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中央官庁刊行

　　　　公害関係資料目録稿
佐久間信子　　i

鈴木　　明　　i

山　田　好延…　…

　　　　　’　、　　　　　　　　凡　　　　例
1．．‘ ｱこに収録の図書および小冊子は，中央官庁・公共企業体・政府関係機関（国公立大学を

除く）刊行の公害関係資料である。内容は繁害一般J一大気汚染，水質汚濁，地盤沈下，騒

音，悪臭，放射能汚染，塵芥し尿処理，．疫病（伝染病）・公害病の♀編に大別した。

2．本目録は，昭和46年3，月末までめ当館所蔵資料のほか・r公害関係資料『録』（専門図書tt

館協議会関東地区協議会，昭和45年2，月刊），r公害関係図書目録』（防災専門図書館刊　4

一冊）および其の他の官庁刊行物目録から参照収録したe．

3．各別内の刊行機関排列順は，大蔵省印刷局編『職員録』に準拠し，その中塗書名の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・r公害関係資料目録』

収載，※印は「防災専門図書館」所蔵無印はその他諸機関の目録類から収録したゼ

5．単一の図書で書名からの内容が多部門にわたるものおよび多機関から刊行されたものは・

それぞれ各編および各機関に重複して記載した。

6．1継続出版物は，追記の形式をどつた。

7．当館未所蔵資料についてほ．｝内容が不明のため便宜上書名から分蝕した。・

8．本編は，　r参考書誌調乳』』創刊号掲載のT地方公共団体刊行公害関係資料目録稿ゴと僚

eをなすものである。．
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D（疫病（伝染病）’・公害病

1公害‘般

　　国会

公害紛争処理法案（政府案）b公害紛争処理

　法案（目本社会党案），公害に係る紛争等

　の処理に関する法律案，公害委員会及び都

　道府県公害審査会法案（公明党案）対比表

　昭和44年3，月忌61回国会　衆議院産業公害

対策特別委員会　昭4454pO　　（BZ

一一
W　一　1）　’

公害紛争処理法案審査参考資料　昭和44年3

・、月第16回国会　衆議院産業公害対策特別三

一　27　一一



　　員会昭4422P．O　’（BZ－8一・）　皐議副業嬉聯特別委員会髄幽鞭
　公害関係文献目録抄・参議院商工委鼻会調査　　　自48国会至58国会　衆議院産業公害対策特

　　室，参議院社会労働委員会調査室　昭40　　　　別委員会　昭43，．280p　O

　　gp　O　　　　　　　　　　　　　　　　　衆議院産業公害対策特別委員会審査経過概要

　公害関係資料　昭和42年度　参議院特別委員．　　自59国会至62国会　衆議院産業公害対策特

　　会担当調査室tt昭42　170P　O』　　　　　　別委員会　昭45　191P　O’

嬉蘇譲面一す喋衆慮蝶嬉・案参両腱瓢害聯特別類再割議日卸和
　　対策糊IJ委員会昭〔〕68P　1　　4・年6月第5・回通常国会、．衆参両院蝶公

　公害に係る健康被害の救済に関する特別措置　　　害対策特別委員会　昭41　13P　Ott

　　法案参考資料・昭和44年3月第61回国会　　　　　国立国会図書館

　廉議院産業公害対策特別委員会昭44　　イギリスリ公害防止関係法制国立三会図書

　・65・○（Bそ8一・）．　　　館融及び立法考査局昭44288P『
公害に係る雌康被害め激済1ど関する特別措置　　　（調査資料69－4）　○’（，A　G－541－2）

　　法案（瀟案）・嬉に回忌害の三三三曲問題面す確料感温姻今図書欄
　　関する持別措置法案（日本社会党案），公，　　李及び立法考査局　昭41324p　　（調査

　　害に係る健康上の被害の救済に関する法律一　　資料　66－1）　○　　（519．6－KQ　5482

　　案（公明党案）’対比表　昭和44年3，日歯61　　　k）

　　回国会配布資料　衆議院産業公害対策特別　　公害審議会答申く公害問題に関する資料ゐ別・

　　委員会、昭4445p　O　（BZ－8－1）　　刷附録）　国立国会図書館調査倒幕立法考

公害対策基奉法案審査参考肇料　第55回国会　　　査局　昭413エp　O　（519．5LKo　5482

　　産業公害対策特別委員会配布資料　衆議院　　　k）．

　社会労働委員会調査室，同商工委員会調査　　西ドイヅの公害防止関係法制　国立国会図書

　　室昭4274PO　　　　　　 豊凶査及び立法考査局昭43136P

儂薬購法の一部を改正幅灘案」参考　（調螢料68一・）○（328．・5・9＿

　肇料（閣醗20号）、昭和45解2縢64回　．Kp・54．8・n）

　　（臨時）嗣会　参議院舞林永産調県会調査　　　　・法制局

「＄ i昭46　’3・PO（BZ－3－4）・　三皇生関係法法制局昭322・，、44・，

　「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律・　℃　（328．498rG14　k）

　晶晶顯料（閣法第2・号）・．　H9＄・45ts・2　内閣、　．．　　　、

　縢圃（臨時）齢参議膿血纏委公害醐する世翻査内閣纏姫官碗、
　員会調査室　昭463gP　O　　（B　ZI一　8’　　報室　昭43・16gP　O　（Y111）

．しめ　　　　　準喋態と油漉気欝閣官房内閣調査
産業公害対策特別委員会三三要録　第55回蒔　　　室　昭4370P　O　（519．5r－N2492　k）

　別国会・第56回臨時国会’衆議院社会労働　　　総理府

　委員会調査室；同商工委員会調査室一一知慮　　公害白書　昭和44年版総理府昭44

　輸委員会調査室、昭42　58P　　（産業公害　』　230・2gP・　（昭和43年度公害の状況に関す

　対策特別委員会配布資料）　○　（BZ一　　　る年次報告，、昭和44年度において講じよう

　　8－1）、　　　　　　　　　　　　　　　　　とする公害の防止に関する施策）　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28　a



　（A　Z　T－572－3）昭和45年版　昭45・258・、

．37p（昭和44年度公害ρ状況に関する年次

　報告・旧召物45年度において講じようとずる

　公害の防止に関する施策）　○　（AZ－

　572一’3）　・　・　’
公害に係る紛争の処理及び被害の救済の制度

　について　中央公害対策審議会小委員会

　昭4333P※
公害に係る紛争の処理及び被害の救済の制度

　についての意見　中央公害対策審議会　昭

　43　3p　）K　．

公害に関する世論調査、内閣総理大臣官房広

　報室　昭43169P　O　（Y111）

公害の状況に関する年次報告　昭和44年度

　総理府　昭〔’〕・492，64p　（付　昭和45

　年度におい＝（講じようとする公害防止に関

　する範策案）

　’行政管理庁

環擁保全と公害防止　一一公害苦情処理の現状

　と課題一　行政管理庁行政監察局昭45

　10！p　O　，（AZ－572－12）

嬉防止に謝る行離難果報讐（資料）

　行政管理庁行政監察局　昭38116pφ

諸外国1『おける環境保護行政機構改革の動向

　行政管理庁行政管理局　昭46　24p　Q

　（Ylll）

　　経済安定本部

衛生部会議事録（1回）　経済安定本部資源

調査会昭2310P』（衛生部今資料6）、．

公害問題処理状況　経済安定本部資源調査会

　昭2660P　（衛生部会資料　89）

　　経済企画庁

公害および公害の規制等が産業経済に与える

影響・づV・で経済企画庁昭45』11P

　O　（Ylll）

国民経済と公害問題　一層活分科会公害小委

　員会報三番一　経済企画庁経済審議会

　昭44、84P’○　　（Y111）

　　生活環境および公害に関する研究’一一川崎市

　　　．1とおける実態一　国民生活研究所　昭42．

　　　302p　）K

　　成長発展する経済社会のもとで健全な国民生’

　　　活を確保する方策に関する答申一人間環境一

　　　整備への指針一　国民生活審議会　昭45’

　　　54p

　　都市化対策小委員会報告書　一都市イζの展望

　　　　とその対応策一　経済審議会生活分科会都

　　　市化対策小委員会　昭45　218p　（都市化

　　　　G－42）　O　（EC122－12）

　　都市化対策小委員会報告書　一都市化の展望

　　　．とその対応策L　　（要約）　経済企画庁経

　　　済審議会　昭45．．49p　O　（Y111）

　　　　科学技術庁

　　　麟柳処理体剰・関する結科学技術庁

　　　資源調査会　昭44　95p　　（科学技術庁資

　　　源調査会報告　第52号）　○　、（NA　211．

　　　　r2）

　　　衣料処理剤に関する基礎調査資料　科学技術

　　　庁資源調査所　昭45　113p　　（科学技術

　　　　庁資源調査所資料　第11号）　○　　（；PB

　　　　121二4）

　　　工業の近代化と立地　その実態と問題点　科

　　　　血球術庁資源調査会工業立地小委員会

　　　　日召32　　378P、○　　　（502・9－Ka　155　k）　．

　　　蝶生産拡大に際し筋立地的老察科学技

　　　　術庁資源調査会　昭32378P　（科学技術

　　　　庁資源調査会報告　第3号）　○

　　　　（502．　9－ka155　k　2　）

　　　硫化鉱々業における鉱害補償事例調査報告

　　　　一地下資源の蘭発に伴う補償問題の研究中

　　　　間報告「　科学技術庁資源局（金沢良雄♪

　　　’昭32　136pゴ（資源局資料第5号）　○

　　　　（5i9－Ka155　r　）

　　　産業災害と公害一その案態と防止対策一科学

　　　　技術庁・労働省・厚生省の労働災害防止基

　　　　本実施計画旧び公害対策資料を収録（工場

一29一



　　　災害襟回）昭44i・・25・○・（EG

　　　283：一一　7　）

　　　脊漏査会関係資料科学縮庁昭44

　　　　1冊
　　、糊　融輔報告科学技術庁’日召4・56，

　　　　（昭和35年度特別研究促進調整費）　　　＼

　　　都市生活麟開発に関す無慮幸賠科学技
　　　衛庁資源調査会L昭44　28Sp　（科学技術

　　　懸転結鰐》．・　・o（NA

　　重油ゐ低いおう化に関する調査報告　科学技

　　　．’術庁資源調査会t．t昭4195P　（科学技術

　　　庁養源調査会報告　第36号）、○

　　　　（5’75．　5－Ka1552　z）　一，

　　　　法務省

　　公認関する礁輔傭隔法務融研
　　　究所（北島敬介）昭45112P（法務研

　　　騨第58讐2号！・Q・・（AZ一

　　嬉駕する磁侵犯事件の面的研究法ゴ

　　　務総合研究所（富山正雄）　昭46耳1P

　　　　朧二二59弓場）．・○

　　　　，蠣省’

　　綱の懸汚染に均する資料外融融45、．

　　　全2冊
　　各国における嬉問題1外務三民隊イヒ局

　　　脚鵡P・（総出鮒57≧ρ

　　晶晶の議題騰鰹湘（村婦太
　　　「郎）・昭45　477p　（社会開発調査団報告）

　　　O　（EG215－4）

　　主要国における公害対策の現状く石油による

　　　礁）外瀦繍局在騰鵬2課昭
　　　44　84p　X”　，．　’
　　　　文部省　　　　　　　　．　．　／
　　雄三三翻三篠計結gel・6、N．一（r文tl　一

〆　三三即翠珊・’（Y…）・

　　　　　厚生省

　　　微量金属の分析的（発光分光分析法）厚生

　　　　省環境衛生局公害課（武藤暢夫，・矢三三柔

　　　　郁）昭42，56・※

　　　グリーンベルト設置効果について　事象的摯

　　　　害防止計画に関する研究　厚生省・千葉県

　　　　衛生部公害課昭43’97pQ（Yi11）

　　　排出基準の改訂1〈iついて　厚生省公害部・通’

　　　　産省立地公害部　昭44　4p・※

　　　いおう酸化物に係る環境基準について　厚生

　　　　省慮448P※
　　．V・おう酸｛跡・係る雨樋糊資料厚生

　　　　省昭446P※
　　　いお5’酸化物測定記録（導電率法pphm）

　　　・厚生省公害部　日召4324p　※’

　　　一酸化炭素に係る環境基準について（閣議決

　　　　定）厚生省昭457P豫
　　　開発整備地域事前調査結果9概要　昭和41年

　　　　度　厚生省環擁衛生局公害部公害心計42
　　　　33p　0　（Ylll）

　　　開発整備地域事前調査結果の要約　昭和40年

　　　　度厚生省環境灘局面翻昭41．・5・

　　　　X
　　　関係各省公害薄紅の構想（建設省・「自治省・

　　　　通産省）厚隼省　昭4132PO　（Y111）

　　　継騨晦狽体勝伽灘にっ・・て
　　　　厚生省環境衛生局公害部公害課　昭〔　ゴ

　　　　19p　・・）＊．（

　　環魏準と排腿準の欄醐する調査研究
　　　綜舗準防止計画に関する研究一蹴
　　　「生省・千葉県甲34、204・○（Y・・1）

　　　心境汚染の予剰方法及び当面達成すべき環境『

　　　保全騨面する磯回四三
　　　　206p　（公害予測研究会）

　　．公害防止計画叢薄の基本方針（三重県四日市‘

　　　地域）　厚生省昭4411P　※

　　　公害防止計聯定点本方針（岡三旧地

　　　域）、』、厚生省　昭44’10P　※・

一30一



公害防止計画策定の基本労針，（千葉県千葉・

　市原地域）　厚生省　昭4413p．※’

公害防止三三三三の基本方針（案）に関する

徽厚生騨局蜘騨
公害防止対策資料　三和41年1月28日　厚生

韻離舩離昭4r・27・○（Y・・D

　昭和42年2月15日　昭4235p　※

公害防止対策としての地域暖房　厚生省

　昭〔〕、9P※
嬬防止諜団法の一三改正する辮無
　点　厚生省公害部　昭42　1p　菜

館関係三三喉三三三局公害9tS
　昭43加除式　○　（CZ－572－2）
、公害関係法規総覧　1，2　厚生省慮擁衛生

　局・通産省企業局　昭39加除式φ
’公害関擦法規総：覧　厚生省環境衛生適職主部

　　・三省蝶駝三三昭41購沸
　¢

公害関係法規集（全2巻）厚生省環境衛生局

　　・通産省企業局　昭43　加除式　φ
公害関係法令集　厚生省「・通産省　昭〔　ゴ

　262p　（公害防止事業団法案参考資料別

　冊）’

公謙響和42年10厚11曙省

欄政轡，⑱長会欝厚生省

嬉筆陣済制度（仮称）解（案）厚生

　省環境衛生局公害部庶務課　昭43　2’p．

　l／｛IGt一

公黙偏櫛の処蝦三三の救激関す
　る法律：案要綱　厚生省公害部　昭42　一13p

　X
公害に係る健康被害め赦済に関する特加措置

　法案参考資料　昭和44年3．橋畔61画通常国

　会提出　、厚生省　昭4475p　O『（Y111）

公害に係る健康被害の救済に関する特別措置

　　　　　　　　　　　　　i　＝　31

　法令案要綱　厚生省　昭44’3p　※

公害に係る健康被害の救済に関する特別措置tt

法施行令離愁319号厚生省曜44
　7p’　18（

公割・関する研鼎年無認（昭禾自36鞭一

　昭和39年度）　厚生省環境衛生局公害部

　昭40　5P　※　1　　』　　1　tl

岬こ関する地回姻欝の階他厚tE
　省環境衛生局公害課昭41』12P　（公害

　審議会公害部会資料3）．．※』

公害の発生概況について　一新聞による公害

　目録作成一　国立公衆衛生院　昭3970p

幸欝生地。磯回無学欄調李

公害六法　確和44年飯、厚生省環境衛生局公

　二部編紹44〔〕○（CZ－572一　3）
公害審議会公害部会委員捨鐘　厚生省

　昭〔　〕　3P　※

公害審議会審議状況　厚生省　昭41・6p　※

�Q審議会答申　・一公害に関する基本施策に

　っV’て一　公害審議会　昭41、30p・、

公害審議会中間報告　一公害に関する基本的

施策にっVNて｝ A三富会・昭4129・
　O　＋（Y．111）

公害審議会中間報告に関する各紙の論説厚

生省野晒局公害課昭4・27・．6

　（Y111）　　　　　　　　、パ

公害対ee　’・厚生省　昭417p

〈追補1）・

嬉聯群法案’厚生省昭〔〕17P
　X．　，　，’．
公報纏本法蜜（社会党及び鮒党案）

　厚生省　日召〔　〕　28p　※

公害対策基本法案関係資料厚生省昭42

　129p、’（昭和42年5月第55回国会提出）

　X
公害対策基本法案参考資料　厚生省　昭42

28・・（昭和42年5 撃T5回国会幸艮告！※
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公害対策基本法に基づく関係実施法案要綱

　厚生省公害部　昭〔　）一21P，

公雲対策基本法試案に関する要望；、意見等厚

　．生省試案（41．11．22）・厚生省環境衛生局「

　公害課　昭4363P　※
公害対策基本洗（仮称）試案要綱（41．11i　22）

　厚生省昭4116P楽
奪害対策基本法三二要綱（42．唱2．22公害対策

　推進連絡会議）に関する論説・意見等（ユン

　厚生省公害課　昭4243P　※
　　（ID　日吾4246p※’

公害対策に関する文献リスト（そのi）’厚

　生省環境衛生局公害課　昭〔　〕’9p　※

準聯に？・・て日諦・鞭，．厚儲・

　月召40　7P　一¢

，欝無識環境醐螺
館対知獄昭和43年・2月・・目三生省

　環境衛生局公害部　昭43．77P　※
公害対策の現状と藻題（41．6．1）’・’厚生省環

　境衛生局公害課　昭4110p　※　（42．幽3．・

　、30）昭42’50P※

公害対策の推進について　昭和43年度　厚生

　省公害部　昭〔　〕　βp

』馬面査霜崩究昭和4・鞭寒心究撫
　報告（抄）．厚生省環境衛生局公害課

　昭4231P（昭和4q～42年度委託調査費’

　配秀一覧）　※

〈追補2＞

、公害予防対策φための事前調査の意義につい

　て　厚生省環境衛生低公害課　昭〔　〕

　3p　（「昭和40年度開発整備地域の：事前調．
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三重県四目市地域に係る公害防止計画策定の’、

基本方針（案）厚生省．昭447P、・※．

鈴による環墳汚染に関するシンポジウム　ア

　メリカ合衆国公衆衛生局主催（1965．12．13’

一’P5）厚飼騨三三昭4・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一32一

235・楽、
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産業災害と公害一その実態と防止対策L　厚

　生省・労働省「和学技術庁の労働災害防止

　基本実施計画及び公害対策資料を収録　昭

1欝283靹（工搬緯会）Q’

・殺虫剤指針　厚生省薬務局　昭40’590p

　O　（RB87－2）
生物学的製剤基準　1954　厚生省　昭29

’205p　O　（499i　6－Ko657s’ j　1968
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清掃施設の維持管蓮　厚生省環境衛生局
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　．（NA217－11）

諸外国の公害関係法令（要約）　厚生省環境

　衛生局公害課　昭〔〕3P　※

露国舩論策暁省糊難局準課
　　昭〔〕17p※
〈追補3》

千葉県市原地摩事前調査概要「厚生省公害課

、』
E』

逞t県公害課　昭4ゴ18pφ
千葉県古原地区事前調査報告書　厚生省公害　’

課・千葉県公害課昭4125P¢
＜埠補4＞、
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　定の基本方針（案）　厚生省昭448p
　）K・

都市政策調査会大都市問題分科会聖明資料

一公害対策の方策について一（昭和42年
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WHO（世界保難関！の概要と濁の内容
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局公害課昭4215P

四目市公害対策に関する黒川調査団の勧告と
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　，（Ylll）　．

四目市め公害問題について（案）t／厚生省公、

　害課昭〔〕20p※
三岡四割・つ・・て魚田の方銑

　、昭423P※
　　農林省

公害と農業一L写真集一　農林省東海農政局、

昭42・・2・・5・○（Y…）．一

　　通商産業省

五井姉ケ崎地区事前調査実施要綱，同要領

　通商産業省・千葉県　昭41．1024pφ

排出基準の改訂について　通商産業省立地公

　’害部・厚生省公害部　昭444p、※

北海道工場適地調査A　昭和42年度、通商産，

業省蝶局蝉公翻工雑地野冊他
　昭4277P図版　※，

過瀦肺鶴頭害聯緊結省蝶局
　産業立地部　昭39100p、

川崎・横浜地区産業公害総合調査にもとつく
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　20P　図版　※

基本法と産業公害対策　通商産業省企業局

　昭42．9　42P　O、　（328：51♀一Tu783　k）

公害関係浜規便覧‡，2　通商産業省企業局

　・厚生省環境衛生高昭39　加除式’φ

公害蘭係法規総覧』通商産業省企業局立地公

　害部・厚生省1環境衛生局公害部、昭41加
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公害関係法規集（全2巻）　通商産業省企業’

　局・厚生省環境衛三局昭43加除式¢

公害関係法令集　導商産業省・厚生省℃昭
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鉱害関係法令集1967　通商産業三石三島

　昭42　300P　O　　（328。561－Tu783　k　2）

　1969　0召44．12　53gP　O　　　（CZ－572－

　4）

鋸回する文献集第3輯三三三三

　　山保安局　昭347？4P幽（坑廃水処理編）’
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　　蝶技術院資源技術試験所三業技術連絡
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　工業立地　工場建設計画工業開発計画をたて

　　る人の哀めに　第1集　通商産業省企業局

　　工業立地指導室　昭36286p　O

　　　（502．9－Tu783　k）　増補改訂版　昭37

　　424p　O　（502．9－Tu783　k一　（th））

　－工業立地適主化法案要綱　通商産業省企業局

　　甲4413P
　工場適地調査報告書　昭和37年度　鶴岡工業

　　地区　通商産業省企業局工業立地指導室

　　Ha〔〕　1冊○　（502．125－Tu　783
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　　山形工業地区　昭〔．〕　1冊　○（向上）1
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　　昭和38年度　米沢工業地区　昭〔　〕　1冊
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　　粧・最耳業地区暇〕・需・
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　　「工業局　昭4173P㍉表　．O　　（575・5一
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　民簡における産業公害防止投資の現状　通商

　　産業省企業局　昭44・103P　※’

　日本の工業適地　通商産業省企業局産業立地
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　　　（5Q2．　9－Tu783　，n　）　．

　産業廃棄物対1策のあり方に関する産業廃棄物

　　！」・委員会の中間報告・書　産業構造審議会産

　　薬公害部会産業廃棄物小委員会昭45

　　50p，，　［
　産業外回防止三三の現状と将来．（講演議事
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漉業嬉総合事髄報即事野業省・、わが国の工業立地醜聞礫局

鱒騨騨嫡、、叢書論黒儲課，
産業公害罪蘇蛾昭和4・年飾儲・聯舗冠省e厚生省、昭42・6・

　　　産業省企業島産業立地部門業公害課：監修　　　　※‘
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　省，摩：生省，科学技術庁の労働災害防止基

　本実施計画及び公害対策資料を収録　昭43

10a、（EG2串3一つ

現幕窯鴨そ誰騨三局者3

公園緑地の都市環境に及ぼす影響　建設省計

『野昭32飾地図表（門下吉

公害災害防止め手びき：－ 嚼ﾝ書計画局建設業

課昭39、209P．三三事業社）φ
D公害痴定調査について　建設省・東北地方建設

局傾技術三所昭4518P（仙技44・
一7＞　Q　（Ylll）

公衆災害防止の手びき　改訂版　建設省計再

　局建設業課　1969、259p一図版　　（大成出

　版社）　○『、’（DL825一　5）

都市計画法令集　建設省都市局都市計画課監’

　頚彦・昭44　111，3gP　O　　（CZ－45＄一4）

住居地域内の環境を害する諸要素め調査とそ

　の防止対策に関する研究　1954年度報告書

　建設省建築研究所第一研究部公害研究協議

　会昭30303P．X
　　、自治省

公害防止対策の積極的な展開　自治省　昭45，

　5p

公害の実情に関する調1自治省木臣嘗房企画

　室昭40190PO（Y111）

公開簿本法綻につ呼備見自治省
　昭415P
公害担当主管部局調　自治省大臣官房　昭41

　¢

地方公共団体公害対策調　自治省旧臣官房企

　画室昭42’？8P※，
地方公共団体の公害対策（概要：）　’自治省大

　臣官房企画室　昭45　14鮫

地方公共団体の公害対策に関ナる調昭和42
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　ばい煙の排出OP＊E詠出に関する一律第2条に　　　る専門委員会報告生活環境審議会公害部、

　　定められた〔特定有害物質）に関する資料　，会．昭446P

　　厚生省環境衛生局公害課　昭4e・　9164P　　’　一melヒ災素による大気汚染防止の顔めの環境

　　※　　昭4321P’○　（Y111）　　　　　　　基準のtt定について　参考資料　厚生省環：

，ばい煙等影響調査報告の概要tt昭和39年度　　　　境衛生局公害部　昭44．1224p　図版　※
」．
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一一一р≠`化炭素による大気汚染防止のための環境

　基準の設定について（答申）　〔厚生省〕生

　活環境審議会　昭44．127p　※

一酸化炭素（Co）による大気汚染の測定と

　人への影響（資料1）生活環境審議会公害

　部会　昭4465p』（資料2）昭44．199p

開発整備地域等調査の概要（環擁大気調査）

　昭和43年度　厚生省環境衛生局公害部公害

　課，昭44．7・115p・図版　○　（Y111）』，

公害審議会公害部大気汚染小委員会審議資料

　厚生省環埠衛生局公害課　昭41・58P　※，

公害審議会公害部大気実動小委員会資料

、厚生省環境衛生局公害課昭41．58P※

国尊宿定所における大気汚染測定方法に関す

　る研究（研究報告書）　大気汚染測定三三

　究会昭44106P表1枚
国設大気汚染測定網（NASN）の測定結果

　について　厚生省環境衛生局公害部公害課

　昭44．115p図版　※
国籍大気汚染測定網（NASN）測定結果の

’概要　昭和43年度　厚生省環境衛生局公害

　部公害課　昭44・10　53P　図版　・※

大分県大分鶴崎地区事前調査報告書（環境大

　気調査）厚生省環境衛生局公害部公害課

　昭42．9　22P　図版○　　（Y111）

大阪府南大阪地区事前調査報告書（環境大気

　調査）厚生省環境衛生局公害部公害課

　昭42．943p　図版　※

汚染地域についての対策　厚生省環境衛生局

　公害課　昭414p　（公害審議会公害部会

　大気汚染小委員会審議会資料41・ス⑱）　※

新産都市における大気汚染の問題点厚生省・

　環境衛生局公害課　昭40．7　16p　※

大気拡散厚生省母斑衛生局公害課　　（桜庭

　’信一）　昭42．’618ゴ・※’

大気汚染便覧　厚生省環境衛生局環境衛生課

　・通商産業省　日召38359P、○　（519．5

　2’一Tu783　t　2）

　　　　　　　　　　’　・　　一37

《追補9＞

大気汚染防止法・騒音規制法ゐ解説、厚生省

　環墳衛生局公害部　昭43163p’φ

大嬬輸止海嫡汚染防止憾言令〔厚・
　生省〕　昭4き17，26p※幽、

大気汚染防止法案　　〔厚生省〕昭〔43〕

　31p　X
大気汚染防止法案要綱淳生省公害部

　昭〔42〕9p※
大気汚染防止法排出基準（いおう酸化物）新

　旧比較表〔厚生省〕昭〔44〕　1？．1p　図

　版　※．

〈追補10＞

大気汚築防止珠の解説　厚生省・環境衛生局

　公害部長44397PO《AZ－572－4）
大気汚染防止法の規定に基づく指定地域に係

　る排出基準　厚生省・通商産業省’昭43

　6p　）8（

脚礫防止三三細引省・瀦産業
　省　昭43　1冊　※

大気汚染物質の分析に関する研究（昭和41年

　度厚生省委託公害調査研究報告）日本環境

　衛生センター　昭42．’319p　図版　※

素論染二三査・研究幸回書（三口・43年

　度厚生省委託公害調査研究）日本環境衛生

　センター　昭44．4　31p’○（Yi　111）

大気汚染関係環境基準に対する考ネ方の資料

　厚生省環境衛生局公害課　昭413p　図版

　　（公害審議会毒害部会資料4補）　．※

．，大気汚染関係資料一大気汚染に関する専門家

・委員会報告（案）　淳生省環境衛生局公害

　課他’昭〔38〕　62P　’※

大気汚染管理計画に関ずる砺究（厚生省昭和

　44年度公害調査研究委託に係る研究）

　山都三県五市大気汚染研究会　昭45．3

　115p　O　（Y121），
’大気汚染監視設置整備基準の検：討結果報告・

　　（昭和43年度厚生省委託研究）　大気汚染，



　測定網研究会　昭44『42p

大気汚染の測定技術の確立に資する研究報告

　書・昭和41年3．月〔厚生省委託公害調査研

　究報告〕目本環境衛生ゼシター　昭41

　16P　図版trO　　（Y111）　昭和41年5，月．

日誌・・2r・瞳・Q（Y…）

大気汚染の測定法厚蛸縣難舩鎌
　（外村正治他）　曜4147p．図版　※　「

大気汚染の当面する基本的問題・自動車排気

　ガスの入体影響調査結果要約　厚生省環境

　衛生局公害諫　昭41．6P　※・

離離簾譲灘欝果災
　気汚染測定網研究会・昭4443p、、、

大気汚染測定法の標準化に啓す6研究（昭和

　41年度厚生省委託公害調査研甕報告）日本

　環境衛生セレター　昭42’146p』軍版　※

大気汚染測定点の選び方∫四生省環境衛生局

　公害罪（Ji（喜多鯨一）．昭40　18p．図版、

　X
二二汚染測定点の選び方及びデーターの評価

・停生癩舗生融離（嬉野敏一）
　昭42．：’30P唱図糎　※

嫡汚染測定曜轍乙鳥取扱指針の検討結

　果報告　　（昭和43年度厚生省委託研究）大

、気汚染測定論究会、日払4447・

大気中の亜硫酸ガスの　PBO2測定の二二誤，

　差に関する研究　昭和40年度公害調査研究

委讃厚生省麟難局く賠齢他）
　昭41・12p　図版　※
地方自治体に設置きれた夫気汚染集中監視装，．

置（テYメ扇装置）調査報告（晰・43年

騨欝託珊大騨脚究会

地下馳らぴにず樋蕨凹めに腰燥
　三三の所要高ざに関テる調査報告書〔厚生

　省委託三三〕日本環境衛隼センタr」・昭輯．

　．30p・図版○　（Y111）1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　一

徳島県今切地区事前調査報告書1（環境大気調

査）　厚生省環境衛生局公害部公害課

　昭42．9　23P’図板　※

〈追補11＞

東京都内3ケ所の大気汚染測定網測定結果の．

　概要　厚生省環境衛生局公害評・国立衛隼．

　試験所環境衛生化学部　昭〔40〕8p　図版

「※　，（1964年1，月一1965年12，月）　昭41

　15pr図板　※’

当面する基本的問題について　厚生省環境衛

　．生壁公害課　昭41－3p　（公害審議会資料

　公害叢誌大気汚染小委員会41．2。4）　※

全融解染測難境表（昭和4・年4胴

　在）　厚生省環境衛生局公害部　昭41．4

　372pφ1’（追加分）　昭41．459p　9

全国大気汚染状況測定資料第一一SC厚生省公

害課「1965276・第二集（・963・・O

T1964．　9）　．　1966　301p　．X　l12ii．

自動車排ガス人体影響調奪実雄要綱案　厚ξlk　’

　・省環境衛生局　昭404P

自動車排気が子環境調査結果概要　昭和41年

　度　厚生省環境和牛局紫害課　昭42・6

　19P　図版　※・　　　　　、　，　　・

自動車排気ガス環境調査結果報告書　厚生省

　・千葉県公害課；昭42．5　133p　φ

自動車排気ガスに関する調査　厚生省爽境衛

生舩謙・昭4・．4P※、

自動車排気ガス人体影響調査報告厚生省環

　境衛生局公害課　昭40　11p』※

〈追補12＞

自動車排気ガス入体影響調査資料i昭和40年

　、度’厚生省環境衛生局公害課　昭亡40〕・

　50P表，恥
く追補i3＞

図却禍躰の大気汚染厚生省環購生

、舩害舩謙昭〔・耳・・P，

　　農林省

大気汚染と農林作物　農林省農林水産技術会、



　議事務局’昭44144P　（公害関係研究成　　　立地センタ■・一一昭39395P　O　（519・　5

果抄録）○（RB84－1）．　　　一N『85　k）
大気汚染と養蚕（総合抄録）農林省蚕糸試験　　『大阪・尼崎地区庫業公害総合調’査（大気関

場昭4・・…2P（蚕繍腸資料20，係）にもとづく嬉鱒にっV’て諦摩
　号）　○、（Y111）　　　　　　　　　　　　業省・他　昭44．6’21p　図版　※

　　通商産業省　　　　　　　　　　　　　　　世界の大気汚染　通商産業省企業局産業立地

愛知県東三面魂区産業公害総合事箭調査報告　　　部産業公害課監修’大無汚染防止工業協会

　書（大気汚染関係）・通商産業省・愛知　1965110P図版○（519・5－T・1642

県騨445・※∫　　　　・）「
愛知賄古鵬部面礁公害総合事前調査石油化学蝶のば腫鯉技術・967年通商
　報告書（大気関係）　通商産業省企業局立、　産業省企業局　昭42　286P’図版（ばV’煙

　地公害部他、昭43・743P　図版　※’　　　　処理技術叢書N・・6）　○　　（575・5『

ば・・煙鯉責鰭三盛習会資料通me業　T・783・2）
　’省企業局編　昭40．11346p　図版　※　　　石油精製業のぱy’煙処理技術1967年　通商二

三V・煙管理者技術講i習会資料．通商産業省『 @　　丸瓦企業局　昭42272P　図版1（ばい二

瀬局面38342P・、（s19・・5－T・　処理技騰剃10、（陛Tu馳

　783b）　’．　’　・　，　783　s　3）
ばい煙規則法の解説　通商産業省企業局産業　　石灰製造業のばい煙・糟じん処理技術　通商

　公害課　昭38　193P　（経団連パンフレツ　　　産業省企業局，化学工業局，鉱山保安島

トN・175）Q’ i328．・5・9・・一T・783b）　昭44・32Ptt（ぱ・三三三篠書N…7）、1

ばV’煙の排出の規制等に関する法律関係法令　　　○　（PD285－1）

　集　通商産業省企業局産業立地面謁業公害　　セメント業のばい煙処理技術tt通商牽三省企

　見渡　昭46123b※　　　　　　　　　　　業局　昭40122P図版　，（ばlv・煙処理二

面福塩流量の測定　臨画技術院資源技術試験　　’術叢書No・2）』○・（573・82－Tu783

　商1昭33．’　923P　（熱管理技術資料33）　　　s）一増補改訂版昭43228P図版、

「電力業のばい煙処理技術　通商産業省企業　　　（ばい煙処理技術叢書Nα9）　○

　・局，公益事業局編　昭44　21？p　（ばV’煙　、　（573．82rTu7831s　一（s））

　処理技術叢書No．7）　○　・（ND143－f－2）　セ1メント業のばV・煙処理施設基準書　通商産

英国における煤煙防止運島山’「主としで法1窺　　・．業省企業局　昭39．3　24P　図版　※

　からみた工業技術院資源技術試験所　　　　総合エネルギー調査会低硫黄化対策部会報告

昭32．・254・表（回忌技術酬3・）　書（案）通薩業省総合エネルギ夢野会

非鉄金属製錬：業のばい煙処理技術　銅，鉛？　　『出島黄点対策部会　甲44・12』4短　　（第13

　亜鉛製錬篇1968年　通商産業省企業局，鉱　　　回総合工ニネルギー調査会第14回総合部会資

．蛛鍋編昭432・5，（ば・・煙嵐艦　料・4・・t2・・22・．料資・）※

　牒書Ng．5）O’（565TT・7833h）　大気汚鞭覧三三省蝶局立地聯課
工場ばV・煙（有害ガス）処理事例集一大気汚　　　・厚生省環境衛生局　昭38359Pρ

染による蝶公害9発生を防除する鍛と　（・・9・・5－T・783・2）・融363・φ

　　して一　通商産業三三三局監修　日本工業　　回気汚染防止法の規定に基づく指定地域に係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39　一



る拙鮮野営省艇省螂
　6p　）8（

《追補14＞

’大気騨防止灘騰案内昭織鞭版遙

　商産業省企業局立地政策三三修　大気汚染

　防止工業協会．昭38207p　図版　※

大気汚染防止法施行規則　通商産業省・厚生

　省昭43〔〕’P※
大気汚染の細劇通龍業省時局端三

脚騨ig6・’（脇連ルフンツ・F
　第61号）　　○　　’（519．5rTu783　tり

鉄鋼業のばい煙処理技術　第1集　通商産業

　省企業局昭4（）．．223Pゴ・図版　参考文献

　価僅四三繕Nα・）ρ
　（564・9‘HTu7834　t）第2集日召41

　135P’図版、（ばい煙処理技術叢書No．1）

　O　’（564．　9－Tu7834　t）　．

三韓五井姉ケ馳墜瓢害船事前調査．
・．報告書（大気関係）　通商産業省企業局二

襟県衛生部・昭43，お．47Pφ

千葉県手盛年ケ崎地区対気汚染防止対策、通

　商産業省企業局・千葉県衛生部昭43．5

　8p’　¢　’

≦追補15＞　・：　．，　1・’
自動車公害対策｝噸する中間圏晧産業構造

欝欝害1灘穂懸饗
重油使用に伴6て生じる亜硫酸ガスの除去に

　関する論評通商産業省　昭41．313P、

　　運輸省「・

一醐嵌素の精の話運輸省鉄道総局労働

　科学研究室　昭23’13p　て労働科学パン

ツレジト9）　．　　　「
一酸化炭素その他の自動車排出が家対策にケ

いて〔運輸省〕昭45．・21P※

一丁融騨の拙が轡㈱繍飽要
　綱（昭和45．2：・24事務次官等会議申合せ）

三三昭15・ρ・・※　、

　　気象からみた大阪の大気汚染夫三管巨象

　　　k’昭43・109・図版．○（451・．29－

　　　O　7750）

　　京都の濃燈霧r霧日数と大気汚染　京都地方’

　　　気象台他　昭39、22p　旧版　※

　　大気汚染ポテンシャル予報の参考資料1　東

　　　京管区気象台、1967．1029P　（地域気象

　　　調査資料No．34）　○　（Y111）　2

　　　・96＆・63P奉（戯気鋼蕪料∫
　　　No．35）　O　（ylll）　3’　1968．1

　　　26P　（地域気象調査資料No．36）　○・・

　　　（Y111）

　　咋気汚染総合調査報告　昭和36年2月　大阪

　　管区気象台　昭36．　386p　（大気汚染調、

　　1査幸賠6）○、（Y111）

　大気中亜硫酸ガス調査報告　大阪管区三三台

　　近畿地方大気汚染調査連絡会　昭33．9

　　181P（大気汚染調査報告2号）

　《二三16＞

自華車齢驚つい騨省騨

　　　労働省
　防じん娠グの研究ミ如ンブイ1・ター。

　　開発　労働省労働衛生研究所（輿重治）・

　　響11i）14r欄御ブ○

　粉じん作業　労働省労働基準局　昭31．8

　　　1冊’

粉総藤羅欝研感動
　　14’P（註記研シリーズN・：2）q

　　　（Y1エ1♪・．　と’

　労働衛生及び大気汚染の分野における粉じん，

　　の齪にっV・て（卿回蠣艇討論旧記

　　録）　労働省労働衛生研究所　昭38．1「

　　28p　Q　’（Ylll）

灘け・醐ん測定法三省労三島・
　　・昭31．8　1冊

40　一



　　鍛省　　　　　　昭3P…32P（畑諮料・・7号）．（水
千葉・市原地区における大気汚染の将来子測　　　支“61）、

と対策について鰍轡画一日醐9　総麟近畿騨備本部
　6P付図　※　　　　　　　　　　　　　　下水処理の高度化について　総理府近畿圏整

徳山・南陽地区における大気汚染の将来予測　　　備本部　昭4320P　※

　と対策について　建設省計画局　晦424P一山城地域の上水道用水と農業用水の合理化に

　付図　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　蘭する調査（第2次報告）　総理府近謙圏

　　日本住宅公団　　　　　　　　　　　　　　　整備本部　昭44　34p　※

共同ヴス排気筒に関する研究　昭和41年度委　　　　行政管理庁

託研究・躰住宅姻建築三三研癖　細ilの聡知雛嘩週・っ・・て轡
　昭44・31QgP図版．※1　　　　　　　　管理庁行政監察局　昭4021P　’

　　日本道路公団　　　　　　　　　　　　　　　　北海道開発庁

』獺ガス煤膿度及び透翻・関する調査試看狩川に編傾溺と三一の騨北
　験：報告書　日本道路公団委託　高速道路調　　　海道開発庁・昭34、134P　※

齢・鞭灘調忌門委員会昭43　’工糊気一調套北海道開発局官醐翻
　57PO、（514●8一Ko663h）　　　　　　査課昭3323p　（釧路工業地帯造成計

∫川水 画臨画庁

　　総三三　資源調査会’　　　　　　　　　江戸川の指示水域および水質基準解説　経済

北上川洪水調節及び水利用調査三三　総理府　　　企画庁　昭37　13P　φ、

　資源調査会　晴27　123P　　　　　　　　　外国の永福汚濁防止法　経済企画庁・昭33’

水部会地下永小委員会　第7回、総理府資源　　　89P　φ

座雛地誌撫艮寒熱糠油い篁困難鑑査蜘引回
　理府資源調査会　昭29平7P　（水回’会資　　加古川の水質基準の設定についそ　経済企画

欝4号羊の2ゴ馴㍗聯諸勢鞭び騰の諜準経翻庁
静岡附近地下水調査結果一品源調査会　日召3588，

　：事務局　昭29　6P　（水部会資料　79号〉　　河川の自然浄化作用の餌析にっV・て　経回企

静岡市内井戸水の水質試験結果表　総理府資　　　画庁　昭3449Pφ

雛騨日召29　”1？㈱瞭近灘飛騰薯基灘欝水
渡良瀬遊水池隣接地の内水処理につV・て　総　　　質審議会総合部会　暗42　26P　※

　理府資源調査会昭272冊（48・6・・）　公益水脚籟の保全｝・関する三三

　　（土地200・211）　　　　　　　　　　　　　　企画庁訥三局　昭3315P．

　全国工業水水質三三成績表　総理府資源調査　　公共用水域の水質の保全に関する法律及び同

　　会事務局　昭2998p（水部会資料　106号　　　法：施行令　経済企画庁調整局　昭3321p

　　その・昭2943・（三会資料・・吻公共用繊の水回保全1・関する法律逐条説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41　一
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　明　経済企画庁調整局昭3457P一　　　　庁官房企画課、昭32　2冊

4ラV　＞tン川水暗碧灘門門す6幸晧書．頑講会第・・特別絵（大繭総）結．

第1一・部繍企断離駄翻鎌．書繍企画庁水論議会・昭43・9，
　昭34．2冊72P，82Pφ　　　　　　　　※
水の調査に6・’㌃木蔵額櫛2一、経．頑訥訥総合部会酷書（印旛沼および手

　済企画庁　昭30　一2枚　　　　　　　　　　　賀沼）　経済企画庁水質審議会　昭43

名古屋市内河川の現状について　経済企画庁　　’　29p　※

　　軋愛知県．名古屋市　昭43φ　　　　　　　水質調査結熟とついて一石狩川L経済企画庁

津賀川水質試験成績表　経済企画庁調整局　　　　調整局　昭3525p

遠髪識繍資料舗瀧丞纂灘繋馬押競経
指楚蕩旨甑び当該指定櫨係る三襟騨脚況醗画庁昭33・

質騨の設定にっ・’て繍企画庁．日召42利根川の水質鰍成績繍企画庁昭3・
3P1ｦ　　　　　　　チ・一V、ン川瀬水質汚灘査報舘経済

水質分析法（続き）　経済企画庁　白召3σ6p’　　企画庁　昭34　156p　¢

水閣全行政の鞭繍企画庁謹局　全国深井地燃料台帳北髄．東北、編

鵬鞭す繕本計画策定のたあの欝蕊三曹轟轟難2

調査繍企画庁謹三三35・5P・．　・iヒ陸地旛日醐399，。一（455．．9、

水難準と併せ備ず弾雑経済企画庁－一K。・・6・）中級近畿地回、三三
　・水質審議会第6特別部会、（渡良瀬川部　　31’　731pO　（455．　91－Ke116　z）　中

袴）報告三三4βi2・※・　　国．四国．九州編、昭32切5，0

灘繧難：難：讐1嚢撫黙黙1
繍企酬開発綱凹凹昭3Q6・　K…6・）〔第2集〕昭32・・，94，、2・3，

頗欄関係縣基準設定の基本方針（素　○／t（5・9．・・＿K6・・6。〉

案）儲企画庁齪蜥局昭443・全国地下水（深井戸）醜台帳第、（糖

水漏解熱に＿の∴の熟叢1畿響樵鷺翻．．
済企画庁麟29pφ’ @　　第21（東北）藻3馳（関東上）．第、（関

績溺に係る下等の設定媒轍トに東下）・第・（中部）三三38．4三
つV’q答申）繍企酷水晶議会　・（452．・95－K・i・62・）第6（近畿）・

　昭45　12p　O　　（Y111）　　　　　　　　　　第7（中国・・四国）・第8（九州）　○

纈汚濁｝とよ徽翻経済企画庁曜33一’ @（452．・95＿K。・・62。）

』26P※・ @　　　　　　軽四安定本部資源調査会
水質汚阻止にっ・・て第・・堀済企画／Del・wa岬の三三（抄）経灘本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42　一



欝礎会昭24群生響動水欝欝灘灘資三会
・下水汚泥の肥雛に関す研究槻経済安、頴溺防止灘分科会第・・2回講録「

懇料黙黙日a24’　・15P（韓叢誌響離日924　・6P（三

下水門雪中の鮪叩網繍錠本部水簾濁防止法案解謡経蔽定本三図

湿糠日幽∫噸鱒料謂寡蕩防灘聖踏灘雲
騨下水（都市排水）の影響｝・よる内湾介類　蝋纈飴昭251晒QP（衛

　、の汚染度蹴V・て（予報）経済安定本部　生部会資料80・81・82）

暮騨酬〕P・（幽会水墨汚襲職集露盤岬査
　深井戸吸込弐の廃水処理法　経済安定本部資　　水質汚濁防止問題集に対する追補’経済安定・

　　欄査会地下蜥昭昭25・2，（資料・本喜噴醐査今昭24・8・（衛生部会

　　89）　　　　　　　　　　資料49）
　各種産業廃水処理に関する研究　経済安定本　　水質汚濁防止に関する勧告　経済安定本部資

満管資騨鷺、、i6’（聯会翻量器（511∵欝群
　河川汚濁のロンドン港の権力　経済安定本部ゴ：水質汚濁防ヰに関すぐ勧告（案）　経済安定，

　　資轡型昭247，’（陞融酬・本部資漏飴HP・2653・（舗調査、
　　48）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会勧告　〔〕号）○　（Y111＞

河川水二三三三本部資源三会』 A頗溺防止回する三三錠本音噴
　　昭2527P　（衛生部会資料tt　75）　　　　　　源調査会昭26．　53p（衛生部会資料，87）

tL狐川水質試験判例讐経骸定本部資源側副河川の者肺排水｝・よる汚染状態経、

　　調査会昭268・（衛生部会酬88）　済錠木部酔態会・東繭生試噺・・
　工業用水調査書　経済安定本部資源調査会　　　　昭2343p　・㌔（衛生部会資料8）

　　昭26，84p　（地域計画部会資料　162）　　　　経済審議庁　　　’　e

泓浄化槽の基礎的蝶にっ・・て経済安曇細分融論議蔚画部阯癖

　　本部回瀾聲昭25…備生音区会繭27P（参考資料■ノ1）．
　　資料　78）　、　　　　　　　　　　　　　一水質分析項目一覧　経済審議庁計画部国土調

讐欝慧鄭幣査会灘査羅靴三脚繋騰
　洗炭汚濁水清澄化の研究（抄）　経済安定本　　　議無計画部国土調査課　昭29’　42P

難聴調査会昭∵p聯水箒賦する繊準則回議庁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in一　43　一



水質調査に蘭する調査作業規定準則（案〉

　　の骨子・経済審議庁　昭307P

全甲深井地質資料台帳　関東地方第一篇、経』

　済審議庁計画部国土調査課、、昭37　与16p・

　○（455・　9・一K…6・）中音限び近畿地

　方篇　昭300　（355・91－Ke116　z）tt，

　　科学技術庁

深井戸群による水位の干渉を解釈ナる一つの

　方法硅ついて　科学技術庁資源調査会　・

　昭31gP．（水資源部会資料　6）

瑚廃灘が多摩川・三尉影干調三三

　科学技術庁資源科学研究所　昭38　51p・φ

流水の汚濁利水計画参考資料集　科学技術庁

　資源局　昭33　136p　（水資源部会資料

　55　　水13iJ月彗13）’

頗鯛防諜策に蘭す襯査二幅科学技
　術庁資源調査会　昭35428p’　．．、（科学技術

庁締三会雛第・5号）Pφ・9・・5・

　一Ka155合）

：水質汚濁研究2．資源科学研究所、昭37

　148p　（科学技術庁’「水質汚濁防止1こ関

　ナる研究4委託費による報告）　幽※　三三、

　汚濁研究　3　昭39　68p　（科学技術庁

　　「乱軍汚濁防止に関する試験研究」黍託費

　による報告）　※　水質汚濁研究4　昭42

　92p　X
水質汚濁の規制に関する法律，（案〉　科学技

　術庁資源局　昭339p　（水資源部会資料

　36，水36，水莉甫2）

水質汚濁事例調査報告　i－3　科学技術庁

　資源局．昭33．97，28，57P　・（資源調査

’会社会経済部会資料55－57♪

水質汚濁事例調査報告『 ﾈ学技術Jii　昭33一・

　34　（　）p’　¢　，

　　丁外務省　’　　　「　噛　　　r

．1954年の油による海水の汚濁の防止のための

鴎条約（戸・英．倣）・外回条約局

　昭304gP　（条約集33集　58巻1253）

　　　　O　（329．9L－z92－G）　r・‘

　　　　　厚生省

　　　秋田地区事前調査報告書（環境大気調査）、

　　　　厚生省環境衛生局公害課　昭4325pφ

　　　公害審議会審議資料公害部会水質汚濁小委員

　　　　会　厚生省環境衛生局公害課　昭41　14p

　　　　X一

　　　公共下水道における工場廃水の共同処理にっ

　　　　い下　昭和40年度　淳生省環境衛生局障害

　　　　課　昭464P　※tt　・’

　　　〈追補17，18＞

　　　水道汚染による伝染病集団発生め事例集　厚

　　　　二四衛生血道課・昭3722・・○
　　　　（498．　6－Ko6572．　s　）

　　　＜追補19＞

　　　1永田による環境汚染調査一魚介類等水銀調査

　　　　結果一　日本公衆衛生協会　昭45222P
　　　　（昭禾白44年度厚生省調査研究委託費による）・

　　　水銀による環境汚染暫定対策要領　厚生省、

　　　　昭43　14P　※

　　　：水洗化の推進．厚生省環境衛生局監修　昭42

　　　莞ll－il引回三冠σ偶

　　　：水質基準の検査方法註解　1959年版tny厚生省

　　　　公衆衛生局環境衛生部：水道課　昭34　90p

　　　　O　一（519．　．11．　一Ko657　s’）

　　　：水質汚濁一その影響と排水処理ならびに水質1

　　　　試験一　厚生省環境衛生局公害課　昭40

　　　　78p　¢．

　　　水質汚濁による飲料水の被害状況調査（昭和

　　　　39年4月nv昭和42年12ゆ厚生省環境衛

　　　　生島　昭44206p

　　　水質汚濁による水道の被害状況調査（昭和43、

　　　　年1，月L44年3，月）　厚生省環境衛生局水噛

　　　　道課　昭45228P

　　　水質汚濁調査　厚生省環境衛生局　昭42

　　　　50p　）K

　　　浄化そう一厚生省環境衛生局藍修　目本浄化

L44一



　そう教育センター　昭4128’6p　O

　（528．　1－N691　z）　．，改訂3版昭44

　332，6P　O　（同上）

浄化そう一構造基準と管理体制一　厚生省環

　境衛生局監修　昭44　120p　（環境衛生特

lllE　6）　O　（EG213－11）　“

浄化そう必携　二丁省環境衛隼局監修　昭42．

，180p　OX　（NA224－5）・

浄化そう管理提要　厚生省環境衛生局　昭43

　，229p　O　（NA224－6）

　　農林省

荒川河口海域におりる水質汚濁による海藻漁

　業への影響及び藻類の飼育試験　水産庁漁
　二部漁業；振興課　昭36　20p　　（水産増殖『

　資料　37）　○’　〈Y　111）

厚岸湖の水質について　北海道区水産研究所』

　昭4126P（北水研業績C67）○
　　（Ylll）

魚類飼育試験よりする淀川水域の汚濁調査、

　水産庁漁政部漁業振興課　昭3584p
　　（水産増殖資料　第30号）・○　　（Y111）

石狩川中流部に流木する工場廃水の生物分布

　に及ぼす影響　水産庁二二部漁業振興課：　’、、

　昭361、43p　（水産増矩資料）　○’

　　（Ylll）

’：石狩凪中流部幽（滝川一江別間）に流入する工』t

　場廃水の水産生物に及ぼす影響・水産庁漁

二部漁業振難1昭36・35P．（水産t曽殖

　資料）　○、（Y111）’

花学工業廃水の処理に関する研究　水産庁漁

　二部漁業調整第二課　昭32　51P　．（水産

　増殖資料　S畢）　○　（Y111）

各種汚濁物質の水産生物への影響｝rつVこて一

致死量嫌忌髄中心とする既往の試験結

　四一農林省農林水産技術会議　昭34　108p

6昭1艦岬醐嚇今糊）

三原湾における水質汚濁調査　水産庁漁政部

　　漁業調整第二課編昭3448P（丁丁増

　　殖資料・第14号）○（Ylll）　　1

農業と公害二業用水の水質保全『農林省、

　　農…地肩　昭44360p　O　（RB274－7）

　農薬による水質汚濁についてゐ研究経過概要

　　農林省農林二丁技術会議　昭32．69P

　　　（：水質汚濁研究協議会資料　3）．○

　　（Ylll）　一　L
　オハイオ河流域の水産用水基準　水産庁漁業

　　振興課；昭3660P　（水産増殖資料　第

　　33号）．O・、（Y111）

　最近にわける油による漁業被害の事例　水産

　　庁漁政部漁業調整第二課　昭29　105p

　　（内出漁難料第43輯）9（666
　　－Su769　s）　，

　最：近における油による漁業被害の事例．水産

　　密漁政部漁業振興課　昭36　111P　（水摩

　．増韓資料　36）一〇　（Y111）

　最近に於ける水質汚淘防止に関する研究並び1

　　に調査　水産庁　昭27　135p，

　最近における水質汚濁による漁業被害の概況

　　農林省農林水産技術会議　昭33　79p

　　　（永質潮研究協議会鮮2）○

　　’（Y111）　昭和32年度昭3489p　O

　　　（Ylll）

　生物飼育試験による荒川・中川・綾瀬川の汚

　　巨匠関する調査研究　水産庁漁二部漁業振

　　興課　昭36　26P　（水産増殖資料’34）

　　O　・（Ylll）　’X・

　洗炭廃水の処理に関する研究　水産庁漁三部

　　漁業調整第二課　昭3・　54P　（水産増殖

　　資料第3号）．○（Y111）・
　．瀬戸内海水質汚濁の事例とその対策　水産庁

　　内海区水産研究所　昭39　179p　O

　　　（519．　5－N249　s　）

　静岡県富士市近辺の川や海の水質汚濁調査

　　水産庁漁三部漁業調整第二三編　昭34

　　．44P（水産増殖資料第19号）0

45　一



　　（Ylll）

　永産生物1〈及ぼすパルプ三三の有毒性に関す

　　る研究　水産庁灘政部漁業調整第二課、

　　昭34・71p　（水産増殖資料∫17号）　○

　　，（y，111）・，　一．　・　一

　水質汚濁防ヰ法律並びに珊況一覧　農林省農

　　林水産技術会議　昭34　42P、（昭和33年

　　度本質汚濁研究協議会資料　2）　○

　　，（Y111．）

　水質汚濁防止の為の三三処理実績並びに研究．

　　調査に関する抄報　水産庁漁政部漁業調整

　　第哀感昭3054P

韓藍離止聯関係酬継嗣漁鄭漁
　　業振興深　昭36　75p　（水産増殖資料

　　35）　Q’　（Ylll）

　水質汚濁が農作物被害に及ぼす影響の解析に、

　　関劣る研究一濃林水産生物め生育環境保

　　全に関する研究一丁’、農林省北陸農業試験場．

　　昭4526P　（特別研究）　○　（Y111）『1

：水質汚濁に関する砺究　昭和32年康中間報告

　一t農林省農林水産技術会議昭33『／37p

（水質醐図面会資料Ng・・）ゆ．

　　（Ylll）

水質汚濁に下する研究一昭和32年度中間報告

　参考資料内梅巨水関係　農林省農林水産技

　術会議．、昭33　27p　（水質汚濁研究協議’t

　会資料　4）

1水質汚濁に関する研究・昭和33年度中問幸艮告

　農林省農林水産技衛会議　昭34　ヌ26P・

　　（昭和33細塵水質汚濁研究協議会資料　1）一

　〇　’（Ylll＞

頗溺欄する研究照会翻鞭圃・
　3・鞭農林省齢水産技術会畿昭32

・晦（昭和3・鞍研究騰会幸艮告b

　O　（Ylll）

・’ ?ｿ汚濁に関する研究の成果農林省農林水「

　産技術三三事務局a召39270p　（三業技：

三三所三期研究昭和3一37年度5・、

　O　（519．5－N，955s2）

’r：水質汚濁に関する研究」実施計画案　昭和

　34年度　農林水産技術会議，昭3尋　12p『

　　（昭和33年度水質汚濁研究協議会資料3）

　o　（ylll）　．　・，

水質汚濁に関する共同研究推進会議経過概要

　並びに調査研究結果中間報告　昭和35，36

　年度　葺林省農林水産技術会議：事務局

　昭37130Pつ（519．5一一NgSS・）

：水質汚濁に関し）隣る資料　農林省農地局編

　昭33　i84P　O　　（Y111）

：水質汚濁対策調査報告書　渡良瀬川地区・昭

難農林省離三田細41

水質汚濁対策調査関係資料tt一水質汚濁と舞

．境基準7農林省東海農政局　昭42　47p

　’O　（Ylll）

水質汚濁等に関する調査誇よび試験研究の概’

　要　農林省振興局研究部　昭34　338p　O『

　（Ylll）

脇・32年度における麟散布にiる漁業被害

　’の事例調査結果水産庁漁二部漁業調整第・

’二課編日芦3361P（水産増殖資料10）

　O　（Ylll）

炭山および鉱山廃水による水質汚濁に関する

　研究　水産庁漁政部漁業調整第二諌（多賀

　信夫）　昭3060p’（水産増殖資料第：4
号〉．○（666－T・・37t）

十勝川およびその支流の生物学的水質調査『

・水産庁漁政理漁業振興課，昭4029p

　（水産増殖資料　第〔　〕号　）　’○’

　，　（Ylll）

都市下水と中小企業の雑廃水の混じた所謂

　「綜合廃水」め処理に関する調査及び研究

　水産庁議政部漁業調整第二課編・刊　昭33

1Qgb（水産騨酬9）◎（Y・
　111）

都市河川，荒田川，境川，逆川の汚濁水が長

一・　46　Tm



　良川の水質に及ぼす影響・砂利採取船の廃　　紙パルプ工業における水使用合理化の考え方

　水が長良川の水質，河底ならびに鮎の産卵’　　通産省企業局　昭40　82P　（永使用合理

　場に及ぼす影tt　水産庁漁政部調整第二課　　　化技術叢書第4）　○　（570．　97rM　’

　編・刊．昭34　46P　（水産増殖資料　第　　　733）

　15号〉　○、（Y111）’　　　　　　　　　化成田図業廃水の処理にっV・て　通産省企業

中小企業のパルプB製紙廃水の処理に関する　　　局　昭39104P　（工業廃水処理技術叢書

　研究　水産庁漁三部漁業調整第二課（柴田　　　no・11）．○　（570・97－Tu783　k　2）

　三郎）　臼召31169P　（水産増殖資料第　　鹿：島地区産業公害総合：事前調査報告書（海域

　5）　○’（585＿Si249　t）　　　　　　　　・「関係）通産省企業局立地公害平他　昭43

入ヶ岳硫黄鉱山開発に伴う千曲川の水質の変　　　46P『※

　化が水産業に及ぼす影響をさける為に千曲　　毛紡績工業における水使用合理化の考え方

法の傾を雌融とし確切三囲｝・保．通酷蝶騙昭44159・（三三合
持する｝・腰醗ゆ基準｝・つy・て・1，　’理化技術糖第10）○（570・　97－M．

　鉱山開発前の調査結果　1954年度　水産庁　　　733）

　淡水区水産研究所　昭30　70P　（研究資　　機械工業廃水の処理について　通産省企業局

　料1）　○　（Y111）　1955年度　昭32　　昭38147P　（工業廃水処理技術叢書

・〔〕・（研幅跳『11）．○（ylll）　No・　9）・○（532－Tu783k2）

　・通商産業省・　　　　　　　　　　　　　鉱害に関する文献集　2輯　水棲生物編　通、

電気メッキ廃水の処理にっV・て　通産省企業　　　産省鉱山保安局　昭33488p・　．t

　局　昭3562P』（工業廃水処理技術叢書　工業排水の現状と問題点逓産省産業公害課

　第1）　○　　（566．77TTu783　d）　　　　　　昭33　〔　〕p　　　　　　　・

合成樹脂工業における水使用合理化の考え方　　工業廃水処理：事例集一工場廃水による公害発

　通産省企業誌編・昭43　176P　（水使用合　　　生防除の解決手段として一　通産省企業局’

．理化技術叢書　第9）　　　　　　　　　　　　監修　　（日本工業立地センター）　昭38

廃油再生廃水の処理につV・で　通産省企業局　　　254P　6・（570・’97－N6852　k）

　昭35　79P　〔付　公共用水域の水質の保　　工業排水≒水質基準の解説　通産省工業用水

　全に関する法律等27－79p〕・（工業廃水　　課　昭37　〔〕p

　処理技術叢書　第3）・○　　（570．　97－Tu　　工業用水法関係法下弓　通産省企業局　昭32

　783　h）　38p化学繊維工麹とおける水使用合理化の考え方　．工場排水の現状と問題点・昭和38年度版通

　通産省企業三編　昭41　102p　（水使用合　　　産省企業局産業公害課　昭38　188p　O

理化技術叢書第7）○’　（570，・97－M　（S70．・97・一T・783k2）

　733）　　　　　　　　　　　　　　　　　　綿紡績工業にお1オる水使用合理化の考え方

紙・ノW蹴の鯛につ・・r通産省蝶　麗省蝶騙、1召4・77・（水使用合
　局　昭35　63P　（工業廃水処理技術叢書　　、理1ヒ技術叢書　第6）　○　（570・97謡M

ftrff　2）　O’@・（585－Tu7．83　k）．　733）
紙・パルプ廃水処理基準書　通産省企業局　　　水井戸ゐはな’し　通産省工業技術院地質調査．

　昭4537p　O　（M331一　6．）　　　　　　　’所監修　昭43・152p　（地下の科学シリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一47一



　　ズIS）’G（519．13－M963m’）

、：水処理の技術と装置昭和39年度版、通産省、

　　工業技術院　昭39184P　O　（519．24一
　・・　Ko521rr｝）

　無機顔料工業廃水の処理に？いて　導産省企．

　　業局　昭40』66P　（工業摩水処理技術叢

　　S　14）　o　（s70．　g7－Tu7s3m）

・無機薬品工業における水使用合理化の考え方

　　通産省企業局編　昭45i42P　（水使用合

　理化技術叢書第12）’○　（570．97－M

　733）

　日本の地下水　通産省工業技術院地質調査所

　編（蔵田延男）　，昭37　118P　（地下の科

　学シヂズ1）ρ（螺95－K・848・）、
硫安工業における水使用合理化の考撃方　通

　産省企業局　昭37・53p　（水使用合理化

　技術叢書　第2）○　、（570．97－M733）

石油化学工業三水の処理につい下、通産省企

　業局　昭44214P　（工業廃水処理技術叢i
書、・鋤○・（M33・L・・4・・）

石油化学工楽における水使用合理（4の考え方

　通産省企業島　昭40　89p　（水使用合理

　化b？術叢書．第5＞　○　（570．97－M
　－733）

石油精製工業1とおける十悪相合理化の考え方

　通産省企業局1昭40　S8P　（水使用合理

　化技術叢書　第3）○　（57（）．　977M733）

，石けん製造添水の処理について　渾産省企業．

　局』昭g6　91p　（工業廃水処理拉術叢書

　SR”6），　Q　（576．5－i－Tu7．83　s）

三毛廃水の処理について　通産省企業局　昭

3687P「 i工業廃水騨術鵜第4）
　O・　・（586．　5tTu783　s　）

三色整理工業廃水の処理について　通産省企’

　i業島’昭36．63p　（工業廃水処理技術叢書

第7）、σ、（587－T・786・）．

’湿式法アセチレン三三機廃水の処理｝dついそ

　通産省企業局　昭39、一94p’（三三廃水処

　　’理技術叢書　第12）　○　（570．97－Tu

　　783の

　ソーダ工業における水使用合理化の考え方

　　通産省企業局　昭44　120p　（水使用合理

　　化技術叢書　第11）　○　（570．97－LM

　　733）

　’水質基準　カリフォルニや州水質汚濁防止庁

’編綿弓三保旧訳昭32642P
　　O　（519．　11LcC15　s　一T）

　〈追補20＞’

　鉄鋼業における永使用合理化の考えガ通産

　　省企業局　昭38　197P　（水使用合理化技

　　術叢書　第1♪・○　（570・97－M733）

，千葉地区産業公害総会事前調査報告書（海域

　　欄係）』1通産省企業局e’千葉県編　昭44

　　39P豫
　都市ガス工業廃水の処理につい （　通産省企

　　i業局　昭、36　120p　（工業廃水処理技術叢’

　　書第5）○（575．34T－Tμ7836　t）
　、窯業原料精製廃水の処理について　通産省企

’、　業局編・昭38・94p　（工業廃永処理技術

　　叢喜N・．　8）○、（Y111）

　　　運輸省

　海水油墨防止法の解説　運輸省海水油濁防止

　　法研究会，昭45159p　O　（AZ572＝8）

　船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法

　　勧よび関係四三繍姫三隅
　　70p　¢

　　　建設省

　江戸川水質調査報告書』昭和3タ年建設省．

　　昭3471pφ　昭和35年日吾3545p

　　φ　昭和9目時3929Pφ

　河川の水質調査について　建設省中部地方建

　　設局木曾川下流工事事務所　昭33・52P

不馴長良川三川三川感三部の績につ》・

　　て　建設省中部地ウ建設島木曾川下流工事

　　事務所　昭33168P

北上川水系刺の水回査鰍省東北地方
’一一，48　一一



　建設局岩手工事事務所　昭3341P

中川の水質と流：量り相関関係及び就航状況調

　査報告書　利根川下流地域利水計画調査

　建設省関東地方建設局企画室1昭37　53p

　l）8｛

中川の水質と流：量の相関関係調査報告書、利

　根川下僧地域利水計画調査　資料編　建設

　省関東地方建設局企画室　昭37「143P　※

．太田川母系水質調査報告書　昭和39年建設

　省中国地方建設局材料試験所編　昭〔〕

　130P　　O　　　（519．11－Ty9960）　　　　日召懸口

　43年建設省中国地方建設局プ太田川呪事

　：事務所広島技術事務所回覧〔、〕；OOp

　附小瀬川水質調査報告書・○（519。11

　．一Ty9960）昭和44年　建設省中国地方建

　設局太田川旧事事務弥広島技術事務三編

　昭〔〕一148p附小瀬川水質調査報告
　書　　Ott（519．117Ty9960）

水質年表　第1回（昭和33－34年）　建設省

　河川局　昭37215p　O・（517。3－K：e、

・・9・・3）　第2回（昭和35－36年）

　闇闇40　475P　　O　　　．（517．3－Ke119　s　13）

　第3回（昭和37年）　昭41459P’○

　　（517・3－Ke119　s　13）　　　第4回　（昭和

　38年）昭41565PQ（517・・3－K・
　119・13）　第61ゴ・（昭和40年）’昭42

　542p　O　（5．17．3－Ke119　s　13）　’　itA3’7

　回（昭和41年〉　昭44373P　O　（517．3

　－Ke11♀s13）　　，第8回（昭和42年）1

　二障44　587P　　O．　（517．3－Ke119　sユ3）

水質汚濁防止調査報告書　建設省関東地方建

　設局企画室・昭40　750p、（水質調査資料

　’7）　X

多摩川系水質調査報告書　建設省　昭a51

　73p　¢

玉川水質調査報告　建設省土木研究所　昭26

　14p　．　‘
多摩川水質調査報告書建設省1昭3645P

　¢

淀川水質汚濁調査報告昭和33年度建設省

　近畿地方建設局　昭34　〔　〕p　O

　（Ylll）

　　日本住宅公団

団地汚水処理施設の設計基準に関する研究・

　目本住宅公団建設部調査研究課（洞沢　勇）

　’昭42　103p　（昭和40年度委託研究）　0

　（519．　24－N684　d　）

　　海外技術協力事業団

西パキスタンにおける下水二二排水処理技術

　指導について　海外技術協力事業団（柏谷

備）昭4115P』（資料N・・56）○
　（519．　24TK4552　n　）

　　Iv地盤沈下、　　　　　’

　　国会

新潟市の地謡沈下について．衆議院建設委員

　会調査室編　昭32　12P　（昭和32年10月

　．建設参考資料　第9号）

地盤沈下に？いて　衆議院建設委員会調査室

　編　昭32　10P　別表11枚

　　総理府・資源調査会

防災部会地盤沈下小委員会事業計画高L昭和

　30年度　総理府資源調査会事務局　昭30

’2P　（防災81，地盤10）

地下水面低下に起因する地盤沈下に関する報

　告　総理府資源調査会　昭29　？2p　（資

　源調査会報告第18号）　○・，（511・2一

　So，653　t）　，

＜追補21＞　、

地盤i沈下観測年報　昭和30年総理府資源調

査会事務局　昭316P

地盤沈下調査資料　総理府資源調査会事務局

、昭28．247p　（資源データーブッ・ク　第8．

　号　災害編　第3）　○　（511．　2－So

　653z）

一49一



　　総理府　p本学術会議

雌沈下の謹（武藤前回述）白本怖

　会議長期研究計画調査委員会防災委員会

昭恩済撫網引計醐15）※tt

北海道におVナる土地保全問題一土壌侵蝕予備

　調査報告一　経済安定本部資源調査会　昭

　26141p’〈地域計画部会資料　166）

脚部に於ける土難触の実態とその対策「

　上川支庁管内十勝岳山麓地区実態調査一「

経澱定本鱗翻査会昭27』138・甲
　版地図（資源調査会資料第15号）

　 O　（613．51－Ke116　h）

翻鮒近における天然ガス翻・伴う雌、

鑑諜誰誰欝欝拶’・
　図版表ik
　　経済再再庁’

酬に抑る店回楠三冠す砧可卿調：
　査＝地下水の規制に関する法隼制度一経済

　企画庁総合開発局　昭35　1・64P　一、

雌沈†の現況経済企画庁開発三無

　40　60p　¢

　　科学技術庁
C5層C4層観測井の水位と収縮量　昭和331　’

　6，　1678．15　科学技術庁資源局　昭33’8p

　　（新潟地盤沈下特別委員会資料　12）

第1回観測小委員会議事録　科学技術庁資源

　’局　昭333P　．（観測1）「　（新潟地盤i沈

　下蒔別委員会資料　17）

第2回観測少委員会議：事録科学技術庁資源
’t

ﾇ・昭33「3P　（観測2）　　（新潟地盤沈’

　下特別委員会資料　19）

第4騨測楼員会輯録科無毒臓源
　局「昭33　3p　（観測2）　　（新潟地盤沈　．

　下特別委員会資料　23ジ

三三泌三筆霧科学三三簸
「局、甲33〔ゴρ（新旧臣下特別

　　　委員会資料　25）

　第1回新潟地盤沈下特別委員会議事録科学

　　・技術庁資源局「昭336P　（新潟地盤沈F’

　　　特別委員会資料　3）

　』99　2回新潟地盤沈下特別委員会議事録　科学

　　技術庁資源局　昭335P　（新潟地盤沈下

　　特別委員会資料　5）

　第3回新潟地盤沈下特別委員会議事録科学

　　．技術庁資源局　昭33　6p・一（委員会9）

　　　（新潟地盤沈下特別委員会資料9）

　：第4回新潟地盤沈下特別委員会議事録　科学

　　技術庁資源局　昭338p’（委員会13＞“

　　　（新温地盤沈下特別委員会資料．13）

　第5回新潟地盤沈下特別委員会議事録　科学．

　　、開庁部局昭334P　’（三会17？

　　　（新潟地盤沈下特別委員会資料　18）

　．・eg　6回新潟地盤沈下特別委員今議事録　科学

　　技術庁資源局　昭334p一（委員会18）

　　　（新潟地盤沈下特別委員会資料　2Q）

　第2回新潟地盤沈下調査連絡会議事録　科学

　　技術庁資源局　昭33　4p　（新潟地盤沈下

　　特別委員会資料　1）

　北海道における土壌侵蝕と保全対策　科学技

　　術庁資源局　’昭33　〔・〕P・（土地改良

　　保全．17）’（輿資源部会酬5・）・

　イタリアのパダノ・デルタ地帯における地盤

　　沈下le．ついて（翻訳）　科崇技術庁資源局

　　昭3340p　（委員会11）　　（i新潟地盤沈
　　下特別委員会資料　1i）

　イタリアがダハダ・レタ地帯における地霊

　　沈下たついて一翻訳一　科学技術庁資源局

　　ト編　昭3516p　図版　※　』　・　　1

　洪水友び土壌鐸蝕被害等の経済評価　科学技

　　術庁資源局　昭33　〔　〕p　（流域管理

　　7）tt（森林部会資料78）

Lqnd　＄”bsidence　i・J・p・n科学技術庁蝉

　　、調査会　昭44　17P　　　I　　　、．・

　新潟平野の地盤沈下　科学技術庁資源調査会
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昭3997P（図版地図共）（科学技ゴ

　術庁資源調査会報告　31）　○　　（511，　2

　－Ka155　n2）　，

新潟の潮位と気圧　科学技術庁資源局　昭33

　6p，（委員会15）　てi新潟地盤沈下特別委

　員会資料　15）．

新潟市周辺水準測量概算成果．（建設省地理調

　査所）昭334P（委員会22）　（新潟
　地盤沈下特別委員会資料　27），

新潟市地区における二等重力測：量　面面技術

　庁資源局tt昭335P　（委員会19）．　（新

　潟地盤沈下特別委員会資料　22）

新潟地震地盤変動調査測量予算書　科学技術．

　庁資源局』昭33　9P　（新潟地盤沈下特別

　委員会資料　2），

新潟地区地盤沈下の原因に関ナる所見　科学

技術庁資源局昭33’　’〔、〕P目本瓦斯

　化学工業株式会社．（委員会21）　　（新潟

　地盤津下特別委員会資料　26）

新潟地盤沈下懇談会議事録『科学技術庁資源

局昭33〔〕P（委員会20？（新
，潟地盤沈下特別委員会資料　24）

新潟地盤沈下に関する調査報告　科学技術庁

　資源調査会編　昭34　56p　（科学技術庁

　資源調査会報告　第11号）　※

新潟地盤沈下について　科学技術庁資源調査』

　会昭3528p地図　（科学技術庁資源
　調査会報告　第18号）　○　　（511．2＿Ka
　155　’n　）

糊櫨沈下につv・て図表（初め科学

　技術資原局編　昭35　16P”※

新潟地盤沈下について図表てその2）　科学

　技術庁資源二丁　昭35　2枚　地図　※

新潟地盤沈下の現況に関する中間報告　科学

　技術庁資源調査会　昭33、24p　（資源調

　査会報告　5）　○　　（Y111）

新潟地盤沈下の現海こ回する中間報告　科学

三三資漏、昭3319・（三会8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ゴ

　　（新潟地盤沈下特別委員会資料　8）

新潟地盤沈下の現況に関する中間報告（案）

　科学技術庁資源局　昭33　17p　（新潟地

　盤沈下特別委員会資料　4）

新潟地盤i沈下の現況に関する中間報告（案）

　科学技術庁資漏日脚2・P．（新潟地

｝盤沈下特別委員会資料　6）

新潟地盤沈下の現況に関する中間報告（案），

　科学技術庁資源局　昭33　19P　（委員会

　7）　（新潟地盤沈下特別委員会資料　7＞

新潟地盤沈下特別委員会観測小委員会の設置

　について（案）　科学技術庁資源局　昭33
　1校　　（委員会16）幽　（新潟地盤沈下特別

　委員会資料一16）

新潟地盤沈下調査連絡参考資料　斜学技術庁

画品昭331枚（縫防災79・地盤
　3）
画面地盤沈下調査経過表組科学賄紅熱療

　調査会　昭37　37p　（科学技術庁資源調
査輪回，　22）’

宦D〈5・・．・2－K・・55・

e　3）

三層観測井の水位と収縮量　科学技術庁資源

　局　昭33　5p　・（委員会14）　　（新潟地盤i

　’沈下特別委員会資料　14）’

資源調奄会新潟地盤沈下特別委員会関係者名

　簿＄9・学技術庁資源局　昭33　1枚　　（資源

　調査会新潟地盤高下特別委員会資料　10）

都市域地盤測定計画藁座に面する勧告　科学

　技術庁資源調査会　昭32　33p　（資源調

　査会勧告　2）　※
都市域地盤測定に関する第2次勧告，科学技

　術庁資源調査会　昭43　78p　（科学技術

　庁資源調査会勧告　22）　○．（NA31－

　7）

地盤沈下問題打合会話一回議事録　科学技術

麟三三1鞠（響調査傘轡

艦沈下測定計醇関する鮪科学技術庁



蜥諮三三33…附躰回想’葦即断沈下9E，3　tt運鞘第一瀧局
　類図（建設省地理調査所作成）　（科学技　　　・新潟県・．新潟市　昭38’39βp、○

驚賊難3）つ（興∵新嘗盤㌍撫運輸省第禰建
艦沈下測定緬記する賠、科学技争騎　設局昭3529，

　資漏昭33・2P（保全防災・・2，　繍地区地盤沈下調査鵜一輪第一瀧

　’部会　9）　　　　　　　　　　　　　　　　建設局　昭3372P
地盤沈下測定計画に関する勧告　第2次案　　　大阪の地盤沈下に関する研究　運輸省港湾局

科学蹄庁資瀾昭33、13・，（常総　固織究課・版構溺昭24253・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（：）　　（a－451－10）　、災　108，部会　10）

雌沈下齪に関する雛科学技術庁資源職神琿御報大灘殴象半肩33　’

　局昭33　〔〕p』（保全防災　111，部会　　　5P　　　　　　　’．　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　ソ　ギ　i2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地盤沈下対叢土質調査報告書　運輸省第r港

地酒欝欝禰響（暮纒灘雲昭35・　4？P

　保全防災絵筆72；雌・3）　　謙組戸・三沢躯の膿建設省計画

響醗目野科学技騰局1．鑑識郵蔵徽轟薯讐

　　通商産業省，　　　　　　　第21巻）、○．（NA31－25）「
轄予防地下採擢伴う土地緻による地蛾縣予駆の地盤闘将計酪愛媛

　表の鉱害とその防止　通商産業省鉱山保安　　　県営　大蔵省印刷局　昭40　173P　地図

　局昭3…4・（蜘保安灘第7輯）　（都市膿調査回書第8巻）O
　Q（561．9－Tu783　k）　　　　（511・　27－Ke119　e）　

・

　　運輸省　　　　　　　　　　　　　　　　　永代橋附近の坤墨筆下調査報告　建設省土木

函鰍鮒近噂鞭触海上餌料麟喜区　研究所昭331Q6・
　、昭31215P　（水路部報告　13巻上）　　　ノ広島地区の地響建設省計画局，広島県，広

新潟港の堺没並びに海岸三三に就V・て　新潟　　　島三編　大蔵省印刷局．昭39　190P　付図

、　港技術調査報告第1報　運輸省第二港湾建　　　3枚，（都市地盤調査報告書　第5巻）・

　設部’新儲技欄査委飴昭24・10gP　O’（51上27－Ke1斗gh）、
　．図版　　　　　　　　　、　　　　　　　　茨城県鹿島地区の地磐　建三省計画局・茨城

・新潟め地盤沈下　運輸省第一港湾健設局　昭　　　県編　大蔵省印刷局　昭39脚128P地図

　33　・2・P　　　　　　　（都市地盤調理鵠第6巻）○
酒煎艦下三田一三三局昭　（51岬一子・119i）

　34？．70p　　　　　　　　　　　　　茨城県永戸・目立地区の地盤、建設省計画

糊馳灘下肺省第一瀧轍局’H召　局，茨城縣大堀印刷局騨4・33，
，35’@42P・ @　　　　　・（輝共）（都市艦調査結第2・巻）

糊の膿沈下第2輯「運鞘第一港湾局． 宦C（NA3・一2・）

　．Ha37425P　O　（5．11・　2－N693　n）　　　　鹿三島・姶良地区の地回　建設省計画局・塵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52



　児島県編　昭44　119p　付図（袋入〉

　（都市地盤調査報告書　第19巻）　○

　（NA31－15）

北九州市地区の地盤　建設省計画局，北九州

　一編　大蔵省印刷局　昭43、180P付図

　（都市地盤調査報告書　第18巻）　○

　（511．　27－K，e119　k，）

宮崎県日向・延岡地区の地盤建設省計画

　局，宮崎県編　大蔵省印刷局　昭42　126p

　付図　（都市地盤調査報告書　第14巻）

Q　（511．27－Ke119in）

中海臨海地帯の地盤　建設省計画局，鳥飯

　県，島根県編　大蔵省印刷局　昭42142P

　地図　（都市地盤沈下調査報告書　第15巻）

b，　，（511．27－Ke119　n’）

襯平眺四三資料瞬建設即興理
　院地図部　昭36』16p　※

新潟地方地盤変動調査に関する． �随早@第

4・5建設省国難理甲州35〔〕P
　2柵

新潟地区の地盤　建設省計画局，新潟県編

　大蔵省印刷局　昭42150p　付図、（都市

地盤調査幸晧集第16巻）○・（511・　27

　－Ke119　n　2）　，　．　．　一

仙台湾臨海地帯の地盤』建設省計画局，宮城

　県編　大蔵省印刷島　昭40　117p「　（都市

　地盤調査報告書　第10巻）　○　　（511．？7

　－Ke119　s）　t
鵬臨海騰の縢建設翻鵡，隣県
　編　大蔵省印刷局　昭39192p、付図

　（者肺螺調査報鰭卸籾9
　（511．27LKe119　t）　X　’　h

中間報告東京湾周辺地域5万分め1地盤高図

　について∫建設省国土地理院地図部地理課

　昭367P『※

艦麺調麟罐昭和36鞭轍省中
　部地方建設局　昭3手98P・○　（455・4一・

　Ty995　z）

地す，ミり等防止ま関係法令　建設省・昭33

　，110p　一，

　、自治省

武蔵野台地における地表水および地下水の測

　水資料　消防庁消防研究所’昭43261P

・付図㈱研騨熟慮第・号）、・

　O　（M93－5）

　　躰国有鉄道

大阪駒沈下及びこれに伴う翻・関する研

　究並びにその対策　日本国有鉄道技術研究

　所’昭32　150P

　　V　騒音

　　防衛庁
あなたの聴力は大丈夫℃すか　強訴音響と超，

　音波の障碍について　防衛庁臨時航空医学

　実験隊昭33’6，8p　（航空医学資料58）

第一次資材統制三内騒音調査韓告　防衛庁航

　空医学実験隊　昭33　〔　〕．p　（航空医『

　学実験隊報告　第2）　○　　（Y111）

衛生業務有害騒音曝露に対する医学的検討

　防衛庁臨時…航空医学実験隊　昭33・28P

　・（航空医学資料・50）

航空機の騒音　防衛庁臨時航空医学実験隊

　昭32’28p”　（航空医学資料，12）

騒音に対する防護として耳栓とイヤーマフの

　使用上の区分に6いて　防衛庁臨時航空医

　学実験隊　昭〔　〕　－〔　〕p　’（臨時航

　空医学実験隊速報　3）

騨に対する人体保護の研究三三三三

　究所　昭32・16p　（技研報　231）『、

騒音についての質疑応答　防衛庁臨時航空医

　学実験隊　昭33　20p　（航空医学資料29），

立川駐とん地の騒音調査について　・防衛庁臨

　中戸空房学実験隊’昭32　〔　〕p　ζ臨「

　時航空医学実験隊運報　2）」「

　　防衛施設庁　　　　　・

鵬施設三三三業三三三三紹禾白

一53一



繕箆轡庁翻）騨年度
防音工事棲準設計図　防衛施設庁施設部　昭

4152濫讐84舌搾内訳羅獣『○

　　　講達庁

調達庁騒音防正対策記事仕様書四達庁不動

　：福部　昭36・β6P　附　材料規格這合壁一

骸総廠の設計三幅準OI（Yl、
　111＞昭和37年度昭3736・○・　〈Y

　111）

　　科学技術庁

騒音掘防止に関す贈研究三鼎告

　：書（1）一昭和39年度特別研究促進調査

　’科学輩術庁研究調整局　昭39232p

　研究報告書（2）・　昭和40年度特別研究

促翻螢昭42371，・　・
1脚8鞭撫防止に関ずる鍛研究報鵠

　科学技術庁、昭38　1与7p

　　厚生省　　，．　　　　・

建設作業騒音規制規則，騒音規制法施行令要

　綱　厚生省・建設省，昭43　6，2P　※．

工場騒音規制規則　厚生省他．、．．昭43’1冊

　楽
・驕防止法蜘厚生三四生三冠課、

虫魚割嚢蒲聾三
遍関係文献軸心1臨本公締生協会

　、、昭43、176P　（昭和42年度厚生省公害調査

　研究掬・○（Y111）　　　．「

蒸熱聯騨局即日9・．
四韻制法，騰規融施行令〔厚生省〕

　昭43’13，12P※一

三吾規制法案、〔厚生省〕昭4．323p　※

駝規制法案要綱厚生智昭429・※

騒音規制法関係資料（案）　昭和43年6A

厚生省三三三三’昭4含22・、※・

騒音規制法の解説　厚生省環境衛生局三無部、

　昭44　321p・○　　（AZ－572－1）

騒音対策関係資料・厚生省環境衛生局公害課

　昭39　46P．※

騒音調査　厚生省環境衛生局公害課　昭42

　10P　※’

騒音実態調査結果め概要　日吾和40年度　厚生

　省環境衛生局公害課　昭41’41P　O

　　（Y111）

昭和42年度厚生省公害調査研究委託費1こよる

　騒音振動の環境基準に関する研究（実態調

　査）　日本公衆衛生瞬会　昭43’71p

　O、（Y111）　一・

大気汚輸止法・騒音規制法の轍厚縮
　　にノ

環境衛生局公害部圏昭43’163Pφ

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に

　闘する基準　厚生省「・建設省　昭438p

　※

雑工場等において発生する鵬の講Uに関

．す蜍ﾆ長生馳昭43・　6P　￥’

工場騒音の現状と対策（金属加工そのユ「新、

　潟県燕市）、通産省企業局　昭42幽59p

　O　　（Y111）　　（金属加工その2、新潟一

華三条市）昭4b55PO・（Y・1・〉

　ζその＄　茨城県日立市および真壁町）’

　昭4498P※
騒音防止のための工場建物　遮音構造の選び

1方とその実際通産省公害保安局昭46

　149P．○　　（NA252－3）

騒音対策の実際　一送風機・圧縮機一　通産

．省公害保安局　昭45147p　（騒音振動防

灘書No’　1）○．（NB121－7’）’

火薬の爆発によって生ずる雑振動および反射

　波の実験的研究　建設省地質調査所　　（南

　三三三郎外）　昭30　33p’（地質調査所

　報告164号）
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建設工事騒音規制の手びき　建設省計三局建

　設業課　昭44　274P　O　　（AZ－572－7）

律設作業騒音規制規則騒音規制法施行令要

　綱　建設省・厚生省　昭436，2p　※

禦鰍牒畔って評する騰の規ft・Jに

　関する基準、建設省　昭438p※

　　日本道路公団tt
・道路騒音訥査報告書・目本音響学会道路騒「

　音調査研究委員会　昭44　119p　’（日本道

’路姻の委託｝・よる）○（EG28・T2）

　昭4554P　O　　（Y111）

　　VI悪　　臭

　　厚生省

悪臭防止に関する研究（H）昭和41年度厚
　生省委託公害調査研究報告舎　二本琿三三

　生センタ』　昭42＝49P※
悪臭防止に関する研究報告喜（皿）　昭和42

　年度厚生省委託公害調査報告書　目本環境

離セン外山4382・図版※、

　　V旺　L放身寸育旨汚染

　　内　閣
世界主要国の放射線三雲防衛体制の実態．『 ｯ
　間防衛体制に関連して　内閣官房・内閣調

　査室　昭43　637p　（：～　（EG77一・一4）

　　総理府・・資源調査局

：大気放射能観測について　総理府資源調査会

　事務局　昭31　16P・

　　総理府・原子力委員会

．放射能調査の展望　原子力委員会　昭34’

　208p　O　（53．3．96－G29h）　（533．96

　－G29　h一　t　）’

　　防衛庁

放射能汚染甲板表面の海水による汚染除去

　防衛庁技術研究所　昭32．35p

研修資料　原子放射の生物学的影響及びコー

　ルダt’一・’ホール原子櫨詳報　1957序　89P

　　　（田野料別冊第・4鴫）、q（53“96

　　－B84k）’

　生物に対する放射線の影響に関する研究　防

　　衛庁技術研究所　昭32．33P　（技研報

　　405）

　　　科学技術庁　　　．　　　　　　一

放射翻琳放射線謙会－ P射能？P」J定本’

　　吝B　日義38　　45P　　O　　　（429．4－H726　h＞

　孕射性物質による障害予防勧告　科学技術庁

　　：原子力局　昭28．1230p

　放射性物質障害の有無に対する健康診断痴愚

　　科学技術庁原子力局　昭31．6　11p．

　放射性同位元素の安全取扱法　科学技術庁原．

　　子局・昭3239p

鮒翻・ンチユーム蜥法放射回議
　　．会．放射能測定部会昭3862P　．○

　　，　（429．　54－H726　h　）

　放射線廃棄物の海洋投棄く第2回原子力平和

　　利用国際会議提出諦文抄録　アイソト三プ

　　関係2）　科学技術庁娘子三局　昭33．12．

　　28p　（原子力メテ　40）

　放射線障害防止法規の解説　科学技術庁原子．

　　力局監修　昭42644p　付．、放射線障害防

　　止関係法令集○　（328．　533r一一N6845　h）

　プ！レトニウム配分作業時に発生した指先刺傷

　　に関する報告書、科学技術庁・放射線医学

　　総合研究所　昭41・8・16P　Q　（Y111）

　再処理施設等から生ずる放射性廃液の海域放

　　出に係る障害防止に関する考え方について‘

議鉱1群技術庁〕欄騨．

　、セシュLム137分析法放射線審議会・放射

　　能測定部会昭3864・、○（429．・54一・

　　H726　s）

シン織ウム「放射講害咀復1轍集、

　　脚線医学総合獅日脚・、・…

　　O’　（Ylll）

　自然三三からの放射線　国際連β原子放射線、
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’t

「の影響に関する科学露盤会編（1966年報　　　際協力局第三課（三宅泰雄』述）　昭＄2．壁

告）放射線医学欝細頚196898P』

　O　（SC171－7）

自然語源からの放射線　国連科学委員会1966

　年報告付属書A　放射線医学総合研究所．

　1968．10　98p　O　（Ylll）　．
’特別研究』「緊急時対比に関する調査研究」報

告喜科学技術庁微鰍医学総飼究所

　昭42．7　50P　O　　（Y111）

．特別研究「プルトニウムによる内部被曝に関

＃る欝羅科筆粥三脚繕

総合研究所昭41・：962P．・’○．（Y111）

．特励研究「プルトニウム1こよ．る内部被曝に関

　すう調査研究4第2回研究鋒過報告書　昭

　和41年度　科学技術庁．放射線医学総合研

　暗所’昭42．．771pO　（Y111）

特別研究「プルトニウムによる内部按曝に関

　する調査研究」第3回　研究経過報告＝書　’

　昭和42年度　科学技術庁．’旅射線医学総合

特購「禦歌に繍謹選
　する調査研究」　第4回研究経過報告書、

断・43年度放騰騨総合研究所．昭

　44，10　81p，O　（Y．111）

海と魚と臨海実験：場’放射線医学総合研究所

・昭44．6　8P　O　　（Y111）

　、ト外務省

フランスにおける原子力危険保険に関する件

　外i務省国際協力局第三課　昭33．45P

　（協三資89）

久保山氏死亡（ビキニ事件）に関する米紙報

　道振りヒ外務省欧米局第一一一’課　昭29．11

12P』 i騨一資料53）
マーーシャル群島住民の素心実験中止請願に関　、

　する件外務省国際協力局国連書記官室㌧

　昭31．424P、（三国資料3）

大気と灘の放射能汚染にう・・て外務省国・

　　19P　（協三資　65）　○　　（Y111）

　　ウラニウム232・235及びプルトニ．ウム使用に

　　よる研究計画　外務省国際協力女子三課

　　昭31．6　10P　（協三資　32）　　　　　’

　入体に対する放射線の影響について　国連科

　　学委員会でり話題を中心として　外務省国

　　際協力局第三課（都築正男　述）　昭32．6・

　　19P、（協三資71）

　　　厚生省

’讐欝鱒関する酬厚生解29

　放射性医薬品基準　　1962　厚生省　昭〔　〕

　　’52，　27p　’　O　（499．　1－Ko657　h）

　11963〔昭　〕　65芝43P　O　，（同上）

核爆発実繍響調蕪舗陸上髄の部

　　厚生省19561冊
　　　農林省　　　　’　　一

、ビキニ海域における放射能影響調査幸三水

　　産霊亀研究部第三日脚3、・9・P．

粛3611『2瀦91織上）騨

三諦離元素等による鮒継害の防止1・

　　関する法律並に法律施行規則　農林水産技

　　術会議　昭33，122P　（原子ヵ関係資料14）

　　O　（328．533－N684h）　L
．農林省蘭係放射能調査年報　三和32年度　農

　　林水産技術会議事務局　昭3397，42p

　　図版（原子力関髄料・7）○（6・5．・8

　　．N9555n）　r

　農林省関係放射能調査研究年撮　昭和37年度

　　酒林水産技術会議事務局　昭38．776p

　　♂（原子力関係資料）　○「　（615．8－N

　　9555n）　’

一昭和38鞭昭39・・7・・2PO（趾）
　　昭和39年度、昭40．！7129p　O　　（同上）

　　昭和46年度Ha4・．7ノ・73PO（同上）

　　昭和41年度’昭42．　8　178p　Ot（同上）

「う6、一一一T



’昭和42鞍昭43・　9’　i・53・○（同上）　（533．・9－K…gh）

’昭和43年度　昭44．10161p　O　　（同上）　　　　日本専売公社

藤織嬬羅臨劇確証蕪辞よ言鶯離郷，
1　（俊丸丸による訥査第1部）　水産庁．謁　　・181p

翻郷HEI31143・○（559・　7－S・一町位元素等による矧三三の防止に、
　769s）　　　　　　　　　　　　　　　　　関する法令集　日本専売公社　昭33．’6

・956年（昭和3・鞍）にお露エ⇒エトヅ・83，

　ク原爆実験の影響調査報告　水産庁調査　　　　原子建直公社
．’

､郷昭3・58P（地図）Q　㈱障害防熱つ・・て（原子㈱公諮料）
　、（559・7－Su769　s　2）　　　　　　　　　　　　昭和33年8，月1白　原子燃料公社（丸山正

　　通商産業省・　　　　　　　　　　　　　　　倫）’　昭33　142P　※’

瑚線離の防止通me業省鋤保鯛　　躰学繊興会
昭33152・○（Y111）　　　瑚盤同位元三によ三三旧離防止に関

　　運輸省　　　　　　　　　　　　　　　　　　する法律とその解説　日本学術振興会．，｛学

ガイガーミュラー計i数装置の取扱：指針　中央　　　術月報編集部　昭33　122P　（学術月報別

　気象台，昭31・3120P　　　　　　冊資料第2号）○　（328．533－N6842
放射能φ生物への影響　気象庁　昭3339P　　h）

　　（気象庁観測部訳）　　　　　　　　　　　　放射線の髭響．t国際連合科学委員会報告書

放射能及び微気圧観測報告1－3，月　稚内地方　　　1958年　日本学術振興会（都築正男編）

鑑躍ll：霧　　　騨T192P図版○（491・　6一一r“T”877

目本における人工放射能観測の現状気象庁　　　　日本原手力研究所’

昭33・・326幽版・表し @　，・JRR一’・の概要とその安釧三目本原子力tt
大気放射能観測成績1号昭和30年4T6．月　中　　　研究所　昭32　　32P　図版　※

瀞欝熱血慰鞍幽、p放灘霧引・噛子搬出
　表．○（451．2一・一Ki276　t）　1970138P　　放射線安全取扱手引資料No．7　日本原三三

・レーズリーフ○（ME・i5－3）　　研究所麟珊図版※

三聖鷺灘蓬翼長阪謙響　即断し尿処理．
　（大気汚染調査報告3号）　　　　　　　　　　　経済安定本部

　　労働省　　　　　　　　　　　　　　　　下水道の普及方策　経済安定本部資源調査会．

放辮からの素論の保護労瀦訳・昭34’ D昭235・（衛生三会翻5）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回航芥の騨炉にっきて三三定本鱗　95p　X

　　建設省　　　　　　　　　　　　　　　　　　源調査会　昭2536p　（衛生部会資料77）

三三糠利用鰍設謹準（案）・956年’』 P糞尿処理｝・関する主なる磯業績（薇）

　版　rett省建築研究所　昭31’84p　O　　　　経済安定三部資源調査会衛生部会　昭23’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一57一



　．9p　（衛生部会資料　3）

蒲田塵芥焼却場・経済安定本部資源調査会
昭2’U　：・2P（離部会酬86）

神戸市に於ける尿尿と三三の併合消化実験

71抄）（衛雛麟欝灘昭21

西原脩三氏ゐ尿尿厨介合同消化成績の抄録・

　経済安定本部資源調査会　昭24　2p　（衛

　生部会資料　37）

汚物掃除法　経済安定本部資源委員会衛生部

　会’晒23『13P・

脚魑関細密融定本論漏飴『』
　昭2348p’（衛生部会資料　7）
尿尿の衛生科学的処理に就iて　経済安定本部

　資源調査会　昭24．4p　（衛生部会資料

　43）

品品の副直消綜績成績槻繍報土

鞭三民312P（衛生饗，
縣の資源科学的艇盤面街経済誌本’

部資漏査会事務局・昭2565・（資源

欝欝第9号）○（r1睦

尿尿ρ資源科学的衛生処理勧告て案）　経済

　安定本部資源調査会　昭24『73p

界鷺霜離三島（課三
階尿の資源二軸衛生処理酷（草案）・、経

　済安定本部資源調査会昭251’30p㍉

　（衛生部会資料、84）　　『」

尿尿噴源科学的処理鮪（案）経回定

　本部資源調査会　’昭25　130p　（資源調査

　会会議資料’77）

犀尿靴脚湯油壷定本部資舗査会，
　E吾2411p　（衛生部会資料40）　　・一

憲処理聯槻騨経済鍵本鰹源調
　査会　昭25’，　4p．（衛生部会資料74）

三生．経済三脚資三三会画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　58

　　2P　（簿生部会資料　46）t一一

　都遣府県塵芥焼却炉家僕表　経済安定本部資’

　　源調査会昭2611P（衛生部会資料91）

　都市尿尿汲取の機械化（要旨）　経済安定本

　　・部資源調査会　昭244P　（価生部会資料

　　44）

　都市尿嚢の処理現況と莉用に建て　経済安定

　　韓畔会昭245p！轍三三

　厨芥の通気醗酵について　経済安定本部資源
　　調査会　昭2525p　て衛生蔀会資料　76）

　厨芥と下水との三三処理　経済三三本部資源

、　・調査会　昭25　13p　（衛生部会資料　79）

　駒島艦齢染度融成績翻安定本部資・・

　　』源調査会　昭234p　・（衛生部会資料9）

　塵芥試験表「経済安定本部資源調査会．昭26

　　20P’（衛生部会資料・90）

塵拠舞晧書繍安定本部資源調査会

　　・昭27　68p　（資源調査会報告　第11号）

　塵芥処理報告書（案）　経済安定本部資源調

響吟（資騨会議資料

　塵芥処理報告書（第f次案）　、経済安定本部

　　資涼調査会　昭27　152p’（衛生部会資料

　　94p）

　’塵芥処理報告書の内第4章（案）　経済安定

　　岬資欄査会昭£6・69・（衛生音tl会、

　　資料・93）

　　　科学技術庁、

　クゴレラ利用によるし尿世理に関する調査

　　科学技術庁資源局　昭43　319p　（科学技：

　　術庁資源局資料　〕第69号）　○　（NA224

　　－2）

　　　厚生省

　ご冷収集の近代化　厚生省環境衛生局　昭42

　　80・（環境整備特集④），○（EG213
　　’　一11）



　　運輸省　　　　　　　　　　　　　　　　阿賀野川水銀中毒についての今後の措置　厚

塵埃の話一特に塵肺について一　運輸省鉄道　　　生省　昭432P’※

　総局労働科学研究室　昭23　16p』（労働　　伝染病及び食：中毒精密統計年報　昭和27年、

　科学パンフレット7）　　　　　　　　　　　　厚生省大臣官房統計調査部　昭30　191p

　　　Fl本国有垂失道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　、　（498・15－Ko657　d　2）・

土，三の現場に於ける空気中浮遊塵：埃の調査　　　昭和29年　昭31203P　O　　（同上）

　報告　目本国有鉄道厚生労働局労働科学研　　　昭和30年　昭32　195P　O　（同上）

　究所　昭25『30P　（労働資料「22）　　　　　昭和31年　昭33・184PO　（同上）

！細川綿所の榔ンネ・レ掘さく中｝・於け　昭和32年忌34151・、○ぐ阯）

　る塵埃の調査報告　日本国有鉄道厚生労働　　伝染病および食中毒精密統計速報　昭31年度

　局労働科学研究所　昭258P　（厚面資料　　　厚生省大臣官房統計調査部　昭3229枚

　21）　　　　　　　　　　昭和35年度昭36　1，15枚○（Y111）
　　　日本住宅公団　　　　　　　　　　　　　　昭和36年度　昭37　15P　O　（Y111）

三論おける郵処理回する融（その・）昭和37鞭昭3815・○（Y111）
　　日本住宅公団（岩手武雄）　昭387P　　　　昭和39年度　昭40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y111）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16p　O

　　（平和37年度委託研究）　※　　　　　　　　　昭和43年度　昭〔’〕　12P　O　　（Y111）

団地における野処理燗す研究（そa2）伝染病および髭面計画厚生省大館

　　躰住宅公団（岩手雌）昭4・28，t1　房統調査部昭和33鞭昭35・37P

　‘（調研　E・Ir8）　○　（Y111）　　　　○・（498・15－Ko657d2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和34年度　昭36　153P　O　　（同　上）
　　　IX’疫病、（伝染病）・公害病
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和35年度　昭37　155p　O　（同　上）

　　科学技術庁　　　　　　　　　　　　　　　　昭和36年度　昭38、159p　O　　（同　上）

食：品添加物に関する調査報告　科学技術庁資　　　昭和37年度　昭39　157P　O　　（同、上）

　源調査会．昭44　246p　（科学技術庁資源　　　’昭和38年度　昭40　155p「○・、（同　上）

　調査会報告　第49号）　○　’（SC186－9）　　昭和39年度幽紹41157P　O　（向　上）

食品添加物に関する調査資料　科学技術庁資　　　昭和40年度　喀42’　157P　O　　（同　上）

　源調査所　昭44　142P幽（科学技術庁資源　　　昭和41年度　昭43　151P　O　　（同　上）

　調査所資料　第7号）　○　　（SC186－8）　　昭和42年度　昭44　145p　O　　（同　上）

－食品添加物の現状と問題点　科学技術庁資源　　　昭和43年度　昭45　143P　O　　（同，上）

　調査会　昭44　142P　O　（PC21－4）　　　昭和44年度、昭46　149p　O　（同k）、

昭和40年度科学技術庁特別研究促進調整費に　　伝染病精密統計年報　厚生省大臣官房統計調

　よ1る「糊水銀幅｝・関する特別研究」｝・　査部昭和25・20膿血29・92PO．

つV’ ｱ技術的nnc科学技術庁昭43　（498・15－K・657　d2）・

　2p　※　　　　　　　　　　　　　　　　　、FAO，　WHO牛乳衛生専門委員会報告集

　　法務府　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1回転淳生省公衆御生局環境衛生部　ト

食中毒にっV’て、法務府矯正保護局・昭25　　　昭3273P　O　（498・55一℃F212　f7k）、

　，24P　（矯正保護栄養テキ■ト、3）』　　　FrAO・WHO食肉衛：生専門委員会報告集

　　惇生省　　　　　第1回厚生省螺三局三三三音tl・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　59



　』昭32　55P　O、（49855－cF2竣一k）

牛乳乳製晶衛生監視指導要領（アイスタリー

　ム編）　厚生省　196149P　O　（Y111）

「飲料水中のカドミウムの暫定基準設定のた

　・めの調査研究」委員会報告書　厚生省公害

　調査研究委託費（昭和43年度）による．目

　本公衆衛生協会　昭443P　楽

イタイイタイ病とその原因に関する厚生省の、

　見解（付属資料）昭和43年5月8日厚生
一一一4ﾈ環境御生局公害部公害等　昭43　17p

　O　（Ylll．）　・・　・　，，
カドミウムによる環境汚染に関する厚生省の，

見鰍今後の対策厚生省環境衛生局、
　’昭44・14b※

カドミウムに主る環境汚染に対する暫定対策

　の考え方　厚生省公害部　昭44’8P、※

環境衛生監視指導必携　厚生省環境衛生局

　医歯薬出版　昭38　406P　O　　（498．4－

　Ko657・k）　’

慢性カドミウム中毒並びにいわゆるイタイイ

　タイ病に関す多医聖研究会発表要旨　厚生

　省調査研究委託（昭和44年度）による、日．

　1本公衆衛生協会　昭44・138P、図版　※・．

水俣病に関ずる見解と今後の措置　厚生省

　昭434P　※
「新潟県阿賀野川下流地域における水銀中毒

　事件の原因究明」に関する諮問書および答

　申　厚生省編　昭42　5p　※

大分県奥書川流域におけるカドミウム環境汚’

　染に関する厚生省の見解と今後の対策　庫

　生省環境衛生局　昭44　11p　図版」※

食：品衛生関係法令例規集　厚生省公衆衛生局

翻衛生部餌鮒課帝国地茄政学会．
昭30252P’σ『（328∫498－K66572・）

食品衛生法の一部を改正する法律案参考資料

　厚生省公衆衛生局　昭2885P

食三三働公定書昭和35年3月・5目厚生

省1960336PO（499．55－K・657の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　．一

食：品添加物公定書　追補　第1　辱：生省

　　昭3548P　O　　（498．　55－Ko657・s）

食品添加物公定書　追補　第2　厚生省，

　昭36　42P ○　　（Y111＞1

食：品添加物公定書　追補’第3　厚生省

　．昭37．40bO（498．55－K。657・．s）

食：品添加物公定書　追補　第4　庫：生省．

　日召38　47P　　O　　　（49S・557Kb657　s）

食：品添加物公定書　追補　第5　厚生省．

　昭39　58P　O　　（498．55－Ko657　s）

食：品添加物公定書　第2極　昭和41年2月17

　　目　厚生省　1966577p　O　（498．55－
　Ko657　s　一（2））

目食：品添加物公定書第2版追補第1　昭

　和44年5，月22臼現在　厚生省　44p　O

　　（498．55－Ko657　s）　”

，食品中のカドミウムに関する暫牢指導基準の

　．設定た関する研究（米のカドミウム濃度を

　指標一とする環境汚染の判断良度）　厚生省

　公舗査研究委鱗（昭和43鞍）にまる

　財団法人日本公衆衛生協会食品中カドミウ

　ムに関する暫定指導基準研究報告　日本公’

　衆衛生協会　昭44『11p　※

餌残膿韓係蜘厚生省三三三三、
　晶化学課　昭〔’〕　14p

食：肉衛生検査一と畜検査編一『 﨎ｶ省環境衛

　生局．，堺町衛生課　1967242p　図版

　「（納谷書店）　Q　　（498．55－Ko657　s　2）

昭和42年度厚生省公害調査研究委託費による

　’イタイイタイ病の原因究明に関する研究班

　報告り結論．厚生省　昭43，2p　※

＜追補22＞

富山東におけるイタイイタイ病に関する厚生．’

　省の見解昭和43年胡8日厚生省

　昭433P　※
四日市における医療問題について　昭和41年

　7月18日　厚生省環境衛隼局公害課　昭41

　2p・　）＊｛　，　一一



有害物質恕限度便覧　厚生省国立公衆衛生院

労働衛生部労働科学研究所昭2弓73P．
O　’　’@（499．　82’一Ko548　y　）

有機燐製剤の中毒と化学的性質　厚生省

　昭32　15P

全国食中毒事件録　厚生省公衆衛生局　昭和

　30年　白召32　137P　O　（498．55－Ko657

　z）

　日召禾031年　　日召33　　82P　　O『

　昭和33年　昭35　89P　O
昭和34年tt昭35110P℃

　日召Tl135年　・日召37　　90P　　O

　昭和36年　昭38115pO

　昭和37年　昭39164p　O
　日日禾039年　　日戸41　　90P　　O

　昭和40年　昭42　97P　d

昭和41年　昭43　96p　O

昭和42年昭441零3PO’

　　運輸省

職業病の話

　昭23　14P

鉛中毒を防ぎよ蔓よう・

科学研究室昭238P
　レット　5）’

　その予防対策

明室昭2331P’

　　労働省

　査　労働省婦人少年局　昭23

　，（年少労働調査資料　2）

珪肺検診報告　昭和23年度

　局労働衛生課　昭25　36p

珪肺のX線図譜

　芦果　日召24’〔・〕P

　護法案関係資料

　（　）p

（向上）

（同　上）’

（同』
縺j

（同　上）

（同　上）

（同　上）

・（同『
縺j

（同「上）

（同　上）

（同　上）

　　　　　　運輸省鉄道総局労働科学研究室

　　　　　　　（労働科学パシブレット　4）．

　　　　　　　　　　　渾輸省鉄道総局労働

　　　　　　　　　　　　　（労働科学パンフ

．蕃電池再製工場に於ける鉛中毒の調査結査と

　　　　　　　　運輸省鉄道総局労働科学研

　　　　　　　　　　（鉄労研資料　’5）’

衛生上有害物質を取扱う業務に関する特殊調

　　　　　　　　　　　　　　　C　）p

　　　　　　　　　　　　　労働省労働基準

　　　　　　　　労働省労働基準局労働衛生

けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保

　　　　　　　　　労働省労働基準局　昭30

けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保

　護法案逐条説明　労働省労働基準局、昭30

　94p

けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保

三四綱労働省昭3・5P
鉛及び鉛使用業務に対する勧告的基准労働

　省婦人少年局　昭323p　（午少労働シリ

　ーズ8）

有害物管理のための測定法第1部　第ll部

　労働省労働科学研究所・○　（498．8？一Ta
125　y．　）’

　第1部　上，（無機編上）　、昭42　221p

　第1部　下　　（無機編下）　昭42270P

　第II部　　（有機編）　昭43314p

＜追補＞
1）tt �Q寿策基本法　　〔厚生省〕　昭〔ト〕

　　　18p　，　O　（Y　lll）

2）－公害調査委託研究一昭和40年度～44年度

　　　委託研究費配分等一覧一1厚生省環境

　　　雑三三三三昭4546・○
　　　（Ylll）
3）’

ｺ和43年度指定地域基礎調査結果概要、

　　　1．北海道（札暁地区）2．青森県

　　　（八戸地区）3．E城県（仙台・塩釜

　　　地区）4・・大分県（六分・鶴崎地区）

　　　5・熊：奉県（荒尾地区）　厚生省環境

　　　衛生局公害部公害課　昭4447p　O

　　　（Ylll）

4）千葉県キ藁・市原地域に係る公害防止計

　　　画厚生省昭45128pO（AZ
　　　LL，1572L’6）

5）同昭和46年版．昭45215PO　、（NA
　　　217－44）　・’

6’

j騨館聯ダイジェスド躰州立’
　　　地センタ」・産業公害対策委員会

　　・昭41．117P　O　　（519．5二N685　s

　　　2）

he@61　一



，f”

7）Coの生体〔に〕及ぼす影響についての文

　　　献一一酸化炭素にかかる環境基準専門

　　　委員会の資料一厚隼省環境衛生局公害

　　　部公害課　昭44　17P　O　（Y111）

8）いおう酸化物に係る環境基準に関連する

　　　人体影響調査研究資料　厚生省環境衛

　　　、生局公害部公害課』昭’〔　〕　30p

　　　O・　（Ylll）

g）大気汚染防止tt　　〔厚生省〕　昭43

　　　17p　o　（yln）　．’　，

10）大気汚染防止法の一部を改正する法律：案

　　　要綱（案）’昭和45年11月20日　厚生

　　　省公聴」昭45・．・6，’○（Y…）

11）東京』・品川間第2竪坑付近の大気汚染状

　　　況に関する調査報告書　〔日本自有高

　　　道東京工事局委託謂査〕　二本爽二心

　　　響ンター1召42・10Pd（Y…）
12）自動車排気ギス人体影響調査結果報告

　　．．厚生省環境衛生局公害部公害課　昭41

　　　，4．lp　O　・（y’111）

13）自動車排出ガスによる大気汚染防止に関

　　　する研究等　厚生省・通産省・運輸省

　　　昭45　％　○’（Y111）

14）、大気汚肇防止法・水質汚淘防止法の解説

　　　通商産業省公害保安局公害部担当官執

　　　筆．産業公害防止協会　昭46317p

　　　O　（AZ－572－20）

15）自動牽排出ガスによる大気汚染防止に関

　　・する研究等　通産省・運輸省・厚生省

　　　昭45　9P　O　　てY111）　　1．　1　｝

16）自動車排出ガスによる大気汚染防止に関・

　　　ナる研究等運輸省惇生省樋塵払
　　’昭45－9P．○　　（Y111）

17）慢性カドミウム中毒ならびにいわゆるイ

　　　タイイタイ病に関する医学研究会発表，「

　　　・討議記録　厚生省環境衛生局依託研

　　　究　日本公衆御生協会　昭44108P　’

　　　O　（Ylll）

18）慢性iiiドミウム中毒並びにいわ’
翌驛Cタ

X　．　イイタイ病に関する医学研究会発表要

　　　旨　昭和44年度厚生省調査研究委託

　　　日本公衆衛生協今回44138PO
　　　　（Ylll）

19）水銀環境汚染調査結果（朝霜44年度工揚

　　　排水調査結果）．厚生省委託調査

　　　日本公衆衛生協会　昭4545p　O

　　　　（Y　lll）　一　，

20）大徳汚染防止法・水質汚濁防止法の解説

　　　．通商産業省公害保安局公害部担当官執

　　　筆　産業公害防止協会　昭46317p

　　　O．　（AZ－572－20）

21）地下水利用に伴う地盤沈下一国際かんが

　　　い排水会議提出論文忌総理府資源調査

　　　会事務局』昭28」10P．○　（Y111）一

22）特定有害物質およびその他の有害物質の

　　　規制の実施状況について（調査）　厚1

　　　生省環境衛生局公害部公害課　昭46

　　　33p　O　（ylll）

　　　　あとがき　，

　　　　本誌創刊号（1970年11，月刊）．に．r地方自治

　　　体刊行公害関係資料目録稿」を掲載した。こ

　　　れを作成した意図は二つあった。一つは最：近

　　　ますます緊急性をおびてきた公害文献につい

　　　て・当館利用者の要求にζたえるため妬も

　　　うrつは図書館間の文献情報の相互協力促進

　　　φ一助になればと怠ったことである。「

　　　　期待淘り1大阪市立中央図書館と，四目市

　　　市立図書館の両館が下記の書誌を作成し，両

　　　地方の情報を提供してくださった。

　　　　大阪市立中央図書館では，　「一般図書編」，

　　　「郷土行政資料編」．」　「雑誌記事編」り三編

　　　、と巻末に’「雑誌記事編」を除く資料の50音順

　　　索引』を付した’r公害関係資料目録』（1971年

　　　2．月刊，’B5，42p謄）を発行された。”

　　　『’四三市市立図書館では，、r三重県内刊行公

一62一　．　．　t



害関係資料目録稿』（1971年S月刊，B5

12P謄）を刊行された。’

　両三のご協力によって，．当館未所蔵資料を

ご教示い㍗だいたことに改めて感謝する三七

である。

　また，四日市市立図書館発行のr産業技術

情報よっかいち』109号（1971年4月）に次

ρ記事があった。大へんありがたかったので

ここにそのままご紹介させてV．・ただく6

　　「地方における公害情報の整備は，ある程

度的をしぼって行なうべきである。特に当地『

に関する情報の収集は完全に行ないたい。先

般国掌国会図書館一般参考課国連官庁資料室

が「地方自治体刊行公害関係資料目録稿」を

発行したが，この中で地方での公害資料が非

・常に少ないのが目．についた。これは，当地に

限らず地方での刊行物が中来にまで流れるこ

とが極めて少なく，また，地方での情報が中

央で充分つかめない結果によるものと思われ

る6・この点・地方は・地方の情報塗完全に入

手して書誌などを作成し，地方の利用者に情

報塗提供するとともに，中央にも，その情報

　　　　　　　　　　　　　　　　まを流して・国会図書館などが・権威ある全国・

書誌を作成できるよう協力しなければならな

いと考える。図書館の協力問題を，ごのよう

な面から他館も考えてもらいたいものだと思

う。」

　また，校了間際に福岡県文化会館発行の

『公害関係資料目録』第1集（1971年3月刊，、

B，5・56P）、を納本してV・ただいた。お礼を

申しあげる。

　公害に限らず，．他県（市）立三三館でも書

誌を四球しで，当館にお寄せいただ．くことを

特にお願いしたいと思う。

　　　　　　さくま・のぶこ（主査）

　　　　　　すずき・あきら（副三三）

　　　　　　やまだ・よしのぶ

　（二三参考課国連・官庁資料室）
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