「柞乃杜」（第18-19,24,26），神社本庁「神社広報まほろば」（第44号,特別
号）ほか

0018-F22-0018 ［無題（ミニコミ類）］

1975 1976 電力政策研究会「E.P.レポート」（No.526,529-539,541-546,551-553）

0018-F22-0019 [無題（ミニコミ類）]

小川町有機農業研究会「ゴルフ場はもういらない！」

同一アイテムが十数点。輪
ゴム付着。

0018-F22-0020 [無題（用水事業関連）]

1982

「用水と営農」（1982年10月号），「第三章 成富兵庫の水利事業」

0018-F22-0021 佐久間ダム

2007 2008

天竜川漁業協同組合「流砂促進現場見学会平成２０年３月２日開催当日 観光案内，参加者名簿等を
要審査
含む。
案内」，電源開発株式会社「佐久間ダムの堆砂状況と対策」ほか

0018-F22-0022 「新日本」切抜

柳井繁美「汚染と危険の地獄―東京湾への挽歌」，同「ダム建設デッドロッ
1978 1979 ク」，前川和彦「異常気象の日本史」，牧野昇「ポスト石油のエースは原子 雑誌の切抜。
力だ」ほか

0018-F22-0023 女川（２）

女川原発差し止め訴訟原告団「魚群」（No.3），女川原子力発電所設置反
デモの写真とネガ、新聞切
1977 1985 対期成同盟会「女川原発反対期成同盟会、力強く再建！！」，「招請状」， 抜等を含む。
「意見書」ほか

0018-F22-0024 中岡批判

1974

「コンビナート社会分析の問題点」，「オートメーション工場の労働者生活」 雑誌論文のコピー、手書きメ
モほか。
ほか

1984

［手紙のファイル］

0018-F22-0025

ヴィデオ「水没する村と住民」感
想

雑誌や書籍の部分コピー。

0018-F23-0001 むつ小川原

六ヶ所村役場「六ケ所村勢要覧昭和49年度版」，朝日新聞「むつ／コラム
77.3.1～5.15」，「むつ小川原開発の虚像を斬る」，高教組野辺地分会開発
地区諮問資料「むつ小川原問題の手びき」（複写），青森県「むつ小川原開 公開質問状に対する回答や
1973 1977 発第2次基本計画に係る環境影響評価報告書案について」（複写），六ケ 環境アセスメントについての
所村対策協議会「開発資本主義のゆくえ」，全日本自治団体労働組合「日 意見書等を含む。
本列島改造とむつ小川原開発に反対する議案と資料」，反対同盟「速報」
ほか

0018-F23-0002 室田

1977 1990

國學院大學経済学部室田ゼミナール「三宅島／エネルギー自給について 室田武氏の論考の抜刷やコ
要審査
ピーなど。
の実態調査」，室田武「卸電気事業の法制史と経済現況」ほか

2001

Philippine Rural Reconstruction Movement「ABATAN MICRO-HYDRO
PROJECT」ほか

2000

第16会水郷水都全国会議・東京大会実行委員会「水都 江戸・東京ニュー
イベントの案内等を含む。
スレター」（創刊号），墨田川市民交流実行委員会「墨田川」（第26号）

0018-F23-0005 くろせ（黒瀬正）

1994

黒瀬正「こんにちは秋田です」（1994年11月号,1994年新米号）ほか

お知らせ等を含む。

0018-F23-0006 ［無題（河川に関する資料）］

1929 1977

関東地方建設局「利根川水系流域図」，「河川敷等占用継続許可申請
書」，「占用地関係書類」ほか

許可証、契約書、規約、申請
要審査
書、地図、見取図等を含む。

0018-F23-0007 ［無題（よつ葉だより）］

1979 1982

よつ葉牛乳を飲む会「よつ葉だより縮刷版No.4」，同「よつ葉だより」
（No.286-291,403,405），同「吉田班だより」（No.26）

0018-F23-0003 CACEPPI

0018-F23-0004

［無題（第16会水郷水都全国会
議東京大会関係資料）］

書簡、Eメールのプリントアウ
要審査
ト等を含む。

要審査

0018-F23-0008 ［無題（講義資料）］

「バイオガス関係資料」，「田下農場の紹介」，「TASHITA FARM PAST,
NOW &FUTURE」，「経済政策特論（地域交流）〈後期〉」（シラバスの写し），
「都市サラリーマン・市民の山仕事」

0018-F23-0009 ［無題（反戦運動等の資料）］

1972

立川反戦市民連合「反基地・反自衛隊闘争の今後の発展のために」，ILC
合同労組同盟員会議「宮城合同労組大和産業闘争総括」，「チビっ子孟語
アジビラ等。
録解雇撤回斗争に支援を」，芝工大Ⅰ部・Ⅱ部・短大学生自治会「米大使
館を包囲せよ！」ほか

2009

天竜川漁業協同組合「流砂促進現場見学会平成21年3月1日開催当日資 案内、参加者名簿、日程表、
yahoo!地図のプリントアウト 要審査
料」ほか
等を含む。

0018-F23-0010

［無題（流砂促進現場見学会資
料）］

要審査

0018-F23-0011 雲南社会林業

「Social forestry in Yunnan」

中国語。

0018-F23-0012 IPPF

1977 1978

IPPF「CONCERN EAST & SOUTH EAST ASIA AND OCEANIA REGION」
パンフレット等。
（No.9），「COMMON CONCERN」ほか

0018-F23-0013 棚田論文 村上氏

2004

村上利之「長野県千曲市姥捨棚田における水収支」，「荒川上流部・秩父
抜刷等。
地域の棚田」ほか

2000

「森は空気をきれいにしているの？」ほか

0018-F23-0014

［無題（国学院大学大崎ゼミナー
ル関係資料）］

0018-F23-0015 国際化機構

2003 2004 緑と水の森林基金公募事業実績報告書ほか

大学祭の展示資料。

予算執行状況、領収書等。

農林省農林経済局統計調査部「付図1 最近10年間の市町村別耕地面積
（田畑計）増減の動向（昭和32年～42年）」，付図2 最近10年間の市町村
別田面積増減の動向（昭和32年～42年）」，「付図3 最近10年間の市町村
別畑面積増減の動向（昭和32年～42年）」，「付図４ 昭和42年市町村別水
田率分布図」，「付図5 昭和42年市町村別果樹園地率分布図」

0018-F23-0016 地図

1969

0018-F23-0017 出版ダイジェスト

1998 1999 「出版ダイジェスト」（No.1679,1699,1706,1708,1721,1737）ほか

封書1通あり。

0018-F23-0018 民族と地域 法政大学

1992

法政大学社会学部40周年記
念シンポジウムのパンフレッ
ト等。

法政大学社会学部「統合と多様化」ほか

0018-F23-0019 成瀬山

1975

住民集会有志「成瀬山を守ろう！」，成瀬山を守る会「みんなで成瀬山開
発に反対しましょう！」，「小田急（株）『学園成瀬分譲地宅地造成計画』白 書簡、便箋、新聞記事切抜、
手書きメモ、ノート等を含む。
紙撤回要求書」，「成瀬山開発計画略図」，「奈良北団地入居者一覧」，
「ならきた」（No.16,18），「公団住宅奈良北団地自治会会則」ほか

0018-F23-0020 A・J ウイン会議 一九七九．八

1979

「RETORT」

0018-F23-0021 PESAM

Program on Environmental Science and Management「DIRECTORY ON
UPLAND DEVELOPMENT AND RESOURCE MANAGEMENT」，「PESAM
bulletin」（Vol.2 No.1,2,3,4&5,6 Vol.3 No.1,2,3,4,5, Vol.4 No.1,2,3&4,5），
フィリピン関係資料。
1977 1984
「CONSERVATION CIRCULAR」（Vol.13 No.1,5, Vol.14 No.4, 9-10, Vol.15
No5-6）「Philoppine Agricultural Mechanization」（Vol.1 No.1, Vol.2 No.2），
「INSIDE PEASAM」（Vol.1 No.2, Vol.2 No.2,3）ほか

0018-F23-0022 ［無題（大崎正治氏の著作）］

1972 2001

大崎正治「鹿島からの二つのメッセージ」，「腐食を始めた開発の思想」，
「泥まみれの霞ヶ浦干拓構想」，「幹部が告白する生協の官僚主義」ほか

冊子、書評記事等。

0018-F24-0001 ［無題（大崎正治氏の著作）］

1982 1989

大崎正治「沖縄水『危機』のありか」，同「フィリピン少数民族と水車」，同
「積極的なフィリピン・ボケ」，同「小さな『世界』の経済」ほか

冊子、論説記事コピー等を
含む。

2006

「奥間川流域保護基金ニュースレター」（第13号），環境監視研究所「環境
監視」（105号），奥田夏樹「自然体験型エコツーリズムの論理を検証する」 応募書類。論文抜刷、新聞
（名桜大学総合研究所紀要第7号），「エコツーリズムが自然環境に及ぼす 記事のコピー、履歴書・私信 要審査
影響についての研究」（高木仁三郎市民科学基金2004年度研究助成成果 等を含む。
報告書）ほか

0018-F24-0002 奥田夏樹氏

0018-F24-0003 ［無題（大崎正治氏の著作）］

英語雑誌のコピー。

大崎正治「今、水が危ない／水の地域自給によっておいしい水を」，同「自
分史からみたコミュニティ運動への軌跡」，同「日本農業に新しい発想を」，
冊子、論説記事コピー等。
同「食と農の危機をめぐって」，「水との調和をはかれ」，「森を食った野菜」
ほか

0018-F24-0004 ［無題（大崎正治氏の著作）］

大崎正治「水問題の本質はどこにあるか」，「農業・食糧問題／ある経済
人類学の試み」，「開発途上国の技術と開発」，「石油たんぱくが問う農業
冊子、論説記事コピー等。
1977 1979
の運命」，「マレーシアの開発―訪問記（１）」，「マレーシアの農村と開発
―訪問記（２）」ほか

0018-F24-0005 報告書調査編

2004

0018-F24-0006
0018-F24-0007
0018-F24-0008
0018-F24-0009
0018-F24-0010
0018-F24-0011
0018-F24-0012
0018-F24-0013
0018-F24-0014

暮らしと経済 学生のコメント
消費社会論感想
［学生のコメント］
07年度環境と生活リポート
世界遺産イフガオ棚田学生コメ
ント
リポート残す
「食糧危機と工業化の論理」及び
プロゼミ感想
ゼミ論文
２００１年環境と開発

0018-F24-0015 ［無題（鎮守の森）］

2003

［無題（「林業の変化に関するア
ンケート調査」調査票）］
0018-F24-0017 ［無題（校正用原稿）］
0018-F24-0018 くらしと経済校正分

鎮守の森CO2吸収調査プロジェクト会議「東京の空を美しくする鎮守の森
冊子一部のみ。
／鎮守の森CO２吸収調査報告書調査編」
［学生レポート類］
［学生レポート類］
［学生レポート類］
［学生レポート類］

非公開
非公開
非公開
非公開

［学生レポート類］

非公開

［学生レポート類］

非公開

［学生レポート類］

非公開

［学生レポート類］
［学生レポート類］

非公開
非公開

「鎮守の森におけるCO２吸収量調査報告（都内）」
［調査票］

0018-F24-0016

非公開

［大崎氏の校正用原稿］
［大崎氏の校正用原稿］
今井優子「政府のモデル農村と農民のモデル農村」（経済学研究科経済
学専攻）

0018-F24-0019 今井優子さん

修論正副1分ずつ、抜刷10
部、履歴書あり

非公開

「マウンテンガイドシリーズ7 立山・劔・黒部」（朋文堂）、「登山・ハイキン
グ㉔八幡平・岩手山・秋田駒」（日地出版）ほか

0018-F25-0001 登山地図

1960

0018-F25-0002 神尾先生

神尾明正「民船漫語」，同「黒陶について」，同「古代祭祀遺跡にみられる
安房国の地域性」，同「千葉県館山市東長田1969年断面祭祀遺跡と付近 神尾明正氏の著作類。書籍
1925 1991 の先史原史小地誌」，同「ほぼ天平時代と推定される微不整合面の発見 部分コピー、抜刷、レジュメ、 要審査
について」，同「式内青渭神社の鎮座池について」，同「貝塚の構造につい 手紙等を含む。
て」ほか

0018-F25-0003 平成17年度 ATT会計帳簿

2007

0018-F25-0004 ［無題（國學院大学卒業論文）］

［帳簿類］

非公開

「マルチメディアが環境に与える影響について」，「東京における雨水利用
卒論2点。
についての一考察」

非公開

0018-F25-0005 西南学院カリキュラム

学生課「昭和42年度入試統計調査資料」，京都大学経済学部大学院経済 西南学院大学の入試やカリ
1963 1967 学研究科「昭和38年度授業計画及び講義概要」，京都大学生活協同組合 キュラム等に関する資料を 要審査
含む。
書籍部「法学部経済学部教科書一覧表39年度」ほか

0018-F25-0006 西南学院大新聞

1966 1968

「西南学院大学新聞」（No.203-207,211,213-214,219）,「西南生協ニュー
ス」(No.25,27,29,34,36-37)ほか

0018-F25-0007 資料１―新全総に関連する

1971

国土総合開発審議会総合調整部会研究会「大規模開発プロジェクトに関
する研究報告の要約」

0018-F25-0008 保木本一郎氏著作

1968

保木本一郎「ドイツにおける営業の自由」，同「ドイツにおける営業警察の
展開（一）～（三）」，同「地域開発と公害」，同「埋蔵遺蹟・文化財の保護を 抜刷4点綴、１点バラ。
めぐる法的問題」

0018-F25-0009 ［無題（地図）］

1973

千葉県開発庁工業用水局「千葉県工業用水道事業概要図」，「千葉県総
合開発計画図」

シミ汚れあり。

0018-F25-0010 ［無題（地図）］

1978

座間市役所「座間市全図」，同「座間都市計画図」

2部ずつあり。

［根利付近の地図など］

破れ、汚れのひどいものあ
り。

0018-F25-0011 ［無題（地図）］

0018-F25-0012 棚田資料

「1996 RICE TERRACE CALENDAR」，「富山和子がつくる日本の米カレン
1996 2001 ダー／水田は文化と環境を守る1998」，「富山和子がつくる日本の米カレ
ンダー／水田は文化と環境を守る2001」

