
整理番号 書  名 著 者 名 所　在 所有

法令　　　　　　 -1道路法令総覧 建設省文書課 永田宅 連協
-2 建設六法 建設省文書課 〃 〃
-3 都市計画法の運用 建設省都市計画課 〃 〃
-4 住生活基本法 国交省住宅政策課 〃 〃
-5 道路関係４公団民営化法 国交省路政治課 〃 〃
-6 住宅造成等規制法の解説 宅地造成等規制法令研究会 〃 〃
-7 情報公開法 松井　茂記 永田宅 永田

松本宅 松本
-8 環境法入門 山村　恒年 栄図書館 横浜市
-9 自然保護の法と戦略 山村　恒年 〃 〃

-10 市民のための情報公開条例―作り方、使い方―内田　正之外 松本宅 松本
-11 道路環境影響評価要覧 建設省道路局 〃 〃
-12 環境基本法を考える 日本環境会議（編） 〃 〃
-13 民法がこんなに変わる！ 東京弁護士会二一会研究部 青木宅 連協

裁判　　　　　　 -1　　裁判官が日本を滅ぼす 門田　隆将 永田宅 永田
-2 犬になれなかった裁判官 安倍　晴彦　　　　　　 〃 〃
-3 弁護士から裁判官へ 大野　正男 〃 〃
-4 裁判官は訴える 日本裁判官ﾈｯﾄﾜ－ 〃 〃
-5 住民訴訟の実務と判例 仲江　利政 〃 連協
-6 43号線道路裁判 43号線道路裁判原告団 自治会館 平和台

（原告団ニュースNo．181~277）
-7 胸いっぱい青空を 川崎公害裁判原告団 〃 〃
-8 公害との闘い　環境再生を目指して 西淀川公害患者と家族の会 長谷川宅 連協
-9 東急不動産だまし売り裁判 林田　力 比留間宅 連協

-10 水俣病裁判と原田正純医師 編集委員会 比留間宅 連協
-11 よくわかる本人訴訟Ｑ＆Ａ 新銀座法律事務所 青木宅 連協
-12 訴訟は本人で出来る 石原　豊昭ほか 青木宅 連協

　都市計画　　 -1都市計画　利権の構図を越えて 五十嵐敬喜外 永田宅 永田
松本宅 松本

-2 都市計画を考える 大野　輝之ほか 永田宅 永田
-3 都市ヨコハマをつくる 田村　明 〃 〃
-4 こうすれば東京は暮らしやすくなる 安田　八十五 〃 〃
-5 京都の交通　今日と明日 土井　靖範 〃 〃
-6 公共工事は止まるか 五十嵐、小川明雄 自治会館 平和台
-7 まちづくりの発想 田村　明 〃 〃
-8 都市を考える(横浜国大公開講座) 遠藤　輝明　編 〃 〃
-9 都市問題　第94環第３号　2003．3 東京市政調査会 柴田宅 柴田

特集　交通需要ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとまちづくり
-10 ポストモータリゼーション 北村　隆一編著 〃 連協

　（21世紀の都市と交通戦略）
-11 新・鉄道は地球を救う 上岡　直見 〃 〃
-12 異議あり！新国立競技場 森/まゆみ 比留間 連協
-13 都市ヨコハマをつくる 田村　明 比留間 連協
-14 横浜市都市計画図 建築局 都市計画課 比留間 連協

住民運動　     -1 アメリカの環境運動 岡島　成行 永田宅 永田
-2 くるま優先から人間優先の道路へ 道路公害反対運動全国連絡会 〃 〃
-3 よみがえれ青い空 永田宅 永田

　川崎公害裁判からまちづくりへ 篠原　義仁 松本宅 松本
柴田宅 柴田
長谷川宅 長谷川

-4 「成田」とは何か 宇沢　弘文 永田宅 永田
-5 コスモスの甦る日まで 麻生　節子 〃 〃
-6 道路の上に緑地ができた 道路公害反対運動全国連絡会編 永田宅、 永田

比留間宅 比留間
自治会館 平和台

-7 静かさを返せ！ 名古屋新幹線公害訴訟弁護団 永田宅 永田
-8 高尾山にトンネルは似合わない 辰濃　和男 永田宅 永田

　千年の森と高速道路 柴田宅 柴田
大澤宅 大澤

-9 秋留台の自然 秋川流域自然保護団体協議会 永田宅 永田



-10 市民版　行政改革 五十嵐、小川明雄 松本宅 松本
－日本型システムを変える－ 柴田宅 柴田

-11 議会　官僚支配を越えて 五十嵐、小川明雄 松本宅 松本
-12 官僚国家の崩壊 中川　秀直 〃 〃
-13 道路公害か道路文化か 山田市（福岡）国道322号線調査委員会自治会館 平和台
-14 許すな公害道路 高速王子線反対都民集会実行委員会 自治会館 平和台

(高速王子線を裁く都民法廷)
-15 圏央道と東京の自然の危機(資料１) 高尾山自然保護集会実行委員会 〃 〃
-16 道路の上に公園ができた 流山の生活環境を守る会編 〃 〃
-17 都市と市民参加 河村十寸穂外 〃 〃
-18 第一期栄区民会議活動記録 栄区民会会議編 〃 〃
-19 圏央道　土地収用と闘った20年 酒井　喜久子 松本宅 松本

　わが家に住み続けたかった 柴田宅 柴田
比留間宅 比留間

-20 闘ってこそ自由！勝利して本当の自由！篠原　義仁 柴田宅 連協
-21 くるま依存社会からの転換を 道路住民運動全国連絡会　編著 松本宅　 松本
-22 転換期の地方自治の在り方を考える 神奈川自治体問題研究所 長谷川宅　連協

比留間宅 連協
-23 写真集　川崎公害と環境再生 川崎公害患者の会 長谷川宅 連協
-24 第34回全国公害 比留間宅 連協
-25 八ツ場ダム 嶋津暉之ほか 比留間宅 連協
-26 みなまた 比留間宅 連協

道路問題　 　　-1道路をどうするか 五十嵐敬喜　外 永田宅 永田
松本宅 松本
柴田宅 柴田
長谷川宅 長谷川
比留間宅 比留間

-2 道路独裁　 星野　眞三雄 永田宅 永田
大澤宅 大澤
長谷川宅 長谷川

-3 市民のための道路学 上岡　直見 永田宅 永田
-4 ｢世界｣特集道路が暮らしを食い尽くす 五十嵐敬喜外 〃 〃
-5 道路の経済学 松下　文洋 松本宅 松本

柴田宅 柴田
比留間宅 比留間

-6 道路整備事業の大罪　－道路は地方を救えないー服部　圭郎 松本宅 松本
-7 道路行政 武藤　博巳 松本宅 松本

柴田宅 連協
-8 クルマの不経済学 上岡　直見 松本宅 松本

松本宅 松本
-9 脱・道路の時代      〃 柴田宅 連協

比留間宅 比留間
-10 道路行政失敗の本質－官僚不作為は何をもたらしたか－杉田　聡 松本宅 松本
-11 道路の権力－道路公団民営化の攻防－猪瀬　直樹 〃 〃
-12 これでいいのか高速道路 久慈　力 〃 〃
-13 くるま優先から人間優先の道路へ 道路公害反対運動全国連絡会 松本宅 松本

比留間宅 比留間
-14 喜怒哀楽の交通学 日比野　正己 松本宅 松本

自治会館 平和台
-15 私達の暮らしと道路（資料） 朝日平和台道路委員会（編） 〃 〃
-16 自動車はいくらかかっているか 上岡　直見 柴田宅 連協
-17 月刊誌　世界　2009年８月号特集　道路が暮らしを食い尽くす岩波書店 〃 柴田
-18 週刊　エコノミスト　11／10特集　道路の終焉毎日新聞社 〃 〃
-19 東京湾アクアラインの検証 久慈　力 柴田宅 連協
-20 クルマと道路の経済学 柴田　徳衛外 柴田宅 柴田

行革・公共事業-1行政改革 五十嵐敬喜ほか 永田宅 永田
松本宅 松本

-2 公共事業は止まるか 五十嵐敬喜ほか 永田宅 永田
柴田宅 柴田

-3 暴走を続ける公共事業 横田　一 永田宅 永田
-4 土地開発公社 山本　節子 〃 〃
-5 公共事業をどうするか 五十嵐、小川明雄 松本宅 松本

柴田宅 柴田
-6 社会資本投資の費用・効果分析法 武蔵博巳監修 松本宅 松本

http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/searchall?title=&author=嶋津暉之&isbn=&Byear=&Bmon=&Eyear=&Emon=


松下文洋以下９名
-7 行政改革フォーラム論文集 比留間宅 連協
-8 日本を壊す国土強靭化 上岡　直見 比留間宅 連協
-9 国土強靭化批判 五十嵐 敬喜 比留間宅　　住　所：栄区庄戸３－２５－７　　ＴＥＬ：０５０－７５００－２３４１ＦＡＸ：０５０－７５００－２３４１連協

-10 守られなかった奇跡の山 高尾山の自然をまもる市民の会 比留間宅 連協

環境・公害      -1環境アセスメント 島津　康男 永田宅 永田
-2 地球環境報告 石　弘之 〃 永田
-3 恐るべき公害 庄司　光　ほか 〃 永田
-4 公害紛争処理白書 公害等調整委員会 〃 連協
-5 高尾山から地球が見える 河村　重行 〃 永田
-6 環境アセスメント読本 柳憲一郎・浦郷昭子 栄図書館 横浜市
-7 環境リスク解析入門 吉田喜久雄ほか 〃 〃
-8 地球温暖化を考える 宇沢　弘文 松本宅 松本
-9 環境保全へ政策統合 寺西　俊一 柴田宅 連協

-10 市民による日本環境報告（世界特集） 小川　和久外 松本宅 松本
-11 よこはまの空 横浜市公害対策局 自治会館 平和台
-12 環境白書Ａ総説及びＢ各論 環境庁編 〃 〃
-13 横浜市自動車公害防止計画 横浜市公害対策局 〃 〃
-14 横浜市環境管理計画 〃 自治会館 平和台
-15 横浜環境白書（昭和62年度） 〃 〃 〃
-16 圏央道建設計画の総合アセスメント 環境アセスメント研究会編 〃 〃
-17 市川市に及ぼす外環道路の影響に関する報告書市川市 自治会館 平和台
-18 NPO/NGO環境行政改革フォーラム2002年度総会（於藤沢市）環境行政改革フォーラム 〃 〃
-19 裁かれる自動車 西村　肇 〃 〃
-20 川は生きているか 天野　礼子 柴田宅 連協
-21 公害被害者総行動30年のあゆみ 全国公害被害者総行動実行委員会 長谷川宅 連協
-22 報告書 ㈱環境総合研究所 比留間宅 連協
-23 第34回全国公害東は総行動デー交渉報告書 比留間宅 連協
-24 第34回全国公害東は総行動デー 比留間宅 連協

　　要求書　活動報告書
-25 泉南アスベスト 比留間宅 連協

大気汚染　　 　-1恐るべき自動車排ガス汚染 藤田　敏夫 永田宅 永田
永田宅 永田

-2 ディ－ゼル排ガス汚染 嵯峨井　勝 栄図書館 横浜市
柴田宅 連協
松本宅 松本

-3 ディ－ゼル車公害 川名　英之 栄図書館 横浜市
-4 自動車排ガス汚染とのたたかい 篠原　義仁 柴田宅 連協

比留間宅 連協
-5 （欠）
-6 クルマ依存社会 柴田　徳衛外 松本宅 松本

　－自動車排ガス汚染から考える－ 柴田宅 柴田
-7 横浜市大気汚染調査報告書(第27報) 横浜市公害対策局　 自治会館 平和台
-8 大気汚染測定調査結果報告書(1989年度)大気汚染測定運動東京連絡会編 自治会館 平和台
-9 大気汚染　　　結果報告書 長谷川宅 連協

騒音振動 　　　-1左脳受容説－低周波公害の謎を追う 汐見　文隆 松本宅 松本
柴田宅 柴田

-2 道路公害と低周波音 汐見　文隆 松本宅 松本

地　震　　 　　　-1大地震が東京を襲う 池上　恵 永田宅 永田
-2 東京圏直下大地震が迫る 力武　常次 　　〃 　　〃

　　　　　　　　　 ｰ3震災復興の論点 室崎益輝ほか 比留間 連協
-4 日本（汽水）紀行 畠山　重篤 比留間 連協

その他　 　  　　-1悪用される科学 生越　忠 永田宅 永田
-2 天声人語 辰濃　和男 　　〃 　　〃
-3 学校だけが人生じゃない 保坂　展人 長谷川宅 長谷川
-4 東京の名山・名城　高尾山と八王子城 椚　國男、吉山　寛　 長谷川宅 長谷川
-5 土木学会誌12　第94巻12号 土木学会 比留間宅 連協
-6 上越新幹線物語 北川　修三 比留間宅 連協
-7 かながわの自治Ｎｏ．６ 比留間宅 連協
-8 反貧困 湯浅　誠 比留間宅 連協

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E9%AB%98%E5%B0%BE%E5%B1%B1%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%82%92%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8B%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&text=%E9%AB%98%E5%B0%BE%E5%B1%B1%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%82%92%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8B%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A&sort=relevancerank


-9 　　理科教室 科学教育研究協会　 比留間宅 連協
-10 豊川のめぐみとダム 愛知大学 綜合郷土研究所 比留間宅 連協

http://www.aichi-u.ac.jp/kyodoken/



