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1　凡　例

1．　ここに収録の図書および小冊子は，地方

　自治体刊行の公害関係資料である。内容は

　公害一般　大気汚染，水質汚濁，地盤沈

　下，騒音，悪臭の6編に大別した。

2・本目録は，昭45年5月末迄の当館所蔵資

　料のほか，「公害関係資料目録」（専門図書

　館協議会関東地区協議会，昭45年2月刊）

　および「公害関係図書目録」　（防災専門図

　書館，昭42年6月刊），「同追録」　（昭43年

　6月刊）を参照収録した。

3．三編ゐ排列は，北から南へ県別し，その

　中を書名のABC順とした。

4．○印は，当館所蔵で。内は請求番号で

　ある。また，φ印は，前記「公害関係資料

　自録」所収の専図協加盟各機関の所蔵，　＊

　印は，防災図書館所蔵である。

5．単一の図書で，書名からの内容が多部門

　にわたるものは，それぞれ三編に重複：して

　記載した。「

6．継続出版物は，追記の形式をとった。

7．当館未所蔵資料については，内容が不明

　のため便宜上書名から分類した。

8．　目録のあとに，利用上の覚え書きを記し

　た。．

H　公害一般

北海道

公害行政の手引　北海道企画部　昭40，　3

　246p　¢

　　青森県

青森県公害防止条例　青森県　昭4219p

　＊

青森県公害防止条例関係例規集　青森県衛生

　部　昭42．929p　φ　　「

青森県公害防止条例に基づく届出施設の手引

　青森県衛生部　昭42・329P　φ

青森県公害防止条例施行規則他　青森県環境

　衛生課　昭42　12P　＊

　　岩手県

東山町公害調査岩手県企画部　昭〔．〕

　（）p　¢

岩手県における公害の現況　岩手県企画部企

　画調整課　昭41．3．32p　φ

　　宮城県．

宮城県公害資料　第5報〔昭和42年度版〕

　宮城県衛生部　昭43214p　O　（AZ一

門49一



　1561－1）第6報〔昭和43年度〕昭44’

　274p　O　（AZ－1561－1）

　　秋田県

秋田県公害防止基本対策　秋田県　昭43．11

　24p　¢

　　山形県
』山形県公害出面対策協議会規程　山形県行政

　総合対策室　昭38．11　〔〕p　φ

　　福島県

領島県公害防止条例，福島県公害対策審議会

　規則，公害行政の推進体制　福島県企画開

　発部　 目召41．5　18P　 φ

公害行政の手びき　福島県企画開発部

　昭43・2　251P　φ

公害問題　福島県議会事務局　昭43．5　97p

　¢

公害の現況とその対策　福島県企画開発部

　昭41・520P　φ

公害処理施設の現況　昭和40年度　福島県企’

　画開発部　昭41．549P　φ

　　栃木稟

栃木県公害行政の概要　栃木県商工労禰部振

　興平門42昌8PO（519・5－TQ572t）
　　群馬県

群馬県における環境衛生　昭和41年度

　群馬県公衆衛生課　昭43．3250p　φ

　　埼玉県

埼玉県公害防止条例．埼玉県公害毒血条例施

　行規則，埼玉県公害防止審議会規程　埼玉

　県民生部公害課　昭〔〕21p　O（Y121）

　　千葉県

五井姉ケ崎地区事前調査実施要綱同要領

　千葉県・通産省　昭41・1024p　φ

市原特別工業地区整備事業計画書　千葉県市『

　原市　昭41・614P　φ

市騰肛業地区整三業の鞭千葉県公

　害課　昭42・10　14P　φ

県会公害対策特別委員会で決定された要望事

　項　千葉県議会事務高　昭43．6　2p　φ

県内主要企業防災保安体制一覧表千葉県・

　千葉県産業災害対策協議会　昭40．11

　57p　¢
公害防止関係法A．集　千葉県衛生民生部環境

　衛生課：昭39．3　〔〕P’＊

公害行政の現状　千葉県議会事務局　昭40．8

　79p　¢

公害関係統計表　千葉県公害課　昭40．4・

　28p　¢
公害関係統計表　キ葉県公害課　昭41．5

　27p　¢

公害研究所概要　千葉県　昭43．1　7P　φ

公害研究所設立計画概要　千葉県衛生部

　昭43．111p　φ、

公害問題・理解のために一担当者の手引一

　1966（千葉県保健所会長シリーズ　第1号）

　千葉県市原保健所編　昭4131p　＊

公害の現状と対策　千三県議会事務局

　昭43．778p　φ

公害対策基本法　千葉県公害課　昭42．10

　16p　¢

’公害事例及び処理状況　千葉県公害課

　昭40・3「65P　φ

公害事例及び処理状況、（昭40．4～昭42．3）

　千葉県公害課　昭42・1295p　φ

公害事例及び処理状況　（昭42．4～昭43．3！

　千葉県公害課　昭43・1237　p’φ

産業災害防災図上訓練実施要綱　千葉県市原

　市、昭43．1063pφ
千葉県市原市における公害の曳状と対策　第

　1集も千葉県市原保健所　昭41．834pφ

千葉県市原地区事前調査概要　千葉県公害課

　・厚生省公害課　昭41．118P　φ

千葉県市原地区事前調査報告書　千葉県公害

　課・厚生省公害課　昭41．7・25ガφ

千葉県公害防止研究会議設置要綱（案）千葉

　県公害課　曜〔〕　4p　φ　．

“’@50．



千葉県公害防止条例，同施行規則　千葉県公

　害課　昭42．1074P　φ

千葉県公害防止条例の解説　千葉県公害課

　昭41・10　22P　φ

千葉県公害対策審議会議事録要綱　千葉県公

　害課：昭41．8　18P　φ

千葉県の公害問題と対策　千葉県　昭41．10

　14p　¢

　　昭42．118Pφ

　　昭42．944P　φ

　　昭43．1194P　φ

陳情書　千葉県　昭41．10　24P　φ

　　東京都

三門仏における都市公害（昭和35年度第4回

　海外研修報告　No．2）東京都職員研修所

　昭3742P　＊
放射性物質関係施設と消防そめ1　東京都

　消防庁火災予防対策委員会　昭39

　15P　＊　　その2．昭3929P　’＊

公害と東京都　東京都公害研究所　昭45．3

　718p　O　（NA217－19）

工場公害防止条例について　東京都首都整備

　局都市公害部工場公害課　昭3522P　＊

工場公害関係資料東京都首都整備局都市公

　脚部工場公害課　昭36．649p　＊

工場公害陳情統計　昭和30年　東京都建築局

　指導部設備課　昭3059p　＊

　　昭和31・32年合冊　昭3384p　＊

　　昭和33年　昭3451P　＊
－工場公害言下統計　昭和35年　東京都首都整

　三局都市公害部工場公害課　昭3652p＊

　　昭和36年層昭37．1051p　表
　O　（Y’121）

苦1青陳情統計　昭和42年度　東京都首都整備

　局都市公害部　昭43．3　145p　φ

漢語翻究所韓第・巻鯨三三．
　研究所　昭45．3　3冊〔第1部　大気編

　♀41p，第2部水質編92p，第3部

　騒音・振動編　176P〕○　（NA217－18）

東京都における都市公害の概況東京都首都

　整備西都市公害部　昭3573p　＊

　　昭3978P　＊

東京都都市公害対策審議会総会議事録（第5

　回）東京都首都整備局都市公害部　昭38．4

　33p　＊

東京都都市公害対策審議会都市公害対策に関

　する答申第1号一丁7号東京都都市町

　害部計画課　昭4195p　＊

都市公害防止関係法規集　東京都首都整備局

　都市公害部　昭35．11111p　＊

　　昭36　111P’＊’

　　日召39．11　’194P　　＊

　　昭42．9304P　＊

都市公害関係法規集　東京都　昭42．9304p

　O　（328．519－To4582t）

都市公害関係参考資料（1）　東京都首都整備

　局都市公害部　昭3678p　＊

都市公害対策に関する資料　東京都首都整備

　局都市公害部　昭43．10　13p　φ

都市公害対策に関する答申　第1号一三9号

　東京都首都整備局都市公害部　昭43．5

　135p　¢

都市公害対策に関する答申　第1号一第11号

　東京都首都整備三都市公害部計画課　，

　昭45．5　17gP＝○　（AZ－1572」2）

　　神奈川県

防災かながわ一社会災害対策計画ダイジェス

　トー　神奈川県企画調査蔀防災消防課

　昭41．ユ　79P　O　（Y121）

海外の公害対策について・二三市公害セシタ

　一　昭41．8　11P　＊

神奈州県県営水道条例及び施行規程　神奈川

　県企業庁水道局　昭32．460p　φ

神奈川県公害行政の概要　神奈川県企画調査．

　：部公害課，昭40．1084P　’¢

神奈川県中小企業公害除去設備資金助成要綱

一51一



　神奈用県商工部工務課　昭36　12p　φ

神奈川県事業場公害防止条例・同施行規則

　神奈川県商工部工務課　昭26．1214p　φ

公害防止に関する条例・同施行規則（昭和39

　年6月1日施行）　’昭3924p　＊
公害防止条例関係例規集　神奈川稟企業調査

　部公害課　昭39．373p　φ

　　昭42・786P　φ

公害行政の概要　神奈川県企画調査蔀公害課

　昭42・6　10P　φ
公害関係統計資料　昭39．6．1一昭42．5．31’

　神奈川県企画調査部公害課　昭42　4pφ

公害基本調査結果概要　神奈川県企画調査部

　公害課　昭42．223p　φ

公害問題に関する意識調査　横浜市総務局調

査室昭40・434pφ
公害の防止に関する条例・同施行規則　神奈

　Jll県企画調査部公害課　昭39．6　24p　φ

公害の防止に関する条例・同施行規則（昭和

　39年6月1目施行）公害の基準に関する規

　則（昭和39年6月12目施行）神奈川県企画

　言周i査部．公害課　30p　O　（CZ－1572－1）

公害の防止に関する条例による機械作業の許

　可申請と届出について　神奈川県企画調査

　部公害課　昭39・515p　φ

　　昭和42．823P　φ

公害の面からみた足柄し尿処理場について

　神奈川県企画調査部公害課　昭40．6　8p

　¢

公害相談（第1報）横浜市公害センター

　昭45．373P　O　（Y121）、

公害対策一横浜方式一　横浜市　昭4372p

　¢

根岸・本牧工業地域の公害問題について

　横浜市総務局調査室　昭39・55p　＊

根岸・本牧工業地区の公害問題について

　横浜市公害セ．ンター・昭39．12118p　φ

農業発展と公害に関する調査（農政情報19）

　神奈川県農政部　昭43．9　55p　O

　（Y121）

生活と公害　横浜市　昭42．1140　P（Y121）

横浜市既設工業地域公害対策調査報告書

　横浜市公害セ：ソター　昭45．2　101p　O

　（Y121）

横浜市公害対策協議会審議事項及び経過（昭

　和39年9月一41年5月）横浜市公害センタ

　一　昭4112P　＊

横浜市における公害の実態ζ予測一根岸・本

　牧工業地区をめぐる諸問題の解明のために

　一　横浜市衛生局　・昭39　88p　＊

　横浜市における公害対策はいかにあるべき

　か一市政懇談会要旨記録一　横浜市総務局

　市民相談部公聴課　昭4023p　＊

事業場公害関係問題発生及び処理概要　神奈

　川平平工部工務課　昭34．938P　φ

　　新潟県

新潟県公害防止施設改善資金貸付要綱新潟

　県衛生部　昭38．418p　＊

新潟県公害防止施設改善資金貸付要綱　新潟

　県企画部　昭43．612p　O　（Y121）’
新潟県公害防止条例の解説　新潟県衛生三三

　事衛生課　昭36　107P　＊

新潟市山の下地区公害対策報告書　新潟県企

　画部公害課　昭43．386p　φ

三条市公害防止に関する基副査報告書

　新潟県企画部公害課，昭43．386p　φ

燕市，公害防止に関する基礎調査報告　新潟

　県企画部公害課　昭41．330p　φ

　　富山県

富山県公害課業務執行計画　昭和42年度

　富山県公害課　昭42。43，1p　＊

　　岐阜県、

大垣市公害白書大垣市公害対策三三42

　30p　＊．

　　愛知県

公害関係苦情陳情調　愛知県公害課昭〔〕

一一一　52　一



　（）p　¢

工場公害調査報告書　春日井市役所　昭40．3

　55p　＊

農業公害に関する調査成績書　昭和41年度

　愛知県　昭42，361p　O　（Y121）

　　三重県

ばい煙排水基準に関する参考資料　四日市

　市衛生部　昭43．365p　O　（Y121）

三重県公害防止条例，三重県公害防止条例施

　行規則　三重県企画部公害課　昭42・7

　15p　＊

三重県における公害の現況と対策の概要

　三重県公害対策室　昭38．925P　φ

小・中学校における公害に関する学習（社会

　・保健指導計画試案）　四日市市立教育学

　究所　昭4282p　＊

四日市市における公害の概況　四日市市婿生

　部　昭43．、10　6gP　O　（Y121）

　　夫阪府

電気炉設置工場から発生する公害の調査結果

　　（昭和42年11月4目一27日）　大阪市

　昭43　11gP　O　（NA217－1）

硝子工場公害発生源調査報告書　昭和42年度

　大阪市総合計画局公害対策部　昭4365　P

　O　（NA217－2）
業種別公害発生源調査結果　昭和43年度報告

　（公害対策資料　No．69－12）大阪市総；合

　計画局公害対策部　昭44．4　165p　O

　（Y121）

公害現況並渉に公害調査資料　大阪市総合計

　画局公害対策部　昭41．1135p　＊

公害現況並びに40年度公害調査　大阪市

　昭40．627PO（Y121）

公害監視センター計画と）あらまし　大阪府

　昭43・1〔〕P，φ

公害による経済被害調査結果　中間報告

　大阪市総合計画局公害対策部　昭41．3

　2！p　O　（Y121）

公害による損害賠償の研究　英米の判例を中

　心として　大阪府企画部公害室　昭42．3

　134p　¢

公害の現況と対策　大阪府企画部公害室

，昭42．913P　φ

公害の現況と対策　（公害に関する年次報告）

　昭和44年版　大阪府　昭44　188p　O

　（A　Z－1572一　1　）

公害施策の概要　昭和42年度　大阪府企画部

　公害室　昭43。239p　φ

公害統合研究所に関する調査研究報告　大阪

　府企画部公害室　昭41．1242p　φ

大阪府公害施策の概要　昭和38年度　大阪府

　商工部公害課　昭39　111p　＊

大阪府における公害施策概要　大阪府企画部層

　公害室　昭43271pO（519．5－077530）

大阪府事業場公害防止条例・同施行規則

　（昭和29年4月14目施行）　大阪府商工部

　公害課　昭29　12p　＊

大阪市公害対策審議会関係条例・規則委員会

　等名簿　大阪市総合計画局　昭40．12　8p

　¢

大阪市における都市公害の概況一大気汚染・

　騒音・水質汚濁一　大阪市総：合計三局公害

　無二部　昭39107pO（519．5－077620）

堺港発電所増設問題関係資料集　（1）一（3＞大

　阪府企画部公害室　昭43．11　〔〕p　φ

市民と公害　大阪市における都市公害の実態

　とその対策（追縄シリ・一一・ズNo．5）大阪市

　議会事務局調査課　昭43　123p　O

　（519．　5－07763s）

主要地方公共団体の公害関係防止条例集

　大阪府商工部公害課　昭〔〕．183p　’○

　（328．　519－0775s）

事業場公害防止の概要　昭和33年度　大阪府

　衛生部環境衛生課　昭3464P　＊
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　　兵庫県
兵庫県の公害（総：括の部）　兵庫県　昭40　・

　30p　¢

兵庫県め公害　昭和42年　年兵摩県商工部

　昭42　108P　φ

出光興産（株）姫路製油所の公害に関する資料

　兵庫県公害課　昭42．12　18p　φ

神戸市の公害行政の推移　神戸市衛生局

・昭43．320P　φ

公害　1965尼崎市衛生局　昭〔〕20p・

　O　（Y121）

公害防止条例関係規程集　兵庫県公害課

　昭4030P　φ
公害一現状，対策　1963尼崎市衛生局

　昭38　16P　＊

公害一現状〃対策？　1965尼崎市衛生局

　昭4120P　＊’

公害研究所（大気汚染常時監視テレメTター

　システム計画のあ、らまし）兵庫県　昭43，3

　17p　¢

公害の現状とその対策　昭和39年版　尼崎市

　衛生局　昭39．1214p　O　（Y121）

公害の現状と対策　尼崎市衛生局　昭42．3

　36p　O　（Y121）　　昭43．348p　O

　（Y121）

公害の現状と対策　尼崎市衛生局公害三三室

　昭44．　373P　O　（Y121一）

公害の発生状況について　昭和4q三分　神戸

’市衛生局公害対策課　昭41．321p　＊

　昭和41年分　昭42．326p　φ

’公害の苦1青と処理状況　神戸市衛生局

　昭43．3　17P　φ

公害を防ぐ（県政ダイジェズ5）　兵庫県広

　報課　昭43　13P．φ

公害審議会の答申の概要　兵庫県公害課

　昭4213P　φ
公害　その現状と対策　昭和36年版　尼崎市

衛生局嗣3748P・・

公害　その現状と対策　昭和36年版追録

　尼崎市衛生局昭36　2p　＊

公害　その現状と対策　昭和37年版　尼崎市

　衛生局　昭〔〕44p　O　（Y121）・

公害対策基本法　大気汚染防止法　騒音規制

　法兵庫県商工部公害課　昭4361p　φ

工場実態調査結果（第1報）　神戸市衛生局

　昭41・222P　φ’

西宮市公害調査報告　第1号　西宮市市民局

　公害対策課　昭42．372p　＊

大気汚染防止法　騒音規則法　兵庫県商工部

公害平年4340Pφ
　　和歌山県

和歌山県公害防止条例（付）関係規則　和歌山

　県昭4235P＊
和歌山県公害防止条例に規定する排出等の基

　準を定める規則　和歌山県　昭42　8p

　＊

和歌山県公害防止条例に規定する特定施設を

　定める規則　和歌山県　昭〔〕　8p　＊

　　岡山県

本県の公害対策の概要　岡山県　昭43．3

　36P　φ　　昭41．646P　φ

公害行政の現状　岡山県議会事務局　昭40．5

　40p　¢

公害関係資料　岡山県議会事務局　昭含9．10

　41p　¢

岡山県公害概要　岡山県企画蔀公害課

　昭43・4　35P　φ　　昭43．8　25P　φ

岡山県公害関係法規程集　岡山県企画部公害

　課　昭42．144P　φ

岡山県公害対策審議会　岡山県　昭41．6

　18p　¢

岡山県における公害の現状と対策　岡山集

　昭42・9　5P　φ

岡山県の公害対策の概要　岡山県議会事務局

　昭40・10　18P　φ

岡山県新産業都市匠おける生活環境に関する
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　研究報告　，岡山県　昭39．8271p　φ

岡山市公害防止条例　岡1⊥1市　昭41　7p

　＊

、主要地方公共団体の公害防止に関する条例．

　岡山県　昭40．10　41p　φ

他府県における公害対策の機構予算状況

　岡山県議会事務局　昭39．9　10p　φ

　　広島県

広島県公害防止資金融資制度要綱　広島県企

　画部公害対策室　昭43．4　13p　φ

家畜飼育に伴う公害防止のための指導指針

　広島県農政部畜産課　昭42．　922P　φ

公害対策事務概要　広島県企画部公害対策室

　昭43．3　37P　φ

　　山二三

山口県の公害　山口県衛生部公害対策室

　昭43．10　155P　φ

　　徳島県

公害防止対策に関する第1次答申　徳島県公

　害対策審議会　昭43　14p　φ

徳島県公害防止条例のしおり　徳島県公害防

　止対策審議会昭43i4Pφ

　　福岡県

北九州市公害防止対策審議会規則　北九州市

　昭40．5　〔〕P　φ

北九州市の公害　北九州市衛生局　昭41

　104p　＊

北九州市の公害　第2号　北九州市衛生局

　昭42．3235P　＊

　　佐賀県

公害調査報告書　佐賀県議会　昭42．！115p

　¢
佐賀県の公害　佐賀県防災課　昭4’2．4　78p

　¢

　　熊本県

公害に関する資料　熊本県企画部公害調査室

　昭42．6　62P’φ
熊本県公害関係例規集　熊木県企画部公害調

　査室　昭42．3　12p　φ

　　宮崎県

公害対策関係予算一覧表　宮崎東総務部財政

　課　昭42・6　4P　φ

　　　皿　大気汚染

　　北海道

北海道内主要市における大気汚染・騒音・悪

　臭に関する実態調査について　昭和40年度

　北海道　昭43・3156　P　O　（Y121）

北海道の大気汚染調査測定結果報告　第1報

　（1963年12月一1964年3月）北海道衛生部

　昭39．9・53P　O　（Y121）　第2報

　41．35gP　φ　・第3報（1965年4月一

　1966年3月）　昭42．　385P　O（Y121）

第4報（1966年4月一1967年3月）昭43

　155コ口O　（519．5－H616h）　essiR（19

　67年4月一1968年3月）昭44．377p　O
　（519．　5－H616hU）

　　青森県

大気汚染調査報告書　青森県衛生部　昭41・

　32p　¢

　　岩手県

ばい煙の排出輝制等に関する法令　岩手県厚

　生部医薬課　昭〔〕33p　φ

岩手県におけるばい煙問題について　岩手県

　厚生部医薬三三39．756p　φ

公害関係調査資料　大気汚染・水質汚濁　岩

　手県企画部．昭42．357p　O，（Y121）

　　宮城県

High　Volume　Air　Sampler　tlこよる仙台市内

　の浮遊煤塵量とその含有成分について（大

　気汚染に関する調査研究第2報）仙台市

　衛生試験所　昭41　〔　〕p　＊．

仙台市内における亜硫酸ガスによる大気汚染

　について・No・1．（大気汚染に関する調査

　研究　第3報）仙台市衛生試験所昭4i．12

　（　）p　＊・
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　　福島県

馬煙排出基準につ・・ての一考察福島県企

　画開発部　昭41．557p　φ

　　キ葉県　　『

ばい煙等影響調査報告書　昭和41年度　千葉

　県・厚生省昭42．1098pφ　昭和42

　年度　昭43．10　73P　φ

グリーレベルトの設置効果について　千葉県

　公害課・厚生省　昭43．397p　φ

市原地区梨被害の原因と対策　（昭和41年度

　調査報告書）　市原地区梨被害調査委員会

　昭42．266P　φ

市原地区三等被害調査結果　第一次中間報告

　市原地区梨被害調査委員会　昭41．666p

　φ』第二次中間報告　昭41・1021p　φ

環境基準と排出基準の相関に関する調査研究

　千葉県公害罪・厚生省．昭43．3204p　φ

京葉工業地櫓大気汚染調査報告書　その1

　千葉県公害課　昭40．629pφ　’その2

　昭41．641P　φ　　その3　昭42・6　46　P

　φ　　その4　昭43・647回転φー

コンピューターによる千葉県市原地区大気汚

　実質解析調査につ（・ての報告書　千葉県公

害課昭43．3層 P41Pφ
三和石油工業（株）船橋製油所に係る公害問題

　について　千葉県衛生部　昭41．11　14p

　¢

昭和41年度大気汚染特別報告　一都三三夏季

　スモヅグ共同調査　千葉県公害課　昭41．．9

　75p　¢’

大気汚染が人体に与える影響についての総合

　的研究　昭和39年　千葉県衛生部　昭〔〕

　54p　φ　　昭和40年　昭41．1143p　φ

昭和・・年招42・7・92Pφ、昭禾・42年

　昭43．7　119p　φ

回気汚染による被管三巴集三韓蘇
　試験場　昭43L3’　28p　φ

大気汚染の植物被害　千葉県　昭43．3・158　p

　¢

大気汚染等による公害防止対策に関する意見

　書案　千葉県　昭43．9　1p　φ
大気汚染調査報告書　昭40．4一昭41．3千葉，

　県公害課　昭41．7　190P　φ　昭和41年度

　昭42．11　503p　φ

大気汚染状況集中監視装置にらいて　千葉県

　昭43．9　12P　φ

千葉県五井姉ケ崎地区産業公害総合事前調査

　報告書（大気関係）　千葉県衛生部・通産

　省企業局，昭43．547P’φ

千葉県五井姉ケ崎地区大気汚染防止対策

　午葉県衛生部・通産省企業局　昭43・5

　8p　¢
千葉県市原地区なし鼠害防止対策要綱　千葉

　県昭43．38P層φ
千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱　千葉県

　昭41．5　18P　φ

自動車排気ガス環境調査結果報告書　千葉県

　公害課・厚生省　昭42．5．133p　φ

　　東京都

ばい煙防止参考資料　東京都首都整備局都市

　公害部　昭35．1141p　＊

ばい煙処理施設指導標準（ボイラー）東京都

　首都整備局都市公害部　昭43．3　107p
　φ　　（ごみ焼却炉）昭4295p　φ　■

放射性降下物関係資料2　東京都首都整備局

　都市公害部　昭38．2　71p　O　（Y↓21）

過酸化鉛法による亜硫酸ガスの測定結果報告

昭和32年1明一昭和40年1明東京都首都

　整備局都市公害部環境課・昭41・345p＊

降下ばいじ瞳測定結果鮪昭和29年・2月

半一昭和40年12月　東京都首都整備局都市公

　害部　昭41．10133p　＊

工場排ガス処理施設指導標準（アンモニアの

　部）東京都首都整備局都市公害部　昭41．3

　56P　φ　　（塩化水素の部）　昭41・366P

φ・（7・素化合物）昭43・37σ，』φ．
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　（クPム酸ミスト）　昭42　44P　＊　　（硫

　化水素）昭43．360P　φ　　（窒素酸化

　物）　昭4260P　＊

Los　Angelesの空気汚染問題　（The　East

　Los　An琴eles　Tribune　7月15日・1957年

　による）　東京都首都整備局都市公害部

　昭3562P9＊
ニュ　“一ヨーク市の大気汚染防止　組織と運営

’東京都企画室　昭37　19p　＊

ピッツバーグ市煤煙防止条令　東京都首都整

　備局都市公害部　昭35　31p　＊．

昭和41年度大気汚染総合調査結果　その1

　東京都首都整備局都市公害部　昭43．3

　62p　φ　　その2　昭43．　3　57p　φ

　その3　昭43．376P　φ

大気汚染関係参考資料　自動車と煙霧　東京

　都首都整備局都市公害部一昭37　22P　＊

大気汚染の現状と推移翫び対策へのアブP一

　チ（公害研究所資料1－O－1）東京都公

　害研究所　昭4399p　O　（E　G283－3）

大気汚染の人体に与ぼす影響　東京都首都整

　備局都市公害部　昭40．679p　φ

大気汚染調査報告書　昭和34年度　東京都衛

　当局　昭35290p　＊

大気汚染調査測定結果　昭和43年度　（公害

　研究所資料1－0一4）　東京都公害研究

　歯面44240PO（NA217－6）
大気汚染自動記録計測定結果報告　昭和40年

　1月～12月　東京都首都整備局都市公害部

　昭41・3455pφ　　昭和41年1月～12月

　昭42．3505P　φ

東京における公害の実態　大気汚染の現況

　SO2とCOについて　1969（公害研究所

　資料1－0－5）　東京都公害研究所

　昭44．845P　O　（Y121）

東京都呼吸症状有症撞球奪の中間報告　東京

　都首都整備局都市公害部　昭42　4p　＊

東京都のばい燗と屋外空気に関する調査

　第1～26報　東京都立衛生研究所昭31．3

　～昭36．3　1冊○（Y121）

東京都の降下ばい塵量について　東京都首都

　整備局都市公害部　昭3531p　＊

東京都大気汚摯防止対策の概要　東京都首都

　整備局都市公害部環境課　昭42535p

　O　（519．5－To458tン

東京都大気汚染調査の概要　昭和38年度分及

　び昭和39年度分夏期分　：東京都首都整備局　’

　都市公害部　昭39．1133p　O　（Y121）

　昭和39年度版　昭40　326p　＊　昭和40

　年度版　昭4ゴ510p　＊

東京都都市公害対策審議会大気汚染関係部会

　議事録　第9回　東京都首都整備局都市公

　害部　昭38．10　19p　＊

都内のばい煙監視の結果報告　実施期間

　　（昭35・12～昭36・2）　東京都首都整備局

　都市公害部　昭36222p　＊

自動車排気ガスと大気汚染（都市公害部資料

　2－3二5）　東京都首都整備局都市公害

　部昭41・5122P＊、
図表でみる東京都の大気汚染の現況束京者tl

　首都整備局都市公害部　昭43．　2「41p　φ

　　神奈川県

放射能調査報告　1～3　川崎市　昭36～38

　（）p　¢

’イギリス大気汚染委員会報告書（ビーバー・

　レポート全訳）　神奈川県京浜工業地帯大

　．気汚染防止対策技術小委員会（訳）昭38

　100p，　O　（519．5－11472i）

医師会の地域活動としての大気汚染影響調査

　方式に関する研究（公害資料No．15）

　横浜市公害センター　昭43．466p　O

　（Y121）

神奈川県に紺磁射能調査神奈川県衛生

　研究所　昭3718P　φ　昭3822P　φ

神奈川県大気汚染調査研究報告　第1報　神

　奈川県京浜工業地帯大気汚染防止対策技術
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小委員会昭33．454PO’ i519．5－

　Ka344t）　第2報　昭34　117　P　O

　第3報　昭35．10　124p　φ　　第4報

　昭36　159　p　O　　第5報　昭3797p

　O　　第6幸艮　昭38　107p　O　　 第7幸艮

　昭39　124P　O　・第8報　昭40　96P

　O　　第9報　昭42　169P　O　　第10報』

　昭42　184P　O　　第12報　昭45　141P

　O　（NA217－7）

神奈川県大気汚染調査研究総合報告　1957－

　62．神奈川県京浜工業地帯大気汚染防止対

　策技術小委員会　昭3949p　O　（519・・5

TKa344t2）

ピッツバーグ市空気汚染防止に関する資料

　神奈川県商工部　昭2952p　φ

世界の大気汚染問題　第1報　神奈川県京浜

　工業地帯大気汚染防止対策技術小委員会

　昭35．888P　φ　第2集　昭38　107P

　O　　（519．5－K二a344s）

大気汚染関係文献翻訳集　第1　神奈川県

　昭35．344p　O　（Y121）

大気汚染と健康調査　第2報　慢性気管支炎

　をめぐる諸問題　横浜市　昭4381P　φ

大気汚染と健康調査について　慢性気管支炎

　をめぐる諸問題　横浜市公害センター

　旨召41・2　55P　　φ

横浜川崎地区における大気汚染時の措置要綱

　神奈川県企画調査部公害課　昭39・12　6p

　¢

横浜市根岸地区大気拡散調査報告書　横浜市

　公害センター　昭43．32冊（39P，51P）

　O　・（Y121）

横浜市および周辺地区の気象条件と大気汚染

　について　横浜市　昭4313p　φ

横浜市大気汚染調査報告　第5報　横浜市衛

　生局　昭41　12gP　O（519．5－Y685y）

横浜市大気汚染調査報告　第6報　横浜市公

　害センタ・・一・　昭41　83P　O　、（519・5一

　Y685y）　第7報　昭42．3・91P　O

　（Y121）　　第8報　昭43．399P　O

　（Y121）

自動記録計による大気汚染測定結果　昭和41

　年横浜市公害セン’ター昭4117♀p

　O　（519．5－Y685z）

自動車排気ガスの汚染について　（1｝性能試

　験結：果　横浜市公害セγター　昭43．2　77

　P　φ　（2）委託研究報告　昭43・274P

　φ　（3）街路調査結果　昭43・　2135P　φ

自動車排気ガスの生体に与ぼす影響に関する

　実験的研究　鉛化合物について（公害資料

　No．14）横浜市公害センター　昭43．、4

　66p　O　（Y121）

自動車排：気ガスの生体に及ぼす影響に関する

　実験的研究　低濃度二酸化窒素の生体への

　影響について　横浜市公害センター

　昭45．324P　O　（Y121）

　　新潟県

直江津地域の大気汚染調査　中間発表　新潟

　県企画部公害課　昭43．1232p　φ

新潟市全域の大気汚染調査報告，（付）大気汚

　染等量線図　新潟県　昭42．395p　＊

西頸城郡青海町粉じん調査報告　新潟県衛生

　部薬事衛生課　昭38．1277p　＊．

　　岐阜県

大垣市交通公害調査報告書　第5報　大垣市

　公害対策室　昭41。914p　＊．，

大垣市大気汚染調査報告　昭和40年7月

　大垣市公害対策室　昭40　9p　＊

大垣市大気汚染調査報告書．第4報　大垣市

　公害対策室　昭4116　，p　＊

　　愛知県

亜硫酸その他のガスの除去効果に関する研究

　愛知県公害課　昭〔〕〔〕p　φ

za　pんの補集測定および除去に関する調査研

　究　愛知県公害課　昭〔〕　〔〕p　φ

紛じんの除去効果に関する研究　愛知県公害
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　課　厚召40．4　〔　〕P　φ

煙およびガスの拡散に関する研究　愛知県公

　害課　昭40．4て　〕P　φ

工場の操業過程より生ずるガス粉じんの種類

　および濃度に関する調査研究　愛知県公害

　課昭43．2　〔〕p　φ

大気汚染物質の一般環境における許容限度に

　関する調査研究　愛知県公害課　昭40．4

　（）p　¢

大気汚染調査報告　昭和40，41年度　名古屋

　市昭42102Pφ
　　大阪府

アルカリ濾紙法による硫黄酸化物，窒素酸化

　物調査報告　大阪市総合計画局公害対策部

　昭41．336P　＊

ばい煙防止事業に関する報告　大阪市総合計

　画局公害対策部委託・大阪府汽罐士会　昭

　41　92p　O　（519．5，一三775b）

ばい煙発生施設実態調査の概要　昭和40年度

　大防府・大阪市　昭4283p　O　（519．5

　－07753b）

街路空気汚染状態とその影響調査結果　大阪

　，市総合計画局公害対策部　昭4164p　O

　（519．　5－0776g）

ハイ・ボリュームサンプラーによる浮遊ばい

　じん調査報告　大阪市総合計画局　昭41

　31P　＊　昭和42年3月　昭42　46P

　＊　．昭和42年度　昭43．　348P　O　（Y

　121）　昭和43年度報告　昭44．361p

　O　（Y121）

阪神広域大気汚染共同調査報告書　気流動態

　調査　大阪府。兵庫県　昭42335p　O

　（519．　5－07753h）

今里交差点を中心とした自動車排ガス汚染状

　況とその影響調牽結果　大阪市総合計画高

　公害対策部　昭42131p　O　（519．5－

　07762i）

金属腐蝕度を指標とした大気汚染の実態及び

　影響に関する調査　昭和39年度報告　大阪

　鳥総：合計画高　昭3933p　O　（Y121）

　昭和40年度報告　昭40．341P　O　（Y

　121）　昭和41年度報告　昭4264P　O

　（563．7－0776k）　　昭和42年度報告　昭

　43・367P　O　（Y121）　　昭和43年度

　報告　昭44．、4　31p　O　（Y121）

公害による経済被害調査結果報告書　大気汚

　染一家計部門　大阪市総含計画局公害対策

　部　昭4194P　O　（519．5－07762k）

　大気汚染一企業部門　昭42　40p　O

　大気汚染一政府・公共部門　昭43．870p

　O　（Y121）

西淀川区ゐ大気汚染　大阪市総合計画局公害

　対策部　昭4275p　＊

西灘川地区大気汚染調査報告（公害対策資料

　No．69－13）　大阪市総合計画局公害対策

　部　昭44．3　〔〕P　O　（Y12！）

大阪におけるスモッグ発生について　昭和38

　年11月一昭和39年3月　大阪市総合計画局

　公害対策部　昭〔〕91p　O　（519．5－

　077620）

大阪における自動車排ガス対策の歩み　大阪

　府企画部公害室・大阪市総合計画局公害対

　端部・大阪自動車排気ガス対策推進会議

　昭44　202p　O　（EG283－6）

大阪市南部臨海地弾硫酸ガス調査報告　昭和

　41年度　大阪市総合計画局　昭42．323P

　O　（Y！21）　昭和42年度　昭43．3　13P

　O　（Y121）　昭和43年度昭44．323P

　O　（Y121）

大阪’市南部臨海地周辺地域亜硫酸ガス調査報

　告　昭和40年度　大阪市総合計画局公害対

．策部　昭41．335p　O　（Y121）

大阪市における都市公害σ～概況　産気汚染。

　騒音・水質汚濁　大阪市総合計画局公害対

　沼部　昭39107p　O（519．5－077620）

大阪市の大気汚染　大阪市　昭41248p．φ
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堺・泉北臨海工業地の進出企業に対する大気

　汚染防止のための指導基準策定に関する調，

　査研究報告　大阪府公害室・大阪府公害審

　査会　昭42221P　O（519；　5－07752t）

堺・泉北臨海工業地を中心とする大気汚染実

　態調査結果　大阪府公害室　昭42・2

　143p　＊

スモッグ共同調査結果報告　昭和38年度

　大阪市総合計画局公害対策部　甲3961p幽

　O　（519．5－0775s）

大気汚染防止条例　Ptスアンぜルス郡管区大

　気汚染制御局’大阪府　昭43．374p　φ

大気汚染公害・その問題点と対策’65　大阪

　市総合計画局公害対策部　昭40，344p

　¢

大気汚染の環境基準に関する答申・大阪市公

　害対策審議会　昭4029p　O　（EG281

　－1）

大気汚染の環境基準に関する答申　付属資料

　大阪市総合計画局公害対策部　昭40

　162p　＊’

大気汚染の植物に及ぼす影響調査報告書

　大阪市公害対策部　昭41．359p　φ

　昭和42　117p　O　（654．3－0776t）

　昭和43．789p　φ

大気汚染測定結果　昭和41年度　その1

　大阪府・大阪市・堺市　昭42833p一φ

　その2　昭42579P　φ

大気汚染実態調査結果　大阪府　昭42

　143p　di

高石市大気汚染調査結果表　昭和41年度

一高石市役所公害係　昭42　34p　＊

自動車排気ガスによる街路上空気汚染状況に

　関する調査研究報告　大阪府企画部公害室

　昭42．3　102P　φ

自動車排気ガスによる大気汚染の防止対策に

　ついて　大阪府公害対策審議会　昭42．8

　7p　¢

自動車排気ガス対策に蘭する審議結果報告書

　大阪府公害：対策審議会　昭42．7　20p　φ

　　兵庫県

尼髄鞘謙騨研究・尼騨生

尼崎市大気汚染調査報告　第1報　昭34．11

　尼崎市衛生局　昭3441p　＊　　第2報

　昭和36．6昭3779P　＊　　第5報昭

　和40．3　昭40　70p’＊　　第6報　昭和

　41．3　昭4164P　＊

米英の大気汚染防止活動　（付）都市住宅問題

　神戸市衛生局　昭3569p　＊

第1回尼崎市大気汚染立体的調査に就いての

　中間報告　昭和32年6月　第1号　尼崎市

　大気汚染対策本部　昭32　3p　＊一

戸2回尼崎市大気汚染立体的調査に就いての

　中間報告　昭和32年8月　第2号　尼崎市

　大気汚染対策本部　昭32　3p　＊、

第3回尼崎市大気汚染立体的調査に就いての

　中間報告　昭和32年12月　第3号　尼崎市

　大気汚染対策本部　昭32　3p　＊

第4回尼崎市大気汚染立体的調査に就いての

　中間報告　昭和33年4月　第4号　尼崎市

　大気汚染対策本部　昭33　3p　＊

兵庫県の公害（大気汚染の部）兵庫県企画部

　昭4028P　φ
神戸市における大気汚染関係疫学調査報告

　昭和41年’3月　神戸　衛生局公害対策課

　昭4114P　＊

神戸市大気汚染調査研究報告　第7報　神戸

　市衛生局　昭40　36p　φ　　第8報　昭

　41．390P　＊　　第9報　昭42．340P

　＊　　　第10幸艮　日召43．3　95P　　φ

神戸市東部におげる大気汚染疫学調査　神戸

　市衛生局　昭43。6　55p　φ

燃料調査報告書　神戸市衛生局公害対策課

　日召42　14P　　＊

欧米のばい煙防止対策　神戸市衛生局昭40．
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　3　91p　¢

大気汚染の塗膜及び金属の腐糞に及ぼす影響

　調査報告書　尼崎市衛生局　昭41．340P

　O　（Y121）

大気汚染調査報告書　第7報　尼崎市衛生局

　昭42．332P　＊，第9報　昭44・32gP

　O　（Y121）　・

東部埋立地関係煤煙対策委員会工学的研究報

　告　神戸市衛生局　昭42．784p　φ

全国の大気汚染　兵庫県　昭40　31p　φ

　　岡山県

空気汚染の人間衛生に及ぼす影響岡山県衛

　生部　昭〔〕292p　φ

水島における大気汚染の現状　岡山県衛生部

　昭41．8　114p　φ
水島地区の大気汚染防止のための調査爵よび

　指導について　岡山県衛生部　昭41．11

　12p　¢

岡山県における六気汚染の現況　岡山県衛生

　部　昭43．10292P　φ

産業公害総合事前調査現地実測調査実施の概

　要（大気汚染関係）　岡山県　昭40．7

　30p　¢

大気汚染，排出基準，公害基準参考資料

　（地方条例その他）　岡山県　昭40．10

　20p　¢

　　山ロ県

宇部市における大気汚染対策について　昭和

　36年度年報　宇部市大気汚染対策委員会

　昭37　13p　＊，　昭和37年度年報　昭38

　ユ7P　＊　　昭和38年度年報　昭39　15P

　＊　昭和39年度年報　昭40　19p　＊

　昭和41年度年報　昭4123p　＊　　昭和

　41年度年報　昭4224P　O　（Y121）

宇部市大気汚染対策年報　昭和42年度　宇部

　市夫気汚染対策委員会　昭43．9、24p　O

　（Y121）

全国各都市の降下煤じん量：について．宇部市

大気汚染対策委員会昭37．15P・

　　福岡県

福岡県における大気汚染　1．福岡県衛生部

　昭37．3　145P　φ　　2・昭38．3120P

　φ　　3．昭39．3242P　φ　　4．昭

　40．3　187p，φ　　5．昭41．3234p

φ　6．昭42．3288Pφ　7．招
，43．3　36！p　¢

福岡県における大気汚染対策特別地区の対策

　および効果に関する研究　福岡県　昭41

　272p　＊

八幡市大気汚染調査報告　第2報　八幡市衛

、生部　昭3644　P　＊

　　熊本県

大気汚染など調査成績報告　第1報　熊本県

　企画部公害調査室　昭41．349p　φ

　第2報　昭42．3　104p　φ　　第3報

　昭43．386p　φ

　　　IV　水質汚濁

　　青森県

八戸工業地帯前面海域の魚介藻類生態調査

　青森県衛生部　昭40　25p　φ　　昭41

　33p　¢

八戸工業地帯前面海域の水質調査青森県衛

　生部　昭40　36p　φ　　昭尋139p　φ

　　岩手県

公害関係調査資料　大気汚染・水質汚濁　岩

　手県企画部　昭42．357p　O　（Y121）

　　茨城県

水質汚濁防止対策調査報告、昭和39年度

　茨城県霞ケ浦北浦水産事務所　昭4041p

　＊

　　東京都

アメリカにおける河川浄化について（海外研

　修報告　昭和41年度），東京都職員研修所

　昭43．334P　φ

本州製紙江戸川工場廃水に関する経過概要
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　東京都　昭33．12　4p　φ

河川汚濁防止のしおり　東京都首都整備三都

　市公害部　昭36　1枚　＊

河川及び水路水質汚濁防止のための調査報告

　書　東京都　昭34．359p　＊

河川水質の現状と保全対策　東京都首都整備

’局都市公害部　昭42。9　15p　φ

河川水質の直接浄化に関する研究報告

　：東京都　昭38．3　126p　φ

河川浄化関係法令集（低回）一公出水汚濁防

止昭和34年3月東京都広報夢外局首都

　建設部　昭3499p　＊

河は汚されている　東京都首都整備局

　昭35．10　40p　O　（NA217－5）

北多摩幹線排水路流域地下水調査報告書（付

　図面）（都土木技研資料42－9）東京都土

　木技術研究所　昭43．　3239PO（Y121）

工業用水利用状況実態調査報告　城北地区

　東京都土木技術研究所　昭37　10p　＊

公共用水域め水質保全関係資料　昭和35年9

月東京都首纏総局肺公害部昭35
　52p　＊　昭和3S年10月　昭3548p　＊

公共用水域の本質保全関係資料（第2集）

　東京都経済局農林部　昭35．2＄5p　＊

工場廃液除外設備調査報告書　東京都首都整

　備品　昭38．332p　φ

工場排水処理の知識　東京都首都整備局都市

　公害部　昭43．819p　φ

工場排水等の規制に関する法律　昭和33年12

　月25日（法律第182号）東京都首都整備局

　都市公害部　昭36　16p　＊

クラリオン川水質汚濁軽減に関する報告書

　東京都首都整備局都市公害部　昭3521p

　＊

汚水源調査　昭和32年度　東京都1昭33

　48p　φ　　昭和33年度　昭3447p　φ

三多摩地域地下水利用可能量調査報告書

　東京都首都整備局　昭39　4冊　第1

　北多摩編　第2　西，南多摩編及び総括

・一y n　（ME345－1）

水質保全対策資料　東京都首都整備局都市公

　面部　昭42．370P　φ－

水質汚濁防止調査報告書（水質調査資料）

　東京都首都整備局都市公害部　昭42

　319p　O　（5’19．5－To458s）

水質汚濁事件和解仲介等概要　東京都首都整

　備局都市公害部　昭43．328p　φ

多摩川の水質汚濁の影響調書　東京都首都整

　三局都市公害部　昭37．1127p　O　（Y

　121）

多摩川水域に係る工場排水等の指導基準要綱

　東京都首都整備局　昭38．6　9』p　φ

多摩川水系野川における工場廃液による公害

　問題について　東京都首都整備局　昭38．6

　9p　¢

多摩川水系浄化対策資料　その1（丸子防潮

　堤上流部）　東京都首都整備局都市公害部

　昭3833P　＊

地下水規制関係法規集　昭和38年6月　東京

　都首都整備局　昭3882p　O　（328．511

　－To458t）

地質・地下水調査報告集　昭和39年度（地図

　共）（都土木研資料40－7）東京都土木技

　術研究所　昭41113p　O（511．27－To

　458t）　　昭和40年度（地図共）（都土木技

　研資料41一　8）昭42121p　O』（511．27

－T・458・）昭和4i鞭（図版表共）、

　（都土木技研資料42－10）　昭43138p

　O　（511．27－To458t）

東京における公害の実態　水質汚濁（現況，

　対策及び調査研究）　（公害研究所資料）

　東京都公害研究所　昭4449p　O（NA

　217－14）

東京都における工場排水の指導概要東京都

　首都整備局都市公害部　昭43．3ユ48p　＊

東京都都市公害対策審議会水質悪臭関係部会
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　議事録（第7回）東京都首都整備局都市公

　害部　昭38．10　11p　＊

都内河川に係る工場排水等の水質基準　東京

　都首都整備局都市公害部　昭和43．ユ0

　57p　¢

都内河川の水質（昭和42年定期水質調査結果

　報告）　東京都首都整備局都市公害部水質

　保全課　昭43・3129p　φ

都内河川の水質（昭和43年定期水質調査結果

　報告）　東京都公害研究所水質部　昭44．4

　265p　O　（Y121）

住宅団地排水処理施設の維持管理基準　東京

都首都整備局都市公害部昭41・376Pφ

　　神奈川県

家庭下水で汚染される上水道の水源としての

　相模川　横浜市　昭39。5　7p　φ

工業廃水による水質汚濁とその対策　神奈川

　県昭35．354pO（Y121）
工場排水及び境川水系（片瀬，柏尾JID水質

　調査結果報告　神奈加県工場事業場廃液対

　策部会　昭38．191p　φ

工場排水及び酒匂川水質調査結果報告神奈

　川県工場事業場廃液対策部会　昭36．3

　73p　¢

工場排水調査年報昭和37－40年神奈川県

　衛生平々務課衛生研究所　昭〔　〕　141p

　¢

工場用水調査報告単一平塚地区下水調査一

　神奈川県企画渉外部　昭34．3　59p　φ

相模川河口域水質調査No．3昭和43年度（神

　水煙資料No・130）　神奈川県水産試験場

　昭44，323P　O　（Y121）

相模川水系放流河川別工場調査書　神奈川県

　企画渉外部企画広報課：昭37．2　13p　φ

相模川水系河川及び工場廃水調査結果報告書

　神奈川県工場事業場廃液対策部会　昭42

　207p　O　（ME352－1）

酒匂川水系各河川の水量および水質試験調査

　報告表　昭和37－39年　神奈川県衛生部環

　境衛生課　昭〔〕　〔〕P　φ

水系別河川水質調査年報　1．神奈川県工場

　事業場廃液対策部会　昭40．　8　65p　O

　（Y121）　2．昭41．1176P　O　（Y

　121）　3．昭42．1268p　O　（Y121）

　4．昭43．12　156p　O　（Y121）

水質保全関係法規集　神奈川県企画調査部公

　害課：・昭41．10　85P　φ

水質規準に関する省令　神奈川県衛生部環境

　衛生課　昭33　20p　φ

水質汚濁防止関係法規集　神奈川県企画渉外

　部企画課　昭37．1289　p　φ

水質試験成績並びに調査報告　昭和33－42年

　横浜市　昭〔〕〔〕p　φ

水質調査報告書　昭和28年度　神奈川三三1

　都5県　昭29・12．19　P　φ

多摩川汚濁調査結果表　神奈川県企画渉外部

　昭3469P　φ
多摩川流域川崎市内工場排水水質試験成績表

　神奈川県工場事業場廃液対策部会　昭38、

　25p　¢

多摩川流域川崎市内工場廃水等調査結果報告

　神奈川県工場事業場廃液対策部会　昭40

　148p　O　（570．97－Ka452t）

三座川流域（川嶋市内）工場の排水処理に関

　する指示事項一覧表　神奈川県企画調査部

　公害課　昭38．1ユ　6P　φ

鶴見川水質調査報告　横浜市　昭3937pφ

横浜・川崎臨海地区工場排水調査報告書

　神奈川県企画調査部公害課　昭4377p

　O　（M331－2）

用地排水対策調査報告書　神奈川県農政部耕

　地課　昭41．3125P　φ

事業場廃液汚水に関する調査結果一覧表

　神奈川県商工部工務課　昭33　15p　φ

　　新潟県

糸魚川，青海海域汚濁調査報告書　新潟県企
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　画部公害課　昭42．862p　φ

信濃川河水の汚染調査並びに新潟市附近海水

　の試験成績について，その他　新潟県衛生

　研究所　昭3523p　＊
信濃所水域の指定に関する調査報告書　新潟

　県企画部公害課・昭42．12196p　φ

燕市の農業用水及び排水の公害防止条例に基

　づく調査報告　新潟県衛生部薬事衛生課

　昭36　6p（図版）　＊

　　山梨県

水資源開発基本調査書　山梨県　昭44．3

　117p　O　（Y121）

首都圏の水資源に関する基礎調査報告書

　山梨県　昭44．3．93p　O　（Y121）

　　愛知県

稲に対する水質汚濁源の影響に関する試験

　（予備試験）愛知県農業試験場　昭〔〕

　33p　O　（Y121）

甘藷澱粉工場の廃水処理に関する研究報告書

　昭和41年度　愛知県食品工業試験所

　昭〔〕　〔〕P　φ　昭和42年度　昭43．

　5　（　）p　di

木曾川下流における産業排水の希釈拡散に関

　する調査結果報告書　愛知県公害課

　昭42．3　〔〕p　φ

木曾川水系水質汚濁調査成績　昭和35年度

　愛知県農業試験場　昭36．383p　O

　（519．5－A258k）　　昭和36年度　昭37・3

　91t39＋45p　O　（519．5－A258k）

　昭和3グ年度　昭38．326P　O　（519．5－

　A258k）

木曾川水質調査昭和39年度　愛知県衛生研

　究所　昭〔〕　〔、〕P　φ　　昭和40年度

　昭〔〕〔〕P　φ
名古屋港海水汚染実態調査報告書　其g）1

　名古屋港管理組合　昭和35．12、解き7．9（再

　版）27P　O　（Y121）　其の2、昭和

　36．3，7昭38．3（再版）76pO（Y121）

名古屋市内河川の現状について　愛知県・名

　古屋市・経沸企画庁　昭43．1｛　〕p　φ

農業用かんがい水と水質汚濁対策　愛知県農

　業総合試験場　昭42．2－8P　O（Y121）

汚水廃液の水資源に対する許容限度に関する

　調査研究　愛知県公害課　昭40．4　〔〕P

　φ

汚水廃液の農作物に対する許容限度に関する

　調査研究　愛知県公害課　昭40．4　〔〕P・

　φ

三水廃液の処理効果に関する調査研究　愛知

　県公害課　昭40．4〔〕p　φ　　昭41．3

　〔〕P　φ

パルプ廃液による金魚養殖ぺの影響について

　愛知県公害課　昭40．3　〔〕p　φ

パルプ廃液の脱色処理等に関する研究　愛知

　県公害課　昭43．2〔〕p　φ
三興製紙株式会社祖父肛場の麟問題こつ

　いて　愛知県公害課　昭43．8　〔〕p　φ

水質汚濁が環境衛生面に及ぼす影響についで，

　愛知県公害課　昭43．3　〔〕p　φ

水質汚濁対策基礎試験成績書　昭和42年度

　愛知県農業総合試験場　昭4372P　O

　（RB274－1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水質汚濁対策試験成績書　昭和4Q年度，愛知

県農業試験場　昭〔〕24p　O　（Y121）

水質汚濁対策調査関係資料一水質汚濁と環境

　基準愛知県農業試験場騨252PO
　（RB274－6）　　昭44　47P　O　（RB

　274一・3）

水質汚濁対策調査基礎調査中間報告書　愛知

　県農業総合試験場紹44140PO

　（RB274－1）
水質汚濁対策調査成績書昭和42年度r矢作

　川水域，木曾川水域，豊：川水域公害事例一

　愛知県農業総合試験場　曜43．6126p

　O（Y121）　昭和43年度．昭44218P

　O　（RB274－1）
一一一’
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水質汚濁と農業公害　写真編（図版共）

　愛知県農業試験場　昭4454p　O

　（RB274－2）

水質汚濁（染色）と農作物に関する研究　三和

　37年度　愛知県農業試験場　昭38．6ら4p

　O　（Y121）

水質汚濁調査成績一矢作川水域，木曾川水域

　昭和39年度　愛知県農業試験場　昭〔　〕

　85P　O　（614．3－A258s）　昭和40年度

昭41・376PO（Y121）昭和41鞭
　昭4276p　O　（614．3－A258s）

水質審議会木曾川部会議事録　その1　愛知

　県公害課　昭43．3　〔〕p　φ

水質審議会木曾川部会関係資料　その1　愛

知県公害課　昭43．3〔〕p　φ

豊川水系の水域の指定に関する背景調査　愛

　知県　昭43．3　〔〕P　φ

矢作川河口漁業水質調査　昭和38年度　愛知

　県昭〔〕〔〕Pφ
矢作川河域水質汚濁調査結果報告（昭和37年

　度公害実態調査）愛知県昭38．10144p

　O　（Y121）

矢作川水域工場廃液による農作物被害の調査

　と対策　愛知県六ツ美町　昭3443P　O

　（Y121）

矢作川水域の水質および背景調査結果　愛知

　県公害課　昭43．2　〔〕p　φ

矢作川水域水質汚濁調査成績　昭和38年度

　愛知県農業試験場　昭39．10　〔〕p　φ

矢作川水系水質汚濁調査成績　昭和37年度

　愛知県農業試験場　昭38．3　68p　O

　（519．5－A258y）　昭和38年度（気象表共）

　昭39．379　p　O　（519．5－A258y）

有機汚水被害対策試験　昭和37年度　愛知県

　農業試験場　昭38．373p　O　（Y121）

　　三重県

四日市市における水質汚濁に関する調査成績

　四日市市衛生部　昭44．124p　O』

　（Y121）

　　京都府

京都府下における淀川水系河川の水質汚濁状

　況と保全対策　京都府　昭43．579p　φ

宇治軍用排水実態調査報告書一琵琶湖調査地

　域一く昭和27年度総合開発調査）　京都府

　昭38　116p　＊

　　大阪府

河川の水質保全　大阪市総合計画局公害対策

評昭4ゴ5・P’φ

河川汚濁が住民に及ぼす影響調査　大阪市総

　合計画局公害対策課　昭40．378p　φ

大阪市における都市公害の概況一大気汚染・

　騒音・水質汚濁一大阪市総合計画局公害対

　策部　昭39107p　O（519．5－077620）

大阪市水道局水質試験所調査報告ならびに試

　験成績　第15集　昭和38年度　大阪市水道

　局水質試験所　昭40　219p　＊　　第16集

　昭和39年度　昭42223p　＊

大阪湾環境水質調査報告書　昭和42年3月

　大阪府・兵庫県　昭42116pe．＊　昭和

　42年5月（追録）　昭4244p　＊

堺・泉北臨海工業地の進出企業に対する水質

　指導基準策定に関する調査研究報告’大阪

　府公害審査会専門部会水質分科会　昭42

　261P（図版）○　（519．5－07752s）

水質汚濁防止対策調査研究事業報告書　大阪

　府昭39．347Pφ
大和川水域水質汚濁防止対策関係資料集

　大阪府企画部公害室　昭43．3　169p　φ

　　兵庫県

兵庫県工業統計調査　工業用地・工業用水調

　査報告　昭和40年　兵庫県企画部統計課

　昭4164p（図版）＊

兵庫県の公害　水質汚濁の部　兵庫県商工部

　昭4132P　φ
汚水に関する諸問題　神戸市衛生局　昭42．9

　20p　¢
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　　岡山県

魚病研窄結果報告書（昭和43年度指定調査研

　究）一岡山県水産試験場　昭44・315p　O

　（Y121）

ノリ病害研究結果報告書（昭和43年度指定調

　査研究）岡山県水産試験場　昭44．6　17p

　O　（Y121）

産業公害総合事前調査一水島海域水回調査の

　概要　岡山県　昭41・816p　φ

水質保全法に基づく指定水域の水質基準

　岡山県　昭40．1119p　φ

　　広島県

太田川水系水質調査報告書広島技術事務商

　昭和40昭40117P　＊

　　熊本県

熊本県水俣湾産魚介類を多量摂取することに

　よって起る食：中毒について　皿　熊本県衛

　生部　昭40．187p　O　くY131）

水質調査結果報告書　昭和41年度　熊本県企

巨部公害調査室昭41・7．〔〕Pφ

　昭和42年度　昭42．7110p　φ

水質調査の概要　昭和41・42年度　熊本県企

　画部公害調査室　昭43．7　12p　φ

　　　v地盤沈†

　　北海道

常盤台地すべり　1969年4月発生　北海道林

　務部治山課・・岩見沢林務署　昭44．623p

　O　（Y121）

　　埼玉県

埼玉県南東部地域地盤沈下調査報告書　昭和

　39年度観測成果　埼玉県　昭40．5．36P

　O　（Y121）　　昭和40年度観測成果　昭

　昭40．・5　36p　O　　昭和41年度観測成果

　昭42．6　36P

埼玉県南東部地域地盤沈下調査報告書　一埼

　玉県南東部における地盤沈下と地下水の汲

　揚げについて一　埼玉県委託・小牧昭三

　昭44　105p　O　（NA31－18）

　　千葉県

房州地上地帯の調査報告．千葉県土木部

　昭30．370p　φ

江戸川≡三角州地盤沈下調査報告書　千葉県公

　害課　昭42．1076P　φ

葛南地域地盤高および洪水地形分類図　千葉

　県公害課　昭42　8p　φ

葛南地区地下水調査報告書　千葉県産業立地

　条件調査委員会　昭39．322p　φ

京葉臨海地域の地盤沈下　千葉県公害課

　昭41・5ユ5P　φ．　昭42．52gP　φ・

　昭43・5　4P　φ

千葉県水準測量成果表　千葉県．昭41．2

　11P　φ　　昭42．2　15P　φ　　昭43．2

　27p　¢

千葉市近傍地下水調査報告書　千葉県

　昭29．342p　φ

　　東京都

赤坂中の町の地盤沈下報省　第1報　東京都

　土木技術研究所　昭34　18p　＊

表層地盤に関する調査　東京都防災会議

　昭43．1248P　O　（Y121）

観測成果よりみた最近1の江東地区地盤沈下に

　ついて　昭和33年9月　東京都土木技術研

　究所　昭3527p　＊

工業用水白書　地盤沈下防止と工業用水対策

　のために　東京都広報渉外局首都建設部総

　合計画課　昭3548p　＊

江東方面の地盤沈下状況について　昭和33年

　12月　東京都建設局　昭35ユ15p　＊．

江東・城北地帯土質柱状図集　東京都首都整

　備局総務部総合計画課　昭3656p　＊

最近における東京の地盤沈下について（土木

　技術研究所報告　特集号）　東京都土木技

　術研究所　昭34　12p　＊

水準基標測量成果表　昭和38年度（都土木技

　術研究所資料39－1）　東京都土木技術研
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　究所　昭39．625p　O　（Y121）

　昭和39年度　（都土木技研資料40－1）

　昭40．526p　O　　昭和40年度（都土木

　技研資料41一・2）昭41．526p　O

　昭和41年度　（都土木技研資料42－1）

　昭42・427p　O　　昭和42年度（都土木

　技研資料43－1）昭43．527P　O

　昭和43年度　（都土木技研資料44－1）

　昭44．528P　O

水準測量と地盤沈下，地下水位の観測成果

　昭和35年（土木技術研究報告39号）　東京

　都土木技術研究所　昭36　54p　＊　　昭

　和36年　昭3753pO（511．27－To458s）

　昭和37年　昭38　46p　O　　昭和38年

　昭3950p　O　　昭和39年　昭4050p

　O　　昭和40年　昭4163p　O　　昭和

　41年昭4263p　O　　調和42年昭43

　79p　O　　昭和43年　昭4488p　O
地下水規制関係法規集　東京都首都整備局

　昭3882p　O　（328．51！－To458t）

地質・地下水調査報告集　昭和34－37年度

　東京土木技術研究所　昭38　172p　O
　（511’．　27－To458t）　昭和39年度　昭41

　113p　O　　昭和41年度　昭43138p

　o
東京都江東区地盤沈下地帯における地下水系

　の基礎的研究（その他）　東京都土木技術

　研究所　昭3453p　＊

東京都区部地盤調査報告書　東京都建築局

　昭和4032p　O　（511．27－To4582t）

東京湾調査地域地盤沈下の被害調査報告書

　昭和30年度　東京都建設局　昭31．330P

　¢

東京湾調査地域地盤沈下対策調査報告書　昭

　和30年度　東京都建設局　昭31．3『55　p

　¢

地盤沈下防止めためめ地下水の採取はどうな

　っているか　（建築物用地下水の採取の規

　制に関する法律に基く揚水設備転換状況調

　査報告書）東京都首都整備局建築指導部指

　導第三課　昭42．2　16p　O　（Y121）

地盤沈下・地下水位・潮位観測成果　昭和34

　年度　東京都土木技術研究所　昭3557p

　＊

　　神奈川県

箱根火山の地震，大涌沢の地中温度並に地形

　変動の調査，観測報告　神奈川県土木部砂

　防課昭40．5．47PO（Y121）昭
幽41．546P　O　（Y121）　－昭4257P

　O　（453．8－Ka344h）

箱根大涌谷地すべり調査報告書　地表変動調

　査　神奈川県土木部砂防課　昭42　9p

　O　（453．8－Ka344h2）　　昭43．313　P

　O　（Y121）　昭和43年度　昭4420p

　O　（453．8－Ka344h2）

京浜地帯地盤沈下調査報告書（付図共）

　昭40．3382p　φ

横浜の地盤沈下　恐ろしい都市の公害　横浜

　市計画局　昭40．327p　O（NA31一　5）

地すべり調査報告書　神奈川県土木部砂防課

　昭40．323P　O　（Y121）　昭40．8

　42p　O　（Y121）

　　新潟県

新潟の地盤沈下　第2輯　新潟市　昭37

　425P　O（511．2－N693n）　第3輯

　昭38393p　O　（511．2－N693n）

　1967昭〔〕20P　O』（Y121）

新潟地区地盤沈下の現況並びに昭和39年度胆

　急対策事業計画　新潟地区地盤沈下調査委

　員会　昭34．6　1枚　○　（Y121）

新潟地区地盤沈下の現況について　新潟地区

　地盤沈下調査委員会　昭3232p　＊、「

新潟地区地盤沈下対策緊急3ケ年計画書

　昭和32年9月　新潟地盤沈下調査委員会

　昭32　8枚　＊

新潟地鷹地盤沈下調査計画　三和32年9月36
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　日　新潟地区地盤沈下調査委員会　昭32

　3枚　＊

　　大阪府

建築用地下水の採取の規制に関する法ee　．一

　大阪市会事務局　昭37．4　12p　φ

大阪における地盤沈下の概況　昭和40年　大

　阪鞄盤三一ド総合対策協議会　昭〔〕26p

　O　（Y121）』　昭和41年　昭〔〕72p

　O　　昭和42年　昭〔〕7Qp　O『

　昭和44年版　昭〔〕76P　O

大阪の地盤沈下に関する研究　大阪市港湾局

　。運輸省港湾局技術研究課　昭24　253p

　O　（a－451－lo）

大阪市の地盤沈下について　大阪市会事務局

　昭36．1142P　φ
大阪市地盤沈下防止条例故正に関する問題点

　に対する中谷敏寿教授，杉村敏正教授の意

　見要録　大阪市会事務局　昭36．・1132p

　¢

大阪市地盤沈下防止条例の改正に関する問題

　点について　大阪市会事務局　昭〔〕

　4p　¢

大阪市地盤沈下防止条例草案（市会事務局試

　案）　大阪市会事務局　昭〔〕30　’p　φ

大阪市地盤沈下防止条例要綱試案とその問題

　大阪市会事務局　昭27・113p　φ

大阪市地盤沈下防止条例要綱とその問題点

　大阪市会事務局　昭27．113P　φ

泉州地区の地盤沈下特性に及ぼす土質等に関

　する調査報告書　大阪府　昭44．3158　p’

　O　（Y121）’

沈む大阪　1962大阪府土木部港湾課　昭37

　41p　＊

昭和39年における大阪市内の地盤沈下め概況

　大阪市総合計画局　昭40　8p　＊

昭和39年大阪市地下水採集状況　大阪市総合

　計画局　昭40．4　17p　O　（Y121）

地盤沈下防止対策に関して自治省並びに建設

　省に対する陳情経過報告書　大阪市会事務

　局　昭37．219p　φ

地盤沈下防止条例要綱試案とその問題点

　大阪市会事務局　昭36．12　19p　φ

地盤沈下に関する資料大阪市計画局

　昭36．7　16P　φ』　昭38．534P　＊

地盤沈下に関する資料　大阪市総合計画局

　昭38．834p　＊　　昭和39年版　昭39

　38p　O（511．2－0776z）　昭和40年版

　昭40　38p　O　『昭和42年版　昭〔〕』

　49p　O　　昭和43年度　昭〔〕71　p

　o
地盤沈下対策関係法令　大阪府　昭36．10

　28p　¢

　・兵庫県

西宮市内における地盤沈下対策概要，’66

　西宮市建設局都市計画部計画課　昭41

　16p　＊

地盤沈下対策事業計画三一添付資料一　1・

　被害写真，　1．沈下関係グラフ　尼崎市

　昭34　7P　＊

　　　VI、騒　　音

　　北海道

北海道内主要市における大気汚染・騒音・悪

　臭に関する実態調査について　昭和40年度

　北海道　昭43．3156p　O　（Y121）

北海道主要都市の騒音調査　第1報　昭和40

　年度　北海道　昭42．334pO（Y121）

　　青森県

青森市の騒音実態調査報告　青森県衛生部

　昭4224P　φ

　　宮城県

一献つ1澱驚宮城県警騨

　　栃木県

工場騒音源実態調査報告　栃木県商工労働部

　振興課　昭43．　370P　φ
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　　千葉県

騒音規則法関係法令千葉県公害課昭43．12

　74p　¢

千葉県主要都市騒音実態調査報告書　千葉県

　公害課　昭40．820p　φ

　　東京都

アメリカ合衆国メンフィス市における騒音防

　止運動　東京都首都整備局都市公害部

　昭3528P　＊

電気木工機械騒音調査について　東京都首都

　整備局都市公害部　昭36層23p　＊

銀座4丁目交差点ほか9ケ所に爵ける街頭騒

　音調査について（昭34．10調査）東京都衛

　二二公衆衛生部　昭34　12p　＊

建設工事と騒音　東京都首都整備局　昭43．1
’112’

吹@to

町を静かに！　騒音を防止しましょう　東京

　都警視庁　昭36　3．p　＊

騒音防止業務資料　主要都市における騒音防

　止条例について　東京都首都整備局都市公

，二部　昭38．635p　O　（Y121）
騒音防止の業務資料　（1）東京都衛生局公衆

　衛生部　昭31．332p　＊

　（2）昭32．9　29p　＊

　（3｝昭34．6　16p　＊

騒音防止のしおり　東京都　昭36　7p　＊

騒音防止のしおり　東京都首都整備局都市公

　二部　昭37　〔〕P　（リーフレット）＊

騒音なくして静かな町に　東京都首都整備局

　都市公害部　昭36　13p　＊

騒音測定と工事騒音の対策東京都公害研究

　所昭44124PO，（NA217－13）
遮音構造・建材の研究　東京都首都整備三都

　市公害部　昭38．663p　O　（Y121）

昭和38年度春季・，秋季交通騒音調査について

　東京都首都整備局都市公害部　昭38・12

　77p　＊

昭和42年度交通騒音調査結果　東京都首都整

備局都市公害部　昭和39年度　昭3993p

　＊　昭和40年度　昭40　105p＊　昭和

　〔〕年度　昭43，’1130p　φ

昭和43年度横田基地周辺航空機騒音冬季調査

　結果の概要　（付）夏季・冬季調査結果総合

　評価　東京都騒音研究所　昭44・351p

　O　（Y121）

鍛造機の振動防止について　東京都建築局指

　導部　昭3329P　＊

鍛造工場等の集団移転の概要　東京都首都整

　三局都市公害部　昭4＄．328p　φ

東京国際空港B滑走路延長に伴う航空機騒音

　の想定について　東京都公害研究所’

　昭44．393P　O　（Y121）

東京国際空港ならびに滑走延長線下における

　航空機騒音実態調査　東京都首都整備局都

　市公害部　昭3540p　＊

東京都都市公害部公害対策審議会騒音振動関

　係部会議事録（第7回）　東京都首都整備

　局都市公害部　昭38．1023p　＊、

都内主要地点における交通騒音調査について

　東京都首都整備局都市公害部環境課

　昭36．10　36p　O　（Y121）

横田基地周辺航空機騒音調査結果　昭和32年

　度　東京都公害研究所　昭44．943！pO

　（E　G283－10）

図表でみる東京都の騒音（振動）の現況

　東京都首都整備局都市公害部　昭43．3

　42p　¢

　　神奈川県

米海軍厚木航空基地騒音調査の結果について

　神奈川県企画渉外部企画広報課　昭35

　10p　¢

米海軍厚木航空基地周辺騒音調査報告書

　神奈川県綾瀬町　昭39　46p　φ

県内における一般騒音実態調査報告　その1，

　2　神奈川県企画調査部公害課　昭41－42

　〔〕P，〔〕P　2冊φ
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機械作業別騒音　神奈川県企画調査部公害課

　昭44．375p　O　（Y121）

工場建屋構造防音効果実態調査報告書　神奈

　川県企画調査部公害課　昭42　48p　φ

工場の騒音防止対策について　神奈川県商工

　部工務課　昭34・334P　φ

振動とその防止対策　神奈川県企画調査部公

　山高　昭40　41p　φ

騒音防止の手引き　神奈川県企画調査部公害

　課　昭43．3　10p　O　（Y121）

　　新潟県

工場騒音の現状と対策　金属加工　その1

　新潟県企画部公害課　昭42．259p　φ

　その2　昭43・12　55P　φ

　　愛知県

非定常振動の測定法および鍛造機による地盤．

　振動に関する調査研究　愛知県公害課

　昭43．5　〔〕P　φ

屋内騒音の屋外への伝達程度に関する調査研

　究愛知県公害熱血40．4〔〕pφ／
振動の伝達程度に関する調査研究　愛知県公

　南画　昭40．4　〔〕P　φ

「騒音防止に関する指導規準」とその解説

　昭和29年12月1日　名古屋市編　昭30

　16p　＊

騒音振動の人体許容量：に関する調査研究

　愛知県公害課　昭40・4　〔．〕p　φ

昭和42年度騒音実態調査結果’ ､知県公害課

　昭43・4　〔〕P　φ

地盤振動およびその低減に関する調査研究

愛知県公害課昭42・6〔〕Pφ

　　三重県

四日市市における大気汚染，騒音の調査及び

　これらが市民の健康に及ぼす影響の調査に

　ついて　第1報　昭35．11．1一昭36．10．31

　四日市市衛生課　昭37。582p　＊

　　大阪府

大阪国際空港周辺の航空機騒音調査報告

　関西都市騒音対策委員会　昭40．570p

　φ幽　第2報　航空機騒音の影響　昭40．11

　59p　¢

大阪市内街頭騒音測定結果　昭和41年8月，

　昭和42年8月　大阪市総：合計画局公害対策

　月読〔〕23PO（Y121）　昭和
　43年8月　昭〔〕24P　O　（Y121）

大阪市内における交通騒音調査　大阪市総合

　計画局公害対策部　昭44・3　113p　O

　（Y　121）

大阪市内主要幹線道路沿いの建築物における

　騒音レベル24時間測定結果報告　大阪市総

　合計画局公害対策部　昭43．326p　O

　（Y121）

大阪市における都市公害の概況一大気汚染・

　騒音・水質汚濁一大阪市総：合計画局公害対

　野洲　昭39　107P　O（519．5－077620）

大阪市における用途地域別騒音調査報告書

　大阪市総合計画局公害対策部　昭43．6

　150p　O　（Y121）

鵬樋（都響題研究柳大阪市行政
　局　昭33135P　＊

騒音に関する世論調査（第二次）　「町を静か

　にする運動」を中心として　大阪市

　昭33．564p　＊

都市騒音の規制に関する外国法の研究　大阪

　府企画部公害罪　昭42．3　122p　＊．

　　兵庫県

神戸市の騒音　神戸市衛生局　昭40．7104p

　¢

振動・騒音調査報告　神戸市衛生局　昭42．3

　172p　¢

騒音問題についての一考察　神戸市衛生局

　昭40．224p　φ

　　岡山県

騒音公害の概要　畠中県　昭40・12’14p　φ

　　徳島県

騒音公害　徳島県公害対策部　昭43？3pφ
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　　　V旺悪　　臭

　　北海道

北海道内主要市における大気汚染・騒音・悪

　臭に関する実態調査について　昭和40年度

　北海道　昭43．3156p・○　（Y121）

北海道の悪臭実態調査報告　　第1報　（1966

　年）北海道衛生部　昭42．339p　O

　（Y121）

　　東京都

魚腸骨処理工場の悪臭除去に関する調査報告

　書（公害研究所資料1－3－1）　東京都

　公害研究所　昭44．854p　O　（Y121）

東京都都市公害対策審議会水質悪臭関係部会

　議事録（第7回）　東京都首都整備局都市

　公害部　昭38．10　11p　＊

　　神奈川県

悪臭公害と取り組む　横浜市　昭42．596p

　¢

　　愛知県

悪臭とその対策に関する研究　愛知県公害課

　昭41．3　〔〕P　φ

悪臭の捕集測定及び除去に関する研究　愛知

　県公害課　昭42．6〔〕p　φ

　　大阪府

悪臭基本調査結果　大阪市総合計画局公害対

　策部　昭41．443p　φ

大阪市内悪臭・有害ガス発生施設の実態調査

　結果　大阪市　昭43．358p　O（Y121）

　　　　皿　覚え書き

’1．国立国会図書館では，地方自治体刊行物

　の範囲を館法語24条の2の第！，2項に次の

　ように規定している。「都道府県若しくはこ

　れに準ずるものの諸機関」，「市（特別区を

　含む以下同じ）町村若しくはこれに準ずる

　ものの諸機関により又はこれらの諸機関」

　以下略。本目録は，この規定にしたがい，

　便宜上「○○協議会」，「○○連絡会」等の

　刊行物は除外した。

2．　「○○県公害防止条例」，「○○県公害防

　止施行規則」等は，各自治体法令集（地方

　法規集）でも利用可能である。

3．今回は，中央官庁刊行物を除外したが，

　作成を予定している。

　〈追補〉

　　　公害一1般

区部周辺における工場立地の実態について

　東京都首都整備局　昭4561p（公害関係

　資料1－1－11）　○　（Y121）

港区の公害　昭和44年度　東京都港区　昭45

　106p　O　（AZ1572－3）

公害の現状と対策　昭和45年版　尼崎市公害・

　対策室　昭〔〕76p　O　（Y121）

　　　大気汚染

北海道の大気汚染調査測定結果報告　第6報

　（1968年9月～1969年3月）北海道衛生部

　昭45210　P　O　（519．5－H616h）

米国における大気汚染の人体影響調査とその

　対策　東京都職員研修所　昭45．3　19p’

　（海外研修報告第12回’昭和43年度No．3）

　O　（Y121）

交差点の一酸化炭素濃度調査結果について

　東京都公害研究所　昭45．651P（公害研

　究所資料1－4－1）○　（Y121）

大気汚染常時測定結果の概要　昭和44年1月

　一12月（大気部）　東京都公害研究所

　昭45．358P　O　（Y121）

Environmental　pollution　in　Osaka　prefec－

　ture　1970　Osaka－fu　Environmental

　Pollution　Control　Office．昭〔〕54　P
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　O　（Y121）

　　　水質汚濁

工場排水の処理施設に関する調査研究　その

　1　食料品製造業（水質部）　東京都公害

　研究所　昭45．355p　（公害研究所資料

　2－1－3）　O　（Y121）

水質測定の自動機器化研究報告書（水質部）

　東京都公害研究所　昭45．3　246P　（公害

研究所資料2－0－2）○（Y121）

都内河川。内湾の水質　昭和44年水質保全調

　査報告（永質部）　東京都公害研究所

　昭45．3　88p　（公害研究所資料2－1－

　2）　O　（Y121）

都内河川の汚濁機構の解明について　その1

　（水質部），東京都公害研究所　昭45．3

　117P　（公害研究所資料2－1－4）　○

　（Y121）

水質汚濁対策調査報告書　昭和44年度　愛知

　県農業総合試験場　昭45．3　135p　O

　（RB274一　1　）

水質汚濁対策調査成績書　昭和44年度　愛知

　県農業総合試験場　昭45．399p　O

　（RB274一　1　）

　　　地盤沈下

箱根大涌谷・k沢地すべり調査報告　昭和44

　年度　神奈川県土木部砂防課　昭45　30P

　O　（ME533－1）

　　　騒　　　音

環状7回線沿線の交通騒音について　（付）昭

　和44年度幹線街路周辺交通騒音予備調査結

　果　東京都公害研究所　昭45・5’23p

　（公害研究所資料3－2－9）○（Y121）

横田基地周辺航空機騒音調査結果概i要　昭和

　44年度　（付）立川基地周辺航空機騒音の分

　布　東京都公害研究所　昭45．358p、

　（公害研究資料3－2－8）○　（Y121）

　あとがき

　本目録はとりいそぎ作成したため，不備を

免れないと思うが，最近ますます緊急性をお

びてきた公害文献について利用者の要求にこ

たえ，あわせて図書館間Q生塗青翠の相互協

力促進の一助になれば幸いである。

　今後，各種のご意見，ご援助をお寄せいた

だき1さらに充実したものにしていきたいと

願っている。

一1段参考課国連・官庁資料室

主査さくまのぶこ

副主査　すずき　あきら

　　　　やまだ　よしのぶ
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