
件数 資料名 著者 発行年 カテゴリー
1 岐阜市史 通史現代・古代・中世 岐阜市 昭和５５年 郷土史
2 岐阜市史 通史 近世　　　　　 岐阜市 昭和５６年 郷土史
3 岐阜市史 通史 現代　　　　　 岐阜市 昭和５６年 郷土史
4 岐阜市史 通史 民俗　　　　　　 岐阜市 昭和５２年 郷土史
5 岐阜市史 通史 近代　　　　 岐阜市 昭和５２年 郷土史
6 岐阜市史 史料 考古・文化財 岐阜市 昭和５２年 郷土史
7 岐阜市史 史料 近世１ 岐阜市 昭和５１年 郷土史
8 岐阜市史 史料 近世２ 岐阜市 昭和５３年 郷土史
9 岐阜市史 史料 近世３ 岐阜市 昭和５４年 郷土史

10 岐阜市史 史料 近代１ 岐阜市 昭和５２年 郷土史
11 岐阜市史 史料 近代２ 岐阜市 昭和５２年 郷土史
12 岐阜市史 史料 古代中世 岐阜市 昭和５１年 郷土史
13 岐阜市史 史料 現代 岐阜市 昭和５５年 郷土史
14 岐阜市史 史料 付図４冊 岐阜市 昭和５２年 郷土史
15 岐阜市史 付録 近代１ 岐阜市 昭和５２年 郷土史
16 岐阜市史 付録 近代２ 岐阜市 昭和５２年 郷土史
17 岐阜市史 岐阜市 昭和３年復刻44年 郷土史
18 長森郷土史資料　　　　　　 南長森郷土史会 昭和６０年 郷土史
19 長森郷土史資料　　　　　　 南長森郷土史会 昭和６１年 郷土史
20 長森郷土史資料　　　　　　 南長森郷土史会 昭和６２年 郷土史
21 長森郷土史資料　　　　　　 南長森郷土史会 昭和６３年 郷土史
22 長森郷土史資料　　　　　　 南長森郷土史会 平成１年 郷土史
23 岐阜市発展史 森義一 昭和８年 郷土史
24 加納町史　上 加納町史編纂所 昭和２９年 郷土史
25 加納町史　下 加納町史編纂所 昭和２９年 郷土史
26 鷺山史誌 鷺山史誌編集委員会 昭和６４年 郷土史
27 きょうまち 京町小学校 昭和５９年 郷土史
28 芥見郷土誌 芥見郷土誌編纂委員会 昭和３６年 郷土史
29 ぎふ　早田郷土誌 ぎふ　早田郷土誌編纂委員会 昭和４５年 郷土史
30 旧中川原町並調査報告書 教育委員会 昭和５６年 郷土史
31 写真集岐阜ふるさとの想い出 丸山幸太郎・道下淳 昭和５８年 郷土史
32 ふるさと岐阜の物語 清信重 １９９４年 郷土史
33 わたしたちの岐阜市 岐阜市小学校社会科研究会 平成１４年 郷土史
34 ふるさと琴塚 岐阜市琴塚広報会 昭和６０年 郷土史
35 黒野史誌 黒野史誌編集委員会 昭和６２年 郷土史
36 則武史誌 則武史誌編集委員会 平成２年 郷土史
37 常磐村誌 常磐公民館運営委員会 昭和18年再発行昭和54年郷土史
38 ふるさと三里 三里広報連合会 昭和６１年 郷土史
39 鶉郷土史 鶉郷土史研究会 平成８年 郷土史
40 わがまち明徳 明徳記念事業実行委員会 １９８３年 郷土史
41 金華史誌 金華史誌編集委員会 平成５年 郷土史
42 西郷の歴史 西郷歴史刊行会 昭和５７年 郷土史
43 岐阜物語　３ 岐阜市教育文化振興事業団 平成６年 郷土史
44 岐阜商工案内 岐阜県郷土資料研究協議会 昭和57年復刻 郷土資料
45 崋山新誌 崋山舎 明治15年復刻平成２年郷土史料
46 岐阜市市橋鏡島土地改良史 岐阜市市橋鏡島土地改良区 昭和５９年 郷土史
47 岐阜市第四次総合計画 岐阜市 平成８年 総合計画
48 岐阜市第四次総合計画　前期基本計画 岐阜市 平成８年 総合計画
49 地域農業マスタープラン 岐阜市 平成１６年 市町村マスタープラン
50 岐阜市農業振興基本計画 岐阜市 平成９年 農業振興基本計画
51 岐阜農業振興地域整備計画書 岐阜市 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
52 岐阜市の農林業 岐阜市 平成１３年 森林・林業統計
53 農業委員会の概要 岐阜市 平成１４年 農業・農山村関係統計
54 市場年報 岐阜市 平成１３年 商業統計
55 岐阜畜産センター　業務報告書 岐阜市 平成１３年 その他
56 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 岐阜市 平成１４年 農業振興基本計画
57 岐阜市の商業 岐阜市 平成１１年 商業統計
58 岐阜市の事業所 岐阜市 平成１１年 事業所統計
59 岐阜市市勢要覧２００２ 岐阜市 ２００２年 その他
60 岐阜市人権教育行動計画 岐阜市 ？ その他
61 岐阜市交通安全計画 岐阜市 平成１３年 その他



62 岐阜市老人保健福祉計画 岐阜市 平成１２年 高齢者保健福祉計画
63 高齢者等実態調査 岐阜市 平成１４年 要介護者実態調査
64 岐阜市障害者計画 岐阜市 平成９年 障害者福祉計画
65 岐阜市における都市計画の基本的な方針（案）全体構想 岐阜市 ２００１年 その他
66 岐阜市における都市計画の基本的な方針（案）地域別構想 岐阜市 ２００１年 その他
67 岐阜市の教育 岐阜市 平成１４年 その他
68 ファッションの街岐阜 岐阜ファッション産業連合会 平成１２年 その他
69 岐阜市勤労者労働意識調査結果報告書 岐阜市 平成１４年 その他
70 岐阜市中心市街地活性化基本計画 岐阜市 その他
71 岐阜市近郊農村の実態　　　　　　　　昭和３４年 岐阜市 昭和３４年 その他
72 問屋町の繊維卸売業 野原敏彦 昭和５１年 その他
73 岐阜市所蔵美術品展 岐阜市 １９９５年 その他
74 ＷＦＦ　う・ふ・ふ　２　　 岐阜市 平成１２年 その他
75 地域の皆さんと共に（岐阜市医師会ふれあいセンター） 岐阜市医師会 ２００１年 その他
76 岐阜市女性問題連絡会２０周年記録誌 岐阜市女性問題連絡会 ２００４年 その他
77 岐阜城物語 郷浩 昭和３４年 歴史書
78 岐阜都市圏と市勢圏について 岐阜市 昭和４５年 その他
79 岐阜商工会議所七十年史 商工会議所 昭和３８年 郷土史
80 岐阜市総合計画 岐阜市 昭和４８年 行政計画
81 岐阜市労連三十年史 村瀬正己 昭和５３年 郷土史
82 岐阜市下水道五十年史 岐阜市 昭和６２年 郷土史
83 研究開発実施報告書　第３年次 東長良中学 平成１２年 その他
84 歩行者通行量調査 岐阜市 平成１２年 その他
85 岐阜市労働実態調査結果報告書 岐阜市 平成１３年 その他
86 岐阜市未来スケッチ・ 岐阜市 平成１６年 男女共同参画基本計画
87 ぎふ街通信　２０ 岐阜市 ２００２年 その他
88 岐阜市自然環境の保全に関する条例の概要 岐阜市 平成１６年 その他
89 岐阜市女性センター年報 岐阜市 平成１５年 その他
90 統計からみた柳津町の現況と課題 岐阜県統計協会 平成７年
91 柳津町史　　柳津編 柳津町 昭和４７年
92 柳津町史　　佐波編 柳津町 昭和４７年
93 羽島郡障害者計画 川島町・岐南町・笠松町・柳津町 平成１３年 広域行政
94 はしまのすがた 羽島教育委員会 平成１２年 小学生副読本
95 羽島郡４町　教育 羽島教育委員会 平成１０年 広域行政
96 羽島市史　第一巻 羽島市 昭和３９年 郷土史
97 羽島市史　第二巻 羽島市 昭和４１年 郷土史
98 羽島市史　第三巻 羽島市 昭和４６年 郷土史
99 羽島市史　資料上 羽島市 昭和４２年 郷土史

100 羽島市史　資料下 羽島市 昭和４３年 郷土史
101 羽島市制二十年史 羽島市 昭和４３年 郷土史
102 江吉良郷土史 全（羽島市内） 江吉良公民館 昭和33年復刻平成２年郷土史
103 第四次総合計画 羽島市 ２０００年 総合計画
104 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想 羽島市 平成１４年 農業振興基本計画
105 羽島市障害者計画 羽島市 昭和４３年 障害者福祉計画
106 羽島市高齢者計画 羽島市 昭和４３年 高齢者保健福祉計画
107 羽島統計書　Ｈ１３ 羽島市 平成１３年 その他
108 市勢要覧　２００１ 羽島市 ２００１年 その他
109 写真集羽島ふるさとの想い出 鈴木正太郎 昭和４３年 写真集
110 金華史誌 金華史誌編集委員会 平成５年
111 西郷の歴史 西郷歴史刊行会 昭和５７年 郷土史
112 第四次総合計画　ダイジェスト版 岐南町 平成１２年 総合計画
113 老人福祉計画 岐南町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
114 岐南町史（通史編） 岐南町 昭和５９年 郷土史
115 岐南町史（史料編） 岐南町 昭和５５年 郷土史
116 ふるさと　写真が語る岐南町の昔と今 岐南町 平成７年 その他
117 第四次総合計画 笠松町 平成１３年 総合計画
118 第四次総合計画　ダイジェスト版 笠松町 平成１３年 総合計画
119 笠松町統計書 笠松町 平成１４年 事業所統計
120 老人福祉保健計画・介護保険事業計画（案） 笠松町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
121 ふるさと笠松 笠松町 昭和５８年 郷土史
122 ふるさと笠松　付図 笠松町 昭和５８年 郷土史
123 笠松町例規集１ 笠松町 昭和51年 条例集



124 笠松町例規集２ 笠松町 昭和51年 条例集
125 笠松町例規集２ 追録第２８号 笠松町 平成１５年 条例集
126 笠松町母子保健計画 笠松町 昭和５８年 その他
127 笠松町情報化基本計画 笠松町 昭和５８年 その他
128 十二支庶民文化財図録 みやざきじゅん １９９７年
129 北方町史　通史編 北方町 昭和５７年 郷土史
130 北方町史　史料編 北方町 昭和４８年 郷土史
131 北方町志　御大典記念　　　　　　　　 北方町 平成１年 郷土史
132 北方町志　　　　　　　　 北方町 平成１年 郷土史
133 第五次総合計画 北方町 平成１３年 総合計画
134 都市計画マスタープラン1995 北方町 平成１３年 市町村マスタープラン
135 都市計画マスタープラン平成７年 北方町 平成７年 市町村マスタープラン
136 農業振興地域整備基本計画 北方町 平成９年 農業振興地域整備基本計画
137 障害者計画 北方町 平成１４年 障害者福祉計画
138 老人保健福祉計画 北方町 平成１３年 高齢者保健福祉計画
139 北方町のむかし話 安藤暁香 平成１３年 その他
140 北方町文化財だより（縮刷版） 北方町 平成７年 その他
141 北方町の文化財 北方町 平成１０年 その他
142 各務原市史（通史編　自然・原始・古代・中世） 各務原市 昭和６１年 郷土史
143 各務原市史（通史編　近世・近代・現代） 各務原市 昭和６２年 郷土史
144 各務原市史（史料編　古代・中世） 各務原市 昭和５９年 郷土史
145 各務原市史（史料編　近世・） 各務原市 昭和５９年 郷土史
146 各務原市史（史料編　近世・） 各務原市 昭和６０年 郷土史
147 各務原市史（史料編　近代・現代） 各務原市 昭和６０年 郷土史
148 各務原市史（考古・民俗編　民俗） 各務原市 昭和６０年 郷土史
149 各務原市史（考古・民俗編　考古） 各務原市 昭和５８年 郷土史
150 那加町史 各務原市 昭和３９年 郷土史
151 稲葉町史 教育委員会 昭和６０年 郷土史
152 鵜沼町百年史 白木和雄・梅田薫・横山住雄 昭和６０年 郷土史
153 鵜沼の歴史 栗木謙二・吉岡勲 昭和４１年 郷土史
154 各務原市新総合計画 各務原市 平成１２年 総合計画
155 各務原市都市計画マスタープラン 各務原市 昭和６０年 市町村マスタープラン
156 水と緑の回廊計画 各務原市 昭和６０年
157 平成１３年度版統計書 各務原市 昭和６０年 農業・農山村関係統計
158 平成１３年度市民アンケート調査 各務原市 平成１３年 住民意識調査報告書
159 各務原市障害者計画 各務原市 平成１１年 障害者福祉計画
160 各務原の歴史 教育委員会 平成２年 郷土史
161 かかみがはら 広報縮刷版
162 かかみがはら 教育委員会 平成１３年 小中学校郷土学習副読本
163 かかみがはらふるさとめぐり 教育委員会 昭和６１年 小中学校郷土学習副読本
164 各務原市教育三十年史 各務原市 平成６年 その他
165 各務原市の文化財 各務原市文化財を守る会 １９９４年 その他
166 各務原市の歴史 教育委員会 昭和４９年 郷土史
167 赤座の歴史と時代背景の考察（上） 赤座甲三 平成９年 その他
168 赤座の歴史と時代背景の考察（上） 赤座甲三 平成９年 その他
169 各務原の文化財 教育委員会 平成７年 その他
170 山県郡障害者計画 高富町・伊自良村・美山町 平成１１年 広域行政
171 高富町史（通史編） 高富町 昭和５５年 郷土史
172 高富町史（史料編） 高富町 昭和５２年 郷土史
173 高富町第三次総合計画 高富町 昭和６２年 総合計画
174 第四次高富町総合計画 住みよいふるさと高富創造プラン 高富町 平成８年 総合計画
175 豊かな生活環境とふれあいのまち　たかとみ（ダイジェスト） 高富町 平成８年 総合計画
176 環境・森林施策の実施状況 高富町 平成８年 その他
177 高富町土地利用計画 高富町 平成９年 その他
178 高富町土地利用計画　説明資料 高富町 平成９年 その他
179 香りのまちづくり基本構想 調査報告書 高富町 平成１０年 その他
180 高富町都市計画 マスタープラン 高富町 平成８年 市町村マスタープラン
181 高富農業振興地域整備計画書 高富町 平成８年 農業振興地域整備基本計画
182 高富町老人保健福祉計画 高富町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
183 わたしたちの町高富 教育委員会 平成１２年 小中学校郷土学習副読本
184 高富町例規集 高富町 平成８年 条例集
185 美山町史　通史編 美山町 昭和５０年 郷土史



186 美山町史　史料編 美山町 昭和４８年再版６０年郷土史
187 故郷　今島　萬所　　　　 横関武雄 昭和５９年 郷土史
188 ふるさと　今島　萬所　増補版 横関武雄 昭和５９年 郷土史
189 美山町町勢要覧 美山町 ２０００年 行政資料
190 過疎地域自立促進計画 美山町 ２０００年 行政資料
191 美山町の農林水産業　過去・現在・未来 美山町 平成１２年 行政資料
192 美山町新エネルギービジョン 美山町 平成14年 行政資料
193 美山町新エネルギービジョン　ダイジェスト版 美山町 平成14年 行政資料
194 美山町第４次総合基本計画後期基本計画 美山町 ２０００年 行政資料
195 老人保健福祉計画 美山町 ２０００年 行政資料
196 美山の民話 教育委員会 平成３年 民話集
197 伊自良誌 伊自良村 昭和４８年 郷土史
198 第四次総合計画 穂積町 ２００１年 総合計画
199 第四次総合計画　ダイジェスト版 穂積町 ２００１年 総合計画
200 国土利用計画　第三次穂積町計画 穂積町 平成１３年 その他
201 障害者計画 穂積町 平成１１年 障害者福祉計画
202 老人保健福祉計画 穂積町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
203 高齢者実態調査報告書 穂積町 平成１２年 要介護者実態調査
204 穂積町史　史料編　巻一 穂積町 昭和５０年 郷土史
205 穂積町史　史料編　巻二 穂積町 昭和５１年 郷土史
206 穂積町史　史料編　巻三 穂積町 昭和５２年 郷土史
207 穂積町史 通史編 上巻（古代・中世） 穂積町 平成１２年 郷土史
208 穂積町史 通史編 下巻（近・現代） 穂積町 平成１２年 郷土史
209 広報ほづみ １９５５−１９８４ 穂積町 1955年 広報縮刷版
210 広報ほづみ １９８４−１９９５ 穂積町 1984年 広報縮刷版
211 穂積探検シリーズ 第７巻 穂積の川を訪ねてみよう（小学校高学年・中学生用） 教育委員会 平成１２年 小中学校郷土学習副読本
212 穂積探検シリーズ 第９巻 穂積の水害を知ろう（小学校高学年・中学生用） 教育委員会 平成１２年 小中学校郷土学習副読本
213 穂積探検シリーズ 第９巻 穂積の水害を知ろう（幼稚園・小学校低・中学生用） 教育委員会 平成１２年 小中学校郷土学習副読本
214 郷土に尽くした人びと 川崎平右衛門・金井甚平（小学校高学年・中学生用） 教育委員会 平成１１年 小中学校郷土学習副読本
215 ほづみじんぶつたんけん ほづみじんぶつマップ（幼稚園・小学校低・中学生用） 教育委員会 平成５年 小中学校郷土学習副読本
216 穂積生き物探検（小学校高学年・中学生用） 教育委員会 平成９年 小中学校郷土学習副読本
217 ほづみたんけん ほづみ町生活マップ（幼稚園・小学校低・中学生用） 教育委員会 平成４年 小中学校郷土学習副読本
218 穂積探検　穂積町生活マップ（小学校高学年・中学生用） 教育委員会 平成４年 小中学校郷土学習副読本
219 穂積のあゆみ 教育委員会 昭和６２年 郷土史
220 地名が語るふるさと穂積 教育委員会 平成５年 その他
221 町勢要覧　'92 穂積町 １９９２年 その他
222 町勢要覧　資料編　２００２ 穂積町 ２００２年 その他
223 水に抱かれて　町勢要覧 穂積町 ？ その他
224 ほづみのむかしばなし 教育委員会 平成１０年 その他
225 明治大正昭和　写真集　ふるさと穂積 穂積町 昭和５９年 その他
226 史跡探索物語 教育委員会 昭和６３年 その他
227 写真集ふるさと穂積 穂積町 昭和５９年 写真集
228 巣南町史 巣南町 昭和５３年 郷土史
229 第四次総合計画 巣南町 平成１４年 総合計画
230 農業振興基本計画 巣南町 平成１４年 農業振興基本計画
231 障害者福祉計画 巣南町 平成１４年 障害者福祉計画
232 老人保健福祉計画 巣南町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
233 巣南町條里遺構図 ？ 平成１２年 図
234 介護保険実績 真正町 平成１４年 その他
235 農業振興地域整備計画書 真正町 平成１３年 農業振興地域整備計画書
236 老人保健福祉計画 真正町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
237 第４次総合計画 真正町 平成１３年 総合計画
238 住民意識調査 住民意識調査
239 障害者計画 真正町 障害者福祉計画
240 介護保険事業実績 真正町 ２００３年 要介護者実態調査
241 真正のむかしの話 教育委員会 平成６年 小中学校郷土学習副読本
242 真正町勢要覧 真正町 ２００１年 その他
243 真正町勢要覧 真正町 その他
244 真正町の文化財 教育委員会 その他
245 一般廃棄異物処理計画 真正町 平成１４年
246 真桑人形浄瑠璃 真正町 ？ パンフレット
247 真桑人形浄瑠璃 パンフレット 真正町 パンフレット



248 真正町文化ホール 真正町 パンフレット
249 真桑の人形浄瑠璃 真桑文楽保存会 その他
250 真桑の人形浄瑠璃　別冊 真桑文楽保存会 平成１２年 その他
251 真桑瓜史談 教育委員会 平成６年 その他
252 もとす広域連合介護保険に関する調査報告書（高齢者一般調査） 本巣広域連合 平成１４年 要介護者実態調査
253 もとす広域連合介護保険に関する調査報告書（在宅者・施設入所者） 本巣広域連合 平成１４年 要介護者実態調査
254 介護保険事業計画 本巣広域連合 平成１２年 行政計画
255 ２１世紀のまちづくりに関する住民意識調査結果報告書 本巣広域連合 平成１４年 行政計画
256 ２１世紀のまちづくりに関する住民意識調査結果報告書　中学生 本巣広域連合 平成１４年 行政計画
257 もとすのくらし 本巣郡学校教育界 平成１４年 小中学校副読本
258 ふる里もとす 教育委員会 平成２年 郷土史
259 本巣町教育文化史 教育委員会 平成８年 郷土史
260 老人福祉計画 本巣町 平成１２年 行政計画
261 障害者計画 本巣町 平成１３年
262 古田織部 丸山幸太郎 平成６年 郷土史
263 町勢要覧 本巣町 平成６年
264 古田織部シンポジウム 本巣町 ？ パンフレット
265 本巣町の文化財 本巣町 平成１０年
266 山口城跡調査報告書 教育委員会 平成４年再版平成８年
267 第四次総合計画 根尾村 平成１４年 総合計画
268 地域農業マスタープラン 根尾村 平成１３年 市町村マスタープラン
269 農業振興地域整備計画書 根尾村 平成７年 農業振興地域整備計画書
270 障害者福祉計画 根尾村 平成１４年 障害者福祉計画
271 高齢者保健福祉計画 根尾村 平成１２年 高齢者保健福祉計画
272 根尾村史 根尾村 平成１２年 郷土史
273 根尾村史（資料・民俗編　・） 根尾村 平成６年 郷土史
274 根尾村史（資料・民俗編　・） 根尾村 平成８年 郷土史
275 教育要覧 根尾村 平成１４年 その他
276 大垣市史 青暮編 大垣市 昭和５２年 郷土史
277 新修大垣市史 通史編１ 大垣市 昭和４３年復刻６２年郷土史
278 新修大垣市史 通史編２ 大垣市 昭和４３年復刻６２年郷土史
279 新修大垣市史 通史編１ 付図 大垣市 昭和４３年復刻６２年郷土史
280 十万石太平記　上 大垣市 昭和６１年 郷土史
281 十万石太平記　下 大垣市 昭和６１年 郷土史
282 大垣のあゆみ 大垣市 昭和６３年 郷土史
283 旧美濃路大垣宿（船町）町並調査報告書 教育委員会 平成１０年 郷土史
284 おおがき 教育委員会 平成１４年 郷土
285 第４次総合計画 大垣市 平成１３年 総合計画
286 農業振興基本計画 大垣市 平成１２年 農業振興基本計画
287 農業振興地域整備変更計画 大垣市 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
288 環境基本計画 大垣市 平成１２年 環境基本計画
289 障害者福祉計画 大垣市 平成１０年 障害者福祉計画
290 介護保険事業計画 大垣市 平成１２年 老人保健福祉計画
291 高齢者保健福祉計画 大垣市 高齢者保健福祉計画
292 広報おおがき 大垣市 平成１４年 広報縮刷版
293 淡水魚類調査報告書 教育委員会 １９８８年 報告書
294 大垣の祭車山 教育委員会 平成７年 報告書
295 大垣輪中調査報告書 教育委員会 １９８８年 報告書
296 輪中 教育委員会 平成４年 その他
297 美濃古瓦譜 文化財保護協会 １９９８年 その他
298 小栗判官照手姫物語 教育委員会 平成６年 その他
299 大垣の文化財 教育委員会 平成１３年 その他
300 維新の道 霊山顕彰会 平成９年 その他
301 年報 大垣市郷土館 平成７年 その他
302 中山道歴史散歩 文化財保護協会 １９８４年 その他
303 飯沼慾斎 教育委員会 昭和５９年 その他
304 よみがえる矢道長塚古墳 文化財保護協会 平成３年 その他
305 続美濃路をゆく 文化財保護協会 平成１年 その他
306 人間星巌 大垣市 昭和５３年 その他
307 小原鉄心と彼を支えた人々 大垣市 昭和５８年 その他
308 小原鉄心小伝 清水春一 平成４年 その他
309 大垣城古地図 文化財保護協会 ？ その他



310 大垣御城下図 文化財保護協会 ？ その他
311 大垣藩と忠臣蔵ー赤穂開城までの役割 臼井千吉 平成１５年 その他
312 忠臣蔵大垣物語（再版） 清水春一・臼井千吉 平成１３年 その他
313 壬申の乱ものがたり 清水春一 平成１４年 その他
314 壬申の乱と古代の美濃 直木孝二郎 １９９３年 その他
315 大垣の古代史を歩く 歴史民俗資料館 平成１年 その他
316 奥の細道 教育委員会 平成６年 その他
317 奥の細道むすびの地　大垣 教育委員会 昭和６０年 その他
318 西美濃の芭蕉句碑めぐり 清水春一 平成６年　改訂１０年ガイドブック
319 大垣の伝説と民話　第１集 清水春一 １９７７年 民話
320 大垣の伝説と民話　第２集 清水春一 １９７７年 民話
321 大垣の伝説と民話　第３集 清水春一 １９７７年 民話
322 大垣の伝説と民話　第４集 清水春一 １９７７年 民話
323 大垣城物語 清水春一 昭和６０年 その他
324 大垣の古城 清水春一 昭和６０年 その他
325 西美濃の名称　稲葉一鐵 清水春一 昭和６２年 その他
326 西美濃と大垣 清水春一 平成２年 その他
327 金生山　空と海と石 清水春一 平成７年 その他
328 金生山の絵馬 清水春一 平成８年 その他
329 大垣市輪中 教育委員会 平成９年 ガイドマップ
330 大垣藩の戊辰戦跡 山田美春 昭和６２年　平成１０年２判発行その他
331 和田家文書「飢饉記」を読む 大垣文化財保護協会 平成１６年 郷土史
332 『近聞雑録』『続近聞雑録』総目次 江馬文書研究会 １９９４年 郷土史
333 安八郡障害者福祉計画 神戸町・墨俣町・安八町・輪之内町 平成１３年 福祉計画
334 介護保険実態調査報告書 安八町 平成１４年 要介護者実態調査
335 介護プラン２１ 安八町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
336 第２期介護プラン２１ 安八町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
337 安八町史（通史編） 安八町 昭和５０年 郷土史
338 安八町史（資料編） 安八町 昭和５０年 郷土史
339 老人保健福祉計画 安八町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
340 ふるさとあんぱち 教育委員会 平成７年改訂平成１４年小中学校郷土学習副読本
341 町勢要覧 安八町 ２０００年 その他
342 町勢要覧　概要版 安八町 ２０００年 その他
343 名所・史跡マップ 安八町 ？ その他
344 Let's Enjoy Walking 安八町 ？ その他
345 歴史と地名をたずねて 安八町 平成８年 その他
346 9.12豪雨災害誌 安八町 昭和６１年 その他
347 安八の先人 安八町 平成１５年 その他
348 わのうち　輪之内町町制４０周年記念 輪之内町 平成６年 その他
349 輪之内町史 輪之内町 昭和56年　復刻昭和63年郷土史
350 老人保健福祉計画 輪之内町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
351 広報輪之内　縮刷版 輪之内町 平成１年 広報縮刷版
352 広報わのうち 2003年３月号 輪之内町 平成１５年 広報縮刷版
353 ふるさと輪之内 片野知二 平成１年 小中学校郷土学習副読本
354 夢のタウン”わのうち２１” 輪之内町 平成６年 第３次総合計画
355 開けゆく輪之内 輪之内町 平成８年 その他
356 輪之内町文化財 教育委員会 ？ その他
357 大榑川 輪之内町 平成３年 その他
358 養老町史　史料編　 養老町 昭和４９年 郷土誌
359 第四次総合計画 養老町 平成１３年 総合計画
360 人権についての町民意識調査報告書 養老町 平成１４年 住民意識調査報告書
361 障害者計画 養老町 平成１２年 障害者福祉計画
362 養老町シニアプラン 養老町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
363 エンゼルプラン 養老町 平成１０年 養老町児童育成計画
364 たか田（養老町）　　　 昭和２９年 郷土誌
365 養老町の古道 教育委員会 平成７年 その他
366 養老町の文化財 教育委員会 平成４年 その他
367 関ヶ原ふれあい21プラン 関ヶ原町 平成１３年 総合計画
368 はばたきプラン 関ヶ原町 平成１４年 障害者福祉計画
369 関ヶ原町史 史料編 古代中世近世 関ヶ原町 昭和５９年 郷土史
370 関ヶ原町史 史料編二 近世二近代 関ヶ原町 昭和６３年 郷土史
371 関ヶ原町史 史料編三 宿駅関係 関ヶ原町 昭和５３年 郷土史



372 関ヶ原町史 通史編上 関ヶ原町 平成２年 郷土史
373 関ヶ原町史 通史編下 関ヶ原町 平成５年 郷土史
374 関ヶ原町史 通史編別巻 関ヶ原町 平成５年 郷土史
375 垂井町史（通史編） 垂井町 平成８年 郷土史
376 垂井町史（資料編） 垂井町 郷土史
377 地域福祉活動計画 垂井町 平成１０年 地域福祉活動計画
378 障害者福祉計画 垂井町 平成９年 障害者福祉計画
379 高齢者等実態調査報告書 垂井町 平成１４年 要介護者実態調査
380 岩手の人物 岩手郷土誌研究会 平成９年 小中学校郷土学習副読本
381 垂井と幕末 垂井町 その他
382 町勢要覧 垂井町 平成１１年 その他
383 府中村のあゆみ 府中郷土史研究会 昭和５３年 その他
384 美濃国府跡発掘調査報告書・ 教育委員会 １９９９年 その他
385 タルイピアセンター歴史民俗資料館　常設展示案内 歴史民俗資料館 ？ その他
386 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１ 歴史民俗資料館 平成６年 その他
387 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２ 歴史民俗資料館 平成６年 その他
388 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内３ 歴史民俗資料館 平成６年 その他
389 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内４ 歴史民俗資料館 平成７年 その他
390 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内５ 歴史民俗資料館 平成７年 その他
391 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内６ 歴史民俗資料館 平成７年 その他
392 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内７ 歴史民俗資料館 平成８年 その他
393 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内８ 歴史民俗資料館 平成８年 その他
394 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内９ 歴史民俗資料館 平成８年 その他
395 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１０ 歴史民俗資料館 平成９年 その他
396 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１１ 歴史民俗資料館 平成９年 その他
397 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１２ 歴史民俗資料館 平成９年 その他
398 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１３ 歴史民俗資料館 平成１０年 その他
399 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１４ 歴史民俗資料館 平成１０年 その他
400 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１５ 歴史民俗資料館 平成１０年 その他
401 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１６ 歴史民俗資料館 平成１１年 その他
402 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１７ 歴史民俗資料館 平成１１年 その他
403 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１８ 歴史民俗資料館 平成１１年 その他
404 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内１９ 歴史民俗資料館 平成１２年 その他
405 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２０ 歴史民俗資料館 平成１２年 その他
406 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２１ 歴史民俗資料館 平成１２年 その他
407 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２２ 歴史民俗資料館 平成１３年 その他
408 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２３ 歴史民俗資料館 平成１３年 その他
409 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２４ 歴史民俗資料館 平成１３年 その他
410 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２５ 歴史民俗資料館 平成１４年 その他
411 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２６ 歴史民俗資料館 平成１４年 その他
412 タルイピアセンター歴史民俗資料館　企画展案内２７ 歴史民俗資料館 平成１４年 その他
413 郷土の歴史　神戸 神戸町 昭和５５年 郷土史
414 第三次総合計画 神戸町 １９９５年 総合計画
415 神戸町地域農業振興計画 神戸町 平成１５年 農業振興基本計画
416 ローズプラン２１ 神戸町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
417 神戸町健康計画21 神戸町 平成１４年 その他
418 数字でみる神戸町のあらまし 神戸町 平成１３年 その他
419 ふるさとの暮らし 神戸町 平成４年 その他
420 墨俣町史 墨俣町 昭和３１年復刻５９年
421 すのまたのあゆみ 教育委員会 昭和５７年 郷土史
422 第三次総合計画 墨俣町 平成８年 総合計画
423 農業振興地域整備計画書 墨俣町 平成１５年 農業振興地域整備基本計画
424 老人保健福祉計画 墨俣町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
425 介護保険事業状況報告 墨俣町 平成１５年 介護保険
426 町勢要覧 墨俣町 １９９４年 その他
427 写真で見る明日のすのまた 墨俣町 平成６年 写真集
428 墨俣一夜城築城資料 墨俣町 昭和５３年 その他
429 木下藤吉郎墨俣築城への道 郷土誌研究会 平成３年 その他
430 墨俣のみちしるべと石造物 教育委員会 平成３年 その他
431 源平墨俣川の戦 郷土誌研究会 昭和５６年 その他
432 橋杭笑地蔵尊を訪ねて 郷土誌研究会 昭和５６年 その他
433 いけだ新世紀プラン 池田町 平成１３年 総合計画



434 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 池田町 平成１４年 農業振興基本計画
435 農業振興地域整備基本計画 池田町 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
436 町民アンケート調査結果報告書 池田町 平成１２年 住民意識調査報告書
437 しあわせ福祉プラン 社会福祉協議会 平成１３年 地域福祉活動計画
438 福祉のこころ 社会福祉協議会 平成１２年 地域福祉活動計画
439 障害者福祉計画 平成１４年 障害者福祉計画
440 ふるさとやわた 池田町八幡公民館 平成２年 その他
441 ふるさとやぎ その他
442 池田よもやま話 郷土史の会 平成１３年 その他
443 ふるさとやわた川と道 池田町八幡公民館 平成１２年 その他
444 ふるさとは般若の里 今西康彦 ？
445 壬生郷余話 今西康彦 ？
446 池田の地名　 今西康彦 ？
447 池田の地名　 今西康彦 ？
448 ふるさと養基 公民館 平成１４年 郷土史
449 海津都市計画区域マスタープラン 海津町南濃町平田町 平成１４年
450 海津町史 史料編１ 海津町 昭和４４年
451 海津町史 史料編２ 海津町 昭和４５年
452 海津町史 民俗編 海津町 昭和４７年
453 第四次総合開発計画 海津町 平成１３年 総合計画
454 海津町都市計画マスタープラン 海津町 平成９年 市町村マスタープラン
455 海津町史 通史編上 海津町 昭和５８年 郷土史
456 海津町史 通史編下 海津町 昭和５９年 郷土史
457 海津町歴史民俗資料館 歴史民俗資料館 平成１１年 その他
458 海津町歴史民俗資料館　館報第１号 歴史民俗資料館 平成５年 その他
459 海津町歴史民俗資料館　館報第２号 歴史民俗資料館 ２００２年 その他
460 海津町歴史民俗資料館　館報第３号 歴史民俗資料館 ２００３年 その他
461 本阿弥新田史（復刻） 伊藤信 大正11年復刻平成７年その他
462 明治弐拾九年高須輪中及付近大風水害記（復刻） 山下中二 大正15年復刻平成８年その他
463 のびゆく輪中 教育委員会 平成１０年 その他
464 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第１回 海津町民俗資料館 ？ その他
465 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第２回 海津町民俗資料館 ？ その他
466 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第３回 海津町民俗資料館 ？ その他
467 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第４回 海津町民俗資料館 ？ その他
468 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第５回 海津町民俗資料館 ？ その他
469 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第６回 海津町民俗資料館 ？ その他
470 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第７回 海津町民俗資料館 ？ その他
471 輪中について考える論文作文　第一席作品集　第８回 海津町民俗資料館 ？ その他
472 南濃新世紀発展計画 南濃町 平成１３年 第四次総合計画
473 地域農業マスタープラン 南濃町 平成１２年 農業振興基本計画
474 共生！共感！南濃チャレンジド２１プラン 南濃町 平成１４年 障害者福祉計画
475 高齢者保健福祉計画 南濃町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
476 広報なんのう　集合版　第一巻 南濃町 昭和６２年 広報縮刷版
477 広報なんのう　集合版　第二巻 南濃町 昭和６２年 広報縮刷版
478 南濃町母子保健計画 南濃町 平成１４年 その他
479 南濃町の方言つれづれ 教育委員会 平成１４年 その他
480 羽沢貝塚発掘調査報告書 名古屋大学渡辺誠 ２０００年 その他
481 第三次総合計画 平成６年 総合計画
482 水田農業振興計画 平田町 平成１４年 農業振興基本計画
483 障害者プラン 平田町 平成１１年 障害者福祉計画
484 介護補年事業計画及び老人保健福祉計画策定のためのアンケート集計結果報告書 平田町 平成１４年 要介護者実態調査
485 広報ひらた　縮刷版 平田町 平成１３年 広報縮刷版
486 平田町の農業概要 平田町 平成１４年 その他
487 平田町史　通史編 平田町 昭和５９年 郷土誌
488 平田町介護保険給付実績分析結果報告書 平田町 平成１４年
489 大野町史 通史　 大野町 昭和６０年 郷土史
490 大野町史 資料 大野町 昭和５６年 郷土史
491 鳥部史 鳥本洋一 昭和６０年 郷土史
492 大野町誌 昭和４２年 郷土史
493 大野町の城郭伽藍 石田明乗 平成９年 その他
494 ふるさと 下座倉史 田代弘 平成８年 郷土史
495 第４次総合計画 大野町 １９９５年 行政計画



496 犀川騒擾事件史 犀川騒擾事件史編纂委員会 昭和４５年
497 揖斐都市計画マスタープラン 揖斐川町池田町大野町 １９８８年 市町村マスタープラン
498 揖斐広域第２期高齢者保健福祉計画 揖斐広域連合 平成１５年
499 揖斐郡勢要覧 岐阜県揖斐事務所 昭和４２年
500 老人保健福祉計画介護保険事業計画 揖斐広域連合 平成１２年
501 揖斐川町史　　　　　通史編 揖斐川町 昭和４６年 郷土史
502 第四次総合計画 揖斐川町 平成１５年 総合計画
503 環境基本計画 揖斐川町 平成１４年 環境基本計画
504 まちづくり町民アンケート調査結果報告書 揖斐川町 平成１４年 住民意識調査報告書
505 揖斐川町地球温暖化対策推進実行計画書 揖斐川町 平成１４年 その他
506 揖斐川町地球環境保全行動計画　いびがわアジェンダ２１ 揖斐川町 平成１４年 その他
507 都市計画マスタープラン 揖斐川町 平成１０年 市町村マスタープラン
508 地域防災計画 揖斐川町防災会議 平成９年修正 その他
509 information ibigawa technology town 揖斐川町 平成１４年
510 住宅マスタープラン 揖斐川町 平成１４年
511 春日村史　上巻 春日村 昭和５８年 郷土史
512 春日村史　下巻 春日村 昭和５８年 郷土史
513 春日村 春日村 CD-ROM
514 村政要覧資料編 春日村 １９９９年 その他
515 森の国春日 春日村 ？ その他
516 第四次総合計画 春日村 平成１３年 総合計画
517 「薬草の里ー春日ー」構想 春日村 ？ 農業振興地域整備基本計画
518 総合計画 久瀬村 平成８年 総合計画
519 地域農業マスタープラン 久瀬村 平成１２年 市町村マスタープラン
520 農業振興地域整備基本計画 久瀬村 平成１３年 農業振興地域整備基本計画
521 まんが久瀬村100年史 久瀬村まんが郷土誌作成委員 平成７年 その他
522 久瀬村のむかし話　上 久瀬村のむかし話作成実行委員会編 平成１０年 その他
523 久瀬村のむかし話　下 久瀬村のむかし話作成実行委員会編 平成１０年 その他
524 坂内村誌 坂内村 昭和６３年 地誌
525 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 坂内村 平成１４年 農業振興基本計画
526 障害者福祉計画 坂内村 平成１５年 障害者福祉計画
527 坂内伝説　夜叉が池 桑原隆一 平成９年 その他
528 さかうち農村美術館プラン 坂内村 平成９年 第３次総合計画
529 藤橋村史　上巻 藤橋村 昭和57年再販平成５年郷土史
530 藤橋村史　下巻 藤橋村 昭和57年再販平成５年郷土史
531 徳山村史 徳山村 昭和48年３版昭和61年郷土史
532 徳山村民俗誌 徳山村 ２０００年 郷土史
533 藤橋村第４次総合計画 藤橋村 １９９８年 総合計画
534 障害者福祉計画 藤橋村 平成１５年 障害者福祉計画
535 ふるさとの転居通知　 増山たづ子 昭和６０年
536 大垣女子短期大学36号 木村一夫 １９９５年
537 第三次総合計画 谷汲村 平成８年 総合計画
538 第三次総合計画　ダイジェスト版 谷汲村 平成８年 総合計画
539 谷汲村史 谷汲村 昭和５２年 郷土史
540 谷汲村の民俗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中京大学民俗学研究会 平成１年 調査報告
541 関市史　通史１ 関市 平成８年 郷土史
542 関市史　通史２ 関市 平成11年 郷土史
543 関市史　史料１ 関市 平成７年 郷土史
544 関市史　史料２ 関市 平成５年 郷土史
545 関市史　史料３ 関市 平成６年 郷土史
546 関市史　史料４ 関市 平成７年 郷土史
547 関市史　史料５ 関市 平成９年 郷土史
548 関市史　考古文化財 関市 平成６年 郷土史
549 関市史　民俗 関市 平成８年 郷土史
550 関市史　刃物産業 関市 平成11年 郷土史
551 関市史 関市 昭和42年 郷土史
552 関市都市計画マスタープラン 関市 2000年 市町村マスタープラン
553 商業統計調査結果書 関市 平成９年 事業所統計
554 のびゆくまち　関市 教育委員会 昭和46年 小中学校郷土学習副読本
555 関市の工業 関市 平成14年 その他
556 せき男女共同参画まちづくりプラン 関市 平成11年 その他
557 関市のしぜん 教育委員会 平成12年 小中学校郷土学習副読本



558 歴史地図年表 教育委員会 平成10年 小中学校郷土学習副読本
559 関交流プラン２１ 関市 平成８年 その他
560 のびゆくまち関 教育委員会 平成13年 郷土史
561 ギンギツネの恋 関市の創作民話集編集委員会 1993年 創作民話集
562 ドクトル・カワセミの自然体験 教育委員会 平成９年 小中学校郷土学習副読本
563 関市民地域福祉活動計画 社会福祉協議会 平成12年
564 関市統計書 平成13年
565 関鍛冶の起源をさぐる 関鍛冶刀祖調査会 平成７年
566 地域農業マスタープラン 武儀町 平成１２年変更１４年市町村マスタープラン
567 農業振興地域整備基本計画 武儀町 平成１３年 農業振興地域整備基本計画
568 ハートフルプラン２ 武儀町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
569 武儀町史 武儀町 平成４年 郷土史
570 わたしたちのきょう土　武儀町 武儀町 平成１５年 小中学校郷土学習副読本
571 武儀町のむかし話 武儀町読書サークル協議会 ？ その他
572 統計でみる武儀町の姿 武儀町 平成１４年 事業所統計
573 長屋高橋氏と木地師　　　　　（板取） 渡辺賢雄 昭和４８年
574 板取村史 昭和５７年
575 美濃市２１世紀のグランドデザイン 平成１２年 総合計画
576 平成13年度版　美濃市統計書 平成１４年 総合
577 美濃市障害者計画 平成１１年 障害者福祉計画
578 美濃市高齢者実態調査報告書 ２００２年 要介護者実態調査
579 美濃市史　通史　上 昭和５４年 郷土史
580 美濃市史　通史下 昭和５５年 郷土史
581 美濃市史　史料 昭和５４年 郷土史
582 わたしたちの美濃市 平成１４年 小中学校郷土学習副読本
583 郷土読本　美濃市の歴史 昭和３９年 郷土史
584 写真集美濃ふるさとの想い出 昭和５７年 郷土史
585 武儀郡障害者計画 平成１４年
586 第五次総合計画 平成１３年 総合計画
587 農業振興地域整備基本計画 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
588 わたしたちの町　武儀川町 平成１４年 小中学校郷土学習副読本
589 濃北一覧　　　　　 岐阜県立郡上高等学校濃北一覧編集委員会 昭和５年復刻昭和６３年郷土史
590 濃北一覧　　　　　 岐阜県立郡上高等学校濃北一覧編集委員会 昭和５年復刻昭和６３年郷土史
591 郡上郡障害者計画 平成１４年
592 郡上郡障害者計画　抜粋 平成１４年
593 水とおどりと心のふるさと 八幡町 平成８年 総合計画
594 田園環境整備マスタープラン 八幡町 平成１３年 市町村マスタープラン
595 地域農業マスタープラン 八幡町 平成１４年 市町村マスタープラン
596 八幡町山村等活性化ビジョン 八幡町 平成１２年 農業振興地域整備基本計画
597 男女共同参画に関する町民意識調査 八幡町 平成１４年 住民意識調査報告書
598 育てよう福祉の礎 八幡町 平成１２年 地域福祉計画
599 福祉文化プラン２１ 社会福祉協議会 平成１３年 地域福祉活動計画
600 わたしたちのまち八幡 教育委員会 昭和６２年 小中学校郷土学習副読本
601 わたしたちのまち郡上八幡 教育委員会 平成７年 小中学校郷土学習副読本
602 八幡町中山間地域活性化推進事業報告書 その他
603 ふるさと八幡 教育委員会 昭和４９年 その他
604 児童育成計画 八幡町 平成１３年 その他
605 農林業等活性化基盤整備計画書 八幡町 平成８年改訂１０年 その他
606 域産域消を軸とした農業・商業・工業・観光総合的振興 有本信昭 平成１２年 その他
607 郡上八幡町史通史　上 八幡町 昭和３５年 郷土誌
608 郡上八幡町史通史　下 八幡町 昭和３６年 郷土誌
609 郡上八幡町史　史料１ 八幡町 昭和６０年 郷土誌
610 郡上八幡町史　史料２　 八幡町 昭和６１年 郷土誌
611 郡上八幡町史　史料３ 八幡町 昭和６２年 郷土誌
612 郡上八幡町史　史料４ 八幡町 昭和６３年 郷土誌
613 郡上八幡町史　史料５ 八幡町 平成２年 郷土誌
614 あたたかい心のかようまち郡上八幡 八幡町 平成１５年 男女共同参画プラン
615 調査レポート　郡上八幡町地域を対象として 日本科学者会議現代農村社会研究会 ２００１年 レポート
616 郡上八幡の本 郡上八幡まちづくり誌編集委員会 １９９２年
617 第四次総合計画 大和町 平成９年 総合計画
618 古今伝授の里ダイジェスト版 大和町 平成９年 総合計画
619 地域農業マスタープラン 大和町 平成１６年 農業振興基本計画



620 農業振興地域整備基本計画 大和町 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
621 老人保健福祉計画 大和町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
622 大和村史　上 大和町 昭和５９年 郷土史
623 大和村史　下 大和町 昭和６３年 郷土史
624 大和村史　史料編 大和町 昭和５３年 郷土史
625 大和村史　史料編続 大和町 平成１１年 郷土史
626 大和町例規集 大和町 昭和４８年改版平成８年条例集
627 わたしたちの大和町 教育委員会 平成１２年 小中学校郷土学習副読本
628 史苑やまと１号 大和町 平成７年
629 史苑やまと２号 大和町 平成９年
630 史苑やまと４号 大和町 平成１３年
631 統計要覧 白鳥町 ２００２年 商業統計
632 統計要覧　 白鳥町 １９９７年 商業統計
633 第五次総合計画 町民意識調査報告書 白鳥町 平成１３年 住民意識調査報告書
634 白鳥村史　通史編上巻 白鳥町 昭和５１年 郷土史
635 白鳥村史　通史編下巻 白鳥町 昭和５２年 郷土史
636 白鳥村史　史料編一 白鳥町 昭和４８年 郷土史
637 白鳥村史　史料編二 白鳥町 平成２年 郷土史
638 広報しろとり　縮刷版 白鳥町 平成５年 広報縮刷版
639 今ふたたび　清流への道 白鳥町 平成１４年 その他
640 水と緑の郷へ 白鳥町 平成１３年 その他
641 人と自然・文化の織りなす　白鳥新世紀物語 白鳥町 平成１４年 第五次総合計画
642 白鳥町合併20年誌 教育委員会 昭和５４年 郷土史
643 ぎふ美濃白鳥町の文化財 教育委員会 平成１０年 パンフレット
644 高鷲村史 郷土史
645 経営構造対策特別調査診断活動 平成１３年 その他
646 高冷地山村経済の展開　　　　高鷲村にみる地域複合化 昭和５２年
647 高鷲村総合開発計画書　基本構想　基本計画 総合計画
648 高鷲村第二次総合計画 総合計画
649 高鷲村第三次総合計画 総合計画
650 高鷲村第四次総合計画 総合計画
651 続高鷲村史 郷土史
652 高鷲村の文化財 その他
653 日本まん真ん中構想 1994年 総合計画
654 老人保健福祉計画 2000年 高齢者保健福祉計画
655 美並村史　史料編 昭和62年 郷土史
656 美並村史　通史編上巻 昭和56年 郷土史
657 美並村史　通史編下巻 昭和59年 郷土史
658 わたしたちの美並村 教育委員会 平成12年 小中学校郷土学習副読本
659 美並村の石造物 教育委員会 1999年 その他
660 美並村の円空仏 平成１年初版９年２判その他
661 美並村と円空 教育委員会 平成12年 その他
662 手作りの資料館 教育委員会 平成４年 その他
663 円空の原像 美並村 2003年 その他
664 怨嗟する円空 池田勇次 1994年 その他
665 明宝村史 通史上 明方村 平成５年 郷土史
666 明宝村史 通史下 明方村 平成５年 郷土史
667 明方村史 史料上 明方村 昭和５８年 郷土史
668 明方村史 史料下 明方村 昭和５８年 郷土史
669 人と水土を育む健康の里・和良をめざして 平成６年 総合計画
670 和良村史　資料編　上巻 平成１２年 郷土史
671 和良村史　資料編　中巻 平成１３年 郷土史
672 和良村史　資料編　下巻 平成１４年 郷土史
673 和良村史　近代百年 郷土史
674 第四次総合計画 美濃加茂市 ２０００年 総合計画
675 市民が主人公のまちづくり 美濃加茂市 ２０００年 総合計画
676 美濃加茂市統計書　平成１３年度版 美濃加茂市 平成１３年 その他
677 統計からみた美濃加茂の姿 美濃加茂市 ？ その他
678 美濃加茂市史　史料　　　 美濃加茂市 昭和５２年 郷土史
679 美濃加茂市史　通史　　　 美濃加茂市 昭和５５年 郷土史
680 美濃加茂市史　　民俗　　 美濃加茂市　 昭和５３年 郷土史
681 加茂郡白書 加茂地方事務所 昭和２８年 郷土史



682 かわべ高齢者福祉プラン21 川辺町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
683 わたしたちのまち川辺 教育委員会 平成１２年 小中学校郷土学習副読本
684 児童育成計画 平成１０年 福祉計画
685 母子保健計画 平成１４年 福祉計画
686 ゆかしき、七宗 １９９６年 総合計画
687 七宗町石造文化財 その他
688 美濃白川ときめきプラン２１ 白川町　 ２００１年 総合計画
689 美濃白川ときめきプラン２１ 白川町　 ２００１年 総合計画
690 地域農業マスタープラン 白川町　 平成１５年 市町村マスタープラン
691 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 白川町　 平成１４年 農業振興基本計画
692 農業振興地域整備基本計画 白川町　 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
693 要介護者実態調査 白川町　 ？ 要介護者実態調査
694 広報しらかわ　縮刷版 白川町　 昭和６１年 広報縮刷版
695 わたしたちのまち　しらかわ 教育委員会 平成１４年 小中学校郷土学習副読本
696 地域情報化計画 白川町　 ？ その他
697 白川町の環境保全 白川町　 平成１４年 その他
698 数字で見る白川の姿 白川町　 平成１４年 その他
699 白川町ちょっと覗いてみてごらん 白川町　 平成１３年 その他
700 ふるさと白川１号 白川町ふるさと研究会 ？ 郷土史
701 ふるさと白川２号 白川町ふるさと研究会 ？ 郷土史
702 ふるさと白川３号 白川町ふるさと研究会 ？ 郷土史
703 ふるさと白川４号 白川町ふるさと研究会 昭和５６年 郷土史
704 ふるさと白川５号 白川町ふるさと研究会 昭和５６年 郷土史
705 ふるさと白川６号 白川町ふるさと研究会 昭和５７年 郷土史
706 ふるさと白川７号 白川町ふるさと研究会 昭和５７年 郷土史
707 ふるさと白川８号 白川町ふるさと研究会 昭和５８年 郷土史
708 ふるさと白川９号 白川町ふるさと研究会 昭和５８年 郷土史
709 ふるさと白川10号 白川町ふるさと研究会 昭和５９年 郷土史
710 東白川村史　上巻 郷土史
711 東白川村史　中巻 郷土史
712 東白川村史　下巻 郷土史
713 中津川市第４次総合計画 中津川市 ２００１年 総合計画
714 中津川農業振興地域整備計画書　平成１５年２月 中津川市 平成１５年 農業振興地域整備基本計画
715 中津川農業振興地域整備計画（基礎資料）　平成１２年４月 中津川市 平成１２年 農業振興地域整備計画関係資料編
716 中津川農業振興地域整備計画関係資料編　平成１２年４月現在 中津川市 平成１２年 農業振興地域整備計画関係資料編
717 中津川市障害者福祉計画（1999 中津川市 １９９９年 障害者福祉計画
718 中津川市高齢者保健福祉・介護保険事業計画 中津川市 平成１２年 高齢者保健福祉計画
719 中津川市高齢者保健福祉・介護保険事業計画 中津川市 平成15年 高齢者保健福祉計画
720 わたしたちの中津川市（３・４年生）その付属資料 教育委員会 平成３年 小中学校郷土学習副読本
721 中津川市母子保健計画・健やか親子21 中津川市 2002年 その他
722 中津川市の保健　平成14年度版 中津川市 平成１４年 その他
723 中津川市史中巻別編 中津川市 昭和５４年 郷土史
724 中津川市史通史編　中巻 中津川市 昭和６３年 郷土史
725 中津川市教育年表 中津川市 ２００３年 その他
726 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想　平成１４年 中津川市 平成１４年 その他
727 坂本記録写真集１　　 坂本公民館 昭和５９年 写真集
728 坂本記録写真集２ 坂本公民館 昭和６０年 写真集
729 文豪の郷　分村合併始末 中津川市 平成１０年 郷土史
730 中津川市女性会議 元気都市中津川のまちおこし実行委員会 平成１５年
731 東濃探訪集　東濃かるた 東濃教育事務所 昭和５２年 郷土史
732 東濃探訪集　東濃の手づくり 東濃教育事務所 昭和５３年 郷土史
733 東濃探訪集　東濃の峠 東濃教育事務所 昭和５４年 郷土史
734 東濃探訪集　東濃の川 東濃教育事務所 昭和５５年 郷土史
735 東濃探訪集　東濃の祭り 東濃教育事務所 昭和５６年 郷土史
736 東濃探訪集　東濃の古寺 東濃教育事務所 昭和５７年 郷土史
737 東濃探訪集　東濃の橋 東濃教育事務所 昭和５８年 郷土史
738 東濃探訪集　東濃の山 東濃教育事務所 昭和５９年 郷土史
739 美濃焼の歴史と現況 一ノ瀬武 昭和２８年 郷土史
740 坂下町史 坂下町 昭和３８年 郷土史
741 広報さかした　縮刷版 坂下町 昭和５５年 広報縮刷版
742 広報さかした　縮刷版　第二巻 坂下町 平成７年 広報縮刷版
743 第４次総合計画 坂下町 平成１５年 総合計画



744 地域農業マスタープラン 坂下町 平成１２年 マスタープラン
745 町民意識調査結果報告書 坂下町 平成１３年 住民意識調査報告書
746 障害者福祉計画 坂下町 障害者福祉計画
747 高齢者保健福祉計画 坂下町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
748 川上町史 川上村 昭和５８年 郷土史
749 第三次総合計画 川上村 平成７年度 総合計画
750 第三次総合計画　後期計画 川上村 平成１２年度 総合計画
751 農業振興地域整備基本計画 川上村 平成１５年 農業振興地域整備基本計画
752 高齢者保健福祉計画 川上村 平成１５年 高齢者保健福祉計画
753 加子母村誌 加子母村 昭和４７年 郷土史
754 第四次総合計画 付知町 平成１４年 総合計画
755 地域農業マスタープラン 付知町 平成１４年 市町村マスタープラン
756 農業振興整備計画 付知町 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
757 市町村合併問題に関する意向調査の結果報告 付知町 住民意識調査報告書
758 わたしたちの付知町 教育委員会 平成１３年 小中学校郷土学習副読本
759 付知町森林整備計画書（案） 付知町 平成１５年 その他
760 福岡町史　通史編上巻 福岡町 昭和６１年 郷土史
761 福岡町史　通史編下巻 福岡町 平成４年 郷土史
762 福岡町史　史料編上巻 福岡町 昭和５５年 郷土史
763 福岡町史　史料編下巻 福岡町 昭和５５年 郷土史
764 広報ふくおか　縮刷版 福岡町 平成６年 広報縮刷版
765 第四次総合計画　ダイジェスト版 福岡町 平成１３年 総合計画
766 町勢要覧　２００２ 福岡町 ２００２年 （市町村）勢要覧
767 農業振興地域整備計画書 福岡町 平成１４年
768 第三次総合計画 蛭川村 平成１３年 総合計画
769 農業振興地域整備基本計画 蛭川村 平成６年 農業振興地域整備基本計画
770 老人保健福祉計画　介護保険事業計画 蛭川村 平成１２年 高齢者保健福祉計画
771 蛭川村村報　復刻版第一巻 蛭川村 昭和５８年 広報縮刷版
772 蛭川村村報　復刻版第二巻 蛭川村 昭和５８年 広報縮刷版
773 蛭川村村報　復刻版第三巻 蛭川村 昭和５８年 広報縮刷版
774 水田農業振興計画 蛭川村 平成１２年変更１４年
775 恵北地区障害者福祉計画 恵北地区 平成１４年 障害者福祉計画
776 恵那市新まちづくり計画 恵那市 平成１３年 農業振興基本計画
777 農業振興地域整備基本計画 恵那市 平成９年 農業振興地域整備基本計画
778 農業振興地域整備基本計画　基礎資料 恵那市 平成９年 農業振興地域整備基本計画
779 「恵那市のあらまし」 恵那市 平成１４年 統計
780 障害者福祉計画 恵那市 平成１２年 障害者福祉計画
781 恵那市老人保健福祉計画・介護保険事業計画 恵那市 平成１５年 高齢者保健福祉計画
782 要介護者実態調査 恵那市 平成１４年 要介護者実態調査
783 生きている村ー中野方町史（恵那市） 安江赳夫 昭和４２年 郷土史
784 恵那市史資料調査報告書　第７集 恵那市 平成１０年 その他
785 ムラの桶職人 教育委員会 平成８年
786 第四次総合計画 岩村町 平成１２年 総合計画
787 思いやりとぬくもりのあるまちづくり計画 岩村町 平成１３年 障害者福祉計画
788 農業振興地域整備計画書 岩村町 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
789 老人保険福祉計画 岩村町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
790 岩村町史 岩村町 昭和36年再版平成９年郷土史
791 岩村町史　資料編 岩村町 昭和５３年 郷土史
792 東山来由記１．２（遠山氏４００年の系譜）巌邑府誌（岩村藩内風土記）
793 広報いわむら　縮刷版　第一巻 岩村町 昭和５７年 広報縮刷版
794 広報いわむら　縮刷版　第二巻 岩村町 昭和５９年 広報縮刷版
795 広報いわむら　縮刷版　第三巻 岩村町 平成１年 広報縮刷版
796 広報いわむら　縮刷版　第四巻 岩村町 平成８年 広報縮刷版
797 広報いわむら　縮刷版　第五巻 岩村町 平成８年 広報縮刷版
798 国土利用計画 岩村町 平成１３年 その他
799 城下町伝統的建造物郡保存対策調査報告書 岩村町 平成１年 その他
800 町勢要覧 岩村町 平成１４年 その他
801 岩村町すこやか親子計画 岩村町 平成１４年 その他
802 岩村町水道事業基本計画書 岩村町 平成９年 その他
803 岩村町過疎地域自立促進計画 岩村町 平成１２年 その他
804 岩村町地域防災計画 岩村町 その他
805 森林整備計画変更計画書 岩村町 平成１１年 その他



806 住宅マスタープラン推進事業調査報告書 平成８年
807 山岡町史　通史編 山岡町 昭和５９年 郷土史
808 山岡町史　史料編　上 山岡町 昭和５３年 郷土史
809 山岡町史　史料編　下 山岡町 昭和５３年 郷土史
810 山岡町史　文化財図録編 山岡町 昭和５３年 その他
811 広報　やまおか　縮刷版 山岡町 平成７年 広報縮刷版
812 ふるさと山岡 山岡町 ？ その他
813 山岡町障害者計画 山岡町 平成１４年 障害者福祉計画
814 山岡町農業振興地域整備計画書 山岡町 平成１４年 農業振興地域整備計画書
815 第四次総合開発計画 山岡町 平成１３年 総合計画
816 山岡町統計書 山岡町 平成１４年 その他
817 あけち　　　　　　　　　　　　　　 橋本満資 昭和１８年 郷土史
818 第三次総合計画 串原村 平成８年 総合計画
819 過疎地域自立促進支援計画 串原村 その他
820 第三次総合計画 上矢作町 平成７年 総合計画
821 障害者計画 上矢作町 平成１３年 障害者福祉計画
822 上矢作の石仏 上矢作町石造物調査会 平成１４年 その他
823 道下遺跡発掘調査報告書 教育委員会 １９８３年 その他
824 上村川下流域の考古学的調査 教育委員会 １９９８年 その他
825 中畛遺跡 教育委員会 １９９９年 その他
826 奥矢作湖周辺地域振興計画策定調査報告書ー概要版ー 中部産業活性センター 平成１１年
827 多治見市史 通史上 多治見市 昭和５５年 郷土史
828 多治見市史 通史下 多治見市 昭和６２年 郷土史
829 第五次総合計画 多治見市 平成１３年 総合計画
830 多治見市地域生活環境指数 多治見市 平成１０年 統計・地図
831 多治見市の都市計画 多治見市 ２００２年 市町村マスタープラン
832 多治見市の都市計画　ダイジェスト版 多治見市 ２００２年 市町村マスタープラン
833 都市計画マスタープラン 多治見市 平成１３年 市町村マスタープラン
834 都市計画マスタープラン　要約版 多治見市 平成１３年 市町村マスタープラン
835 多治見市環境基本計画 多治見市 平成１２年 環境基本計画
836 平成９年商業統計調査結果 多治見市 平成９年 商業統計
837 工業統計調査結果／岐阜県工業統計調査結果／岐阜県輸出関係調査結果 多治見市 平成８年 事業所統計
838 多治見市男女共同参画に関する市民意識調査報告書 多治見市 平成１３年 住民意識調査報告書
839 高齢者保健福祉計画２００３ 多治見市 ２００３年 高齢者保健福祉計画
840 多治見市高齢化に伴う需要予測調査報告書 多治見市 平成１４年 要介護者実態調査
841 国土利用計画 多治見市 平成１３年 その他
842 たじみ健康ハッピープラン 多治見市 平成１４年 その他
843 ウォーキングマップ　たじみを歩こう！ 多治見市 平成１４年 その他
844 多治見市みどりのマップ 多治見市 ？ その他
845 都市計画事業／多治見駅北土地区画整理事業 多治見市 平成１４年 その他
846 子供の権利に関するアンケート 多治見市 平成１３年 その他
847 たじみ子ども議会報告書　平成１１年度 多治見市 平成１１年 その他
848 たじみ子ども議会報告書　平成１２年度 多治見市 平成１２年 その他
849 たじみ子ども議会報告書　平成１３年度 多治見市 平成１３年 その他
850 第五回たじみ子ども議会（平成１４年度） 多治見市 平成１４年 その他
851 のぞいてみよう！多治見の台所　市の予算説明書 多治見市 平成１３年 その他
852 のぞいてみよう！多治見の台所　市の決算説明書 多治見市 平成１３年 その他
853 のぞいてみよう！多治見の台所　市の予算説明書 多治見市 平成１４年 その他
854 新・ゴミとのつきあい方 多治見市 平成１５年 その他
855 新・ゴミとのつきあい方（環境課版） 多治見市 平成１３年 その他
856 多治見學　成熟の都市 多治見市 平成１３年 その他
857 TAJIMI Learning　了解多治見 多治見市 平成１３年 その他
858 開発行為等申請の手引き 多治見市 平成１２年 その他
859 給食センターから排出される有機性資源堆肥化リサイクルシステム構想報告書 多治見市 平成１３年 その他
860 多治見市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画見直しのための実態調査報告書 多治見市 平成１４年 要介護者実態調査
861 多治見市の教育 多治見市 平成１３年 その他
862 たじみ子どもプラン 多治見市 平成１４年 その他
863 多治見市の環境 多治見市 平成１１年 その他
864 Tajimist（1.1, 1.15, 2.1, 2.15, 3.1, 3.15） 多治見市 平成１５年 広報縮刷版
865 Together （１ 多治見市 ２００１年 広報縮刷版
866 たじみ議会だより（vol.98 多治見市 平成１３年 その他
867 多治見市民病院　パンフレット 多治見市 ？ その他



868 多治見中学校　パンフレット 多治見市 ？ その他
869 わたしたちの水道 多治見市 平成１４年 その他
870 多治見市の下水道 多治見市 平成１４年 その他
871 福祉環境整備指針 多治見市 平成１３年 その他
872 自主防災活動マニュアル 多治見市 ？ その他
873 宅地造成規制区域内で宅地造成を行う場合の手続き方法等 多治見市 ？ その他
874 屋外広告物のルール 多治見市 ？ その他
875 保健・福祉手帳　平成１５年度版 多治見市 平成１５年 その他
876 保健・福祉手帳　保存版 多治見市 平成１５年 その他
877 たじみ新世代座談会報告書　２００１年６月 多治見市 ２００１年 その他
878 たじみ新世代座談会報告書　２００２年６月 多治見市 ２００２年 その他
879 子どもの権利条例制定にむけて　中間報告 多治見市 平成１４年 その他
880 子どもの権利条例　パンフレット 多治見市 平成１４年 その他
881 多治見オリベスク 多治見市 平成１０年 その他
882 多治見美紀行／マップ 多治見市 ？ その他
883 多治見消防団パンフレット 多治見市 ？ その他
884 多治見市文化会館　パンフレット 多治見市 ？ その他
885 多治見市文化会館　利用案内 多治見市 ？ その他
886 エイズ　パンフレット 多治見市 ？ その他
887 家庭菜園のしおり 多治見市 ？ その他
888 多治見市の人口と世帯 多治見市 平成１４年 その他
889 Spring　さわらび 多治見市 ？ その他
890 多治見市情報センター 多治見市 ？ その他
891 国民健康保険パンフレット（３種類） 多治見市 ？ その他
892 ねんきん特集号 多治見市 ？ その他
893 郷土のうつりかわり 瑞浪市社会科郷土資料 教育委員会 昭和３３年 郷土史
894 ふるさとの歴史 瑞浪市郷土史シリーズその１ 教育委員会 昭和５８年 郷土史
895 瑞浪市の歴史 略市史編 瑞浪市 昭和４６年 郷土史
896 瑞浪市化石博物館研究報告 瑞浪市化石博物館 １９９３年 その他
897 第四次総合計画 土岐市 平成６年 総合計画
898 農業振興地域整備計画書 土岐市 平成１４年 農業振興地域整備計画
899 高齢者福祉計画 土岐市 平成１５年 高齢者保健福祉計画
900 老人保健福祉計画・介護保険事業計画に関する調査報告書 土岐市 平成１３年 要介護者実態調査
901 わたしたちの土岐市 教育委員会 平成１４年 小中学校郷土学習副読本
902 土岐市の環境 土岐市 平成１３年 その他
903 ふくし 土岐市 平成１５年 小中学校副読本
904 土岐市統計書　平成１３年度版 土岐市 平成１３年 その他
905 国土利用計画 土岐市 平成７年 その他
906 土岐市コミュニティバス基本計画 土岐市 平成１４年 その他
907 土岐市営住宅ストック総合計画 土岐市 平成１４年 その他
908 土岐津町誌 上 土岐津町誌編纂委員会 平成９年 郷土史
909 土岐津町誌 下 土岐津町誌編纂委員会 平成９年 郷土史
910 土岐津町誌 史料 土岐津町誌編纂委員会 平成１１年 郷土史
911 土岐市地誌 土岐市 昭和４９年 郷土史
912 ふるさと泉 産業文化編 ふるさと泉編集委員会 平成１０年 郷土史
913 ふるさと泉 自治人物編 ふるさと泉編集委員会 平成１０年 郷土史
914 肥田町史 肥田町史編纂委員会 平成８年 郷土史
915 土岐郡地誌　　　　　 田中静夫 昭和８年復刻昭和５７年地誌
916 笠原都市計画マスタープラン　報告書 笠原町 平成８年 市町村マスタープラン
917 笠原町高齢者保健福祉計画　介護保険事業計画 笠原町 平成１５年 高齢者保健福祉計画
918 笠松町勢要覧　98 笠原町 平成１０年 その他
919 かさはらの昔話 笠原町 昭和５８年 昔話
920 かさはらの石造物 笠原町 昭和６１年
921 かさはらの写真集 笠原町 昭和６３年 写真集
922 かさはらの焼き物 笠原町 平成３年
923 第三次総合計画 可児市 平成１３年 総合計画
924 可児市都市計画マスタープランの概要 可児市 １９９７年 市町村マスタープラン
925 可児農業振興地域整備基本計画 可児市 平成８年 農業振興地域整備基本計画
926 可児市環境基本計画 可児市 平成１３年 環境基本計画
927 住民意識調査報告書 可児市 住民意識調査報告書
928 可児市高齢者総合福祉計画 可児市 平成１５年 高齢者保健福祉計画
929 わたしたちの可児市 可児市 平成１４年 小中学校郷土学習副読本



930 可児市の統計 可児市 平成１３年 その他
931 可児町郷土史 可児市 昭和３５年 郷土史
932 可児市　男女共同参画プラン２０１０ 可児市 平成１３年 プラン
933 写真集可児ふるさとの想い出 可児市 昭和５７年 郷土史
934 いにしえからのあゆみ川合　　 可児市 平成１３年 郷土史
935 環境基本計画 可児市 平成１２年
936 住みよい福祉のまちづくり 可児市 平成１３年
937 久々利村誌 久々利村史編纂会 昭和１０年 郷土史
938 ２１世紀の宿場町 御嵩町 平成８年 総合計画
939 農業振興地域整備計画 御嵩町 平成１５年 農業振興地域整備基本計画
940 御嵩町史（通史編上） 御嵩町 平成４年 郷土史
941 御嵩町史（通史編下） 御嵩町 平成２年 郷土史
942 御嵩町史（資料編） 御嵩町 昭和６２年 郷土史
943 御嵩町史（民俗編） 御嵩町 昭和６０年 郷土史
944 わたしたちの町みたけ 教育委員会 平成１４年 小中学校郷土学習副読本
945 母子保健計画 御嵩町 平成１４年 福祉計画
946 都市計画まちづくりアンケート 御嵩町 平成１４年 その他
947 「じいさま」から聞いた話（郷土に伝わる昔話集） 平成７年 民話
948 住民環境意識調査報告書 その他
949 御嵩町の文化財 その他
950 歴史と地名を訪ねて その他
951 ふるさとの回想　続とも２冊　　 御嵩町長寿会連合会 昭和５８年
952 環境による町民・事業者・小学生アンケート調査結果報告書 平成１４年
953 御嵩町の文化財 昭和５５年
954 兼山町史 昭和４７年 郷土史
955 わたしたちの町兼山 教育委員会 昭和４７年 郷土読本
956 近郊化山村の対応と農林業振興 八百津　 山村振興調査会 昭和４７年
957 八百津町史　通史 八百津町 昭和５１年
958 八百津町史　史料 八百津町 昭和４７年
959 飛騨史学１巻 飛騨史学会 昭和５５年 郷土史
960 飛騨史学２巻 飛騨史学会 昭和５６年 郷土史
961 飛騨史学３巻 飛騨史学会 昭和５７年 郷土史
962 飛騨史学４巻 飛騨史学会 昭和５８年 郷土史
963 飛騨史学５巻 飛騨史学会 昭和５９年 郷土史
964 飛騨史学６ 多賀秋五郎編 昭和６４年 郷土史
965 飛騨史学１０ 飛騨史学会 平成２年 郷土史
966 飛騨川　流域の文化と電力 中部電力株式会社 昭和５４年 郷土史
967 歴史手帳１９８３−１１巻１号 名著出版 １９８３年 月刊誌
968 歴史手帳１９８６−１４巻７号 名著出版 １９８６年 月刊誌
969 時を忘れて　石原哲彌が語る飛騨通史 石原哲彌 １９９４年 その他
970 奥飛騨山郷 その他
971 土と木と水と人と 濃尾展望 昭和５７年 郷土史
972 高山国道　２０年のあゆみ　　　　　昭和５５年 中部地方建設局 昭和５５年
973 北南　分水嶺を越えて　附　庄川問題の真相　 小原喜三郎 昭和７年 地誌
974 飛騨・高山 飛騨地域地場産業振興センター 平成５年
975 技・巧・人　阪下甚吉 阪下ゆかり 平成６年 その他
976 障害者福祉計画 古川町・国府町・神岡町・河合村・宮川村・上宝村 平成１４年 行政計画
977 総合保健福祉計画 古川町・国府町・神岡町・河合村・宮川村・上宝村 平成１２年 行政計画
978 大野郡障害者福祉計画 平成１５年 行政資料
979 介護サービス利用意向調査結果報告 高山・大野広域連合 平成１４年 要介護者実態調査
980 第六次総合計画 高山市 平成８年 総合計画
981 第六次総合計画　ー調査・分析編ー 高山市 平成８年 総合計画
982 第六次総合計画　ー後期ー　調査分析 高山市 平成１３年 総合計画
983 第六次総合計画　実施計画・中期財政計画 高山市 平成７年 総合計画
984 第六次総合計画　市民アンケート調査結果 高山市 平成１２年 住民意識調査報告書
985 第六次総合計画　小学生・中学生・高校生アンケート調査結果 高山市 平成１２年 住民意識調査報告書
986 第六次総合計画　市街在住者・観光客・外国人・アンケート調査結果 高山市 平成１２年 住民意識調査報告書
987 農業振興地域整備基本計画 高山市 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
988 環境基本計画 高山市 平成１０年 環境基本計画
989 高山市老人保健福祉計画 高山市 平成１２年 高齢者保健福祉計画
990 高山市老人保健福祉計画（改訂版）　平成１５年５月 高山市 平成１５年 高齢者保健福祉計画
991 高山市の福祉と保健 高山市 平成１４年 高齢者保健福祉計画



992 高山市のあらまし 高山市 平成１５年 その他
993 高山市の工業 高山市 平成１２年 その他
994 民族文化資料　図録 高山市 平成１２年 その他
995 高山市の商工業白書’９８ 高山市 平成１１年 事業所統計
996 高山市の商業 高山市 平成１４年 商業統計
997 高山市の環境要覧　平成14年度版 高山市 平成１４年 その他
998 片野町史　　（高山市内）　　　　　　　　　　 片野町史刊行会 平成５年 郷土史
999 森下町誌　　（高山市） 森下町誌刊行会 昭和６１年 郷土史

1000 郡役所文書・高山出張所事務文書目録 岐阜県歴史資料館 昭和５７年 郷土史
1001 高山市都市基本計画 高山市 平成１３年 行政計画
1002 飛騨高山明治・大正・昭和史 飛騨高山天領三百年記念事業推進協議会 平成４年 郷土史
1003 高山国道２０年のあゆみ 建設省中部地方建設局高山国道工事事務局 昭和５５年
1004 第三次総合計画 平成７年 総合計画
1005 過疎地域自立促進計画 平成１２年 その他
1006 老人保健福祉計画 平成１２年 高齢者保健福祉計画
1007 ふるさと清美 昭和５８年 小中学校郷土学習副読本
1008 荘川村史　上 荘川村 平成８年 郷土史　地誌
1009 荘川村史　下 荘川村 平成８年 郷土史　地誌
1010 地域農業マスタープラン（目標年度：平成16年度） 荘川村 平成１５年 市町村マスタープラン
1011 荘川農業振興地域整備計画書基礎資料　平成10年度 荘川村 平成１０年 農業振興地域整備基本計画
1012 荘川村の民話　伝説・世間話編 教育委員会 平成６年 民話
1013 荘川村の民話　昔話編 教育委員会 平成５年 民話
1014 郷土荘川 教育委員会 昭和５７年 その他
1015 義民甚兵衛と孝子勘左衛門 教育委員会 平成７年 その他
1016 飛騨みやむらの道しるべ 宮村 平成１１年 総合計画
1017 宮村の昔話 宮村むかし話刊行実行委員会編 平成２年 民話
1018 飛騨みやむら 宮村 平成８年 村勢要覧
1019 飛騨　宮村　観光協会編 宮村 ？ その他
1020 ひだの宮村 教育委員会 昭和５９年 その他
1021 久々野町史　第２巻 久々野町 昭和６０年 郷土史
1022 第四次総合計画 久々野町 平成１３年 総合計画
1023 第四次総合計画　ダイジェスト版 久々野町 平成１３年 総合計画
1024 農業振興地域整備基本計画 久々野町 平成１５年 農業振興地域整備基本計画
1025 朝日村史　第一巻 朝日村 平成９年 郷土史
1026 朝日村史　第二巻 朝日村 平成１０年 郷土史
1027 第三次総合計画 朝日村 平成１５年 総合計画
1028 地域農業マスタープラン 朝日村 平成１２年 市町村マスタープラン
1029 農業振興地域整備基本計画 朝日村 平成１２年 農業振興地域整備基本計画
1030 総合計画ダイジェスト版 高根村 平成９年 総合計画
1031 景観保全条例のご案内 高根村 ？ 条例
1032 高根村パンフレット 高根村 ？ その他
1033 高地トレーニングエリア 高根村 ？ パンフレット
1034 高根村勢要覧 高根村 平成１０年 その他
1035 日和田紀要 教育委員会 昭和４５年 郷土史
1036 上宝村史 上宝村 昭和５９年 郷土史
1037 第三次総合計画 上宝村 平成８年 総合計画
1038 てっぽう水　砂防副読本 上宝村 平成１１年 小中学校郷土学習副読本
1039 てっぽう水　史料編 上宝村 平成１１年 小中学校郷土学習副読本
1040 郷土上宝 教育委員会 平成９年 小中学校郷土学習副読本
1041 かみたからの石仏を訪ねて　第一集 教育委員会 平成１２年 その他
1042 かみたからの石仏を訪ねて　第二集 教育委員会 平成１４年 その他
1043 かみたからと円空 教育委員会 平成３年 その他
1044 かみたからの昔はなし 教育委員会 平成４年 その他
1045 大原騒動と本郷村善九郎 教育委員会 平成１４年 その他
1046 上宝村要覧・資料編 上宝村 平成１３年 行政資料
1047 奥飛騨山郷　１３号 上宝村高齢者教室 平成９年 郷土史
1048 飛騨古川金森史 古川町 平成３年 郷土史
1049 文芸ふるかわ 古川町 平成１０年 その他
1050 古川祭り・起し太鼓 古川町 昭和５９年 郷土史
1051 第四次総合計画 神岡町 ２００１年 総合計画
1052 第四次総合計画　概要版 神岡町 ２００１年 総合計画
1053 第四次総合計画　パンフレット 神岡町 ２００１年 総合計画



1054 神岡町史　（特集編） 神岡町 昭和５７年 郷土史
1055 神岡町史　（史料編　別） 神岡町 昭和５５年 郷土史
1056 神岡町史　（史料編　中巻） 神岡町 昭和５０年 郷土史
1057 神岡町史　（史料編　下巻） 神岡町 昭和５１年 郷土史
1058 広報かみおか　縮刷版 神岡町 昭和５３年 広報縮刷版
1059 広報かみおか　縮刷版 神岡町 平成８年 広報縮刷版
1060 都市計画マスタープラン 神岡町 平成１４年 市町村マスタープラン
1061 農業振興地域整備基本計画 神岡町 昭和４８年 農業振興地域整備基本計画
1062 ひだ神岡 神岡町 平成１４年 町勢要覧
1063 飛騨の神岡 教育委員会 平成７年 小中学校郷土学習副読本
1064 神岡の昔話 教育委員会 昭和５５年 その他
1065 高原郷史の研究（古代・中世篇） 村中利男 平成９年 郷土史
1066 高原郷史の研究（近世・金森時代篇） 村中利男 平成８年 郷土史
1067 近代における一飛騨山村の生活と生産 かながわ論叢　神奈川大学経済学会 １９８４年 論文
1068 神岡地域中小企業振興計画 神岡町 昭和６３年 行政資料
1069 宮川村誌　　　　通史上 宮川村 昭和５６年 郷土史
1070 宮川村誌　　　　　　通史下 宮川村 昭和５６年 郷土史
1071 宮川村誌　　　　　　　史料 宮川村 昭和５６年 郷土史
1072 第四次総合計画 宮川村 平成１２年 総合計画
1073 第四次総合計画　実施計画 宮川村 平成１２年 総合計画
1074 宮川叢書　１　四季のうつろい 教育委員会 昭和６１年 その他
1075 宮川叢書　２　雪に生きる 教育委員会 昭和６３年 その他
1076 宮川叢書　３　ふるさとを味わう 教育委員会 平成１年 その他
1077 宮川叢書　４　生きる糧をもとめて 教育委員会 平成４年 その他
1078 宮川叢書　５　豊かな山野の恵をいかして 教育委員会 平成６年 その他
1079 宮川叢書　６　山里のいのり 教育委員会 平成８年 その他
1080 宮川叢書　７　昭和に生きて 教育委員会 平成１２年 その他
1081 宮川叢書　８　宮川のあけぼの 教育委員会 平成１４年 その他
1082 河合村史　通史編　全 河合村 平成２年 郷土史
1083 河合村史　史料編　上巻 河合村 昭和５５年 郷土史
1084 河合村史　史料編　下巻 河合村 昭和５８年 郷土史
1085 広報かわい　縮刷版　 河合村 平成３年 広報縮刷版
1086 白川村史　上 白川村 平成１０年 郷土史
1087 白川村史　中 白川村 平成１０年 郷土史
1088 白川村史　下 白川村 平成１０年 郷土史
1089 うるおいと安らぎのある住みよい郷 白川村 平成８年 総合計画
1090 日本一美しい村つくろまいか 白川村 平成１３年 総合計画
1091 村政要覧 白川村 ？ その他
1092 村政要覧　資料編 白川村 ？ その他
1093 荘白川綜合学術調査報告書上 岐阜県教育委員会 昭和３２年
1094 荘白川綜合学術調査報告書下 岐阜県教育委員会 昭和３２年
1095 第四次総合計画 下呂町 平成１３年 総合計画
1096 第四次総合計画　ダイジェスト版 下呂町 平成１３年 総合計画
1097 住宅マスタープラン 下呂町 平成１１年 市町村マスタープラン
1098 農業振興地域整備基本計画 下呂町 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
1099 障害者計画 下呂町 平成１４年 障害者福祉計画
1100 老人保健福祉計画 下呂町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
1101 広報げろ　縮刷版 下呂町 平成７年 広報縮刷版
1102 １９９９年　町勢要覧 下呂町 １９９９年 その他
1103 ２００２年　町勢要覧資料編 下呂町 ２００２年 その他
1104 第五次総合計画 萩原町 2001年 総合計画
1105 環境基本計画 萩原町 平成13年 環境基本計画
1106 障害者福祉計画 萩原町 平成14年 障害者福祉計画
1107 高齢者保健福祉計画 萩原町 平成12年 高齢者保健福祉計画
1108 例規集 萩原町 条例集
1109 萩原町誌 萩原町 昭和37年 郷土史
1110 萩原町史 南飛騨の夜明け 第３巻 萩原町 昭和62年 郷土史
1111 第四次総合計画 小坂町 平成１２年 総合計画
1112 障害者福祉計画 小坂町 平成１４年 障害者福祉計画
1113 老人保健福祉計画 小坂町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
1114 小坂町史　２ 小坂町 平成１１年 郷土史
1115 第三次総合計画 金山町 平成８年 総合計画



1116 第三次総合計画　ダイジェスト版 金山町 平成８年 総合計画
1117 老人保健福祉計画 金山町 平成１２年 高齢者保健福祉計画
1118 条例集 金山町 条例集
1119 広報かなやま 金山町 ２００１年 広報縮刷版
1120 金山町のむかしの話 教育委員会 昭和６２年 民話
1121 金山町の文化財 教育委員会 平成１０年 その他
1122 飛騨金山の祭りと芸能 教育委員会 ？ その他
1123 金山町住宅マスタープランダイジェスト版 金山町 １９９７年 市町村マスタープラン
1124 金山町住宅マスタープラン 金山町 １９９７年 市町村マスタープラン
1125 地域農業マスタープラン 金山町 平成１２年 市町村マスタープラン
1126 わたしたちの町　金山 郷土史
1127 金山町誌 金山町 昭和５０年 郷土史
1128 第三次総合計画 馬瀬村 平成７年 総合計画
1129 第三次総合計画　ダイジェスト版 馬瀬村 平成７年 総合計画
1130 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 馬瀬村 平成１２年 農業振興基本計画
1131 農業振興地域整備基本計画 馬瀬村 平成１４年 農業振興地域整備基本計画
1132 あい・愛プラン 馬瀬村 ２０００年 高齢者保健福祉計画
1133 障害者福祉計画 馬瀬村 平成１４年 障害者福祉計画
1134 岐阜県史（通史編 原始） 岐阜県 昭和４７年 郷土史
1135 岐阜県史（通史編 古代） 岐阜県 昭和４６年 郷土史
1136 岐阜県史（通史編 中世） 岐阜県 昭和４４年 郷土史
1137 岐阜県史（通史編 近世上） 岐阜県 昭和４３年 郷土史
1138 岐阜県史（通史編 近世下） 岐阜県 昭和４７年 郷土史
1139 岐阜県史（通史編　続現代） 岐阜県 平成１５年 郷土誌
1140 岐阜県史（史料編 古代中世一） 岐阜県 昭和４４年 郷土史
1141 岐阜県史（史料編 古代中世二） 岐阜県 昭和４７年 郷土史
1142 岐阜県史（史料編 古代中世三） 岐阜県 昭和４６年 郷土史
1143 岐阜県史（史料編 古代中世四） 岐阜県 昭和４８年 郷土史
1144 岐阜県史（史料編 近世一） 岐阜県 昭和４０年 郷土史
1145 岐阜県史（史料編 近世二） 岐阜県 昭和４１年 郷土史
1146 岐阜県史（史料編 近世三） 岐阜県 昭和４１年 郷土史
1147 岐阜県史（史料編 近世四） 岐阜県 昭和４３年 郷土史
1148 岐阜県史（史料編 近世五） 岐阜県 昭和４４年 郷土史
1149 岐阜県史（史料編 近世六） 岐阜県 昭和４４年 郷土史
1150 岐阜県史（史料編 近世七） 岐阜県 昭和４６年 郷土史
1151 岐阜県史（史料編 近世八） 岐阜県 昭和４７年 郷土史
1152 岐阜県史（史料編 近世九） 岐阜県 昭和４８年 郷土史
1153 岐阜県史（考古資料） 岐阜県 平成１５年 郷土史
1154 岐阜県史（史料編 古代・中世補遺） 岐阜県 平成１１年 郷土史
1155 岐阜県史（史料編 近代一） 岐阜県 平成１０年 郷土史
1156 岐阜県史（史料編 近代二） 岐阜県 平成１３年 郷土史
1157 岐阜県史（史料編 近代三） 岐阜県 平成１１年 郷土史
1158 岐阜県史（史料編 近代四） 岐阜県 平成１５年 郷土史
1159 岐阜県史（史料編 近代五） 岐阜県 平成１３年 郷土史
1160 岐阜県史（史料編 近代六） 岐阜県 平成１４年 郷土史
1161 岐阜県史（史料編 現代一） 岐阜県 平成１１年 郷土史
1162 岐阜県史（史料編 現代二） 岐阜県 平成１３年 郷土史
1163 岐阜県議会史 第７巻 岐阜県 平成１３年 郷土史
1164 岐阜県土地改良史 岐阜県 昭和５８年 郷土史
1165 岐阜県昭和農業史 上巻 岐阜県 平成５年 郷土史
1166 岐阜県昭和農業史 下巻 岐阜県 平成５年 郷土史
1167 岐阜県林業史 上 飛騨国編 岐阜県 昭和５９年 郷土史
1168 岐阜県林業史 中 美濃国編 岐阜県 昭和６０年 郷土史
1169 岐阜県林業史 下 近代編 岐阜県 昭和６２年 郷土史
1170 岐阜県民族分布図　　　　　　　　 県教育委員会 １９８０年 郷土史
1171 岐阜県郷土史　１ 鈴木善作編 昭和５５年 郷土史
1172 岐阜県郷土史　２ 鈴木善作編 昭和５５年 郷土史
1173 岐阜県郷土史　３ 鈴木善作編 昭和５５年 郷土史
1174 岐阜県郷土史　４ 鈴木善作編 昭和５５年 郷土史
1175 郷土関係新聞記事索引（昭和12年 岐阜県立図書館 昭和５６年 郷土史
1176 郷土関係新聞記事索引（昭和21年 岐阜県立図書館 昭和５５年 郷土史
1177 郷土関係新聞記事索引（昭和29年 岐阜県立図書館 昭和５１年 郷土史



1178 郷土関係新聞記事索引（昭和34年 岐阜県立図書館 昭和４９年 郷土史
1179 郷土関係新聞記事索引（昭和40年 岐阜県立図書館 昭和５０年 郷土史
1180 郷土関係新聞記事索引（昭和50年 岐阜県立図書館 昭和５３年 郷土史
1181 郷土関係新聞記事索引（昭和53年 岐阜県立図書館 昭和５７年 郷土史
1182 郷土関係新聞記事索引（第一集） 岐阜県立図書館 昭和５０年 郷土史
1183 郷土関係新聞記事索引（第二集） 岐阜県立図書館 昭和５１年 郷土史
1184 岐阜県教育史研究　創刊号 教育史研究会 その他
1185 岐阜県教育史研究　第２号 教育史研究会 その他
1186 岐阜県教育三十年誌　　 小中学校長会 昭和５４年 郷土史
1187 岐阜県の歴史　近代 吉岡勲 昭和３３年 歴史書
1188 岐阜県警察史 下 県警察本部 昭和５７年
1189 岐阜縣史料　5,6,12 ？ 史料
1190 岐阜縣史稿 第五篇　１，２，５ ？ 史料
1191 岐阜県社会党四十年史 社会党岐阜県本部 昭和６１年 郷土史
1192 岐阜県教育五十年史 村口一雄 昭和56年復刻 郷土史
1193 岐阜縣手漉紙沿革史 森義一 昭和２１年 郷土史
1194 郷土研究　岐阜 岐阜県郷土資料研究協議会 ２００３年 郷土史
1195 岐阜県小作争議資料集成 １ 森武麿解説 １９８７年 郷土史
1196 岐阜県小作争議資料集成 ２ 森武麿解説 １９８７年 郷土史
1197 岐阜県小作争議資料集成 ３ 森武麿解説 １９８７年 郷土史
1198 岐阜県歴史資料館報　２号 岐阜県歴史資料館 昭和５３年
1199 岐阜県歴史資料館報　３号 岐阜県歴史資料館 昭和５５年
1200 岐阜県歴史資料館報　４号 岐阜県歴史資料館 昭和５６年
1201 岐阜県歴史資料館報　５号 岐阜県歴史資料館 昭和５７年
1202 岐阜県歴史資料館報　６号 岐阜県歴史資料館 昭和５８年
1203 岐阜県歴史資料館報　７号 岐阜県歴史資料館 昭和５９年
1204 岐阜県歴史資料館報　８号 岐阜県歴史資料館 昭和６０年
1205 岐阜県歴史資料館報　９号 岐阜県歴史資料館 昭和６１年
1206 岐阜県歴史資料館報　１０号 岐阜県歴史資料館 昭和６２年
1207 岐阜県歴史資料館報　１１号 岐阜県歴史資料館 昭和６３年
1208 岐阜県歴史資料館報　１２号 岐阜県歴史資料館 平成１年
1209 岐阜県歴史資料館報　１３号 岐阜県歴史資料館 平成２年
1210 岐阜県史料調査報告書 岐阜県歴史資料館 平成１４年 その他
1211 土木事件資料 岐阜県 昭和２５年 郷土史
1212 濃州徇行記　濃陽志略 平塚正雄 昭和45年復刻 郷土史
1213 岐阜県町村合併史 岐阜県 昭和３６年 郷土史
1214 図説中津川・恵那の歴史 吉岡勲監修 昭和６０年 郷土史
1215 図説可児・加茂の歴史 吉岡勲監修 昭和６０年 郷土史
1216 図説関・美濃の歴史 吉岡勲監修 昭和６２年 郷土史
1217 図説羽島・南濃の歴史 吉岡勲監修 昭和６３年 郷土史
1218 岐阜県第５次総合計画 岐阜県 平成６年 行政計画
1219 岐阜県第４次総合計画 岐阜県 昭和５９年 行政計画
1220 岐阜県第３次総合計画 岐阜県 昭和５３年 行政計画
1221 岐阜県第２次総合計画 岐阜県 昭和４７年 行政計画
1222 岐阜県林業基本計画 岐阜県 昭和５３年 行政計画
1223 岐阜県林業統計書 岐阜県 昭和４７年 行政調査
1224 岐阜県林業統計書 岐阜県 昭和５１年 行政調査
1225 岐阜県林業統計書 岐阜県 昭和５２年 行政調査
1226 岐阜県県民所得推進結果書 岐阜県 昭和２９年 行政調査
1227 岐阜県県民所得推進結果書 岐阜県 昭和３０年 行政調査
1228 岐阜県県民所得推進結果書 岐阜県 昭和３１年 行政調査
1229 岐阜県県民所得推進結果書 岐阜県 昭和３３年 行政調査
1230 岐阜県県民所得推進結果書 岐阜県 昭和３４年 行政調査
1231 ２１ぎふ総合交通の姿 岐阜県 平成１１年 行政文書
1232 県政の指針 岐阜県 平成１１年 行政文書
1233 岐阜県新産業振興計画 岐阜県 昭和４２年 行政文書
1234 山村振興基本方針 岐阜県 昭和４７年 行政文書
1235 岐阜県総合開発計画 岐阜県 昭和４１年 行政文書
1236 岐阜新産業物語 岐阜県新産業おこし研究会編者 平成２年 行政計画
1237 岐阜県拠点開発計画 岐阜県総合開発審議会 昭和３８年 行政計画
1238 岐阜県拠点開発計画 岐阜県総合開発審議会 昭和３９年 行政計画
1239 岐阜県拠点開発計画 岐阜県総合開発審議会 昭和３９年 行政計画



1240 岐阜県拠点開発計画 岐阜県総合開発審議会 昭和３９年 行政計画
1241 地域産業開発計画 岐阜県 昭和３７年 行政計画
1242 岐阜県第４次総合計画ー第２期実施計画 岐阜県 昭和６２年 行政計画
1243 岐阜県新産業白書　情報産業 岐阜県 平成１年 行政調査
1244 岐阜県新産業白書　健康産業 岐阜県 平成１年 行政調査
1245 岐阜県新産業白書　イベント＆コンベンション 岐阜県 平成１年 行政調査
1246 岐阜県新産業白書　バイオ産業 岐阜県 平成１年 行政調査
1247 岐阜県新産業白書　デザイン 岐阜県 平成１年 行政調査
1248 岐阜県新産業白書　新素材 岐阜県 平成１年 行政調査
1249 岐阜県新産業白書　航空宇宙産業 岐阜県 平成１年 行政調査
1250 環境・森林施策の実施状況 岐阜県 平成１０年 行政調査
1251 岐阜都市圏と姿勢圏について 岐阜県 昭和４５年 行政調査
1252 農業関係事業実績昭和29年 岐阜県 昭和３５年 行政調査
1253 岐阜県行政文書目録　（大正・昭和（３０年以前）編） 岐阜県 昭和５８年 行政文書
1254 岐阜県行政文書目録（昭和３5年以前編） 岐阜県 昭和５９年 行政文書
1255 岐阜県行政文書目録（昭和３7年以前編） 岐阜県 昭和６１年 行政文書
1256 岐阜県行政文書目録（昭和３8年編） 岐阜県 昭和６２年 行政文書
1257 岐阜県行政文書目録（昭和３9年以前編） 岐阜県 昭和６３年 行政文書
1258 岐阜県行政文書目録（昭和40年編） 岐阜県 平成１年 行政文書
1259 岐阜県行政文書目録（昭和41�42年編） 岐阜県 平成２年 行政文書
1260 岐阜県行政文書目録（昭和43年編） 岐阜県 平成３年 行政文書
1261 岐阜県行政文書目録（昭和44年編） 岐阜県 平成４年 行政文書
1262 岐阜県行政文書目録（昭和45�46年編） 岐阜県 平成４年 行政文書
1263 岐阜県行政文書目録（昭和47年編） 岐阜県 平成５年 行政文書
1264 岐阜県行政文書目録（昭和48年編） 岐阜県 平成６年 行政文書
1265 岐阜県行政文書目録（昭和49年編）（１） 岐阜県 平成７年 行政文書
1266 岐阜県行政文書目録（昭和52年編）（１） 岐阜県 平成１３年 行政文書
1267 岐阜縣治要覧 昭和２年 岐阜県 昭和２年 行政調査
1268 岐阜縣概要 明治１０年 岐阜県 昭和52年復刻 行政調査
1269 岐阜縣勢の概要 昭和１０年 岐阜県 昭和１１年 行政調査
1270 市町村別戸口被害一覧表 明治２４年岐阜県震災誌 岐阜県 昭和５３年 行政調査
1271 岐阜県災異誌 気象台編 昭和４０年 岐阜地方気象台 昭和４０年 行政調査
1272 岐阜県市町村勢要覧 昭和３６年 岐阜県 昭和３６年 行政調査
1273 岐阜県令達全集 明治３６年 岐阜県 明治３６年 行政文書
1274 岐阜県市町村勢要覧 昭和２６年 岐阜県 昭和２７年 行政調査
1275 岐阜県の将来展望 国民経済研究協会 １９６８年 行政文書
1276 事業所統計 統苑 平成１３年 行政調査
1277 岐阜県統計書　平成九年 岐阜県 行政調査
1278 文化マップ 岐阜新聞社出版局 平成１０年 その他
1279 野村芳兵衛文献目録（上、下） 岐阜県歴史資料館 平成１４年 その他
1280 手作りの資料館 その他
1281 濃飛の文化財３４ 文化財保護協会 １９９４年 その他
1282 濃飛の文化財３６ 文化財保護協会 １９９６年 その他
1283 岐阜県指定文化財調査報告書３７ 教育委員会 平成６年 その他
1284 生命のあふれるふるさとを 山口三男 平成６年 その他
1285 岐阜県のくらし 岐阜県小学校社会研究会 平成８年 小学校副読本
1286 ワールドミュージック＆ライトフェスティバル 実行委員会公式記録 平成６年 その他
1287 ≪地⇔人≫　鯉江良二展 岐阜県美術館 １９９６年 その他
1288 研究紀要　第27集 岐阜県教育センター 平成８年 その他
1289 岐阜県博物館報 岐阜県博物館 平成７年 その他
1290 図書館要覧 県図書館 平成８年 その他
1291 教育実践研究 入賞論文集 １２集 岐阜大学教育学部同窓会 平成８年 その他
1292 岐阜県の明治維新 岐阜県博物館 平成８年 その他
1293 清水正雄画集 清水正雄画 平成９年 その他
1294 戦時下の岐阜教区資料（伝えていきたいいのちの尊さを） 岐阜教区基幹運動推進室 平成６年 その他
1295 高教研究会　第26号 高教研究会　 平成７年 その他
1296 高教研究会　第28号 高教研究会　 平成９年 その他
1297 岐阜県の図書館　平成6年度 図書館協会 平成６年 その他
1298 岐阜県の図書館　平成7年度 図書館協会 平成７年 その他
1299 岐阜県の図書館　平成8年度 図書館協会 平成８年 その他
1300 物語濃飛史 近代編 川口半平 １９８０年
1301 共武政表 第一回　第二回 昭和５９年復刻 郷土史



1302 本邦一覧（美濃　飛騨　尾張） 山崎松居 昭和６０年復刻 郷土史
1303 現代の民話（岐阜県内） 嶋井幸一 昭和４８年 民話
1304 新しい濃飛風土記 中・西濃編 滝川憲三 昭和４５年 地図付き
1305 新しい濃飛風土記 東濃・飛騨編 滝川憲三 昭和４５年 地図付き
1306 岐阜県政この十年　終わりなき闘争 西村利雄 昭和４４年
1307 日本人国記　岐阜県人　 　吉岡勲 昭和５２年 人物史
1308 岐阜県　ふるさとの散歩道　　 岐阜県観光課 昭和６３年
1309 美濃紙　その歴史と展開 澤村守 昭和５８年
1310 ふるさとの自然 小中学校校長会 昭和５１年 児童書
1311 地方自治大学校研究結果発表 地方自治大学校政策研究チーム 平成１５年
1312 私たちの岐阜県の伝説　１００話 後藤時男 １９７２年 物語
1313 国際交流員から見た岐阜 国際交流センター 平成１５年
1314 教育実践研究　入賞論文集　１２集 岐阜大学教育学部同窓会 平成８年
1315 岐阜県社会党運動史 社会党運動史編纂委員会 昭和４６年
1316 ふるさと奮戦記 中部未来博覧会協会 １９８８年
1317 岐阜県航空写真集　　 中日航空企画 昭和５１年
1318 美濃生活絵巻　上 高橋余一 １９９０年
1319 美濃生活絵巻　中 高橋余一 １９９０年
1320 美濃生活絵巻　下 高橋余一 １９９０年
1321 近世旅日記に見る美濃・飛騨 丸山幸太郎 ２００３年
1322 百々ヶ峰と周辺を訪れる 許銀花 ２００３年
1323 伝統と気鋭 東海銀行の歩んだ道 岡戸武平 昭和４１年 社史
1324 大学の関与する生涯学習及び公開講座に関する研究 矢口直道 久保村里正 Ｈ１５年
1325 特色ある大学教育支援プログラム記念シンポジウム記録報告 Ｈ１５年
1326 イビデン ７０年史 イビデン株式会社 昭和５７年 社史
1327 美濃陶業５０年史 美濃陶業５０年史編集委員会 昭和５７年
1328 十六銀行 百年史 十六銀行 昭和５３年 社史
1329 ウールに賭ける 平成５年
1330 岐阜工場５０年の歩み　 川崎重工 昭和６２年 社史
1331 糸ひとすじ　上 大同毛織株式会社 昭和３５年 社史
1332 糸ひとすじ　下 大同毛織株式会社 昭和３５年 社史
1333 信濃蚕糸業史 上 信濃毎日新聞社 昭和12年再版50年
1334 信濃蚕糸業史 中 信濃毎日新聞社 昭和12年再版50年
1335 信濃蚕糸業史 下　 信濃毎日新聞社 昭和12年再版50年
1336 富岡製糸場誌 上下 富岡市教育委員会 昭和５２年
1337 長野県産業教育百年史 長野県産業教育百年史編集委員会 昭和６１年
1338 宝塚市 再開発計画 宝塚市 平成６年 パンフレット
1339 地域福祉を創造するＮＰＯ 名古屋・地域社会研究会　黒田由彦編 ２００４年 調査報告
1340 伊勢湾台風物語 寺沢鎮 昭和３５年 その他
1341 障害児・者と母たちの生涯を健やかに 社会福祉法人さつき福祉会 ２００２年 調査報告
1342 地域福祉活動指針 彦根市社会福祉協議会 １９９９年 調査報告
1343 東海百年（明治大正昭和） 毎日新聞 昭和４３年 郷土史
1344 輪中聚楽地誌 中澤辨次郎 昭和１１年 郷土誌
1345 明治・名古屋の事物談　 服部鉦太郎 昭和５３年 写真図説
1346 木曽　歴史と民族を訪ねて　　 木曽教育会 昭和４３年 郷土誌
1347 中部の国土空間 中部開発センター 昭和６１年 地誌
1348 村の歴史とくらし（農山漁家生活改善技術資料）　５冊 農山漁家生活改善技術研究会 54年 郷土誌
1349 製紙同盟の女工登録制度 東條由紀彦 １９９０年 学術書
1350 明治・東海政治史 朝日新聞 昭和５０年
1351 ひとが死ぬとき 死の百科全書 セドリック・ミムス ２００１年 専門書
1352 世界考古学地図 朝日新聞 １９９１年
1353 日本書籍総目録 全３巻 １９９１年
1354 地域の経済 内閣府政策統括官 ２００３年
1355 岐阜県林業史　上　飛騨国編 昭和５９年 郷土誌
1356 岐阜県林業史　中　美濃国編 郷土誌
1357 岐阜県林業史　下　近代編 昭和６２年 郷土誌
1358 21世紀の岐阜県づくり−夢の評価と実現化方策− 岐阜県シンクタンク 平成2年 その他
1359 21世紀・明日の岐阜市に向けて−岐阜市長対談集− 岐阜市企画部総合企画課 平成3年 岐阜市長対談集
1360 高齢化とシルバー産業の育成 岐阜県 平成2年 シルバー産業
1361 人口急増都市における行政施策の課題とコミュニティづくり−中間報告− 可児市 昭和58年 報告書
1362 国家プロジェクトと地方都市−21世紀土岐市まちづくり調査− 名古屋大学文学部社会学研究室 1989年 報告書
1363 市政白書−土岐市− 土岐市 昭和51年 市政白書



1364 関市・商店街活動と「ふるさとの町づくり」基本構想および計画 関市商店街近代化特別推進委員会・岐阜県商店街振興組合連合会1982年 商店街構想
1365 メインロード柳ヶ瀬商店街における改善策と今後の方向 岐阜県商店街振興組合連合会 昭和58年 商店街構想
1366 省資源・省エネルギー政策と地場産業 岐阜県シンクタンク 昭和50年 地場産業
1367 小規模企業を中心とする繊維工業について 岐阜県シンクタンク 昭和50年 繊維工業
1368 企業行動の適正化−内陸製材工場の展開構造と問題点−岐阜県製材工場の活路開発めざして− 岐阜県木材協同組合連合会 昭和56年 製材工場
1369 岐阜県における商店街−近代化のあり方− 岐阜県商店街振興組合連合会 昭和58年 商店街
1370 岐阜県の住宅 岐阜県土木部住宅課 1979年 住宅
1371 岐阜市街路高能率化調査(その２)報告書 岐阜市 昭和47年 街路高能率化調査
1372 国際陶磁器デザインシンポジウム＆国際陶磁器デザインセミナー　　講演記録報告書 不明 不明 不明
1373 地場産業振興ビジョン−中濃地域− 岐阜県 昭和58年 地場産業
1374 可児町広域商業診断報告書 岐阜県商工労働部 昭和54年 商業診断
1375 活力ある豊かな長寿社会ぎふの形成をめざして 岐阜県長寿社会対策懇談会 平成元年 長寿社会
1376 国土利用計画(土岐市計画) 土岐市 昭和59年 国土利用計画
1377 岐阜県土岐市土岐工業団地造成調査報告書 名古屋通商産業局・岐阜県土岐市土岐工業団地造成調査委員会昭和47年 報告書
1378 美濃加茂市広域商業診断報告書　勧告編・分析編 美濃加茂市 昭和53年 報告書
1379 農村地域工業導入実施計画書 岐阜県恵那郡明智町 昭和50年 計画書
1380 わたしたちの町　笠原 笠原町教育委員会 昭和58年 小学校教科書
1381 白山高原連郷基本構想 白山高原開発計画調査委員会 昭和58年 基本構想
1382 池田町第二次総合計画 池田町 昭和55年 総合計画
1383 国土利用計画(池田町計画) 池田町 昭和56年 国土利用計画
1384 大垣市における国際化のあり方に関する調査研究報告書 大垣市国際化調査研究会 昭和61年 報告書
1385 恵那地域商店街振興計画策定事業 不明 昭和58年 商店街振興計画
1386 奥美濃路の自然 奥濃飛越観光連盟・白山国立公園岐阜県協会 1981年 報告書
1387 各務原市制20周年記念全世帯アンケート調査<あすの都市づくりと市民生活> 各務原市 昭和58年 報告書
1388 21世紀の岐阜県づくり−ぎふ２１世紀夢おこし− 岐阜県シンクタンク 平成元年 報告書
1389 各務原市における農作業受委託の意向及びにんじん産地の大型経営調査 岐阜県農業会議 昭和60年 報告書
1390 岐阜市卸売業経営基本調査報告書 岐阜市 昭和60年 報告書
1391 中津川市第二次総合計画 中津川市 昭和55年 総合計画
1392 目で見る地域の教育百年史 中津川市教育研究所 昭和48年 教育100年史
1393 巣南町第二次総合計画(後期計画) 巣南町 昭和61年 総合計画
1394 新益田地域広域町村圏計画(後期分) 益田広域事務組合 昭和61年 広域町村圏計画
1395 岐阜市の機械金属産業 岐阜市 昭和44年 報告書
1396 岐阜市卸売業経営基本調査報告書(その2) 岐阜市 昭和61年 報告書
1397 各務原市産業活性化に関する市民アンケート調査 各務原市 昭和61年 報告書
1398 社会指標値からみた多治見市の地位 多治見市企画調整課 昭和54年 報告書
1399 第三次中津川・恵那地域広域市町村圏計画「快適で活力あるみどりの地域づくり」 中津川・恵那広域行政事務組合 平成3年 報告書
1400 生き生きライフ推進構想 垂井町生き生きライフ推進協議会 平成5年 構想
1401 地場産業振興ビジョン−大垣地域− 岐阜県 昭和58年 地場産業振興
1402 地場産業振興ビジョン−飛騨地域− 岐阜県 昭和58年 地場産業振興
1403 高山城の考察　老人物語(東濃天正記)をもとに 大杉緑郎 平成3年
1404 第二次下呂町総合計画 下呂町 1980年 総合計画
1405 古川町総合開発計画書 古川町 昭和47年 総合開発計画書
1406 政策研究・高山の働く女性 政策ビジョン研究会 平成元年 政策ビジョン
1407 地場産業振興ビジョン−飛騨地域− 岐阜県 昭和58年 地場産業
1408 高山環境文化大学の大学設置基準及び設立実務に係る概案 高山市 昭和60年 大学設置概案
1409 政策研究・高山の観光−遊学リゾート・飛騨高山構想− 政策ビジョン研究会 昭和63年 政策ビジョン
1410 第二次各務原市総合計画(後期基本計画) 各務原市 昭和61年 総合計画
1411 岐阜21世紀エンゼルプラン　岐阜市児童育成計画 岐阜市 平成10年 エンゼルプラン
1412 安房トンネルの開通とアクセス交通網整備が飛騨地域地場産業に与える影響調査報告書−資料編− 飛騨地域地場産業振興センター 平成2年 報告書
1413 岐阜県における産業の国際化の動向と今後の展望 岐阜県シンクタンク 平成元年 報告書
1414 岐阜県における総合交通ネットワーク整備の方向と岐阜県産業との関係 岐阜県シンクタンク 平成元年 報告書
1415 岐阜県流通業界の現状と課題 岐阜県シンクタンク 昭和58年 報告書
1416 ４次総のあらまし−みどりの連帯社会をめざして− 岐阜県 昭和59年 総合計画
1417 消費者信用産業の現状と展望−クレジットカードの活用状況− 岐阜県シンクタンク 昭和59年 報告書
1418 関ヶ原町IT推進基本構想指導・助言業務報告書 関ヶ原町 平成14年 報告書
1419 飛騨・美濃ルネッサンスふるさと夢おこし 岐阜県ふるさとづくり基本計画 昭和63年 基本計画
1420 岐阜県産業と地域ブランドの形成について 岐阜県シンクタンク 平成5年 報告書
1421 大垣地域モデル定住圏計画 大垣地域モデル定住圏計画策定委員会 昭和55年 定住圏計画
1422 分析結果等のまとめ−第5次総合計画− 高山市 平成3年 総合計画
1423 88飛騨・高山　食と緑の博覧会(経済効果調査) 飛騨地域広域行政事務組合 平成元年 報告書
1424 日本大正村町おこし運動−明智町の変− 内海紀章(朝日新聞編集委員) 昭和62年 朝日ブックレット
1425 消費者ニーズの変化と中小企業の対応に関する研究 岐阜県シンクタンク 昭和55年 報告書



1426 自然環境保全調査報告書(基礎調査)岐阜県 環境庁 昭和50年 報告書
1427 地域農業マスタープラン 垂井町 平成12年 農業マスタープラン
1428 安心して共に暮らせる地域社会づくり−安八郡障害者計画− 神戸町・墨俣町・安八町・輪之内町 平成13年 障害者計画
1429 揖斐広域老人保健福祉計画介護保険事業計画 揖斐広域連合 平成12年 老人保健福祉計画・介護保険事業計画
1430 大垣郡都市計画区域　都市計画基礎調査解析報告書 大垣市・垂井町・神戸町・安八町・墨俣町 昭和63年 都市計画
1431 つけち魅力おこしビジョン 付知町 平成５年 まちおこし
1432 土岐市住宅・住環境ルネサンスビジョン 土岐市 平成５年 住宅調査
1433 大垣市における国際化実態調査報告書 大垣市国際化調査研究会 昭和61年 国際化実態
1434 可児市公共施設等デザインマニュアル 可児市 平成11年 公共施設
1435 地域中小企業振興対策基本計画　飛騨地域 岐阜県 平成4年 中小企業
1436 各務原市労働基本調査報告書 各務原市 平成6年 労働基本調査
1437 合併後のまちづくりビジョン 武芸川町 平成15年 まちづくり
1438 海津郡の合併効果調査・評価報告書 地域問題研究所 平成15年 合併効果
1439 多治見市福祉施策に関する市民意識調査報告書 多治見市 平成8年 福祉施策
1440 福祉研修のあり方検討調査報告 岐阜県 平成7年 福祉研修
1441 各務原市の教育・福祉を考える市民アンケート調査 各務原市 平成9年 教育・福祉
1442 企業の社会貢献活動企業メセナ活動に関する実態調査 愛知県文化振興事業団・地域問題研究所 平成５年 社会貢献調査
1443 心と技術をささえる文化と快適環境都市をめざして 各務原市 平成５年 調査報告
1444 明日へつながる街・羽島 羽島市 平成１２年 第４時総合計画
1445 外国人労働者の雇用に係るトラブルの実態と問題点 雇用促進事業団 平成９年 雇用調査
1446 第４次広域市町村圏計画「概要版」 可茂広域行政事務組合 ？ 行政計画
1447 東濃西部地域　市町村合併に関する調査報告書 東濃西部広域行政事務組合 平成１４年 調査報告書
1448 「新産業の創出」についてー新都市構想施策実現可能性調査 ２１世紀新都市構想推進協議会 平成１５年 調査報告書
1449 可児市環境基本計画 可児市 平成１２年 基本計画
1450 まちづくりに関する中学生アンケート調査報告書 美濃加茂市・加茂郡町村合併協議会 平成１５年 調査報告書
1451 ＩＳＯ14001認証取得後の環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）運用事例調査 岐阜県産業経済振興センター 平成１５年 調査報告書
1452 全国道路交通情勢調査ー一般交通量調査総括表 岐阜県 昭和５２年 調査報告書
1453 恵那峡再整備基本構想報告書 恵那市 １９９０年 報告書
1454 土岐の森を育てようー土岐市中央丘陵の調査報告 中部地域研究会 昭和４７年 調査報告書
1455 各務原市鵜沼駅周辺ー市街地開発事業調査報告書（概要版） 各務原市 昭和５９年 調査報告書
1456 各務原市那加地区商店街振興計画策定事業（基本構想）調査報告書 各務原市那加商店街振興組合連絡協議会 昭和６０年 調査報告書
1457 各務原市那加地区商店街振興計画策定事業報告書（概要版） 各務原市那加商店街振興組合連絡協議会 昭和６１年 報告書
1458 県下１３都市の性格づけと社会生活活動から見た生活圏設定の調査研究報告書 岐阜県 昭和５５年 調査報告書
1459 岐阜市における交通特性ー人の動きとその背景ー 中部地域研究会 昭和４８年 調査報告書
1460 岐阜市における交通特性ーパーソントリップ調査からー 地域問題研究所 昭和４６年 調査報告書
1461 大垣地域新広域市町村計画実施計画 大垣地域広域市町村協議会 昭和５７年 基本計画
1462 恵那地域商店街振興計画策定事業報告書 恵那地域商店街振興計画策定委員会・岐阜県商店街振興組合連合会昭和５８年 調査報告書
1463 奥揖斐・奥美濃地域振興計画策定調査報告 中部産業活性化センター 平成１年 調査報告書
1464 商業の振興に関する基本方針 羽島市 平成４年 調査報告書
1465 垂井町都市計画マスタープラン策定調査 垂井町 ２００２年 まちづくり
1466 大垣市都市計画区域マスタープラン（素案） 大垣市都市計画区域 平成１４年 マスタープラン
1467 揖斐３町都市計画マスタープラン 池田町 平成１０年 マスタープラン
1468 各務原市航空宇宙博物館建設構想策定調査ーＡＳＴＥＣ構想ー 各務原市・野村総合研究所 平成１年 調査報告書
1469 平成９年度市民アンケート調査報告書 各務原市 平成１０年 調査報告書
1470 岐阜県イベント・コンベンション推進計画 岐阜県 平成８年 基本計画
1471 土岐市駅前第２地区市街地再開発等Ｂ調査報告書 土岐市 平成１年 調査報告書
1472 喜多地区基本設計説明書（概要版） 住宅都市整備公団・株式会社オオバ 平成１年 都市計画
1473 滝呂地区基本設計説明書（概要版） 住宅都市整備公団 昭和５９年 都市計画
1474 シルバーサービス県民意識調査 岐阜県シルバーサービス振興会 平成７年 調査報告書
1475 岐阜県福祉白書 岐阜県 平成８年 福祉調査報告
1476 岐阜県の福祉 岐阜県 平成８年 福祉調査報告
1477 岐阜県老人保健福祉計画 岐阜県 平成６年 福祉計画
1478 環境に関する市民アンケート調査・環境に関する事業所アンケート調査報告書 可児市 平成１１年 環境調査報告書
1479 各務原市バス交通活性化方策検討調査報告書 各務原市 平成１１年 調査報告書
1480 揖斐郡の合併のあり方に関する基礎調査 揖斐郡町村合併推進研究会 平成14年 町村合併
1481 美濃市バス交通活性化方策検討調査報告書 美濃市 平成14年 バス交通活性化
1482 市町村合併に関する調査研究報告書 岐阜市 平成14年 市町村合併
1483 神戸町・池田町合併による経済効果に関する調査報告書 神戸町 平成14年 市町村合併
1484 広域行政の推進をめざして 岐阜商工会議所 平成11年 広域行政
1485 飛騨地域土産品総合実態調査報告書　解説編 飛騨地域地場産業振興センター 昭和６３年 調査報告書
1486 飛騨地域土産品総合実態調査報告書　資料編 飛騨地域地場産業振興センター 昭和６３年 調査報告書
1487 飛騨高山「伝統と調和した新しい文化環境の創造」「まちかど」の発見 高山市 昭和５５年 都市計画



1488 中山地域総合開発基本計画報告書　高山市 セントラルコンサルタント株式会社 昭和４６年 都市計画
1489 飛騨・高山国際観光モデル地区整備実施計画 岐阜県 昭和６１年 都市計画
1490 伝統工芸品業界実態調査報告書　飛騨春慶・一位一刀彫 飛騨地域地場産業振興センター 平成１年 調査報告書
1491 中津川技術交流センター（仮称）基本構想調査報告書概要 岐阜県・中津川市・地域振興整備公団 昭和６３年 調査報告書
1492 伝えよう！大湫宿の自然と町並みー中山道大湫宿歴史・自然環境調査報告書 環境資源保護財団 1989年 調査報告書
1493 恵那市環境レクリエーション基本構想調査報告書 余暇開発センター 昭和５５年 調査報告書
1494 恵那工業団地実施計画調査業務報告書 岐阜県・恵那市・中日本建設コンサルタント 昭和５７年 調査報告書
1495 ＜中山道道路シンポジウム＞東濃2010年の夢 建設省中部地方建設局高山国道工事事務局 昭和６２年 シンポジウム
1496 可茂地域広域市町村圏基礎資料編 可茂地域広域行政推進協議会 昭和４５年 資料
1497 土岐市森林緑地整備計画策定業務報告書（１） 土岐市・日本林業技術会 昭和６３年 緑地計画報告書
1498 地方定住構想推進調査研究報告書 中濃地域行政事務組合 昭和５３年 都市計画
1499 関市地域商店街振興計画策定事業報告書 関市地域商店街振興計画策定委員会・岐阜県商店街振興組合連合会昭和６１年 まちづくり
1500 ２１世紀土岐市まちづくり調査結果報告書（概要版） 土岐市・住宅都市整備公団中部支社 平成１年 まちづくり
1501 学園都市・地区基本計画策定に関する調査ー岐阜県東濃東部地域ー 岐阜県・中津川市・恵那広域行政事務組合 昭和５６年 都市計画
1502 中津川市学園計画地基本調査報告書 中津川市・宅地開発研究所 昭和５８年 都市計画
1503 中津川地域商業近代化地域計画報告書 商業近代化委員会中津川地域部会 昭和６０年 まちづくり
1504 可児市都市計画マスタープラン 可児市 平成９年 都市計画
1505 可児市ごみ処理基本計画 可児市 平成１２年 基本計画
1506 岐阜県の福祉 岐阜県 平成５年 調査報告書
1507 長寿社会ぎふ 岐阜県 平成３年 調査報告書
1508 木の大学をめざして　高山地域・学園都市・地区基本計画 高山市 昭和５８年 基本計画
1509 可児市生涯学習まちづくり推進計画 可児市 平成５年 基本計画
1510 池田町障害者福祉計画 池田町 平成１４年 福祉
1511 白山高原ネットワークプラン 大和町・白鳥町・高鷲村・荘川村・和泉村 昭和６２年 都市計画
1512 岐阜県における地域エネルギー開発利用調査 岐阜県 昭和５７年 調査報告書
1513 中部縦貫自動車道（高山道路）環境影響評価準備書 岐阜県 平成３年 都市計画
1514 岐阜県地域エネルギー開発利用事業化可能調査報告書 岐阜県 昭和５８年 調査報告書
1515 可児市市民意識調査報告書 可児市 平成１１年 調査報告書
1516 可児市まちづくりアンケート調査（中学生）報告書 可児市 平成１１年 調査報告書
1517 可児市第二次総合計画後期基本計画 可児市 平成８年 基本計画
1518 巣南町都市計画マスタープラン 巣南町 平成８年 都市計画
1519 可児市福祉環境整備指針 可児市 平成６年 福祉
1520 可茂地域第三次広域市町村圏計画実施計画 可茂広域行政事務組合 平成１２年 都市計画
1521 多治見市都市計画基礎調査解析報告書 多治見市　・アーバンデザインコンサルタント 昭和５７年 都市計画
1522 街づくりをめざしてー都市計画の課題と対策ー 多治見市 昭和５９年 都市計画
1523 「公園文化による地域づくり」に関する調査研究調査報告書 岐阜県 平成９年 調査報告書
1524 第三次総合計画後期基本計画 白川町 平成８年 総合計画
1525 可茂地域第三次広域市町村計画実施計画 可茂広域行政事務組合 平成１０年 都市計画
1526 岐阜市北西部都市整備調査報告書 岐阜市都市計画部 昭和56年 都市整備調査報告書
1527 羽島市商店街再生化方策調査報告書 羽島市商工会 平成4年 商店街再生化
1528 可児地域地域振興基本計画 岐阜県商工会連合会 昭和56年 地域振興基本計画
1529 巣南町南部まちづくり土地利用計画策報告書 巣南町 平成9年 土地利用計画
1530 岐阜市の総合交通体系の調査研究 中部地域研究会 昭和47年 交通体系
1531 岐阜市の総合都市交通体系の調査研究 中部地域研究会 昭和47年 交通体系
1532 岐阜地域総合交通体系報告書 岐阜市 昭和49年 交通体系
1533 岐阜市における交通特性 中部地域研究会 昭和48年 交通特性
1534 川上村過疎地域自立促進計画書 恵那郡川上村 平成12年 過疎地域自立
1535 都市近郊平坦地米作中心地域における農業的土地利用の高度化 岐阜県シンクタンク 昭和52年 農業的土地利用
1536 都市生活圏域に関する研究 岐阜県シンクタンク 昭和５５年 都市計画
1537 飛騨地域土産品総合実態調査報告書　解説編 飛騨地域地場産業振興センター 昭和６２年 調査報告書
1538 中濃・可茂地域の振興方策ー交流アメニティ連合都市圏構想ー 岐阜県シンクタンク 平成６年 都市計画
1539 岐阜県産業における人材確保の現況と課題 岐阜県シンクタンク 昭和６０年 調査報告書
1540 岐阜県産業観光の現状と課題 岐阜県シンクタンク 平成２年 産業観光
1541 岐阜県紙業界の振興とその発展方向 岐阜県シンクタンク 昭和５７年 研究報告
1542 高齢化社会での老人福祉と生きがい 岐阜県シンクタンク 昭和５４年 老人福祉
1543 高齢者雇用の現状と把握（岐阜県高年齢者雇用開発事業調査研究） 岐阜県シンクタンク・岐阜県 平成３年 調査報告書
1544 岐阜県老人福祉ニーズ実態調査報告書 岐阜県民生部 昭和６２年 老人福祉
1545 岐阜県の金属機械工業の技術革新の現状と課題ーメカトロ化の進展と下請分業構造の変化 岐阜県シンクタンク 昭和５９年 調査報告書
1546 地域振興と小売商業に就いての研究ー小売商業の近代化へむけてー 岐阜県シンクタンク 昭和６２年 研究報告
1547 飛騨地域活性化の方向と課題ー観光リゾート開発を中心にー 岐阜県シンクタンク 平成４年 リゾート開発
1548 神戸町地域情報化推進基本計画ーローズフラワー・ネットワークごうどの創造をめざして 神戸町 平成１４年 基本計画
1549 神戸町健康計画２１ 神戸町 平成１４年 健康福祉計画



1550 上石津町新エネルギービジョン 上石津町 ２００１年 行政計画
1551 岐阜県消費者行動の変化についての研究ー今後の商業経営の対応に向けてー 岐阜県シンクタンク 昭和６１年 研究報告
1552 岐阜県内におけるニュービジネスの発展方策 岐阜県シンクタンク 平成３年 研究報告
1553 岐阜県産業のソフト化の現状と課題 岐阜県シンクタンク 昭和６０年 研究報告
1554 企業のマーケティング活動についてー岐阜県の地場産業における現況と課題 岐阜県シンクタンク 昭和６２年 研究報告
1555 岐阜県中小企業の環境にやさしい企業への取組みにむけて（Ⅱ）ー商業集積編ー 岐阜県シンクタンク 平成７年 研究報告
1556 岐阜県中小企業の環境にやさしい企業への取組みにむけて（Ⅱ）ー工業団地編ー 岐阜県シンクタンク 平成７年 研究報告
1557 位山舟山県立自然公園及びその周辺部整備計画策定報告書 宮村 昭和５９年 リゾート開発
1558 宮村地域観光開発計画調査報告書 （株）スペース・コンサルタンツ １９７４年 観光開発
1559 学園都市・地区基本計画策定に関する調査ー岐阜県東濃東部地域ー 岐阜県・中津川・恵那広域行政事務組合 昭和５６年 都市計画
1560 伝統工芸品業界実態調査報告書　飛騨春慶・一位一刀彫 飛騨地域地場産業振興センター 昭和６３年 産業
1561 ２１世紀の飛騨高山観光ビジョン策定調査報告書 飛騨高山観光客誘致推進協議会 平成２年 観光開発
1562 ２１世紀の飛騨高山観光ビジョン策定調査報告書（資料編） 飛騨高山観光客誘致推進協議会 平成２年 観光開発
1563 いきがい長寿やすらぎプラン２１ 垂井町 平成１２年 老人福祉
1564 岐阜県工業の技術開発、技術移転の現状と課題 岐阜県シンクタンク 昭和５７年 産業
1565 岐阜県工業の事業転換の現状と課題 岐阜県シンクタンク 昭和６１年 産業
1566 岐阜県の機械工業の現状と発展方向に関する研究 岐阜県シンクタンク 昭和５６年 産業
1567 県内産業振興策としての人材確保の問題ー魅力ある岐阜の企業風土づくりをめざしてー 岐阜県シンクタンク 平成２年 産業
1568 岐阜県経済の成長過程と県内企業の事業活動の展開 岐阜県シンクタンク 昭和６３年 産業
1569 岐阜駅周辺地区市街地再開発等調査報告書ー岐阜駅周辺鉄道高架事業による総合的な街づくりのためのー岐阜県 昭和５３年 都市開発
1570 就職、雇用等にかんする飛騨地域の中学生・高校生・事業所の意識調査報告書（資料編） 飛騨地域地場産業振興センター 平成２年 調査報告書
1571 就職、雇用等にかんする飛騨地域の中学生・高校生・事業所の意識調査報告書 飛騨地域地場産業振興センター 平成２年 調査報告書
1572 岐阜県の産業構造に関する研究ーサービス経済化への対応ー 岐阜県シンクタンク 昭和５６年 産業
1573 岐阜県経済の構造 岐阜県 昭和５２年 産業連関表
1574 岐阜県経済の構造 岐阜県 昭和５５年 産業連関表
1575 企業立地ガイド 岐阜県 １９９１年 産業パンフレット
1576 地方都市における生活環境整備と住民意識について 岐阜県シンクタンク 昭和５３年 コミュニティ
1577 岩村町第三次総合開発計画 岩村町 平成２年 基本計画
1578 池田町児童育成計画 池田町 平成１０年 子育て支援
1579 中津川・恵那地域新広域市町村計画書 中津川・恵那広域行政事務組合 昭和５６年 都市計画
1580 養老町男女共同参画プラン 養老町 平成１４年 男女共同参画
1581 国土利用計画（中津川市計画） 中津川市 昭和５７年 国土計画
1582 市民意識調査結果書　第１次集計 恵那市 昭和５４年 まちづくり
1583 市民意識調査結果書　第２次集計 恵那市 昭和５４年 まちづくり
1584 瑞浪浪花通り商店街魅力ある街づくりのために 岐阜県商店街振興組合連合会 昭和６１年 まちづくり
1585 水と炎とロマンの街づくり 瑞浪市 昭和６１年 まちづくり調査報告書
1586 工場名簿 三重県 昭和５８年 名簿
1587 奥美濃高冷山村の姿と進路ー農畜林振興と観光開発 山村振興調査会 昭和４３年 調査報告書
1588 農村における土地利用のあり方に関する調査ー高鷲村ー 農林大臣官房企画室・東海農政局 昭和４９年 調査報告書
1589 美山町第三次総合計画 美山町 昭和６１年 総合計画
1590 可児町の植物 可児教育委員会 昭和５０年 調査報告書
1591 国土利用計画（美濃加茂市計画） 美濃加茂市 昭和５６年 国土計画
1592 美濃市第二次総合計画後期基本計画 美濃市 昭和６０年 総合計画
1593 恵那市第二次総合計画中期実施計画 恵那市 昭和５７年 総合計画
1594 高山市アメニティタウン計画 高山市 昭和６１年 ガイドブック
1595 農村総合整備モデル事業実施計画基礎資料（国府地区） 国府町 昭和５０年 都市計画
1596 国府町農村総合整備計画書 国府町 昭和５０年 総合計画
1597 国府町総合開発計画 国府町 昭和５０年 総合計画
1598 史跡苗木城跡ー保存管理計画策定書ー 中津川市教育委員会 昭和５９年 史跡保存
1599 飛騨高山地域の教育環境アンケートー調査結果ー 高山市 昭和５８年 教育
1600 各務原市産業活性化に関する市民アンケート調査提言集 各務原市 昭和６１年 産業
1601 益田の風 益田地域産業振興会議 平成4年 益田地域
1602 鶴里町の概要と現況　曽木町の概要と現況 土岐市 昭和49年 調査報告書
1603 白鳥町第２次総合開発計画 白鳥町 昭和49年 総合開発計画書
1604 明日のすのまた 墨俣町 平成6年 記念写真集
1605 わたしたちの中津川市 中津川市教育委員会 昭和59年 教科書
1606 展示解説（陶磁器資料館） 瑞浪陶磁器資料館 昭和56年 展示解説
1607 展示解説（化石博物館） 瑞浪市化石博物館 1975年 展示解説
1608 飛騨地域伝統工芸品総覧 飛騨地域地場産業振興センター 昭和63年 伝統工芸品総覧
1609 中山道−美濃十六宿− 太田三郎 昭和44年 歴史書
1610 中山道太田宿に生きた人々の系譜 高島 博 昭和59年 歴史書
1611 飛騨の植物　物語編 国府町教育委員会 昭和52年 歴史書



1612 国府町の文化財 国府町教育委員会 昭和47年 歴史書
1613 森の仕事　緑の暮らし 林陸奥広 1993年
1614 地方都市における生活環境の実態と意識調査報告書 岐阜県シンクタンク 昭和５２年 調査報告書
1615 岐阜県遺跡地図 岐阜県教育委員会 昭和５１年 地図
1616 飛騨地域開発基本計画 日本都市計画学会 １９７３年
1617 農村整備事例調査報告（特色ある村づくりの事例） 国土庁 昭和５１年 調査報告
1618 国府史料 国府町 昭和５４年 郷土史
1619 大山田村景観づくりに関する調査研究 不明 1994年 景観
1620 宅地開発地区の市街化に関する調査研究 日本住宅公団中部支社・日本建築学会東海支部都市計画委員会昭和51年 宅地開発
1621 都市住宅開発の推進 高蔵寺ニュータウン開発促進連絡協議会 昭和53年 都市住宅開発
1622 中部地方の機械産業の技術の現状と課題に関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成８年 機械産業
1623 伊勢湾利用基本構想調査報告書 運輸省第５港湾建設局・地域問題研究所 平成９年 伊勢湾利用
1624 伊勢湾利用基本構想調査委託報告書 運輸省第５港湾建設局・地域問題研究所 平成８年 伊勢湾利用
1625 四日市市都市計画マスタープラン全体構想 四日市市 不明 マスタープラン
1626 四日市市都市計画マスタープラン策定調査報告書 四日市市 平成８年 マスタープラン
1627 四谷通商店街活性化ビジョン策定事業報告書 四谷通り商店街振興組合 平成８年 商店街活性化
1628 東海大都市地域開発整備プロジェクト推進調査報告書 国土庁大都市圏整備局 平成４年 地域開発
1629 伊勢湾圏域における地域文化振興ビジョン策定調査 伊勢湾総合対策協議会 平成４年 地域文化振興
1630 名古屋市地区計画策定調査 名古屋市計画局都市計画課 昭和58年 都市計画
1631 国際比較による大都市問題調査研究報告書Ⅲ 国土庁大都市圏整備局・名古屋市 昭和59年 大都市問題
1632 地域情報化推進事業報告書「東海北陸地域」 日本機械工業連合会・日本アプライドリサーチ研究所 昭和59年 地域情報化
1633 中部エアロスペース・テクノロジーパーク構想のフィージビリティに関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成４年 報告書
1634 中部産業技術首都圏形成等推進方策調査ヒアリング調書 国土庁大都市圏整備局 昭和63年 ヒアリング調書
1635 名古屋大都市圏学術・研究都市整備プロジェクト推進調書 国土庁大都市圏整備局 平成元年 研究都市整備
1636 名古屋大都市圏学術・研究機能整備方策調査 国土庁大都市圏整備局 昭和62年 研究都市整備
1637 中部産業技術首都圏形成等推進方策調査報告書 国土庁大都市圏整備局 平成元年 調査報告書
1638 中部エアロスペース・テクノロジーパーク構想に関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成3年 調査研究
1639 伊勢湾における沿岸利用計画調査報告書 国土庁大都市圏整備局・愛知県・三重県・中部経済連合会・中部産業活性化センター平成2年 沿岸利用計画
1640 中部地域機械工業等の企業変革における課題に関する調査研究 中部通商産業局 平成10年 機械工業
1641 豊明市工業集積地域整備計画策定調査報告書 豊明市 平成10年 工業集積地域整備
1642 中部地域における機械産業のリストラクチァリングに関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成７年 機械産業
1643 四日市港開港百周年記念事業基本計画 四日市港管理組合 平成7年 基本計画
1644 名古屋東部丘陵研究学園都市プロジェクト推進調査 国土庁大都市圏整備局・愛知県・住宅都市整備公団中部支社平成7年 研究学園都市
1645 大須商店街近代化計画報告書 大須商店街連盟・大須商店街近代化計画委員会 昭和62年 商店街活性化
1646 中部地域における情報ネットワーク化推進に関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成8年 情報ネットワーク
1647 中部地域づくりレポート 建設省中部地方建設局 平成9年 地域づくり
1648 四日市市住宅マスタープラン策定調査報告書 四日市市 平成7年 住宅マスタープラン
1649 ＮＩＲＡ報告書ーまちづくりにみる住民の合意形成システムのありかた 地域問題研究所 平成１３年 研究報告書
1650 市町村等と連携した産業政策の展開に関する調査報告書 経済産業省中部経済産業局 平成１６年 調査報告
1651 国際博覧会を契機とした地域経済交流のあり方に関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成１５年 研究報告書
1652 住民差参加型地域づくりハンドブック 愛知県企画振興部地域振興課 平成１５年 まちづくり
1653 新事業・新産業創出のあり方に関する調査報告書 東海都市ネットワーク協議会 平成１５年 調査報告書
1654 亀山市ー都市まちづくり計画 亀山市・関市合併協議会 平成１６年 基本計画
1655 森からー循環型社会に向けてー循環型森林活用構想 愛知県農地林務部 平成１２年 研究報告書
1656 桑名市買物コミュニティバス走行調査事業報告書 桑名商工会議所 平成１２年 調査報告書
1657 桑名商工会議所商業タウンマネージメント構想策定事業報告書 桑名商工会議所 平成１２年 調査報告書
1658 近畿自動車道名古屋亀山線遮音壁構造検討ー遮音壁景観のデザイン検討ー 日本道路公団・株式会社片平エンジニアリング 昭和６２年 報告書
1659 広域商業圏動向調査報告書（三河部における動向） 愛知県 昭和５４年 報告書
1660 尾張地域商業近代化総合診断書ー商業近代化ビジョン策定のためのー（総論編） 愛知県 昭和４９年 報告書
1661 尾張地域商業近代化総合診断書ー商業近代化ビジョン策定のためのー（各論編） 愛知県 昭和４９年 報告書
1662 愛知県商業近代化ビジョン 愛知県 昭和５０年 報告書
1663 岩倉市の文化財 岩倉市 不明 パンフレット
1664 モノづくり中小企業の「第二創業」の促進に関する調査報告書 中部産業活性化センター 平成１６年 調査報告書
1665 中小商業活性化推進事業における中心市街地商業活性化に向けた取組事例に係る調査研究事業 通商産業省中部通商産業局 平成１１年 調査報告書
1666 東濃・尾三研究学園都市連携整備計画調査報告書 国土庁・通産省・運輸省・建設省 平成８年 調査報告書
1667 国道２３号沿道整備基本構想策定調査報告書 四日市市 平成１０年 調査報告書
1668 桑名市中小商業活性化ビジョン策定調査報告書 桑名市 平成１０年 調査報告書
1669 中部地域機械工業等の企業変革における課題に関する調査研究 産業研究所・地域問題研究所 平成１０年 調査報告書
1670 エコタウン形成に向けた中部地域環境ビジネス発展促進調査報告書 地域問題研究所 平成１０年 調査報告書
1671 岡崎市総合計画策定調査報告書 岡崎市 平成11年 総合計画
1672 一宮・尾西・木曽川地域小規模事業活性化推進事業報告書 一宮・尾西・木曽川地域小規模事業活性化委員会 平成15年 小規模事業活性化
1673 買い物傾向調査（商圏調査）報告書 三重県 平成14年 買物傾向調査



1674 豊橋市都心居住促進計画 豊橋市 平成14年 都心居住
1675 日進市次世代育成支援に関するニーズ調査報告書 日進市 平成16年 次世代育成支援
1676 中心市街地活性化の取り組みから行政のあり方を探る 西尾市派遣職員　近藤芳英 平成12年 中心市街地活性化
1677 窯業産業集積地域における環境負荷低減方策に関する調査 通商産業省中部通商産業局 平成12年 調査報告書
1678 商店街組織とタウンマネージメントのあり方についての調査研究報告書 通商産業省中部通商産業局 平成12年 調査報告書
1679 地域振興ハンドブック 中部通商産業局 平成12年 地域振興
1680 物流アウトソーシングサービスの新展開報告書 中部産業活性化センター 平成15年 物流アウトソーシング
1681 桑名市都市観光推進計画策定調査報告書 桑名市 平成14年 都市観光推進計画
1682 桑名市コミュニティバス実証運行事業報告書 桑名市 平成13年 コミュニティバス
1683 犬山市都市計画マスタープラン　全体構想資料編 犬山市 平成13年 マスタープラン
1684 まちなか居住研究会報告書 中部地方整備局建政部都市整備課 平成16年
1685 高蔵寺ニュータウン計画緑化計画に関する研究 日本住宅公団名古屋支所 昭和40年 高蔵寺ニュータウン
1686 高齢者実態調査 愛知県 １９７８年 高齢者福祉
1687 在宅ケアにおけるサービスの質的向上と連携促進 愛知県医師会 平成８年 シンポジウム
1688 名古屋市基本計画研究会報告書　部門編・地域編 名古屋市基本計画研究会 昭和６１年 研究報告
1689 名古屋市基本計画研究会報告書　基本指標編 名古屋市基本計画研究会 昭和６１年 研究報告
1690 高齢化問題関連資料集 名古屋市民生局 昭和６１年 高齢者福祉
1691 老人世帯実態調査報告書 名古屋市民生局 昭和６１年 高齢者福祉
1692 人生８０年時代における社会参加に関する調査報告書 名古屋市民生局 昭和６２年 高齢者福祉
1693 在宅福祉の供給システムのあり方に関する調査研究報告書 愛知県民生局 昭和６２年 高齢者福祉
1694 寝たきり老人実態調査報告書 愛知県 昭和４９年 高齢者福祉
1695 ひとり暮らし老人実態調査 愛知県 昭和４７年 高齢者福祉
1696 シルバーサービスに関する調査報告書 愛知県・名古屋市 昭和６３年 高齢者福祉
1697 第２次三重県長期総合計画 三重県 昭和５８年 基本計画
1698 総合保養地域整備に関する基本構想「三重産ベルトゾーン」構想 三重県 昭和６３年 リゾート開発
1699 振興拠点地域基本構想ー三重ハイテクプラネット２１構想ー 三重県 平成３年 地域振興
1700 ２１世紀に向けての三重づくりー第２次長期総合計画を策定するにあたって 三重県 昭和５７年 総合計画
1701 三重県政の基本方向ー魅力ある福祉三重をめざしてー 三重県 １９７４年 福祉政策
1702 明日の四日市の商業を考える 四日市商工会議所 昭和５８年 パンフレット
1703 港と街と山麓と 四日市 平成４年 シンポジウム
1704 ー名張市の歴史的環境の保全と観光整備 観光資源保護財団 昭和５７年 観光開発
1705 三重県長期総合計画 三重県 １９７６年 総合計画
1706 地域問題を検討するための基礎資料 四日市地域問題調査会専門員会議 昭和５２年 まちづくり
1707 四日市市地場産品流通実態調査報告書 四日市市地場産品流通実態調査会 平成１年 産業
1708 学園都市・地区基本計画策定に関する調査報告書（四日市地域） 国土庁大都市圏整備局・三重県社会経済研究センター 昭和５６年 まちづくり
1709 四日市地域フェニックスプラン基本構想調査報告書 四日市地区広域市町村圏協議会 昭和５８年 調査報告書
1710 四日市港の貿易振興対策についてー報告書ー 四日市港貿易振興対策協議会 昭和５６年 産業
1711 円高（為替変動）影響調査報告書ー石油コンビナート編ー 四日市地域経済研究所 平成２年 調査報告書
1712 円高（為替変動）影響調査報告書ー地場産業・中小機械器具製造編ー 四日市地域経済研究所 平成２年 調査報告書
1713 新しい街づくりのために 四日市一番街商店街振興組合 昭和６１年 まちづくり
1714 名古屋市と周辺人口の社会動態に関する研究 名古屋市 昭和４３年 研究報告
1715 活力ある地域づくりへの提言−北勢地域振興調査報告ー 三重社会経済研究センター 昭和５６年 都市計画
1716 四日市市・沖の島・本町商店街診断報告書 三重県・四日市市 昭和５９年 商店街活性化
1717 地域社会に対する行政の対応について 四日市地域問題調査会 昭和５３年 調査報告書
1718 里山型山村の産業振興と環境整備ー三重県鈴鹿郡関町ー 全国農業構造改善協会 昭和６１年 産業
1719 関町広域商業診断報告書 三重県・関町 昭和６３年 商店街活性化
1720 四日市北部公共施設調査報告書Ⅱ 名古屋工業大学　服部千之 昭和５６年 調査報告書
1721 四日市市における公害の現況と対策 四日市市 昭和４５年 公害
1722 四日市地域学習センター設立
1723 四日市地域学習センター設立構想調査報告書 地域問題研究所 昭和５９年 調査報告書
1724 四日市市長期ダイナミックモデル・人口セクターモデル構想 四日市地域経済研究所 1991年 調査研究
1725 コミュニティ形成と政策形成過程に関する調査研究 今川　晃 1991年 調査研究
1726 四日市市における生涯体育の実施状況 四日市地域経済研究所 1991年 調査研究
1727 建物・煙突周辺気流の流動拡散解析 四日市地域経済研究所 1991年 調査研究
1728 四日市の地域構造分析 四日市地域経済研究所 1991年 調査研究
1729 四日市諏訪栄商店街来街者調査 四日市地域経済研究所 1991年 調査研究
1730 環太平洋経済圏と四日市港の将来 四日市地域経済研究所 1991年 調査研究
1731 関町土地利用構想 三重県関町 昭和63年 土地利用構想
1732 過疎地域活性化推進事業 紀和町商工会 昭和59年 地域活性化
1733 四日市港港湾計画書 四日市港港湾管理者 昭和57年 港湾計画書
1734 矢作川水資源とその流域に関する意識調査　第１部 矢作川流域開発研究会 昭和55年 調査報告書
1735 東三河の経済と社会　第４版 愛知大学中部地方産業研究所 昭和63年 調査報告書



1736 東三河の経済と社会　第６版 愛知大学中部地方産業研究所 昭和63年 調査報告書
1737 名古屋市の中枢管理機能とその関連問題についての調査報告書 中部開発センター 昭和43年 調査報告書
1738 美人の町・犬山 澤田造景研究所 昭和61年
1739 一宮市駅前商店街診断書 愛知県中小企業総合指導書 昭和55年 商店街診断書
1740 稲沢市の「農業」 光岡浩二 昭和56年 稲沢市の農業
1741 一宮市都市診断ならびに市民意識調査報告書 地域問題研究所 昭和54年 調査報告書
1742 矢作川水系の水資源開発に関する計画調査 愛知県 昭和49年 調査報告書
1743 矢作川水域汚濁防止運動 矢作川沿岸水質保全対策協議会 昭和56年 報道特集
1744 大都市圏の整備 中部開発センター 平成10年 大都市圏の整備
1745 大都市圏の整備 中部開発センター 平成6年 大都市圏の整備
1746 大都市圏の整備 中部開発センター 昭和63年 大都市圏の整備
1747 大都市圏の整備 中部開発センター 昭和60年 大都市圏の整備
1748 大都市圏の整備 中部開発センター 昭和54年 大都市圏の整備
1749 豊橋市の都市景観のあらまし 豊橋市 平成4年 都市景観
1750 尾張地域流域圏調査 愛知県企画部 昭和55年 調査報告書
1751 愛知県繊維産業情報化対策研究調査報告書 愛知県商工部 平成元年 調査報告書
1752 愛知県繊維産業国際対応調査報告書 愛知県商工部 平成元年 調査報告書
1753 アパレル産業国際化対策に関する研究 繊維工業構造改善事業協会 昭和61年 調査報告書
1754 「高蔵寺ニュータウンにおけるサービスインダストリー・誘致施設地区の施設計画・需要調査」報告書 日本住宅公団中部支社 １９７４年 調査報告書
1755 高蔵寺ニュータウンにおける中心地区経営に関する研究 日本住宅公団名古屋支所 昭和４７年 調査報告書
1756 地域づくり総覧 総合ユニコム 1995年 地域づくり総覧
1757 一宮市の工業 一宮市 昭和55年 調査報告書
1758 一宮市の商業 一宮商工会議所 1995年 調査報告書
1759 豊田市工業基盤整備構想策定調査 豊田市 昭和61年 調査報告書
1760 商業近代化実施計画報告書 商業近代化委員会一宮地域部会 昭和53年 調査報告書
1761 商業近代化地域計画報告書 商業近代化委員会一宮地域部会 昭和49年 調査報告書
1762 あいち２１産業ビジョン 愛知県産業中長期構想調査会議 昭和59年 産業ビジョン
1763 愛知県地域保健医療計画の推進と見直し 愛知県医師会 平成5年 地域保健医療計画
1764 労働力移動と都市・農村の合成 三重大学農学部助教授　浦城晋一 不明 都市・農村の合成
1765 三重県長期経済・財政モデル開発調査報告書 三重県 昭和54年 調査報告書
1766 阪神大震災に関する学術講演会論文集 土木学会 平成8年 論文集
1767 中部縦貫都市開発整備に関する調査 建設省中部地方建設局 昭和50年 調査報告書
1768 名古屋の魅力ある都市景観を求めて 名古屋市都市景観懇談会 昭和57年 調査報告書
1769 名古屋市における住まいの意識と住宅需要 名古屋市建築局 平成2年 調査報告書
1770 名古屋市域における副都心立地の可能性に関する研究 中部開発センター 昭和52年 調査報告書
1771 名古屋市のコミュニティ意識調査 電通名古屋支社 昭和52年 調査報告書
1772 地域産業情報システムに関する研究 三重社会経済研究センター 昭和59年 調査報告書
1773 三重県の都市整備の方向 三重社会経済研究センター 昭和50年 調査報告書
1774 ２１世紀における三重県民の生活像 三重社会経済研究センター 昭和55年 調査報告書
1775 三重県民意識調査報告書 三重県 平成元年 調査報告書
1776 事業所サービス業に関する実態調査報告書 愛知県産業情報センター 昭和61年 調査報告書
1777 大都市幹線街路調査報告書 愛知県 昭和45年 調査報告書
1778 愛知県における技術文化集積都市帯の整備に関する調査 愛知県企画部企画課 昭和58年 調査報告書
1779 愛知県下における生活圏整備に関する調査報告書 愛知県企画部 昭和56年 調査報告書
1780 愛知県における都市圏の構造分析調査報告書 愛知県 昭和50年 調査報告書
1781 都市景観に関する世論調査報告書 名古屋市 昭和58年 調査報告書
1782 名古屋市内の工場移転意向に関する調査 名古屋大学　　井関弘太郎 昭和44年 調査報告書
1783 北伊勢銑鉄鋳物製造業振興ビジョン 三重県 昭和55年 振興ビジョン
1784 三重県地場産業実態調査報告書 三重県 昭和56年 調査報告書
1785 活力ある地域づくりへの提言 三重社会経済研究センター 昭和56年 調査報告書
1786 県勢振興計画 三重県 1972年 県勢振興計画
1787 愛知県における技術文化集積都市帯の整備に関する調査（Ⅱ） 愛知県企画部企画課 昭和59年 調査報告書
1788 企業の海外進出とその影響 愛知県　名古屋市 昭和63年 調査報告書
1789 愛知県下事業所サービス業の事業展開実態尾調査 愛知県産業情報センター 昭和62年 調査報告書
1790 津市都市整備総合調査研究（12冊セット） 津市 昭和60年 都市整備総合研究
1791 名古屋大都市地域における都市環境の整備に関する調査 中部開発センター 昭和52年 調査報告書
1792 名古屋大都市地域における都市環境の整備に関する調査 中部開発センター 昭和51年 調査報告書
1793 昭和６２年度地域産業高度技術整備事業に関する基礎調査報告書 三重県 昭和63年 調査報告書
1794 大規模リゾート地域整備構想調査 三重県 昭和62年 調査報告書
1795 北勢地域政策研究会報告書 北勢地域政策研究会 1990年 研究会報告書
1796 市街化の動向 名古屋市計画局 昭和59年 調査報告書
1797 名古屋市都市再開発基本計画策定のための調査研究報告書 名古屋市計画局 昭和54年 研究報告書



1798 名古屋大都市地域における都市環境の整備に関する調査 中部開発センター 昭和53年 調査報告書
1799 名古屋市の人の動き 中京都市圏総合都市交通計画協議会 昭和58年 調査報告書
1800 愛知県下における生活圏整備に関する調査報告書 愛知県企画部 昭和56年 調査報告書
1801 愛知県工業物資流通調査結果報告書 愛知県 昭和42年 調査報告書
1802 日常生活圏における歩行者空間改善に関する調査研究報告書 愛知県企画部交通対策室 昭和52年 調査報告書
1803 愛知県主要産業ビジョン　第１編　新規立地誘導産業 愛知県商工部 昭和54年 調査報告書
1804 愛知県における先端技術産業分野の雇用吸収力 愛知県労働部 昭和59年 調査報告書
1805 矢作川流域の現存植生 愛知県・中部植生研究グループ 昭和４８年 調査報告書
1806 日新団地計画に関する研究 日本住宅公団 昭和５０年 調査報告書
1807 名古屋市における栄東（さかえひがし）の町づくりー市民参加による都市再開発推進運動ー 新生活運動協会 １９６５年 公募論文
1808 高蔵寺ニュータウンにおけるビルトアップと人口定着調査 日本住宅公団 昭和５４年 調査報告書
1809 続　高蔵寺ニュータウンの生活ー近隣地区との結びつきー 伊藤浩 昭和４９年 調査報告書
1810 尾州フォーラム報告書 日本毛織物等工業組合連合会 １９９７年 繊維工業
1811 尾州フォーラム報告書 日本毛織物等工業組合連合会 １９９４年 繊維工業
1812 尾州フォーラム報告書 日本毛織物等工業組合連合会 平成８年 繊維工業
1813 電源地域振興事例検索集 電源地域振興センター 平成7年 その他
1814 観光レクリエーション施設の計画　No.2 社団法人日本観光協会 昭和49年 観光施設計画
1815 サテライトオフィス・リゾートオフィスの現状と展望−実例と企業化研究を中心に− 日経産業消費研究所 1991年 その他
1816 ランドスケープ・造園計画設計 小林治人 昭和57年 ランドスケープ
1817 広島都市圏物資流動調査(ⅴ．推計・計画) 広島都市交通研究会 1973年 都市交通
1818 日本人の旅行と旅行業者利用の実態 日本交通公社 昭和52年 旅行業界
1819 全国旅行動態調査報告書(第5回)　国民の観光レクリエーションの実態 総理府 昭和57年 旅行業界
1820 斐伊川・神戸川の治水に関する基本計画　−大社町− 中国地方建設局・島根県 昭和54年 治水基本計画
1821 富村勢振興計画書　基本計画 富村 昭和45年 振興計画書
1822 奥津町過疎地域振興計画 奥津町 昭和45年 振興計画書
1823 上斎原村過疎地域振興計画 上斎原村 昭和50年 振興計画書
1824 北海道石炭産業の現状と課題 北海道未来総合研究所 昭和58年 石炭産業
1825 北海道市町村活性化指標(総括編) 北海道未来総合研究所 平成元年 市町村活性化指標
1826 ヨーロッパ新成長産業調査団報告書 北海道ニュービジネス協議会・北海道未来総合研究所 平成元年 その他
1827 北海道地場産業の現状と課題 北海道未来総合研究所 昭和57年 地場産業
1828 東北の新世紀をめざして(要約版) 東北地方建設局 昭和59年 その他
1829 東北の産学協同−その現状と振興に関する調査− 東北開発研究センター 昭和61年 産学協同
1830 三春ダム記念公園・三春工芸村(仮称)建設基本構想 三春町 昭和61年 その他
1831 東北の新世紀をめざして 東北地方建設局企画部 昭和59年 その他
1832 備後　工業整備特別地域 広島県・岡山県・備後工業整備特別地域開発促進協議会 不明 その他
1833 斐伊川・神戸川の治水に関する基本計画　−出雲市− 中国地方建設局・島根県 昭和54年 治水基本計画
1834 斐伊川・神戸川の治水に関する基本計画　(漁業) 中国地方建設局・島根県 昭和54年 治水基本計画
1835 斐伊川・神戸川の治水に関する基本計画　(斐伊川ダム) 中国地方建設局・島根県 昭和54年 治水基本計画
1836 富村過疎地域振興計画 富村 昭和45年 振興計画書
1837 加茂町過疎地域振興計画 加茂町 昭和46年 振興計画書
1838 柵原町過疎地域振興計画 柵原町 昭和46年 振興計画書
1839 新交通システムの概要 日本交通計画協会 昭和47年 交通システム
1840 大都市圏総合レクリエーション体系樹立調査報告書 国土庁大都市圏整備局 昭和51年 その他
1841 観光の実態と志向　第15回・国民の観光に関する動向調査 日本観光協会 平成5年 観光
1842 観光レクリエーション施設の計画　No.1 日本観光協会 昭和48年 観光施設計画
1843 北海道新長期計画案基本構想編 北海道 昭和61年 長期計画基本構想
1844 広島都市圏物資流動調査(Ⅲ．調査結果の集計) 広島都市交通研究会 1972年 都市交通
1845 掛川市パンフレット集(ファイル) 掛川市 不明 資料集
1846 HOPE REPORT05(1992) HOPE計画推進協議会 1992年 報告書
1847 HOPE REPORT07(1993) HOPE計画推進協議会 1993年 報告書
1848 HOPE計画推進協議会研究発表資料 HOPE計画推進協議会 平成10年 報告書
1849 HOPE REPORT19(1996) HOPE計画推進協議会 1996年 報告書
1850 HOPE REPORT35(2001) HOPE計画推進協議会 2001年 報告書
1851 四大都市圏における住宅需要動向に関する研究 日本住宅公団企画調査室 昭和56年 報告書
1852 公共および民間分譲住宅需要調査報告 日本住宅公団建築部調査研究課 昭和43年 報告書
1853 HOPE計画事例発表会資料 HOPE計画推進協議会・新潟県三条市 平成6年 報告書
1854 地区計画手法検討報告書 建設省都市局都市計画課・中国地方総合調査会・広島県・広島市昭和54年 地区計画
1855 バス輸送改善資料集成 日比野正巳 1982年 バス輸送
1856 北米新交通システム調査報告書 社団法人日本交通計画協会 昭和60年 交通システム
1857 第二回北米新交通システム調査報告書 日本交通計画協会 昭和61年 新交通システム
1858 高速道路が農業に及ぼす影響についての調査 日本道路公団審議室 昭和55年 高速道路
1859 都市システム開発のための新交通システム導入計画の研究に関する調査研究報告書 機械振興協会新機械システムセンター 昭和50年 交通システム



1860 外国都市交通事情調査報告書 運輸経済研究センター 昭和53年 外国都市交通
1861 地下鉄山手線計画調査報告書 三井物産株式会社 昭和48年 地下鉄計画
1862 都市交通システムに関する調査研究 機械振興協会新機械システムセンター 昭和52年 都市交通システム
1863 シティー・サイクル・システムの開発 自在エンジニアリング株式会社 1977年 交通システム
1864 次世代交通システムに関する調査研究 機械システム振興協会 昭和59年 交通システム
1865 地方都市の将来展望と中短期の交通計画分析 都市計画協会 昭和55年 地方都市交通計画
1866 宅地開発事業に適合する新交通システムの開発に関する調査報告書 住宅・都市整備公団 昭和56年 交通システム
1867 総合的な環境影響の把握システムの確立に関する調査報告書 建設省都市局都市計画課都市交通調査室 昭和55年 環境影響
1868 総合的都市環境評価手法等の検討調査報告書 日本都市計画学会・建設省都市局都市計画課 昭和55年 環境影響評価
1869 都市交通レポート　都市物流と交通 トヨタ自動車販売株式会社交通問題調査室 昭和55年 都市物流
1870 交通力各都道府県の交通現況比較 トヨタ交通環境委員会 昭和57年 交通力
1871 羽田空港沖合展開計画 運輸省 昭和58年 空港計画
1872 あすの地方都市と交通 トヨタ交通環境委員会 昭和58年 地方都市交通
1873 日本の道路のクオリティ トヨタ交通環境委員会 昭和62年 道路
1874 鉄道建設と新都市開発の経営に関する研究 経済企画協会 昭和46年 鉄道建設
1875 第二回京阪神都市圏パーソンとリップ調査　総集編 京阪神都市圏交通計画協議会 1983年 パーソントリップ調査
1876 道路交通計画における環境評価システムに関する研究 青島縮次郎 不明 道路交通計画
1877 広島の都市交通の現況と将来Ⅰ 広島都市交通問題懇談会 昭和46年 都市交通
1878 広島の都市交通の現況と将来Ⅱ 広島都市交通問題懇談会 昭和46年 都市交通
1879 住区内における歩行者交通の発生とその挙動に関する研究 竹内伝史 1977年 歩行者交通
1880 まちづくりプログラム （社）日本青年会議所 不明 まちづくり
1881 商店街はまいの顔、くらしの広場 日本商工会議所 平成7年 商店街
1882 地方都市における大規模小売店と中小小売店の共存条件についての実証的研究 日本統計センター 昭和53年 大規模小売店・中小小売店
1883 新しいライフスタイルにむかって 滋賀総合研究所・滋賀県中小企業情報センター 平成8年 ロードサイドビジネス
1884 商業機能によるまちづくり戦略 国土庁大都市圏整備局 平成4年 まちづくり
1885 変貌するサービス産業地図 （社）ソフト化経済センター 昭和63年 サービス産業
1886 地域振興イベント戦略 日本観光協会 昭和62年 イベント戦略
1887 交通安全の研究 中島源雄 1987年 交通安全
1888 都市交通システムとしてのCTMの有効性に関する調査・研究報告書 日本交通計画協会 昭和61年 都市交通システム
1889 米英独仏におけるトラックによる貨物輸送制度 運輸経済研究センター 昭和50年 貨物輸送
1890 高価格エネルギー下における交通料金に関する内外国民の動向調査 運輸経済研究センター 昭和51年 交通料金
1891 高価格エネルギー下におけるわが国の旅客交通についての調査研究 運輸経済研究センター 昭和50年 旅客交通
1892 小量物品輸送に関する調査研究中間報告 運輸経済研究センター 昭和50年 物品輸送
1893 高度情報化社会における道路空間の高度利用に関する調査報告書 建設省中部地方建設局 昭和61年 道路
1894 高度情報化社会における道路空間の高度利用に関する調査報告書<概要書> 建設省中部地方建設局 昭和61年 道路
1895 自然的地域における広域的かつ国際的な地域開発をめざして 地域問題研究所 平成２年 地域開発
1896 新規産業おこし推進調査報告書 産業基盤整備基金・地域問題研究所 平成４年 新規産業
1897 町並み・住環境の都市計画ー金沢の歴史的文脈からー 日本建築学会・都市計画委員会 昭和５８年 建築学会大会資料
1898 金沢市と町内会 金沢市町会連合会 昭和４２年 まちづくり
1899 交通施設整備の効果の帰属に関する理論的研究 森杉壽芳 昭和６０年 交通設備
1900 福岡市総合計画第６次福岡市基本構想 福岡市 昭和63年 総合計画
1901 竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区計画書 竹富町教育委員会 昭和６２年 景観
1902 福岡都市圏構造分析調査 福岡都市圏広域行政推進協議会 昭和６３年 都市計画
1903 豊の国の物産 大分県 昭和５９年 名産品カタログ
1904 豊の国一村一品 大分県 昭和６０ 名産品カタログ
1905 ふるさとを興す一村一品 大分県 昭和５８年 名産品カタログ
1906 熊本市アメニティタウン計画 熊本市 昭和６１年 都市計画
1907 どこよりもここだけ 熊本市 不明 パンフレット
1908 共に住み働くまち 大分県 不明 パンフレット
1909 熊本の景観 熊本市 昭和６１年 景観
1910 みやざき 宮崎市 不明 パンフレット
1911 ２１世紀に向かって 諫早市 昭和６２年 基本計画
1912 Ｔｏｍｏｒｒｏｗｓ　熊本 大日本土木 昭和６２年 景観
1913 緑の交響曲ーくまもと緑の３倍増計画ー 熊本県 １９９５年 基本計画
1914 くまもと「日本一づくり」運動 熊本県 不明 まちづくり
1915 くまもと「日本一づくり」運動３号４号 熊本県 昭和６２年 新聞切り抜き
1916 田園文化熊本 熊本県 １９８８年 まちづくり
1917 イリオス　創刊号 北九州コンベンションビューロー １９９０年 パンフレット
1918 新しい「豊の国」づくりをめざして 大分県 昭和５９年 総合計画
1919 すまいー北九州市の住宅ー 北九州 昭和６０年 住宅政策
1920 地域文科会福岡市部会報告書ーアジア・パシフィック・ゲートウェイ構想に対する更なる提言 インテリジェント・シティ整備推進協議会システム委員会平成２年 調査報告書
1921 「九州産業技術センター」設立基本調査報告書 産業研究所 昭和５９年 調査報告書



1922 鹿児島地域商業近代化実施計画報告書 商業近代委員会鹿児島地域部会 昭和５７年 調査報告書
1923 緑と紺碧のルネッサンス計画ー国東町第２次総合計画ー 大分県国東町 １９９６年 総合計画
1924 自然が友だちー全国の自然・環境・野外教育現場で働く１５０人が清里に集まった 日本環境協会 １９８８年 環境
1925 自然が兄弟ー全国の自然・環境・野外教育現場で働く１６８人が清里に集まった 日本環境協会 １９８９年 環境
1926 自然は家族ー全国の自然・環境・野外教育現場で働く１６３人が清里に集まった 日本環境協会 １９９０年 環境
1927 過疎地域振興計画参考資料 岡山県久米郡中央町 昭和50年 振興計画
1928 わがまちの一村一品運動事例集 北海道市町村振興協会 昭和63年 一村一品運動
1929 札幌市の地域構造 札幌市 平成6年 地域統計
1930 徳島都市圏交通体系調査 運輸経済研究センター 昭和51年 交通体系
1931 博物館都市構想 長浜市 昭和59年 都市構想
1932 水と緑の豊かな田園工業都市 君津市 平成4年 第二次基本計画
1933 富士見、上福岡　都市計画区域市街地整備基本計画 埼玉県（富士見市、三芳町、大井町、上福岡市） 昭和55年 市街地整備基本計画
1934 熊本空港周辺景観形成地域 熊本県 昭和63年 景観
1935 福岡市インテリジェント・シティづくりへの提言 福岡市インテリジェント・シティ研究会 昭和63年 都市計画
1936 可児市都市景観基本計画策定のための調査報告書 地域問題研究所 平成3年 景観
1937 広島都市圏物資流動調査（調査結果の集計） 広島都市交通研究会 1972年 物資流動
1938 山形県庄内地域における産業活性化方策調査 東北産業活性化センター 平成2年 産業活性化
1939 広島の都市美づくり 広島市 1981年 都市美計画
1940 岡山県山手村集落地域整備計画 岡山県山手村 昭和63年 地域整備
1941 県政のあゆみ 島根県 昭和51年 県政
1942 東北の地域産業の明日をめざして 東北工業大学工業意匠学科第3生産技術研究室 昭和57年 地域産業
1943 大阪における国際観光振興に関する調査研究 大阪府商工部 1985年 国際観光振興
1944 国際交流関係資料 大阪府商工部 昭和59年 国際交流
1945 都市計画区域の見直し調査　報告書・実態調査編 広島市都市整備局都市計画課 1981年 都市計画
1946 隠岐／離島における生活実態調査 RARA地域計画研究体72／74 1974年 生活実態調査
1947 都市計画区域の見直し調査報告書　住民意識調査及び総合編 広島市都市整備局都市計画課 1982年 都市計画
1948 斐伊川・神戸川の治水に関する基本計画（総括編） 中国地方建設局 昭和54年 治水基本計画
1949 都市美に関する市民意識調査報告書 広島市企画調整局 昭和55年 都市美計画
1950 伝統産業と地域社会構造 野村博 1988年 伝統産業
1951 津山市勢振興計画書 津山市 昭和44年 市勢振興計画
1952 観光都市における駐車誘導システムに関する調査研究報告書 日本交通管理技術協会 昭和62年 駐車誘導システム
1953 カーフェリー輸送の経済性に関する研究調査 運輸経済研究センター 昭和49年 カーフェリー輸送
1954 面交通システムの適用性 運輸経済研究センター 昭和50年 面交通システム
1955 阿波村過疎地域振興計画 阿波村 昭和45年 振興計画
1956 佐賀県重点事業3カ年計画 佐賀県 昭和55年 佐賀県重点事業
1957 佐賀市統計書 佐賀市 昭和54年 統計書
1958 福岡市地下鉄1号線（姪浜 福岡陸運局・福岡市都市計画局・福岡市交通局 昭和59年 アンケート調査
1959 四万十川（中村市）観光基本構想計画調査 中村市 昭和60年 観光基本構想
1960 熊本県長期計画 熊本県 昭和45年 長期計画
1961 川内市アメニティタウン計画 川内市 昭和61年 タウン計画
1962 唐津東松浦圏域モデル定住圏計画 唐津東松浦圏域モデル定住圏計画策定委員会・佐賀県 昭和55年 モデル定住圏計画
1963 コンベンションガイド新潟 新潟県観光センター 不明 パンフレット
1964 くまもと日本一づくり運動 熊本県地域振興課 昭和62年 まちづくり
1965 観光ビジョン策定のための基礎研究 日本観光協会 昭和４４年 観光報告
1966 リゾート地域整備ハンドブック 大規模リゾート地域整備推進協議会 昭和６３年 研究報告
1967 塩尻大門商店街コミュニティ・マート構想 塩尻大門商店街振興組合
1968 ７カ国比較国際レジャー調査’８９ 余暇開発センター 平成１年 調査報告書
1969 自治体のイベントー１９９６年実績と９７年計画ー 日経産業消費研究所 １９９７年 調査報告書
1970 リゾート地域整備ー制度と構想事例ー 大規模リゾート地域整備推進協議会 昭和６３年 調査報告書
1971 臨空国際産業都市　国分隼人テクノポリス基本構想 鹿児島県 昭和５７年 都市計画
1972 北九州市基本構想・長期構想 北九州市 昭和４９年 基本計画
1973 福岡県長期ビジョン 福岡県 昭和４７年 基本計画
1974 諫早市基本計画策定に関する調査報告書 諫早市 昭和５５年 調査報告書
1975 ２１世紀に向けての福井県づくり 中部開発センター １９９６年 地域づくりフォーラム
1976 活路開拓調査研究報告書 愛媛県銑鉄鋳物工業団地協同組合 昭和５５年 調査報告書
1977 新・駅前広場計画論の展開 地域計画・建築研究所 昭和５５年 研究報告
1978 北九州市ルネッサンス構想第１次実施計画 北九州市 平成１年 地域づくり基本計画
1979 北九州市ルネッサンス構想 北九州市 平成１年 地域づくり基本計画
1980 景観条例関係集 熊本県 昭和６２年 景観
1981 地域ストックの変容と課題 九州経済調査会 昭和６０年 経済白書
1982 広島市コミュニティカルテ 広島市 昭和５２年 調査報告書
1983 中国縦貫道を生かして 岡山県 昭和４９年 調査報告書



1984 奥津高原開発計画説明書 岡山県 昭和４９年 基本計画
1985 倉敷市伝統的建造物群保存地区関係例規集 倉敷市 昭和５６年 まちづくり
1986 環日本海交流圏フォーラム開催記録（２日目） 新潟県・新潟市 平成２年 フォーラム開催記録
1987 国際交流関係資料 大阪府商工部 昭和５９年 国際交流
1988 大阪における国際観光振興に関する調査研究 大阪府商工部 1985年 国際交流
1989 県政のあゆみ 島根県 昭和４８／４９年度 基本計画
1990 岡山県山手村集落地域整備計画 岡山県山手村 昭和６３年 基本計画
1991 地域分科会高松市部会報告書 インテリジェント・シティ整備推進協議会システム委員会平成１年 調査報告書
1992 広島都市圏物資流動調査 広島都市交通研究会 1972年 調査報告書
1993 広島西部丘陵都市への想い 広島地域社会研究センター １９８９年 調査報告書
1994 長野のまちづくり 長野市 昭和６３年 都市景観基本計画
1995 都市景観賞表彰作品集 長野市 平成３年 パンフレット
1996 長野市都市景観マニュアル（概要版） 長野市 平成２年 パンフレット
1997 大門地域のイメージ形成ものがたり 長野市 昭和６３年 まちづくり
1998 地区別景観形成プラン 長野市 平成３年 都市景観基本計画
1999 平成１０年度地域づくりアイデアコンペ実現化調査 国土庁地方振興局地方都市整備課 平成11年 まちづくりコンペ
2000 住民運動・住民参加に関する研究 日本総合研究所 昭和51年 住民運動
2001 住民運動・住民参加に関する研究　資料編 日本総合研究所 昭和51年 住民運動
2002 保健・医療・福祉の拡充を核とした地域活性化構想 東北産業活性化センター 平成6年 地域活性化
2003 住宅更新と居住者変動に関する調査研究 豊中市政研究所 平成12年 調査報告書
2004 住宅更新と居住者変動に関する調査研究　資料編 豊中市政研究所 平成12年 調査報告書
2005 ＨＯＰＥ計画策定市町村発表会 ＨＯＰＥ計画推進協議会 平成13年 ＨＯＰＥ計画
2006 ＨＯＰＥ計画策定市町村発表会 ＨＯＰＥ計画推進協議会 平成12年 ＨＯＰＥ計画
2007 地域開発の評価と展望に関する調査 地域開発の評価と展望に関する調査委員会 昭和57年 地域開発
2008 研究年報Ｎｏ２９　2002年版 財団法人住宅総合研究財団 平成14年 研究年報
2009 テクノポリス基本構想調査地域分科会報告書 日本立地センター 1982年 テクノポリス基本構想
2010 高齢化社会の到来に適応する住宅地開発のあり方に関する調査 住宅・都市整備公団　都市開発調査課 昭和59年 調査報告書
2011 宅地開発事業の長期的戦略に関する研究（その２） 日本住宅公団宅地企画用地部　（株）野村総合研究所 昭和54年 宅地開発事業
2012 既成市街地とアーバン・デザイン 日本建築学会 1984年 アーバンデザイン
2013 自治体住宅計画に関する調査研究 日本建築学会近畿支部　大阪府建築部住宅政策課 昭和52年 自治体住宅計画
2014 大都市圏における都市型工業に関する調査報告書 日本工業立地センター 昭和53年 都市型工業
2015 住宅市街地整備手法策定調査報告書 埼玉県社会経済総合調査会 昭和54年 住宅市街地整備
2016 大阪市周辺部居住環境整備に関する調査 大阪市 1974年 居住環境整備
2017 住工混合地域における中小企業の立地環境整備に関する調査報告書 大阪市経済局 昭和58年 調査報告書
2018 公団普通分譲住宅申込者調査 日本住宅公団建築部調査研究課 昭和42年 調査報告書
2019 宅地需要実態調査報告書 宅地開発公団　地域振興整備公団 昭和52年 調査報告書
2020 多摩ニュータウン13住区20街区整備基本計画策定調査 住宅・都市整備公団南多摩開発局 1995年 多摩ニュータウン
2021 千葉・市原ニュータウンにおける高齢化社会対応策に関する調査 日本十宅開発協会 昭和62年 調査報告書
2022 近畿圏における宅地開発適地の条件整理調査報告書(その２) 日本住宅公団大阪支所 1973年 調査報告書
2023 東京都市圏における宅地化の構造 日本地域開発センター 昭和50年 調査報告書
2024 近畿圏における宅地開発適地の条件整理調査報告書(その3) 日本住宅公団大阪支所 1975年 調査報告書
2025 ボランティア白書９６−９７ ボランティア白書編集委員会 1997年 ボランティア白書
2026 高齢化社会における世帯構造と家族の動向 エイジング総合研究センター １９８８年 調査報告書
2027 高齢化社会の進展とシルバー産業の地方展開に関する調査報告書 北海道東北開発公社 昭和６３年 調査報告書
2028 高齢者の生きがい意識調査報告書 長寿社会開発センター 平成８年 調査報告書新産業と地域の情報化
2029 新産業と地域の情報化 中部産業開発センター・ソフトピアジャパン・日本福祉大学１９９７年 シンポジウム
2030 ニューサービス業実態調査報告書 商工総合研究所 平成８年 調査報告書
2031 観光開発計画の手法 日本観光協会 １９７０年 調査報告書
2032 日本人のリゾート・イメージ 日本観光協会 平成１年 調査報告書
2033 小規模下水道事業の現況と今後の方向 地方自治協会 昭和５８年 研究報告
2034 ５カ国生活時間調査報告書 日本労働研究機構・連合総合生活開発研究所 平成３年 調査報告書
2035 「地域福祉」とボランティア活動の今後 社会福祉ボランティア活動研究委員会 平成３年 調査報告書
2036 福祉移送サービス 全国社会福祉協議会 平成４年 研究報告
2037 観光レクリエーションの実態　第６回全国旅行行動態調査報告書 総理府 昭和６２年 調査報告書
2038 レジャー白書９５ー「高齢化」社会の到来と余暇ー 余暇開発センター 平成７年 研究報告
2039 コミュニティの計画技法 森村道美編著 １９７８年 都市計画
2040 ゆとり空間整備のガイドライン 経済企画庁 平成６年 都市計画
2041 道路景観整備マニュアル案 道路景観研究会・道路環境研究所 １９８８年 道路計画
2042 ノーマライゼーションへのデザイン ＩＮＡＸギャラリー名古屋企画委員会 1989年 デザイン
2043 福岡町第四次相好計画　住みまちづくりのための町民意識調査 福岡町 不明 第四次総合計画
2044 太陽と海と緑の臨空国際産業都市 鹿児島県 昭和58年 鹿児島
2045 地球時代の知恵のくにをめざして 長野県 平成７年 基本計画



2046 青葉の笛 和泉村教育委員会 平成3年 記念発刊物
2047 大都市周辺都市行政に関する研究 国土計画協会 昭和48年 調査報告書
2048 大都市周辺都市行政に関する研究 国土計画協会 昭和49年 調査報告書
2049 大都市周辺都市行政に関する研究 国土計画協会 昭和50年 調査報告書
2050 大都市周辺都市行政に関する研究 国土計画協会 昭和51年 調査報告書
2051 平面型の機能と居住空者要求の対応 京都大学・建築学教室巽研究室 １９７８年 研究報告
2052 ＨＯＰＥ計画策定市町村発表会 建設省住宅整備課監修 １９９９年 まちづくりマスタープラン
2053 公営住宅制度および設計・計画の発展過程に関する研究　その２ 住宅建築研究所 1982年 研究報告
2054 既成市街地の整備と宅地供給のリンク開発に関する調査概要書ー豊中市におけるリンク開発 大阪府 昭和５１年 都市開発
2055 宅地開発地区の市街地化に関する調査研究 日本住宅公団・日本建築学会 昭和５１年 研究報告
2056 長寿社会の構図 経済企画庁 昭和６１年 研究書
2057 障害者の労働と共同作業所づくり 全国障害者問題研究所 １９７６年 報告書
2058 高齢化社会は本当に危機か？ 川口弘・川上則道 １９８９年 研究書
2059 国際観光モデル地区構想 運輸省・日本観光協会 昭和６１年 観光開発
2060 地方振興対策調査報告書 過疎地域問題調査会 昭和５３年 調査報告書
2061 私家版農産漁村と組合金融 中島明郁 １９８９年 研究書
2062 現行の住宅政策と今後の課題 ぎょうせい 昭和５７年 研究書
2063 地域における住宅建設計画の方法論的研究Ⅱ 日本住宅公団建築部調査研究課 昭和４２年 研究書
2064 タウンハウスの実態および入居者の居住意識に関する研究調査 住宅産業情報サービス 昭和５４年 研究調査
2065 高密度住宅地再開発の（物的）計画手法について 東京大学川上秀光・住宅公団 １９６９年 研究調査
2066 民間企業による住宅・宅地供給実績調査報告書 中部不動産協会 平成９年 調査報告書
2067 宅地開発課程の実態調査Ⅱ 日本住宅公団 昭和４２年 調査報告書
2068 公団住宅居住者の社会的階層と住宅事情 日本住宅公団 昭和４２年 調査報告書
2069 欧米の公共住宅施工主体 日本住宅公団 昭和４３年 研究調査
2070 大都市近郊農地の宅地転換形態に関する調査 日本住宅総合センター 昭和５７年 調査報告書
2071 宅地開発事業における地区計画制度導入に関する調査 日本住宅公団 昭和５５年 調査報告書
2072 アメリカの住宅政策 日本住宅公団 昭和４３年 研究調査
2073 住宅建設計画の方法論的研究 日本住宅公団 昭和３９年 研究報告
2074 世帯類型と規模指数による居住様態の定量化に関する研究 相羽康郎 昭和６０年 研究書
2075 ハンディキャップ者配慮の設計資料　ひと・危機・設備 日本建築学会設計計画パンフレット 昭和６２年 パンフレット
2076 身体障害者の利用を考慮した建設設計マニュアル 神戸市 １９７６年 研究調査
2077 東京都における福祉のまちづくり整備指針 東京都 昭和６３年 研究調査
2078 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱 建築環境部住宅指導課 昭和６３年 研究調査
2079 大都市地域における住宅・宅地供給促進方策に関する研究 日本住宅公団 昭和４９年 調査研究
2080 市街地高層住宅団地の計画に関する総合的研究 日本住宅公団 昭和４６年 調査報告書
2081 富山太閤山地区開発調査研究報告書 日本住宅公団 昭和４９年 調査報告書
2082 欧州における公的宅地開発主体に関する調査 日本住宅公団 昭和５４年 調査報告書
2083 住宅需要構造に関する一連の研究 三宅醇 1987年 研究書
2084 A study on urban earthquake risk assessment and mitigation Hitoshi Taniguchi １８９８年 研究書
2085 苫小牧臨海工業地帯の概要 苫小牧東部開発株式会社 平成１年 調査報告書
2086 地区（連合住区）整備基本計画策定のためのケーススタディ報告書 札幌市 昭和５７年 調査報告書
2087 広島都市圏物資流動調査（Ⅳ、現況の解析） 広島都市交通研究会 1973年 調査報告書
2088 宇都宮市の行政水準と期待水準 宇都宮市 平成５年 調査報告書
2089 宇都宮市の人口移動 宇都宮市 平成６年 調査報告書
2090 北海道新長期計画案　基本計画編 北海道 昭和６１年 基本計画
2091 北海道新長期総合計画（基本構想編） 北海道 昭和６２年 総合計画
2092 北海道新長期総合計画（基本計画） 北海道 昭和６２年 総合計画
2093 福島市東北縦貫自動車道インターチェンジ周辺地区開発基本構想 地域計画連合 昭和４７年 基本計画
2094 中山道しんぽじうむ 瑞浪市 昭和６２年 シンポジウムパンフレット
2095 新潟コンベンション・ビューロー　３冊 新潟 １９８９年 資料
2096 環境保全と一体化した僻地開発の調査・研究ーネパール山村をモデルとしての一般法則性の解明ー 川喜田二郎 １９７８年 研究書
2097 第３次鳥栖市総合計画ー基本構想・基本計画ー 佐賀県鳥栖市 平成２年 総合計画
2098 大阪市総合計画 大阪市 １９９０年 総合計画
2099 置賜広域市町村圏計画 置賜広域行政協議会 昭和４６年 都市計画
2100 高岡市総合計画　第６次事業計画 高岡市 平成３年 総合計画
2101 軽米町総合発展計画 軽米町 平成２年 総合計画
2102 酒田市第４次基本計画 酒田市 昭和６１年 総合計画
2103 酒田市第４次基本計画（基本計画） 酒田市 昭和６１年 総合計画
2104 緑と心のふれあいと生きがいのまちこうべ 新・神戸市総合基本計画 昭和51年 総合基本計画
2105 2010年福岡の都市像に関する研究 福岡都市科学研究所 平成7年 論文集
2106 かながわ新総合計画21 神奈川県 平成12年 総合計画
2107 中国地域の企業立地情報 中国電力株式会社 1996年 企業立地情報



2108 中国地方の経済と地域開発 中国地方総合研究センター 平成5年 地域開発
2109 清流四万十川総合プラン21 高知県 平成8年 総合マスタープラン
2110 中国地方の経済と地域開発 中国地方総合研究センター 1992年 地域開発
2111 第4次秋田県総合開発計画 秋田県 昭和51年 総合開発計画
2112 むつ小川原開発の概要 青森県むつ小川原開発室 昭和47年 開発概要
2113 いわゆるUターン者雇用の実態調査結果 山形県商工労働部職業安定課 昭和48年 調査報告書
2114 過疎地域実態調査報告 PARA地域計画研究体 昭和46年 調査報告書
2115 遠野の歴史　遠野明治百年史年表 遠野市役所 昭和43年 歴史本
2116 北海道新長期総合計画　第3次推進計画 北海道 平成元年 長期総合計画
2117 第3次総合開発計画 秋田県 昭和46年 総合開発計画
2118 三春 福島県三春町 昭和59年 住宅計画
2119 月間ニューポリシー年間目録集 政策情報資料センター 1992年 目録集
2120 東北開発の基本構想 東北経済連合会 昭和44年 基本構想
2121 遊学観 東北電力株式会社 平成6年 施設ガイド
2122 第3次新居浜市長期総合計画 新居浜市 平成2年 長期総合計画
2123 就職後の定着動態調査報告書 秋田県 昭和45年 調査報告書
2124 第4次浜松市総合計画 浜松市 平成8年 総合計画
2125 長浜市総合計画 長浜市 平成11年 総合計画
2126 燕市第3次長期総合整備計画　基本構想 燕市 平成8年 総合計画
2127 燕市第3次長期総合整備計画　基本計画 燕市 平成8年 総合計画
2128 海と島の博覧会ひろしま 89海と島の博覧会協会 平成2年 博覧会
2129 国際文化交流機能調査研究報告書 シィー・ディー・アイ 1982年 調査報告書
2130 水島のあゆみ 岡山県 昭和46年 水島のあゆみ
2131 中国地方の経済と地域開発 中国地方総合調査会 1989年 地域開発
2132 北海道新長期総合計画　基本構想 北海道 昭和62年 総合計画
2133 北海道新長期総合計画　基本計画 北海道 昭和62年 総合計画
2134 月山自然学園むら構想 西川町 1990年 調査報告書
2135 新長岡発展計画後期基本計画 長岡市 平成3年 発展計画
2136 90年代への確かな始動　着実に進む静岡県新総合計画 静岡県 平成3年 総合計画
2137 成田市総合計画 成田市 昭和61年 総合計画
2138 交流拠点都市たかさき 高崎市 平成3年 総合計画
2139 中央区改定基本計画 東京都中央区 平成元年 基本計画
2140 稲城市新長期総合計画策定基礎調査報告書 稲城市 平成元年 総合計画
2141 第二次利根広域行政圏振興計画 埼玉県利根広域行政推進協議会 平成3年 振興計画
2142 第4次弘前市総合開発計画　第２次弘前市国土利用計画 弘前市 平成3年 総合開発計画
2143 彦根市史 彦根市 平成17年 市史
2144 第二次八幡町総合計画 八幡町 平成８年 総合計画
2145 第３次和良村総合開発計画−水と水土を育む健康の里・和良をめざして− 和良村 平成６年 総合計画
2146 第４次総合計画−知の森と出会うまち岐阜県・大和町− 大和町 平成９年 総合計画
2147 高鷲村第４次総合計画−長良川源流の里『たかす』− 高鷲村 平成12年 総合計画
2148 白鳥町第五次総合計画−白鳥新世紀物語− 白鳥町 平成14年 総合計画
2149 明宝村第三次総合計画−めいほう豊かさプラン２１− 明宝村 平成８年 総合計画
2150 美並村第４次総合計画−円空と文化のむらへ− 美並村 平成15年 総合計画
2151 美濃市第４次総合計画−美濃市２１世紀のグランドデザイン− 美濃市 平成12年 総合計画
2152 ２００４年度里山学習林自然環境調査報告書 上石津町自然環境調査委員会 2005年 報告書
2153 上石津町木質バイオマス導入基礎調査報告書 田端英雄 平成15年 報告書
2154 上石津町第４次総合計画−かみいしづ里山ハーモニー計画− 上石津町 平成14年 総合計画
2155 上石津町新エネルギービジョン 上石津町 平成13年 報告書
2156 自治体改革と地方債制度ーマーケットとの協働 稲生信男　学陽書房 ２００３年 専門書
2157 自治体改革のあゆみ 鳴海正泰　公人社 ２００３年 専門書
2158 分権型福祉社会と地方自治 槌田洋　桜井書店 ２００４年 専門書
2159 自治体改革第２ステージ　 澤井勝・新川達郎・木谷晋市・中越豊　ぎょうせい 平成１５年 専門書
2160 自治体改革１ー地方制度改革 横道清孝　ぎょうせい ２００４年 専門書
2161 自治体改革２ー自治体経営改革 武藤博巳　ぎょうせい ２００４年 専門書
2162 自治体改革３ー自治体政策のイノベーション 今井照　ぎょうせい ２００４年 専門書
2163 自治体改革４−政策法務の新展開 磯崎初仁　ぎょうせい ２００４年 専門書
2164 自治体改革５−自治体デモクラシー改革　住民・首長・議会 西尾勝　ぎょうせい ２００４年 専門書
2165 自治体改革６ー職員・組織改革 天野巡一　ぎょうせい ２００４年 専門書
2166 自治体改革７−地方税制改革 池上岳彦　ぎょうせい ２００４年 専門書
2167 自治体改革８−地方財政改革 神野直彦　ぎょうせい ２００４年 専門書
2168 自治体改革９−住民・コミュニティとの協働 西尾勝　ぎょうせい ２００４年 専門書
2169 自治体改革１０−情報改革 広瀬克哉　ぎょうせい ２００４年 専門書



2170 森の学校 ＮＰＯ法人恵那山みどりの会 ２００４年 活動記録
2171 みつけた！みつけた！こんなすてきな幼稚園・保育園 ＮＰＯ法人岐阜子供劇場スマイルパーク 平成１６年度 情報誌
2172 Bridging the Grassroots 日米コミュニティ・エクスチェンジ ２００２年 報告書
2173 Bridging the Grassroots 日米コミュニティ・エクスチェンジ ２００３年 報告書
2174 「子供の発達と舞台美術」ふじたあさや講演会 子供劇場親子劇場岐阜県センター ２００４年 講演会記録
2175 市民生きがいプランー岐阜市生涯学習基本計画 岐阜市 平成９年 基本計画
2176 国立大学新構想学部教育・研究フォーラム報告書 静岡大学情報学部 平成１３年 報告書
2177 第８期神保町街づくり協議会報告書 神保町 平成11年 報告書
2178 市民生きがいプランー岐阜市生涯学習基本計画 岐阜市 平成９年 基本計画
2179 岐阜市総合計画策定のための市民意識調査報告書 岐阜市・岐阜大学地域科学部 平成１９年 報告書
2180 都市の賑わいイメージに関するアンケート調査　集計結果 岐阜県産業経済研究センター 平成11年 調査結果
2181 市町村合併を考える第２集　政令指定都市編 ぎふまちづくりセンター ２００２年 報告書
2182 岐阜市都市景観賞 岐阜市 平成1１年 パンフレット
2183 岐阜市都市景観賞 岐阜市 平成１２年 パンフレット
2184 岐阜市都市景観賞 岐阜市 平成１３年 パンフレット
2185 建築物等緑化誘導指針 岐阜市都市計画部景観整備課 平成１３年 パンフレット
2186 飛鳥地方へのいざない 橿原・高市広域行政事務組合 ？ パンフレット
2187 地方自治コンピューター各省庁の情報化施策 地方自治情報センター 平成１３年 専門書
2188 福井県文書館研究紀要　４号 福井県文書館 平成１９年 紀要
2189 元禄期越前の幕府領大庄屋日記２ 福井県図書館 平成１９年 地域資料
2190 岩郷土誌 岩郷土誌編纂委員会 平成１９年 郷土誌
2191 岐阜市調査・パートⅧー黒野地区・岐阜県域に立地する企業の職場調査２ 山崎・合掌・西村・富樫・高木・井原グループ 2008年 研究報告書
2192 岐阜市調査・パートⅦー黒野地区・岐阜県域に立地する企業の職場調査 山崎・合掌・西村・富樫・高木・井原グループ ２００７年 研究報告書
2193 岐阜市中心市街地パートⅥ＆福井県今立町調査 井原・富樫・西村・高木・山崎グループ ２００６年 研究報告書
2194 岐阜市市街地調査パート・Ⅴー金華地区・大洞地区・柳ヶ瀬・美殿町ー 山崎・高木・井原・富樫グループ ２００５年 研究報告書
2195 北海道における農業経営の共同・協業化と農村家族ー女満別の研究Ⅱー 白樫久・永田尚子 ２００４年 研究報告書
2196 岐阜市市街地調査・パートⅣー金華地区・大洞地区・加納地区ー 白樫・山崎・高木・富樫グループ ２００４年 研究報告書
2197 岐阜市市街地調査・パートⅢー岐阜駅周辺再開発・金華校区・芥見東校区ー 白樫・山崎・高木・富樫グループ ２００３年 研究報告書
2198 検証・核廃棄物地層処分ー東濃における地層処分の研究の進行とその問題点ー 中村教室 ２００３年 研究報告書
2199 都市近郊農村の構造分析ー岐阜県海津郡平田町ー 白樫久・山崎仁朗 ２００２年 研究報告書
2200 岐阜市市街地調査・パートⅡー金華・京町・明徳校区＆日ノ本・鵜飼屋ー 白樫・山崎・富樫グループ ２００２年 研究報告書
2201 岐阜市総合計画 岐阜市企画総合制作室・岐阜大学地域科学部 ２００７年 研究報告書
2202 岐阜市美殿町商店街のまちづくり 富樫ゼミ ２００５年 研究報告書
2203 研究プロジェクトの中間報告（概要） 西村貢・合田昭二・宮城俊彦・水谷香織・今井健・三井栄 ２００４年 研究報告書
2204 岐阜市の古い町・金華地区ー景観・町屋・職人に関する調査と提言 富樫・白樫・山崎・合掌セミナー ２００３年 研究報告書
2205 ２１世紀の「岐阜地域力」を創るー中核都市圏地域活性化シンポジウムー 西村貢・山崎仁朗・富樫幸一・高橋玄・三井栄・黒田学・竹内伝史・神田敏英・近藤真・竹森正孝・松田之利・白樫久２００２年 研究報告書
2206 岐阜市第四次総合計画後期基本計画策定にかかる市民意識調査分析報告書 富樫幸一 ２００１年 研究報告書
2207 岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵史料目録（１）美濃国方県郡河渡村　村木家文書目録 朴澤直秀・中尾喜代美 ２００７年
2208 新しい自治体づくりへの挑戦（共生都市上越合併の記録） 新潟県上越市 平成１９年
2209 昭和会特別報道番組「産廃問題を探る」 愛知県青年司法書士協議会「昭和会」産廃プロジェクト 1997年
2210 四日市公害記録写真集−四日市公害訴訟判決２０周年記念 四日市公害記録写真集編集委員会 1992年
2211 水俣展 水俣フォーラム 1999年
2212 地域からのエコシティ宣言−地球環境議員シンポジウム 街と生活を考える市民センター 1993年
2213 環境ホルモンの避け方 雨笠啓祐 1998年
2214 国家生物多様性計画策定ガイドライン 世界資源研究所・国際自然保護連合・国連環境計画 1998年
2215 熱帯林破壊と日本の木材貿易−世界自然保護基金（ＷＷＦ）レポート「日本版」 黒田洋一・フランソワ　ネクトゥー 1989年
2216 よくわかる環境ホルモン学 シーアコルボーン、養老孟司ほか 1998年
2217 環境アセスメント 原科幸彦編 1994年
2218 地球環境報告 石弘之 1988年
2219 環境アセスメント 島津康男 1977年
2220 残そう岐阜の自然 岐阜県自然環境保全連合 平成6年
2221 ローマクラブ「人類の危機」レポート成長の限界 ＤＨメドウズ・ＤＬメドウズ・Ｊラーンダズ・ＷＷベアランズ３世1972年
2222 ローマクラブ第２レポート転機に立つ人間社会 Ｍメサロビッチ・Ｅ����� 1975年
2223 ローマクラブ第４レポート Ｄガボール・Ｕコロンボ 1979年
2224 苦界浄土わが水俣病 石牟礼道子 1972年
2225 水俣病 原田正純 1972年
2226 大地の微生物 服部努 1972年
2227 失われた動力文化 平田寛 1976年
2228 リサイクル社会への道 寄本勝美 2003年
2229 よくわかる農薬汚染人体と環境をむしばむ合成化学物質 安藤満 1990年
2230 恐るべき養殖魚・奇形魚はなぜ発生するか？ 八竹昭夫 1987年
2231 飽食の予言肉も野菜もコメも「汚染」徹底取材 岡庭昇 1988年



2232 緊急提言コメをどうする農政改革のこころ 叶芳和 1987年
2233 奪われし未来 シーアコルボーン・ダイアンダマノスキ・ジョンピーターソンマイヤーズ1997年
2234 何が環境の危機を招いたかエコロジーによる分析と解答 Barry Commoner 安部喜也訳 1972年
2235 ゴミと化学物質 酒井伸一 1998年
2236 沈黙の春 Rachel Carson 1974年
2237 カモシカ騒動記天然記念物は害獣か 伊東祐朔 1986年
2238 闘う住民のためのゴミ問題紛争事典 梶山正三 1995年
2239 合成洗剤はもういらない−せっけん、せんたくのすべて 柳沢文徳 1976年
2240 続合成洗剤はもういらない−せっけん、せんたくのすべて 柳沢文徳 1980年
2241 データで検証！地球環境のウソ・ホント 大浜一之 1991年
2242 地球、この「汚染惑星」！ 中原英臣・佐川峻 1990年
2243 高校生が考えた「地域と環境」 池田武邦・神近義邦・山下弘文・ブライアン・バークガフニ・早川和男・長崎総合科学大学建築学科2000年
2244 物質循環エコロジー 室田武 2001年
2245 日本人の忘れ物−海上の森はなぜ貴重か 森山昭雄・埋め佐和広昭 2000年
2246 生殖異変−環境ホルモンの反逆 井口泰泉 1998年
2247 静かさを返せ！ー物語　新幹線公害訴訟 名古屋新幹線公害訴訟弁護団 1996年
2248 とことんやさしい風力の本 永井隆昭 2002年
2249 とことんやさしい燃料電池の本 燃料電池研究会 2001年
2250 恐るべき公害 庄司光・宮本憲一 1964年
2251 水と緑と土−伝統を捨てた社会の行方 富山和子 昭和４９年
2252 有限の生態学−安定と共存のシステム 栗原庚 1975年
2253 疑問だらけの愛知万博−だれにもわかる万博小事典 海上の森の万博をやめよう県民会議 1999年
2254 四日市・死の海と闘う 田尻宗昭 1972年
2255 京都議定書は実現できるのか−ＣＯ２規制社会のゆくえ 石井孝明 2004年
2256 アメリカの環境保護運動 岡島成行 1990年
2257 海上の森の詩 ものみ山自然観察会編 平成７年
2258 原点・四日市公害１０年の記録 小野英二 1971年
2259 ボクはニホンカモシカ 伊東祐朔 1989年
2260 私たちの環境学 上智大学エコ・テキスト作成グループ 1998年
2261 環境をまもる・情報をつかむ−情報公開制度で暮らしと環境をまもる 中桐伸五 1990年
2262 環境の科学−自然・生物・人類のシステムをさぐる 宝月欣二 昭和47年
2263 万博・空港の中止を！−愛知県の主な大型開発をめぐる県民運動の到来と展望 日本共産党愛知県委員会 2001年
2264 日本の森をどう守るか−岩波ブックレットＮｏ327 藤原信 1994年
2265 巨大公共事業−何をもたらすか−岩波ブックレットＮｏ476 21世紀環境委員会 1999年
2266 環境基本法を考える 日本環境会議編 1994年
2267 ドキュメント日本の公害−第七巻大規模開発 川名英之 1992年
2268 公害年鑑1976年度版 環境保全協会 昭和51年
2269 公開討論会「高レベル放射性廃棄物の地層処分を考える」全記録 地層処分問題研究グループ 2000年
2270 開発と公害第７３号（反核・反原子力特集号＜４＞） 生越忠責任編集 1996年
2271 岐阜県の活断層−活断層図と解説 岐阜県 1995年
2272 原子力・エネルギー政策の転換を求めて−安全規制・放射性廃棄物処分・自然エネルギー−基調報告書 日本弁護士連合会第４３回人権擁護大会シンポジウム第２分科会実行委員会2000年
2273 「高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性批判」 地層処分問題研究グループ 2000年
2274 写真で見る濃尾震災−実態とその復興 岐阜新聞・岐阜放送 1991年
2275 断層列島−動く断層と地震のメカニズム− 金折裕司 1994年
2276 甦る断層−テクトニクスと地震の予知− 金折裕司 1993年
2277 恐怖の臨界事故 原子力資料情報室編 1999年
2278 雲になって消えたナガサキのげんばくどくほん初級用 長崎県原爆被爆教師の会・平和教育資料編集委員会編 1972年
2279 三たび許すまじナガサキの原爆読本中学用 長崎県原爆被爆教師の会・平和教育資料編集委員会編 1972年
2280 原子野の声ナガサキの原爆読本上級用 長崎県原爆被爆教師の会・平和教育資料編集委員会編 1972年
2281 夾竹桃の花のさくたびにナガサキの原爆読本中級用 長崎県原爆被爆教師の会・平和教育資料編集委員会編 1972年
2282 ＪＯＣ臨海事故と日本の原子力行政ー安全政策への提言− ＪＯＣ臨界事故総合評価会議編 2002年
2283 原爆はなぜ、どこが危険か JohnW.Gofman,Arthur R Tamplin 小山内宏訳 1975年
2284 もんじゅ事故と日本のプルトニウム政策？転換への提言 もんじゅ事故総合評価会議編 1997年
2285 核実験とフランス人 美帆シボ 1996年
2286 原発事故…そのときあなたは！ 瀬尾健 1995年
2287 高速増殖炉もんじゅ巨大核技術の夢と現実 小林圭二 1994年
2288 ＭＯＸプルトニウム燃料総合評価ＩＭＡ（国際ＭＯＸ燃料評価）プロジェクト 終報告ＭＯＸ燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）の軽水炉利用の社会的影響に関する包括的評価マイケル・シュウナイダー　高木仁三郎他 1998年
2289 別冊宝島81推進か？廃炉か？決定版原発大論争 石井慎二 1988年
2290 原発を考える50話 西尾漠 1996年
2291 新・核融合への挑戦いよいよ核融合実験炉へ 狐崎品雄・吉川庄一 2003年
2292 核廃棄物は人と共存できるか マルチーヌ・ドギオーム 2001年
2293 始末できるか原発の放射能 「科学者による国際平和週間」筑波委員会編 1989年



2294 原発黒書日本における原発推進の実態 原発黒書編集委員会編 1976年
2295 マーシャル群島住民の二十三年隠された被ばく 前田哲男 1978年
2296 原発はなぜ危険か−元設計技師の証言− 田中三彦 1990年
2297 超キケン！核のゴミ埋め捨て狙われる岐阜・東濃地域 兼松秀代 2000年
2298 チェリノブイリ報告 広川隆一 1991年
2299 地盤の科学地面の下をのぞいてみると… 土木学会関西支部編 1995年
2300 巨大地震発生メカニズムと余地への挑戦 力武常次 1976年
2301 足下に活断層 金折祐司 1995年
2302 さよなら原発水素エネルギーこんにちは燃料電池・常温核融合の新世界 山本寛 2001年
2303 活動期に入った地震列島 尾池和夫 1995年
2304 わが国における高レベル放射性廃棄物地質処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第２次とりまとめ−分冊１わが国の地質環境核燃料サイクル開発機構 1999年
2305 わが国における高レベル放射性廃棄物地質処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第２次とりまとめ−分冊２地層処分の工学技術核燃料サイクル開発機構 1999年
2306 わが国における高レベル放射性廃棄物地質処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第２次とりまとめ−分冊３地層処分システムの安全評価核燃料サイクル開発機構 1999年
2307 わが国における高レベル放射性廃棄物地質処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第２次とりまとめ総論レポート核燃料サイクル開発機構 1999年
2308 わが国における高レベル放射性廃棄物地質処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第２次とりまとめ−別冊地層処分の背景核燃料サイクル開発機構 1999年
2309 原発防災を考えるＰａｒｔⅡ−原子力防災訓練の現状と課題 山本定明 1993年
2310 プルサーマル−暴走するプルトニウム政策 原子力資料情報室編 1998年
2311 核燃料再処理工場−その危険性のすべて 原子力資料情報室編 1977年
2312 「明確に区別」できない！超深地層研究所と高レベル処分場−岐阜・東濃に研究所・処分場はいらない 放射能のゴミはいらない！市民ネット岐阜　兼松秀代 1999年
2313 姿をあらわした高レベル廃棄物−未来からの声が聞こえる「死の灰はいらない」 放射能のゴミはいらない！県条例を求める会 1996年
2314 ヒロシマ−米国返還被爆資料から 中国新聞社 昭和４８年
2315 人形峠の鉱滓ダムは大丈夫か！？−地質学および地震学の観点からみた動燃人形峠事業所の問題点−生越忠講演会録放射能のゴミはいらない！県条例を求める会 1998年
2316 ふるさと東濃で何が起こっているの？！−新「超深地層研究所ってなあに？ 超深地層研究所問題に取り組んでいる団体 1997年
2317 「現地報告」岐阜・東濃で進む核のゴミ埋め捨て「研究」の実態　高レベル放射性廃棄物地層処分計画に反対しよう！原発に反対するうさぎの会 1999年
2318 愛知県の地質断面図（資料編その１尾張部）付図 愛知県防災会議地震部会 昭和５７年
2319 愛知県の地質断面図（資料編その２三河部）付図 愛知県防災会議地震部会 昭和５６年
2320 愛知県の地質・地盤（資料編その１）尾張部 愛知県防災会議地震部会 昭和５８年
2321 愛知県の地質断面図（資料編その２三河部） 愛知県防災会議地震部会 昭和５６年
2322 日本列島・地震アトラス活断層 イミダス特別編集 1995年
2323 HIROSHIMA NAGASAKI 1978 At The United Nations The United Nations Staff Recreation Council Jamanese Book Club1978年
2324 原発のゴミはどこに行くのか− 終処分場のゆくえ 西尾漠 2001年
2325 完全シミュレーション　原発事故の恐怖 瀬尾健 2000年
2326 核燃料スキャンダル−関西電力・通産省−高浜原発ＭＯＸ燃料データ不正事件 グリーンアクション・美浜、大飯、高浜原発に反対する大阪の会2000年
2327 セミパラチンスク−草原の民・核汚染の５０年 森住卓 1999年
2328 危険な話−チェルノブイリと日本の運命 広瀬隆 1987年
2329 原発をすすめる危険なウソ−事故隠し・虚偽報告・データ改ざん 西尾漠 1999年
2330 日本地震列島 尾池和夫 1992年
2331 台湾への原発輸出 伊藤考司 2000年
2332 日本が破滅する世界遺産−日本の原発とオーストラリア・ウラン採掘 伊藤考司 2000年
2333 原子力発電 武谷三男編 1976年
2334 原子力発電所 ｋジェイ 昭和32年
2335 日本列島 湊正雄 1976年
2336 新しい地球観 上田誠也 1971年
2337 古地震を探る 太田陽子・島崎邦彦編 1995年
2338 地震発生のしくみと予知 尾池和夫 1989年
2339 いのち永久に新し 住井すゑ・櫛田ふき・石井あや子・牛島せい子 1985年
2340 正しい生き方がわかる本−美しき日本の家伝播 亀石 1995年
2341 自衛隊はどのようにして生まれたか 永野節雄 2003年
2342 社会主義の再生は可能か−マルクス主義と革命理論 Cornelius Castoriadis　江口幹訳 1987年
2343 フランス政治体制論−政治文化とゴーリズム− 桜井陽二 1985年
2344 ノーメンクラツーラーソビエトの赤い貴族 Michel S.Voslensky 1982年
2345 日本政治の構想 田中直毅 1994年
2346 選挙が変わる！ 松尾 1994年
2347 経済成長化に変貌する中小企業 竹内正己 1964年
2348 がんばれ管直人 板垣 1996年
2349 「オリーブの木」政権戦略イタリア中道左派連合から日本政治へのメッセージ 後房雄 1998年
2350 なぜ今日米安保か 都留重人 1996年
2351 「常任理事国入り」 川辺一郎 1994年
2352 国境を越える社会民主主義−変貌する世界の改革政治 Oskar Lafontaine 住沢博紀訳 1989年
2353 市民派議員になるための本 寺町みどり 2002年
2354 森の回廊ビルマ辺境民族解放区の1300日 吉田敏浩 1995年
2355 私に賭けてください改革政権準備完了 菅直人 2002年



2356 満鉄調査部栄光と挫折の４０年 山田豪一 1977年
2357 なぜ日本は破れたのか大平洋戦争六大決戦を検証する 泰郁彦 2001年
2358 裁判員制度 丸田隆 2004年
2359 シュンペーター−孤高の経済学者− 伊藤光晴・根井雅弘 1993年
2360 記憶のメカニズム 高木貞敬 1976年
2361 試験管の中の生命−細胞研究入門ー 岡田節人 1976年
2362 南京事件「虐殺」の構造 泰郁彦 1986年
2363 フランスの異邦人移民・難民・少数民族の苦悩 林瑞枝 1984年
2364 メガバンクの誤算−銀行復活は可能か− 箭内昇 2002年
2365 ブッシュのアメリカ 三浦俊章 2003年
2366 ルポ解雇 島本慈子 2003年
2367 ユーロその衝撃とゆくえ 田中素香 2002年
2368 集団的自衛権と日本国憲法 浅井基文 2002年
2369 シラクのフランス 軍司泰史 2003年
2370 路面電車ルネッサンス 宇都宮浄人 2003年
2371 憲法読本（上） 憲法問題研究会 1965年
2372 憲法読本（下） 憲法問題研究会 1965年
2373 スペイン人民前線史 スペイン共産党中央委員会党史編纂委員会 1970年
2374 パーキンソンの法則 Cyril Northcote Parkinson 1965年
2375 部下には読ませられぬ本パーキンソンの法則 Cyril Northcote Parkinson 1981年
2376 ツシマ〔上〕バルチック艦隊遠征 ノビコフ・プリボイ　上脇進訳 2004年
2377 ツシマ〔下〕バルチック艦隊遠征 ノビコフ・プリボイ　上脇進訳 2004年
2378 地上から消えた謎の文明 吉村作治監修 2001年
2379 戦場の村 本田勝一 1968年
2380 悪魔の飽食 森村誠一 1981年
2381 続・悪魔の飽食 森村誠一 1981年
2382 悪魔の飽食第３部 森村誠一 1983年
2383 夜と霧　ドイツ強制収容所の体験記録 Viktor E..Frankl　霜山徳爾訳 1956年
2384 殺戮工廠・７３１部隊 滝谷二郎 1989年
2385 飢えに耐えて 村井勝喜 1979年
2386 三里塚 林清継 1981年
2387 海を渡ったモンゴロイド 後藤明 2003年
2388 餓死した英霊たち 藤原明 2001年
2389 半導体の話　物性と応用 菊池誠 1967年
2390 特攻隊だった僕がいま若者に伝えたいこと 田英夫 2002年
2391 北朝鮮の「今」がわかる本「世界一謎の多い国」が起こす“戦慄のシナリオ” 佐藤勝巳 2002年
2392 アンコールワットへの道 石澤良昭・内山澄夫 2000年
2393 こんな教科書子供に渡せますか「作る会」の歴史・公民教科書批判 子どもと教科書全国ネット２１ 2001年
2394 写説『坂の上の雲』 矢沢永一・太平洋戦争研究会 2004年
2395 マンガ日本人と天皇 雁屋哲 2000年
2396 スペイン戦争ファシズムと人民戦線 斉藤孝 1968年
2397 スペイン内戦 川成洋 2003年
2398 南京事件 笠原十九司 1997年
2399 実録アヘン戦争 陳舜臣 1971年
2400 日露戦争 古屋哲夫 1966年
2401 東京裁判（上） 児島襄 1971年
2402 東京裁判（下） 児島襄 1971年
2403 関ヶ原合戦　戦国の一番長い日 二木謙一 1982年
2404 中国人強制連行 杉原達 2002年
2405 フランスの家族事情−男と女と子どもの風景− 浅野素女 1995年
2406 新しい環境経済学持続可能な発展の理論 David.W.Pearce,AnilMarkandya,Edward.B.Barber 和田憲晶訳1994年
2407 開発プロジェクトの評価公共事業の経済・社会的分析手法 松野正・矢口哲夫 1999年
2408 内発的発展と日本の農山村 保母武彦 1996年
2409 日本が自滅する日「完了経済体制」が国民のお金を食い尽くす！ 石井紘基 2002年
2410 図解行政改革の仕組み「霞ヶ関」改革から地方分権まで、日本の論点48 並河信乃 1997年
2411 図解公共事業の仕組みいっきにわかる「日本病」の本質と問題点 五十嵐敬喜・小川明雄 1999年
2412 人間の歴史を考える−14環境と開発 宮本憲一 1992年
2413 エネルギーを考える改訂版 藤井清光・武安義光 1982年
2414 美しい都市を造る権利 五十嵐敬喜 2002年
2415 「成田」とはなにか−戦後日本の悲劇− 宇沢弘文 1992年
2416 市民版行政改革−日本型システムを考える− 五十嵐敬喜・小川明雄 1999年
2417 アメリカの巨大軍事産業 広瀬隆 2001年



2418 マニフェスト新しい政治への潮流 金井辰樹 2003年
2419 遺伝子工学を考える 坂口健二 1985年
2420 大平洋の科学 里野通平 1969年
2421 地球科学のすすめ 牛来正夫 1970年
2422 金融システムの未来−不良債権問題とビックバン− 堀内昭義 1998年
2423 戦後政治史 石川真澄 1995年
2424 戦後史の中の日本社会党 原彬久 2000年
2425 改革の欧州に何を学ぶか 渡辺亮 1999年
2426 地方分権改革市民の政府を設計する 沼田良 1994年
2427 パブリックアクセス市民が作るメディア 津田正夫・平塚千尋編 1998年
2428 ＮＰＯとボランティアの実務−法律・会計・税務− ＮＰＯ・ボランティア研究会編 1998年
2429 經濟學講座第二巻 東京經濟學研究所編 1947年
2430 經濟學講座第三巻 東京經濟學研究所編 1947年
2431 經濟學講座第四巻 東京經濟學研究所編 1947年
2432 經濟學講座第五巻 東京經濟學研究所編 1948年
2433 經濟學講座第六巻 東京經濟學研究所編 1948年
2434 經濟學講座第七巻 東京經濟學研究所編 1948年
2435 修正派マルクス主義 神明正道 1947年
2436 米国憲法略義 高木八尺 1947年
2437 ワルラス『純粹經濟學』 久武雅夫 1949年
2438 現代西欧社会主義の研究 梅原峻 1977年
2439 ベルシュタインと修正主義 岡嘉彦 1980年
2440 現代の資本主義その構造と動態 長州一二 1974年
2441 構造改革論の形成 長州一二 1973年
2442 福祉国家を超えて Ｇミュルダール 1970年
2443 国際シンポジウム70年代の資本主義 ドッブマンデル・パーロ他 1972年
2444 新しい社会の創造［解説と提言］ 社会主義理論センター 1983年
2445 連合時代の政治理論 藤原一 1977年
2446 日本の社会主義政党 安藤仁兵衛 1974年
2447 新しい社会主義への挑戦 葉山滉 1975年
2448 日本社会党と社会民主主義 安藤仁兵衛 1994年
2449 社会主義の展望−高度工業化社会の時代に Michel Harrinngton　飯田健一・谷枡樹 1977年
2450 民主的社会主義と社会民主主義・��������、�����・�����綱領 Horsy Heimann 1992年
2451 新しい政治を目指して−私の信条と心情 江田三郎 1977年
2452 出発のためのメモランダム 江田五月 1978年
2453 構造改革の理論社会主義への新しい道 日本社会党中央党学校 1961年
2454 私の日本改造構想 江田三郎 1972年
2455 昭和史２０の争点日本人の常識 泰郁彦 2003年
2456 政治浪漫変化球はいらない 秦豊 1979年
2457 戦後左翼の四十年 安藤仁兵衛 1987年
2458 もう笑って見過ごせない新しい政権を目指して　右手にグローバリズムを左手に生活中心の政治を 岩附しげる 1989年
2459 現代日本の人権状況 「市民のための国際条約」を考える会（編） 1993年
2460 草の根悠久一政治運動の軌跡 安部昭吾 1981年
2461 ２１世紀の社会主義 RogerGaraudy内山敏訳 1970年
2462 ソ連人のアメリカ観 下村満子 1986年
2463 アメリカ人のソ連観 下村満子 1984年
2464 アメリカ病 MichaelCrozier大空博訳 1982年
2465 『五月革命』論突入−ナンテールから絶頂へ HenriLefebure森本和夫 1969年
2466 歴史読本2002年６月号 菅英志（編） 2002年
2467 歴史読本20024年1月号 菅英志（編） 2004年
2468 日本週刊川紀行11号長良川 グループルパン（編） 2004年
2469 名城を行く11安土城 大山邦興（編） 2004年
2470 名城を行く1岐阜城 大山邦興（編） 2004年
2471 戦場の枯れ葉剤 中村梧郎 1995年
2472 奥平信昌と加納城 岐阜市歴史博物館（編著） 2004年
2473 熊谷守一　守一の残したもの 岐阜新聞社 2004年
2474 公共事業をどう変えるか 保母武彦 2001年
2475 戦争の語り部として−民間戦災障害者の３０年 全国戦災障害者連絡会（編） 昭和５８年
2476 何でアムネスティ？へっぴり腰・思案投首国際市民運動体験 坂本和子 1989年
2477 フランス人民戦線１９３６年民族蜂起 JacquesDanos.MarecelGiblin 1975年
2478 技術と人間１９９７年８・９月号 高橋昇（編） 1997年
2479 技術と人間１９９７年３月号 高橋昇（編） 1997年



2480 技術と人間１９９７年４月号 高橋昇（編） 1997年
2481 技術と人間１９９７年５月号 高橋昇（編） 1997年
2482 技術と人間１９９７年７月号 高橋昇（編） 1997年
2483 技術と人間１９９８年８・９月号 高橋昇（編） 1998年
2484 技術と人間１９９８年１０月号 高橋昇（編） 1998年
2485 技術と人間１９９８年１２月号 高橋昇（編） 1998年
2486 技術と人間１９９９年３月号 高橋昇（編） 1999年
2487 技術と人間２００１年５月号 高橋昇（編） 2001年
2488 信州の鎌倉 高橋直服 2002年
2489 自衛隊−この戦力− 藤井治夫 1970年
2490 安保条約論争史 小山弘健編 1968年
2491 基地闘争史 青島章介・信太忠二 1968年
2492 平和憲法を守る−護憲運動のための一問一答 日本社会党憲法問題特別委員会編 1964年
2493 世界はこうして財政を立て直した−９カ国の成功事例を徹底研究 林宏昭・永久寿夫編 2001年
2494 神奈川県情報公開条例の解説−利用者のための手引き 横浜弁護士会 昭和５９年
2495 水口宏三追悼集 水口宏三追悼集刊行委員会 昭和４８年
2496 森の生態学 四手井綱英 昭和５１年
2497 推計学のすすめ 佐藤信 昭和４３年
2498 ≪白書≫都市と交通−足で書いた公営都市交通政策 日本社会党・都市交通労組 1970年
2499 踏花詞存 久徳高文 1987年
2500 衆議院選挙の手引き昭和５１年 自治省選挙部 昭和５１年
2501 参議院選挙の手引き昭和４９年 自治省選挙部 昭和４９年
2502 漢奸裁判−対日協力者を襲った運命 劉傑 2000年
2503 いまなぜ税制改革か 労働教育センター 1988年
2504 あゆみ十年 岐阜市加納西婦人会 1967年
2505 すぐに役立つ未来 適経営 岐阜県中小企業家同友会 1990年
2506 中小企業組合制度のあらまし 岐阜県中小企業団体中央会 昭和５１年
2507 情報公開と現代 法学セミナー増刊 1982年
2508 月刊総評特集号　この自民党　クリーンな資本主義なんてものはない 昭和５１年
2509 傷痕　Ｎｏ２ 全国戦災障害者連絡会（編） 昭和５０年
2510 死刑その実態と廃止への道 アムネスティ・インターナショナル日本支部　死刑廃止ネットワークセンター編1988年
2511 館蔵品図録Ⅰ みかわ武士のやかた家康館 平成４年
2512 首都機能移転って何だろう？ 首都機能移転問題の再考を求めるネットワーク編集 1996年
2513 掘り出された岐阜　新発見考古資料 岐阜市歴史博物館（編著） 平成９年
2514 濃尾地震と根尾谷断層 岐阜県根尾村教育委員会 平成４年
2515 たれか故郷を思わざる 大牧富士夫 平成２年
2516 新都市計画法逐条解説 建設省都市局都市計画課編 昭和４３年
2517 ネットワーク京都−どうする！？あなたの町のマンション建設計画−マンション建設反対運動の手引き ネットワーク京都 1990年
2518 未来への責任−市民は新党をどうする？ 未来工房 1996年
2519 有事法制何が問題か？ 弓削達監修反改憲ネット２１編 2002年
2520 社会保障の経済効果は公共事業より大きい−産業連関表による生産・雇用・ＧＤＰ効果比較 自治体問題研究所編集部 1998年
2521 ウィルスの正体と脅威 中原英臣 1996年
2522 ＮＰＯ基礎講座 山岡義典 1997年
2523 田香風味 久徳高文 1997年
2524 百里裁判　証言記録第２集 百里弁護団 1975年
2525 市民のエネルギー白書 エネルギー問題市民会議 1982年
2526 日本分析化学会第４７年会　開演要旨集 日本分析化学会 1998年
2527 ゲン・グループの２０年 ゲン統轄室 昭和５８年
2528 ＳＤＲの知識 加瀬正一 昭和４８年
2529 フランス国防体制と軍隊 山本武彦 1978年
2530 西ドイツの経営参加と労使関係 岸田尚友編 1978年
2531 法律時報−安保条約−その批判的検討 民科法律部会編 昭和４４年
2532 法律時報−憲法調査会報告書全文と解説 憲法調査会 昭和３９年
2533 岐阜県の電報今昔物語 伊藤芳久 平成５年
2534 昭和６３ 全日本労働組合連合会 昭和６３年
2535 参議院議員通常選挙結果調 岐阜県選挙管理委員会 平成４年
2536 衆議院議員通常選挙結果調 岐阜県選挙管理委員会 平成２年
2537 参議院議員通常選挙結果調 岐阜県選挙管理委員会 平成元年
2538 市町村財政の状況（市町村台帳編） 岐阜県総務部地方課編 昭和６１年
2539 市町村財政の状況（市町村台帳編） 岐阜県総務部地方課編 昭和６２年
2540 市町村財政の状況（市町村台帳編） 岐阜県総務部地方課編 昭和６３年
2541 評価ハンドブック−固定資産評価基準 自治省固定資産税課編 昭和５４年



2542 The year 2001 GIHU　創刊５０号記念バックナンバーファイル 岐阜２００１年の会 1993年
2543 The year 2001 GIHU　創刊１００号記念バックナンバーファイル 岐阜２００１年の会 1997年
2544 記録７３１部隊展ぎふ９４ 記録７３１部隊展ぎふ９４実行委員会 1994年
2545 岐阜同友　１４７号 岐阜県中小企業家同友会 1987年
2546 岐阜同友　１６０号 岐阜県中小企業家同友会 1987年
2547 政治資金規正法の手引き 岐阜県選挙管理委員会 昭和６１年
2548 国民の国鉄とするための諸資料 国鉄労働組合 1977年
2549 昭和３１年度特別会計予算目録 昭和３１年
2550 改革の時代 大河内一男・松前重義・長洲一二・正村公宏 昭和５２年
2551 市民ゲリラ国会に挑む 菅直人 1980年
2552 日本の社会主義 江田三郎 昭和４２年
2553 災害の科学 高橋浩一郎 昭和５０年
2554 地球の歴史 竹内均・都城秋穂 昭和４０年
2555 道路をめぐるトラブル解決法 高井和伸 1992年
2556 道路をめぐるトラブル解決法　全訂新版 高井和伸 1989年
2557 先端知事・畑和の新・現実主義を生きる 上之郷利昭 昭和６３年
2558 日本新党責任ある変革 細川護煕 1993年
2559 はじめてのアムネスティ アムネスティ・インターナショナル日本支部編 1999年
2560 アムネスティ人権報告１　現代世界の人権 アムネスティ・インターナショナル日本支部編 1992年
2561 官僚天国−日本破産 石井こうき 平成８年
2562 改正都市計画法−解説と活用法 野口和雄 1993年
2563 ドキュメント官官接待 朝日新聞名古屋社会部 1996年
2564 日本経済の変容−倫理の喪失を超えて 伊藤光晴 2000年
2565 ドキュメントＥＣ統合−欧州の憂鬱 日本経済新聞社編 1993年
2566 阪神大震災の教訓−検証　建造物はなぜ壊れたのか 山室寛之・戸谷英世・小林一輔・須賀好富・長谷川武久 1995年
2567 山幸風雲録−今沈黙を破る 山本幸一 1983年
2568 アフリカのナポレオン−外交官アフリカ・フランス奮闘記 岩附茂 1988年
2569 国連事務総長をめざして 岩附茂 1991年
2570 フランス外人部隊 柘植久慶 1989年
2571 選挙制度 田口富久 1973年
2572 行政法入門 原田尚彦 1992年
2573 権利のための闘争 イェーリング 1982年
2574 補助金と政権党 広瀬道貞 1993年
2575 都市計画−利権の構図を超えて 五十嵐敬喜・小川明雄 1993年
2576 平壌からの告発−日本軍「慰安婦」・強制連行被害者の叫び 伊藤考司 2001年
2577 実録！特殊法人のヒミツ 別冊宝島 1997年
2578 実務　住民訴訟 伴義聖・大塚康男 平成１０年
2579 授業のための日本地理第４版 地理教育研究会編 2003年
2580 ヨーロッパの都市問題ー都市問題は世界共通のテーマ 清水義汎監修 1971年
2581 「おかげまいり」と「ええじゃないか」 藤谷俊雄 1968年
2582 図解　財政のしくみ−いっきにわかる財政危機の本質と問題点 宮脇淳 1997年
2583 地方自治法 兼子仁 1984年
2584 従軍慰安婦 吉見義明 1995年
2585 ユーロコミュニズム−もう一つの共産主義か Ａクリエジェル 1978年
2586 軍産複合体制 Ｓレンズ 1971年
2587 生命とは何か−物理学にみた生細胞 Ｅシュレーディンガー 1951年
2588 アフリカ史の曙 ローランド・オリバー 1962年
2589 比例代表制−国際比較にもとづく提案 西平重喜 昭和56年
2590 現代都市行政の構図−都市行政学の模索 佐々木信夫 昭和60年
2591 「つくる会」教科書はこう読む！ 上杉聰・君島和彦・越田稜・高嶋伸欣 2001年
2592 自由と正義−特集−国際人権規約と国内法 日本弁護士連合会 昭和55年
2593 新しい公民教科書 2001年
2594 新しい歴史教科書 2001年
2595 中部電力40年史 電気事業史・社史編纂会議 平成３年
2596 開かれたテレトピアへの道−目で見る日本電信電話公社の３０年 日本電信電話公社 昭和57年
2597 超高速新幹線 奥猛・京谷好泰・佐貫利雄 昭和46年
2598 関西国際空港 佐藤章 1994年
2599 二十世紀のフランス知識人 渡辺淳 2004年
2600 知っていそうで知らないフランス 安達功 2001年
2601 日本はどう報じられているか 石澤靖治 2004年
2602 生物兵器と化学兵器ー種類・威力・防御法 井上尚英 2003年
2603 政党崩壊−永田町の失われた十年 伊藤惇夫 2003年



2604 ＮＩＣＳ−工業化アジアを読む とぅ・つぁうえん 昭和６３年
2605 自衛隊ｖｓ北朝鮮 半田滋 2003年
2606 琵琶湖水底の謎 小江慶雄 昭和５０年
2607 地球村の食料改革−貿易原理から生活原理へ− 所秀雄 1990年
2608 飛行の原理 谷一郎 1965年
2609 西ドイツの社会民主主義 仲井斌 1979年
2610 採点４７都道府県政 樺嶋秀吉 2004年
2611 日本の「構造改革」−いま、どう変えるべきか 佐和隆光 2003年
2612 安全性の考え方 武谷三男編 1967年
2613 情報公開と知る権利 清水英夫 1980年
2614 産業連関分析 Ｗ・レオンチェフ 1969年
2615 新・都市土地論 菅直人 昭和63年
2616 琵琶湖から、神戸から−市民による政治改革と民主主義 武村正義・高見裕一 1993年
2617 関空開港はしたけれど−第１期事業の総括と今後の課題 （社）大阪自治体問題研究所編 1999年
2618 町長襲撃−産廃とテロに揺れた町 朝日新聞名古屋社会部 1997年
2619 みんなの「情報公開」へ−行政・マスコミ・企業の役割− 前田利郎 昭和60年
2620 飢餓と難民−援助とはなにか−岩波ブックレットＮｏ112 犬養道子 1988年　
2621 世界人権宣言−岩波ブックレットＮｏ13 イーデス・ハンソン・武者小路公秀 1983年
2622 市町村合併と地域のゆくえ−岩波ブックレットＮｏ560 保母武彦 2002年
2623 江田三郎−そのロマンと追想 『江田三郎』刊行会 昭和５４年
2624 淡水魚（淡水魚保護） 財団法人淡水魚保護協会 1994年
2625 清く豊かに川は流れるー桂川・相模川アジェンダ21市民案 桂川・相模川アジェンダ21市民会議 1999年
2626 相模大堰建設計画の問題点と自然にやさしい取水方法 相模大堰代替案研究会 1993年
2627 地域からの世界平和戦略（自治体外交の可能性） 地方議員のための国際プロジェクト編
2628 建設省河川砂防技術基準（案） 建設省河川局監修・（社）日本河川協会編 平成５年
2629 長良川河口堰調査・中間報告書（第１巻） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2630 長良川河口堰調査・中間報告書（第２巻） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2631 長良川河口堰調査・中間報告書（第３巻） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2632 長良川河口堰調査・中間報告書資料集（堰および関連施設の機能） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2633 長良川河口堰調査・中間報告書資料集（輪中への浸透水対策及び輪中の排水対策） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2634 長良川河口堰モニタリング年表（第１巻） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2635 長良川河口堰モニタリング年表（第２巻） 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2636 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第１報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2637 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第２報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2638 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第３報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2639 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第４報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2640 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第５報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2641 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第６報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2642 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第７報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2643 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第８報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2644 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第９報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2645 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第１０報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2646 長良川河口堰の調査についてー平成６年度の防災、環境、塩分等に関する調査ー（第１１報） 建設省河川局・水資源開発公団 平成６年 調査報告書
2647 長良川河口堰に関する追加調査報告書 建設省河川局・水資源開発公団 平成４年 調査報告書
2648 長良川河口堰の質問へのお答え 建設省河川局・水資源開発公団 平成５年 調査報告書
2649 長良川河口堰に関する追加調査報告書ついて 建設省河川局・水資源開発公団 平成５年 調査報告書
2650 長良川河口堰に関する技術報告 建設省河川局土木研究所・水資源開発公団 平成４年 調査報告書
2651 長良川河口堰について 建設省河川局・水資源開発公団 平成２年 調査報告書
2652 論争・長良川河口堰−長良川河口堰建設差止訴訟控訴審資料 長良川河口堰建設差止訴訟原告団・弁護団 1998年 調査報告書
2653 徳山ダム周辺の自然環境 水資源開発公団・徳山ダム建設所 平成１１年 調査報告書
2654 利根川河口堰の流域水環境に与えた影響調査報告書 （財）日本自然保護協会 1998年 調査報告書
2655 諫早干潟の再生と賢明な利用−国営諫早湾干拓事業の問題と代替案の提案 諫早干潟緊急救済本部 1998年 調査報告書
2656 諫早干潟の再生と賢明な利用−国営諫早湾干拓事業の問題と代替案の提案 諫早干潟緊急救済本部 1998年 調査報告書
2657 日本地質学会第106年学術大会講演要旨 日本地質学会 1999年 調査報告書
2658 国際湿地シンポジウム９８藤前　記録集 日本湿地ネットワーク 1999年 調査報告書
2659 うつくしまから考える豊かな水辺環境−湿地保全・再生法制定に向けて−（報告書） 日本弁護士連合会第４５回人権擁護大会 2002年　 調査報告書
2660 うつくしまから考える豊かな水辺環境−湿地保全・再生法制定に向けて−（資料編） 日本弁護士連合会第４５回人権擁護大会 2002年　 調査報告書
2661 社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について（参考資料） 河川審議会 平成８年 調査報告書
2662 「２１世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について」 河川審議会答申 平成８年 調査報告書
2663 公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備調査（平成１１年衆予調第３号）報告書第１分冊 衆議院調査局 平成１２年 調査報告書
2664 公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備調査（平成１１年衆予調第３号）報告書第２分冊 衆議院調査局 平成１２年 調査報告書
2665 公共事業の個別事業内容・実施状況等に関する予備調査（平成１１年衆予調第３号）報告書第３分冊 衆議院調査局 平成１２年 調査報告書



2666 水行政の欺まん性を追求する全国集会基調ならびに報告資料 水行政の欺まん性を追求する全国集会実行委員会・河川湖沼と海を守る全国会議1981年 調査報告書
2667 水通信 地下水を守る会 1989年 調査報告書
2668 長良川河口堰建設差止訴訟判決 岐阜地方裁判所民事第２部 昭和57年 調査報告書
2669 愛知県地盤の地震波増幅特性と地震危険度 愛知県防災会議地震部会 昭和５８年 調査報告書
2670 新しい全国総合水資源計画 国土庁編 平成１１年 調査報告書
2671 徳山ダムについて 建設省中部地方建設局・水資源開発公団中部支社 平成７年 調査報告書
2672 千歳川放水路を検証する 自治労苫小牧市職員労働組合自治研推進委員会 1994年 調査報告書
2673 岐阜県のタカの渡り 日本野鳥の会岐阜県支部研究部 1998年 調査報告書
2674 長良川河口堰に反対し続けて−七年の歩み 山本堯 1995年
2675 地下水汚染の除去対策 地下水シンポジウム実行委員会 1992年
2676 輪中と治水 岐阜県博物館友の会 1990年
2677 川は誰のものか−相模大堰なんていらないのに 相模川キャンプ・イン・シンポジウム 1995年
2678 エコ・ネット・NEWS ＮＰＯ法人中津川市民エコ・ネット 2002年　
2679 輪中と治水−低地の暮らし 岐阜県小学校社会科研究会 昭和６１年
2680 改正政治資金規正法のあらまし 自治省　明るい選挙推進協会 平成６年
2681 白亜紀の荘川村−その研究と復元　ｐａｒｔ２ 荘川村 1998年
2682 ���・チドリ全国カウント報告書 日本湿地ネットワーク　シギ・チドリ委員会 1996年
2683 筑後川を住民の手に−筑後川「水」裁判の集大成 筑後大堰建設差止訴訟支援の会編 １９８６年
2684 判例時報−長良川・安八水害訴訟第１審判決 判例時報 昭和５８年
2685 淡水魚 （財）淡水魚保護協会機関誌 1987年
2686 水はいのちです−上下水道労働者の政策提言 自治労連・公営企業評議会編 1998年
2687 長良川河口ぜき−ＮＨＫ「徹底討論・長良川河口ぜき」に参加して 所秀雄 平成２年
2688 真の文明は川を荒らさず 思川開発事業を考える流域の会編 1998年
2689 提言集　長良川を愛せよ−参考−小さな「公共事業」の体験談　 長良川を愛する会・所秀雄 平成１５年     
2690 長良川河口堰の不思議−乱用される人名・財産論 所秀雄 平成元年
2691 有明海と長良川で何がおこっているのか？ 2001年
2692 暮らしと水−安全で快適な住民生活をささえる水道・下水道のために 自治体懇公企部会 １９８６年
2693 巨大な愚行長良川河口堰　政・官・財癒着の象徴 北川石松・天野礼子編 1994年
2694 サツキマスが還る日 横山尚巳 2000年
2695 とりもどそう豊かな海三河湾−「環境保全型開発」批判 西条八束監修・三河湾研究会編 1997年
2696 そして干潟は残ったインターネットとＮＰＯ 松浦さとこ 1999年
2697 ダム撤去への道 天野礼子・五十嵐敬喜 2001年
2698 日本の川はすくえるか 天野礼子 2001年
2699 河口堰 村上哲生・西条八束・奥田節夫 2000年
2700 公共事業が変わる 天野礼子 2000年
2701 21世紀の河川思想 天野礼子編 1997年
2702 川からの贈り物 天野礼子編 1997年
2703 川よ 天野礼子 1999年
2704 川は生きているか 天野礼子 1998年
2705 後の天然河川生きている長良川清流が織り成す自然賛歌 天野礼子 1992年
2706 水道の思想都市と水の文化誌 鯖田豊之 1996年
2707 川の思想 梅原孟・筑紫哲也他 1994年
2708 国土問題１４ 国土問題研究会 1976年
2709 山河崩壊　１ 河川湖沼と海を守る全国会議 1987年
2710 山河崩壊　４ 河川湖沼と海を守る全国会議 1989年
2711 山河崩壊　5 河川湖沼と海を守る全国会議 1990年
2712 山河崩壊　6 河川湖沼と海を守る全国会議 1992年
2713 山河崩壊　9 河川湖沼と海を守る全国会議 1994年
2714 山河崩壊　臨時号 河川湖沼と海を守る全国会議 1993年
2715 河川工学 高橋裕 1990年
2716 河川生態環境学 玉井信行・水野信彦・中村俊六編 1993年
2717 21世紀の開発援助メコン川開発 松本悟 1997年
2718 新版河川工学 本間仁 1984年
2719 河川干潟？−その自然と変貌− 西条八束・奥田節夫 1996年
2720 川とヨーロッパ 保屋野初子 2003年
2721 沈黙の川 Patric McCully 1998年
2722 三峡ダム建設の是非をめぐっての論争 戴晴・鷲見一夫 1996年
2723 水資源政策の失敗長良川河口堰 伊藤達也・在間正史・富樫幸一・宮野雄一 2003年
2724 長野の「脱ダム」なぜ？ 保屋野初子 2001年
2725 土質力学第５版 川上房義 1983年
2726 土木技術者のための地質学 高橋彦治 1974年
2727 諫早に死す−山下弘文自伝− 山下弘文 2001年



2728 平成10年版河川法 建設省河川局監修 1998年
2729 緑のダム−森林・河川・水循環・防災 蔵治光一郎・保屋野初子編 2004年
2730 アユの話 宮地伝三郎 1960年
2731 稚魚を求めて−ある研究自叙伝ー 内田恵太郎 1964年
2732 水の環境戦略 中西準子 1994年
2733 誰のための川辺川ダムか−国が川を壊す理由 福岡賢正 1994年
2734 自然環境とのつきあい方３川と付き合う 小野有五 1997年
2735 淡水の動物誌 宮地伝三郎 1963年
2736 水争い河川は誰のものか 辻田啓志 1978年
2737 地球の水が危ない 高橋裕 2003年
2738 都市と水 高橋裕 1998年
2739 ダムと日本 天野礼子 2001年
2740 公共事業は止まるか 五十嵐敬喜・小川明雄 2001年
2741 市民事業ポスト公共事業社会への挑戦 五十嵐敬喜・天野礼子 2003年
2742 アメリカはなぜダム開発をやめたのか 公共事業チェック機構を実現する議員の会 1996年
2743 平成5年版日本の水資源−その開発、保全と活用の現状− 国土庁長官官房水資源部 平成5年
2744 平成11年版日本の水資源−いつまでもいつまでも瑞々しいｋ国土をめざして− 国土庁長官官房水資源部 平成11年
2745 ダムはムダ Fred Pearce 1995年
2746 水道がつぶれかかっている 保屋野初子 1998年
2747 木曽川を守る岐阜県御嵩町からの発信 田中保・岡本隆子・長谷川直美・可児一郎・由井滋・金澤英明・宮澤杉郎・由利厚子・渡辺泰・豊田弘・寺町知正・熊本一規・楓健年・伊東貞彦・糸土広1997年
2748 長良川の一日 長良川河口堰に反対する会（編） 1989年
2749 僕の村の宝物ダムに沈む徳山村山村生活日記 大西暢夫 1998年
2750 長良川だより 長良川を愛する会（編） 1989年
2751 海よ！？浜原発３０年 朝日新聞津支局 1994年
2752 川は誰のものか相模大堰ものがたり＊一審判決まで 相模大堰差止訴訟原告団（編著） 2002年
2753 変貌する利根川 鈴木久仁直 1989年
2754 浮いてしまう徳山村わが国 大の「ダムに沈む村」からの報告 朝日新聞岐阜支局（編） 1979年
2755 ５３年版河川法 建設省河川局監修 1976年
2756 地下水使用合理化の手引き 東京都環境保全局 昭和５９年
2757 岐阜県の水産業 岐阜県農政部水産振興課 平成９年
2758 遺伝子を撃つ水道水 讃岐田訓 1990年
2759 土石流の機構と対策 高橋保 2004年
2760 検証−災害とは何か 後藤俊夫 1997年
2761 恐るべき水汚染−合成化学物質で破壊される水環境 小林勇 1989年
2762 水 朝日新聞企画報道室・松井覺進 1992年
2763 川と湖の魚たち 川那部浩哉 昭和46年
2764 鵜飼 可兒弘明 昭和41年
2765 アユの生態 小山長雄 昭和53年
2766 水のはなしⅠ 高橋裕編 1982年
2767 水のはなしⅡ 高橋裕編 1982年
2768 水のはなしⅢ 高橋裕編 1982年
2769 水問題原論 島津暉之 1991年
2770 しなやかな反骨東海４５０人 高橋恒美 1993年
2771 水辺の環境学 桜井善雄 1991年
2772 長良川河口堰を考える−人と自然の共生を求めて 太田周二 1992年
2773 よみがえれ湖−宍道湖・中海の淡水化凍結−そしてこれから 保母武彦 1989年
2774 長良川 岐阜大学長良川研究会編 1979年
2775 長良川賛歌 宮崎准 1991年
2776 母なる川−揖斐・長良・木曽 朝日新聞社名古屋社会部 昭和62年
2777 川の健康診断−清冽な流れを求めて 森下郁子 昭和５２年
2778 下水道計画論−駒ヶ根市の下水道の環境アセスメント 中西準子・沖野外輝夫 1982年
2779 関市の水生生物 関市教育委員会 平成６年
2780 濃尾平野の地盤沈下と地下水 東海三県地盤沈下調査会編 1985年
2781 川と湖の科学 森下郁子 平成１年
2782 木村英造・淡水魚にかける夢 上野敏彦 2003年
2783 長良川の魚 駒田格知 昭和62年
2784 ダムはいらない−球磨川・川辺川の清流を守れ 川辺川利水訴訟原告団・川辺川利水訴訟弁護団 2000年
2785 長良川の英雄 ふじたけし 昭和63年
2786 長良川から見たニッポン−岩波ブックレットＮｏ313 天野礼子・Ｄ・ブラウアー 1993年
2787 日本のダムを考える 大熊孝・天野礼子・保母武彦・Ｄ・ビアード 1995年
2788 都市の再生と下水道 中西準子 昭和54年
2789 宍道湖物語 川上誠一 1992年



2790 アメリカの自然生態系を守る制度とダム （財）日本生態系協会 1997年
2791 美しき長良川 宇佐見イワオ 1991年
2792 後の天然河川−生きている長良川−清流が織りなす自然賛歌 天野礼子文・伊藤孝司写真 1992年
2793 水問題の争点 河川湖沼と海を守る全国会議技術と人間編集部編 1982年
2794 国が川を壊す理由−川辺川ダムは誰のためか 福岡賢正 1994年
2795 長良川河口堰−自然破壊か、節水か 長良川河口ぜきに反対する市民の会編 1991年
2796 下水道−水再生の哲学 中西準子 昭和58年
2797 河流創造−「治水」史探訪・川と生きる 栗本鐡工所 平成5年
2798 岐阜県中小企業経営指標−昭和５６年調査 岐阜県商工労働部中小企業指導課 昭和５６年
2799 岐阜県中小企業経営指標−昭和５７年調査 岐阜県商工労働部中小企業指導課 昭和５７年
2800 岐阜県中小企業経営指標−昭和５８年調査 岐阜県商工労働部中小企業指導課 昭和５８年
2801 岐阜県中小企業経営指標−昭和５９年調査 岐阜県商工労働部中小企業指導課 昭和５９年
2802 岐阜県中小企業経営指標−昭和６０年調査 岐阜県商工労働部中小企業指導課 昭和６０年
2803 岐阜県中小企業経営指標−昭和６１年調査 岐阜県商工労働部中小企業指導課 昭和６１年
2804 労働協約−作成の手引− 岐阜県商工労働部労政課 昭和５０年
2805 労使関係ハンドブック 岐阜県商工労働部労政課 不明
2806 岐阜県官公署・団体会社職員録−平成２年版− 人事通信社発行 平成２年
2807 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和５４年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和５５年
2808 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和５５年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和５６年
2809 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和５６年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和５７年
2810 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和５７年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和５８年
2811 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和５８年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和５９年
2812 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和５９年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和６０年
2813 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和６０年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和６１年
2814 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和６１年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和６２年
2815 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和６２年版 岐阜県企画部統計調査課 昭和６３年
2816 統計から見た岐阜県経済と県民生活−昭和６３年版 岐阜県企画部統計調査課 平成元年
2817 統計から見た岐阜県経済と県民生活−平成元年版 岐阜県企画部統計調査課 平成２年
2818 統計から見た岐阜県経済と県民生活−平成２年版 岐阜県企画部統計調査課 平成３年
2819 統計から見た岐阜県経済と県民生活−平成３年版 岐阜県企画部統計調査課 平成４年
2820 統計から見た岐阜県経済と県民生活−平成４年版 岐阜県企画部統計調査課 平成５年
2821 統計から見た岐阜県経済と県民生活−平成５年版 岐阜県企画部統計調査課 平成６年
2822 岐阜県の商工業７９ 岐阜県商工労働部商工課 昭和５４年
2823 岐阜県の商工業８１ 岐阜県商工労働部商工課 昭和５６年
2824 岐阜県の商工業８２ 岐阜県商工労働部商工課 昭和５７年
2825 中小企業施策利用の手引き 岐阜県中小企業団体中央会 昭和５２年
2826 岐阜市第４次総合計画　前期基本計画 岐阜市 平成８年
2827 「ＮＯ」首都移転−新都建設は欺瞞である 市川宏雄 1999年
2828 岐阜県選挙記録昭和５３年 岐阜県選挙管理委員会 平成元年
2829 岐阜県選挙記録昭和４３年 岐阜県選挙管理委員会 昭和５４年
2830 岐阜県経済の構造−昭和55年岐阜県産業連関表作成結果報告書 岐阜県企画部統計課 昭和５９年
2831 岐阜市人口の将来と現況について 岐阜市企画調査室 昭和４３年
2832 岐阜県労働組合名簿　平成６年度版 岐阜県商工労働部労政課 平成６年
2833 行政区画校区コード表
2834 市町村財政の状況（市町村台帳編） 岐阜県総務部地方課編 昭和５０年
2835 岐阜市勢要覧１９７１ 岐阜市
2836 岐阜市第３次総合計画（要約版） 岐阜市 昭和６１年
2837 やさしい経済白書−安定成長への適応を進める日本経済 経済企画庁編 昭和５２年
2838 パートタイマーの手引き−あなたは損をしていませんか！ 国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会　労働分科会不明
2839 全逓闘争小史 全逓信労働組合 1971年
2840 労働白書−労働経済の分析 労働法令協会 1964年
2841 改正雇用保険の給付手続便覧 労働法令実務センター 昭和５２年
2842 婦人問題法令ハンドブック 山口真・柴山幹子 昭和５０年
2843 労働組合読本 白井泰四郎・花見忠・神代和欣 昭和５２年
2844 国民の経済白書−市場の制御と革新の経済政策 大内秀明・新田俊三・鈴木岑二・増田祐司他 昭和５２年
2845 国民の経済白書−連合再構築のための経済政策を構想して 平和経済計画会議・経済白書委員会編 昭和５５年
2846 労働保険−事務組合の実務 労働省労働保険徴収課編 昭和５７年
2847 機関誌編集−実務の手引き−記事の書き方から校正まで 機関誌ジャーナリスト連盟 1968年
2848 米価 全日本農民組合連合会・全国食管連・全農協労連 不明
2849 労働組合はなぜ社会主義政党を支持するのか−政党支持自由論の誤りを衝く 社会主義協会 １９７３年
2850 道路をめぐるトラブル解決法 高井和伸 １９８９年
2851 参議院通常選挙における政党・政治団体の政治活動の手引き 自治省選挙部 昭和５２年



2852 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の解説 通商産業省産業政策局商政課編 １９７６年
2853 靖国神社問題資料集−調査資料７６−２ 国立国会図書館調査立法考査局 昭和５１年
2854 危機に立つ都市交通−現状と対策 日本都市交通労働組合連合会長期政策委員会編 昭和４４年
2855 年金読本 佐口卓編 昭和５２年
2856 労務協会方式の実務と運営 楠半兵衛 1970年
2857 就業規則・労働協約の実務 漆沢健 昭和５２年
2858 建築基準法の解説 建築基準法教育指導研究会 不明
2859 事業研究会議集録 全国電気通信労働組合 昭和３２年
2860 1970年版数字で見る国民のくらしと経済 日本社会党政策審議会・出版部共著 1970年
2861 かがり火−全逓４０年のあゆみ−1950年 全逓信労働組合 1990年
2862 国鉄−その現状を分析する− 久保三郎 １９７３年
2863 全電通労働運動史　昭和４０年代の主要な歩み 全国電気電信労働組合全電通労働運動史編纂委員会 1978年
2864 全電通労働運動史　昭和３０年代の主要な歩み 全国電気電信労働組合全電通労働運動史編纂委員会 1976年
2865 全電通労働運動史第２巻 全国電気電信労働組合全電通労働運動史編纂委員会 1972年
2866 全電通労働運動史第４巻 全国電気電信労働組合全電通労働運動史編纂委員会 1980年
2867 岐阜県社会運動史 岐阜県社会運動史編纂委員会（編） 昭和４６年
2868 岐阜県労働運動史 岐阜県（編） 昭和６２年
2869 岐阜県社会党四十年史 岐阜県社会党四十年史編纂委員会（編） 昭和６１年
2870 愛知県労働組合名簿 愛知県労働部労働経済調査室 平成5年
2871 労働者戦略と新資本主義 AndreGorz小林正明・堀口牧子訳 1970年
2872 労働協約のつくり方 慶谷淑夫 昭和４８年
2873 労災保険の実務 労働省労働基準局補償課編 昭和５７年
2874 社会保険の手続 日本法令編 昭和５７年
2875 変化・挑戦・選択 日本労働組合総連合会 1992年
2876 変化・挑戦・選択−1993年 日本労働組合総連合会 1993年
2877 労働保険の手引き−コンピューター新様式（ＯＣＲ）と記載例　労災保険給付改善と雇用保険率の改定 労働省労働保険徴収課編 昭和５７年
2878 岐阜県就職案内９１ 1991年
2879 全電通労働運動史第１巻草案（昭和２０年８月 全電通労働組合　全電通史編纂委員会 不明
2880 全電通労働運動史第１巻草案（昭和２３年８月 全電通労働組合　全電通史編纂委員会 不明
2881 社会党の政策−ひとめでわかる問答集 社会新報刊 1969年
2882 月刊社会党７０年闘争と日本の状況 1968年
2883 木曽川学研究第３号 木曽川学研究協議会 平成18年 研究報告書
2884 地方財政の再生と経営 伊藤光晴編著 昭和55年
2885 よみがえる安土城 木戸雅寿 2003年
2886 地方選挙早わかり 全国市区選挙管理委員会連合会編 昭和57年
2887 歴史の中の中国文化大革命 加々美光行 2001年
2888 湿原−成長する大地− 辻井達一 昭和62年
2889 戦後日本共産党私記 安藤仁兵衛 1995年
2890 第４９回定期大会議案集 岐阜市職員労働組合 1991年
2891 昭和57年−５８年度　政策・制度要求と提言 政策推進労組会議 昭和57年
2892 ２１世紀への提言　土地政策 菅直人 1987年
2893 東海道本線高架線増総合計画書 岐阜市・岐阜市東海道本線効果促進期成同盟会 昭和42年 総合計画
2894 ２１世紀の「岐阜地域力」を創るー中核都市圏地域活性化シンポジウムー「さいたま」づくり　ネットワークシティ埼玉県 昭和62年 総合計画
2895 被爆３１周年　原水爆禁止世界大会報告決定集 被爆３１周年原水爆禁止世界大会実行委員会 1976年
2896 岐阜県勤労婦人就労実態調査結果報告書 岐阜県商工労働部 昭和５８年 調査報告書
2897 職業安定行政年報 岐阜県商工労働部職業安定課 昭和59年 調査報告書
2898 神奈川県情報公開条例制度に関する有識者調査　調査報告書 神奈川県県民部 昭和５６年 調査報告書
2899 わが国の災害誌（続） 社団法人全国防災協会 1976年
2900 改定建設省河川砂防技術基準（案）調査編・計画編 建設省河川局監修・（社）日本河川協会編 昭和５２年
2901 議会・官僚支配を超えて 五十嵐敬喜・小川明雄 1994年
2902 市民の憲法 五十嵐敬喜 2002年
2903 利根川河口堰建設に伴う漁業補償問題処理経過報告書（補償交渉経過編）ＮＯ１ 利根川河口堰漁業対策協議会 1967年 調査報告書
2904 利根川河口堰建設に伴う漁業補償問題処理経過報告書（補償交渉経過編）ＮＯ２ 利根川河口堰漁業対策協議会 1967年 調査報告書
2905 利根川河口堰建設に伴う漁業補償問題処理経過報告書（補償交渉経過編）ＮＯ３ 利根川河口堰漁業対策協議会 1967年 調査報告書
2906 木曽三川河口資源調査報告要録−一般生物　第１号 木曽三川河口資源調査団 1967年 調査報告書
2907 木曽三川河口資源調査報告要録−アユ　第１号 木曽三川河口資源調査団 1967年 調査報告書
2908 木曽三川河口資源調査報告要録−浅海生物　第１号 木曽三川河口資源調査団 1967年 調査報告書
2909 木曽三川河口資源調査報告要録−アユの人工養殖　第１号 木曽三川河口資源調査団 1967年 調査報告書
2910 生理生態　第17巻 森主一・森下正明 1976年
2911 中部圏の未来像　環境・国内診断 中日新聞本社 昭和49年版
2912 環境科学総合研究会　第二回研究発表会予稿集 環境科学総合研究会実行委員会 1976年
2913 長良川河口堰裁判資料集　原告の主張・被告の主張 長良川河口堰建設差止訴訟原告団・長良川河口堰建設差止訴訟弁護団1994年 裁判資料



2914 「長良川河口堰事業の問題点−第３次報告ー」長良川河口堰運用後の調査結果をめぐって−汽水域の破壊と河川の湖沼化（財）日本自然保護協会　長良川河口堰問題専門委員会 1996年 調査報告書
2915 長良川河口堰が自然に与えた影響 長良川河口堰事業モニタリング調査グループ・長良川研究フォーラム・（財）日本自然保護協会1999年 調査報告書
2916 日本の河川環境 環境庁編 平成１年 調査報告書
2917 びわ湖生物資源調査団中間報告（一般調査の部） びわ湖生物資源調査団 1966年 調査報告書
2918 生態学から見た自然 吉良竜夫 1971年
2919 岐阜県関係地理学文献目録　三訂版 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1974年
2920 岐阜地理　第３号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1964年
2921 岐阜地理　第４号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1964年
2922 岐阜地理　第５号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1966年
2923 岐阜地理　第６号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1967年
2924 岐阜地理　第７号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1968年
2925 岐阜地理　第８号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1969年
2926 岐阜地理　第９号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1970年
2927 岐阜地理　第１０号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1971年
2928 岐阜地理　第１１号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1972年
2929 岐阜地理　第１２号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 １９７３年
2930 岐阜地理　第１３号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1974年
2931 岐阜地理　第１４号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1975年
2932 岐阜地理　第１５号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1976年
2933 岐阜地理　第１６号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1977年
2934 岐阜地理　第１７号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1978年
2935 岐阜地理　第１８号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1979年
2936 岐阜地理　第２０号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1981年
2937 岐阜地理　第２１号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1982年
2938 岐阜地理　第２２号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1983年
2939 岐阜地理　第２３号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1984年
2940 岐阜地理　第２４号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1985年
2941 岐阜地理　第２５号臨時増刊号第１回海外巡検特集 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1985年
2942 岐阜地理　第２６号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1986年
2943 岐阜地理　第２７号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1987年
2944 岐阜地理　第２８号臨時増刊号第２回海外巡検特集 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1987年
2945 岐阜地理　第２９号　記念特集号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1988年
2946 岐阜地理　第３０号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1989年
2947 岐阜地理　第３３号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1991年
2948 岐阜地理　第３４号 岐阜県高等学校地理教育研究会　岐阜地理学会 1992年
2949 県境を跨ぐエコ地域づくり戦略プラン研究会　平成１９年度公開シンポジウム　中山間地域の維持と活性−エコ地域づくり戦略を考える−報告書県境を跨ぐエコ地域づくり戦略プラン研究会参画団体・豊橋技術大学・愛知大学・人間環境大学・国土交通省中部地方整備局東海幹線道路調査事務局・愛知県・静岡県・長野県・浜松市・豊橋市・新城市・田原市・飯田市・（社）東三河地域センター2007年 報告書
2950 高山市のあらまし 高山市 平成18年
2951 地域調査実習報告書２−鳥取県湯梨浜町調査実習報告書（２）− 鳥取大学地域学部地域政策学科 2007年 調査報告書
2952 着地型観光に向けて−第２回湯梨浜いきいきフォーラム− 鳥取県湯梨浜町、鳥取大学地域学部 2007年 まちづくり
2953 Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ２３８　ｃｉｖｉｌ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ−特集土木遺産Ⅳ日本の土木風土の原点（社）建設コンサルタント協会 2008年 会誌
2954 東海道亀山イラスト案内図 亀山市教育委員会
2955 明日へつなぐ−平成１７年度亀山市文化財保護年報 亀山市教育委員会・まちなみ文化財室 平成１９年
2956 鈴鹿関跡−第１次発掘調査概要報 亀山市教育委員会 2007年 調査報告書
2957 垂井の仏教文化展−第３８回タルイピアセンター企画展 タルイピアセンター 2006年
2958 旅する浮世絵−広重さんツアーと、水木さんツアー−第３７回タルイピアセンター企画展 タルイピアセンター 2006年
2959 平成１８年度タルイピアセンター年報Ｎｏ１３ タルイピアセンター 2006年 年報
2960 福井県文書館年報第４号 福井県文書館 平成１８年度 年報
2961 Ｍａｃｈｉ−Ｗｏｒｋ2006Ｈａｎｄｂｏｏｋ 北海道教育大学函館校まちワーク研究室 2007年 まちづくり
2962 みんなの大学−総特集人文フィールドワーク教育年次報告−２００５年度− 静岡大学地域社会文化研究ネットワークセンター 2006年 まちづくり
2963 御嵩町史　通史編　現代 御嵩町 平成18年 郷土誌
2964 日置江の歴史 川並秀賢　 平成18年 郷土誌
2965 上宝村史　上巻 上宝村史刊行委員会 平成17年 郷土誌
2966 上宝村史　下巻 上宝村史刊行委員会 平成17年 郷土誌
2967 法学部開校記念論文集 流通経済大学 2002年 論文集
2968 国際学部の十年 宇都宮国際部 2004年
2969 人間科学論究Ｎｏ９ 常磐大学大学院 2001年 論文集
2970 国際地域経済研究「人口構造の変化が市町村民税に与える影響について」 名古屋私立大学大学院経済学研究科付属経済研究所 2007年 論文集
2971 国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編 2004年 調査報告書
2972 国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編 2007年 調査報告書
2973 国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部編 2008年 調査報告書
2974 外国人高度人材活用の事例調査と今後の活用促進に向けて−外国人高度人材が活躍する中小企業から学ぶ（財）中部産業活性化センター 2008年 調査報告書
2975 中部のエコツアー５０選 （財）中部産業活性化センター 2008年 パンフレット



2976 在日外国人と日本社会のグローバル化−神奈川県横浜市を中心に− 神奈川大学人文学研究所 2008年 研究書
2977 総合研究Ｎｏ５＜地域＞とアクター 津田塾大学国際関係研究所 2008年 研究書
2978 「持続的都市再生へ向けた次へのステップ」 東京大学・国際都市再生センター 2008年
2979 大垣市史　民俗・輪中編 大垣市 2008年 郷土誌
2980 大垣市史　資料編　近世一 大垣市 2008年 郷土誌
2981 大垣市史　輪中編　付図 大垣市 2008年 郷土誌
2982 大垣市史　資料編　近世一　付図 大垣市 2008年 郷土誌
2983 サンロケダム闘争史　なぜ、大規模資源開発は失敗するのか？ 栗田英幸 2008年 研究書
2984 木曽三川河口資源調査結論報告 木曽三川河口資源調査団 1968年 調査報告書
2985 木曽三川河口資源調査結論報告（要旨解説篇第４号） 木曽三川河口資源調査団 1968年 調査報告書
2986 木曽三川河口資源調査結論報告（副本） 木曽三川河口資源調査団 1968年 調査報告書
2987 水資源調査に関する資料（その２） 岐阜市企画部 昭和50年 調査報告書
2988 長良川河口堰の問題点（中間報告） （財）日本自然保護協会 1990年 調査報告書
2989 長良川河口堰調査報告書 建設省中部地方建設局企画室木曽川下流工事事務所 昭和41年 調査報告書
2990 長良川河口ゼキ建設事業差し止め請求訴状・仮処分申請諸決議集 長良川河口ゼキ建設反対期成同盟会 昭和51年
2991 「江川水系の英物生態」に関する追加報告書 京都大学理学部動物教室川那部浩哉 1974年 調査報告書
2992 魚道をめぐる諸問題１文献篇 小山長雄・木曽三川河口資源調昭和団 1965年 調査報告書
2993 魚道をめぐる諸問題２解説篇 小山長雄・木曽三川河口資源調昭和団 1967年 調査報告書
2994 岐阜県水防計画 岐阜県 昭和48年
2995 全国雨量・水位記録 建設省河川局防災課監修・（社）全国防災協会 昭和51年
2996 仁淀川誌 岡田明治 昭和54年
2997 可児市中心市街地活性化基本計画　平成11年 可児市 1999年 基本計画
2998 可児市中心市街地活性化基本計画（概要版） 可児市 1999年 基本計画
2999 羽島市中心市街地活性化基本計画　平成13年 羽島市 2001年 基本計画
3000 岐阜市中心市街地活性化基本計画　平成11年 岐阜市 1999年 基本計画
3001 岐阜市中心市街地活性化基本計画　（概要版）平成11年 岐阜市 1999年 基本計画
3002 美濃加茂市中心市街地活性化基本計画　平成13年 美濃加茂市 2001年 基本計画
3003 高山市中心市街地活性化基本計画 高山市 1998年 基本計画
3004 瑞浪市中心市街地活性化基本計画　平成13年 瑞浪市 2001年 基本計画
3005 瑞浪市中心市街地活性化基本計画　（概要版）平成13年 瑞浪市 2001年 基本計画
3006 大垣市中心市街地活性化基本計画　平成10年 大垣市 1998年 基本計画
3007 土岐市中心市街地活性化基本計画　平成12年 土岐市 2000年 基本計画
3008 多治見市中心市街地活性化基本計画　平成11年 多治見市 1999年 基本計画
3009 多治見市中心市街地活性化基本計画（抜粋）　平成11年 多治見市 1999年 基本計画
3010 中津川市中心市街地活性化基本計画　平成12年 中津川市 1999年 基本計画
3011 国土利用計画−第三次恵那市計画　平成13年 恵那市 2001年 基本計画
3012 恵那市新まちづくり計画 恵那市 2001年 基本計画
3013 岐阜市中心市街地活性化基本計画平成１９年５月 岐阜市 2007年 基本計画
3014 羽島市中心市街地活性化基本計画　平成１３年（参考資料） 羽島市 2001年 基本計画
3015 岐阜アパレルの現状調査−その３−岐阜アパレル産地におけるIT情報技術導入・商品開発に関する調査 岐阜市立女子短期大学生活デザイン課村上眞智子・久保村里正2004年 調査報告書
3016 岐阜アパレル産地の現況と再生への道 十六銀行・岐阜大学産学連携地域経済活性化研究会 2006年 調査報告書
3017 岐阜アパレル顧客意識調査 （社）岐阜ファッション産業連合会・岐阜市 1994年 調査報告書
3018 アパレル岐阜実態調査報告書 岐阜市 1979年 調査報告書
3019 消費者買物動向調査集計表 岐阜市 1979年 調査報告書
3020 組合員名簿 岐阜県既製服縫製工業組合 1975年 名簿
3021 岐阜県縫製加工実態調査報告書 岐阜市 1980年 調査報告書
3022 繊維産業の地域ブランド化促進のための調査研究事業報告書 中部産業活性化センター 2006年 調査報告書
3023 生鮮食料品の流通に関する調査報告書（主として住宅団地を対象として） 岐阜県 1974年 調査報告書
3024 岐阜市広域商業診断報告書 岐阜県 1972年 調査報告書
3025 調査と資料昭和59年12月−中小企業とメカトロニクス−岐阜県の中小機械工業を中心として− 名古屋大学経済学部付属経済構造分析センター山田基成 1984年 調査報告書
3026 岐阜県消費者購買動向調査報告書 岐阜県産業労働部商業流通課 2006年 調査報告書
3027 岐阜地域における買物動向調査実施報告書 岐阜県商工会連合会 2006年 調査報告書
3028 白川郷萩町−合掌造集落の環境資源−伝統的建造物群保存地区環境物件の調査及び復旧・整備計画書 世界遺産白川郷合掌造り保存財団 2004年 調査報告書
3029 観光客の受入対策の調査報告書及び実施プラン 世界遺産白川郷合掌造り保存財団 2002年 調査報告書
3030 白川村萩町−合掌造り集落の環境資源 （財）世界遺産白川郷合掌造り保存財団 2006年 調査報告書
3031 萩町合掌集落 白川村教育委員会 1981年 調査報告書
3032 白川町の合掌造り民家−南部・戸島・鳩谷・飯島地区における現況と将来への展望 （財）観光資源保護財団 1990年 調査報告書
3033 岐阜市商業ビジョン平成10年 岐阜市 1998年
3034 柳ヶ瀬２１世紀ビジョン計画策定事業報告書　平成9年 柳ヶ瀬２１世紀ビジョン策定委員会・岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会1997年 調査報告書
3035 柳ヶ瀬２１世紀ビジョン計画策定事業報告書（抜粋編）　平成9年 柳ヶ瀬２１世紀ビジョン策定委員会・岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会1997年 調査報告書
3036 柳ヶ瀬地域商店街振興計画策定事業報告書　平成元年 柳ヶ瀬地域商店街振興計画策定委員会・岐阜県商店街振興組合連合会・岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会1989年 調査報告書
3037 柳ヶ瀬地域商店街振興計画策定事業報告書　平成元年 柳ヶ瀬地域商店街振興計画策定委員会・岐阜県商店街振興組合連合会・岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会1989年 調査報告書



3038 柳ヶ瀬地区商業調査報告書昭和５４年３月 岐阜市 1979年 調査報告書
3039 岐阜市商業実態調査−日の出町商店街− 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会 1974年 調査報告書
3040 岐阜市中小企業高度化事業のあらまし 岐阜市経済部商工課 1975年 調査報告書
3041 岐阜市産業基本調査Ⅰ報告書 岐阜市経済部商工課 1979年 調査報告書
3042 岐阜市産業基本調査Ⅰ報告書アンケート調査回答編 岐阜市経済部商工課 1979年 調査報告書
3043 「岐阜市の近隣型 寄品商店街の実態と今後の方向」に関する調査報告書（抜粋編） 岐阜市 1977年 調査報告書
3044 「岐阜市の近隣型 寄品商店街の実態と今後の方向」に関する調査報告書昭和52年 岐阜市 1977年 調査報告書
3045 通行量調査−神田町通りを中心として− 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会 1974年 調査報告書
3046 通行量調査−柳ヶ瀬商店街を中心として− 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会 1975年 調査報告書
3047 歩行者通行量調査−岐阜駅周辺から柳ヶ瀬地域まで−昭和52年度 岐阜市 1977年 調査報告書
3048 歩行者通行量調査−岐阜駅周辺から柳ヶ瀬地域まで−昭和53年度 岐阜市 1978年 調査報告書
3049 歩行者通行量調査 岐阜市 2000年 調査報告書
3050 岐阜市の機械金属産業−中小企業の存立条件−昭和44年9月 岐阜市 1969年 調査報告書
3051 岐阜市内木工業の実態 岐阜市・岐阜県立岐阜商業高等学校・岐阜市中小企業経営問題研究会1973年 調査報告書
3052 岐阜市第二次総合計画基本構想 岐阜市 1978年 行政計画
3053 機械・工具販売業診断報告書昭和57年2月 岐阜市経済部商工課 1982年 調査報告書
3054 岐阜市長良中央商店街診断報告書昭和50年11月 岐阜市経済部商工課 1975年 調査報告書
3055 岐阜市提灯産地診断報告書昭和53年5月 岐阜市経済部商工課 1978年 調査報告書
3056 岐阜市産業振興ビジョン策定調査報告書平成９年３月 岐阜市 1997年 調査報告書
3057 岐阜市産業振興ビジョン策定調査報告書（概要版）平成９年３月 岐阜市 1997年 調査報告書
3058 宿泊客観光客減少による経営環境の変化への対応 岐阜県長良川温泉旅館協同組合 2001年 調査報告書
3059 岐阜市労働実態調査結果報告書付属統計表付平成11年2月 岐阜市経済部商工課 1999年 調査報告書
3060 岐阜市労働実態調査結果報告書付属統計表付平成１３年2月 岐阜市経済部商工課 2001年 調査報告書
3061 岐阜市勤労者労動意識調査結果報告書付属統計表付平成1２年2月 岐阜市経済部商工課 2000年 調査報告書
3062 岐阜市勤労者労動意識調査結果報告書付属統計表付平成1４年2月 岐阜市経済部商工課 2002年 調査報告書
3063 岐阜市自動車整備業業界診断報告書昭和51年7月 岐阜市 1976年 調査報告書
3064 SCが周辺の小売業におよぼす影響 岐阜市・岐阜県立岐阜商業高等学校・岐阜市中小企業経営問題研究会1972年 調査報告書
3065 岐阜市黒野地区商業の実態 岐阜市・岐阜県立岐阜商業高等学校・岐阜市中小企業経営問題研究会1972年 調査報告書
3066 岐阜市機械金属工業業界診断報告書昭和52年2月 岐阜市 1977年 調査報告書
3067 新岐阜駅前地区広域商業調査報告書昭和５２年10月 岐阜市経済部商工課 1977年 調査報告書
3068 岐阜の商工観光行政昭和53年7月 岐阜市経済部 1978年 調査報告書
3069 岐阜市中心部商業の実態昭和45年10月 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会 1970年 調査報告書
3070 岐阜市中心部商業の実態昭和５１年度−来街者調査結果− 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会 1976年 調査報告書
3071 菓子工業−岐阜菓子工業会診断報告書− 岐阜市経済部商工課 1980年 調査報告書
3072 岐阜市卸売業経営基本調査報告書（その１）昭和６０年１月 岐阜市 1985年 調査報告書
3073 岐阜市卸売業経営基本調査報告書（その２）昭和６１年１月 岐阜市 1986年 調査報告書
3074 岐阜市中心部商店街における購買動態調査・広告効果調査 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会・岐阜県立岐阜商業高等学校1973年 調査報告書
3075 岐阜市元町・美園町商店街における販売員調査 岐阜市・岐阜市中小企業経営問題研究会 1974年 調査報告書
3076 歩行者通行量調査−岐阜駅周辺から柳ヶ瀬まで−昭和50年12月 岐阜市 1975年 調査報告書
3077 岐阜大学統合地周辺の環境に関する研究 野村忠夫・岐阜大学教育学部 1985年 調査報告書
3078 統合移転記念誌　 岐阜大学教育学部 1983年
3079 岐阜大学はいま　岐阜大学統合移転記念誌 岐阜大学教育学部 1984年
3080 岐阜大学の統合移転 岐阜大学　 1977年
3081 統合ニュース　総集編 統合ニュース委員会 1986年
3082 東西見聞録１　チップを作る 松田千晴 1979年 地誌
3083 東西見聞録２　小山観音 松田千晴 1979年 地誌
3084 東西見聞録３　木曽川飛騨川の春夏秋冬 松田千晴 1979年 地誌
3085 東西見聞録４　第二次大戦 松田千晴 1979年 地誌
3086 東西見聞録５　こやまのどんど 松田千晴 1979年 地誌
3087 東西見聞録６　川合大橋 松田千晴 1979年 地誌
3088 東西見聞録７　小山観音Ⅱ 松田千晴 1979年 地誌
3089 東西見聞録８　下米の農業 松田千晴 1979年 地誌
3090 東西見聞録９　山之上果樹園 松田千晴 1979年 地誌
3091 東西見聞録１０　佐合木材 松田千晴 1979年 地誌
3092 東西見聞録Ⅱ１１ 松田千晴 1981年 地誌
3093 東西見聞録Ⅲ２１ 松田千晴 1981年 地誌
3094 濃飛見聞録Ⅳ 松田千晴 1983年 地誌
3095 濃飛見聞録Ⅴ 松田千晴 1984年 地誌
3096 濃飛見聞録Ⅵ 松田千晴 1985年 地誌
3097 濃飛見聞録Ⅶ 松田千晴 1986年 地誌
3098 濃飛見聞録Ⅷ 松田千晴 1987年 地誌
3099 濃飛見聞録Ⅸ 松田千晴 1988年 地誌



3100 野と山に生きた坊地の里 松田千晴 1994年 地誌
3101 土に生きた羽生の里 松田千晴 1992年 地誌
3102 蚕に生きた千疋の里 松田千晴 1993年 地誌
3103 万国博覧会の華 松田千晴 2002年 地誌
3104 奥美濃黒川地域誌 松田千晴 2004年 地誌
3105 黒川近代教育沿革史 松田千晴 2004年 地誌
3106 ぎふ常民文化復刊１ ぎふ常民文化研究会 1990年 地誌
3107 ぎふ常民文化復刊２ ぎふ常民文化研究会 1990年 地誌
3108 ぎふ常民文化復刊３ ぎふ常民文化研究会 1991年 地誌
3109 ぎふ常民文化復刊４ ぎふ常民文化研究会 1991年 地誌
3110 ぎふ常民文化復刊５ ぎふ常民文化研究会 1991年 地誌
3111 ぎふ常民文化復刊６ ぎふ常民文化研究会 1992年 地誌
3112 海を越えた明治 岐阜県博物館 2000年 解説図録
3113 万国博覧会の華・七宝 松田千晴 2000年 解説図録
3114 ふるさと富波平成４年４月 山県郡美山町立富波小学校３年生文集 1991年 地誌
3115 続ふるさと富波平成５年４月 山県郡美山町立富波小学校４年生文集 1992年 地誌
3116 世界の中の日本 松田千晴 1984年 文集
3117 下米昭和５４年度 下米田小学校５年２組 1979年 文集・地誌
3118 下米の歴史 下米田小学校６年２組 1980年 文集・地誌
3119 下米５５ 下米田小学校６年２組 1980年 文集・地誌
3120 下米５４ 下米田小学校５年２組 1979年 文集・地誌
3121 郷土 下米田小学校社会科クラブ 1979年 文集・地誌
3122 思い出 下米田小学校２年２組 1978年 文集・地誌
3123 ふるさと高富昭和５９年 高富小学校昭和５９年度２年 1984年 文集・地誌
3124 山県郡高富町 高富小学校昭和５８年度５年１組 1983年 文集・地誌
3125 山県郡高富町−ふるさと高富町の歴史をたずねて− 高富小学校昭和５７年度５年生 1982年 文集・地誌
3126 高富町の民族　 高富小学校昭和５８年度６年生 1984年 文集・地誌
3127 記録海を越えた明治 松田千晴 2000年 研究書
3128 木曽三川水運の研究・１木曽川水系の河川水運 松田千晴 1998年 研究書
3129 木曽三川水運の研究・２長良川水系の河川水運 松田千晴 2001年 研究書
3130 木曽川の河川水運 松田千晴 1998年 研究書
3131 戦国城下町・岐阜 松田千晴 2007年 研究書
3132 加納輪中の一断面 松田千晴 1998年 研究書
3133 清流長良川−水の文化誌 松田千晴 2009年 研究書
3134 図１分類図 地図
3135 図２　９．１２水害の湛水域 地図
3136 図３岐阜大学統合地周辺の土地利用（昭和３８年） 地図
3137 図３洪水災害危険度図 地図
3138 図３黒野土地改良区、耕地整備直前の高度分布（交人・今川） 地図
3139 図４黒野土地改良区、耕地整備直前の道路・用排水路・揚水場 地図
3140 図４岐阜大学統合地周辺の土地利用（昭和５５年） 地図
3141 図６黒野土地改良区、耕地整備後の道路・用排水路・揚水場・耕地 地図
3142 図６黒野土地改良区、耕地整備後の道路・用排水路・揚水場・耕地岐阜大学統合地周辺の屋根型（昭和５５年） 地図
3143 図７岐阜大学統合地周辺の屋根材料（昭和５５年） 地図
3144 守口漬けものがたり 田中彰吾 2002年 書籍
3145 石の文化誌「石屋」になった「地理屋」の記録 矢橋謙一郎 2002年 書籍
3146 合掌造り−くらしと風土 岩田慶治 1970年 書籍
3147 和紙の手帖 全国手すき和紙連合会 1995年 雑誌
3148 和紙の手帖Ⅱ 全国手すき和紙連合会 1996年 雑誌
3149 十六銀行百年史 十六銀行 1978年 企業史
3150 日本繊維産業発達史−現代日本産業発達史繊維上 楫西光速 1964年 産業史
3151 岐阜ファッション産業発展史 岐阜ファッション産業連合会 1995年 産業史
3152 飛騨の合掌造り−棟梁一代記 家柄木清光 2000年 書籍
3153 大企業の空間構造 合田昭二 2009年 書籍
3154 世界遺産の合掌造り集落−白川郷・五箇山のくらしと民族 飛越合掌文化研究会・角竹弘・高田善太郎・長谷川和衛 1996年 書籍
3155 京まち歴史散歩 京まちづくりの会 2008年 地誌
3156 歴史と文化の交差路　大垣を歩く 鈴木隆雄 2008年 地誌
3157 臼杵市　地域調査報告１０ 九州大学文学部地理学研究室 2007年 調査報告書
3158 平成１８年度研究成果概要集 島根県中山間地域研究センター 平成１８年 調査報告書
3159 島根県中山間地域研究センター研究報告第４号 島根県中山間地域研究センター 平成２０年 研究報告書
3160 都市計画ノート２００８ 大同工業大学建築学科松村久美秋 2008年 研究報告書
3161 平成19年度地域環境調査実習報告書第7巻 鳥取大学地域学部地域政策学科 平成19年 研究報告書



3162 平成20年度地域環境調査実習報告書第7巻 鳥取大学地域学部地域政策学科 平成20年 研究報告書
3163 鳥取大学地域学部地域文化学科地域文化調査成果報告書 鳥取大学地域学部地域文化学科 2007年 研究報告書
3164 鳥取大学地域学部付属芸術文化センター事業報告平成16年度 鳥取大学地域学部付属芸術文化センター 平成２０年 事業報告書
3165 里地里山活動プランナー実践養成講座研究報告集Ⅰ2007 山形大学 平成２０年 研究報告書
3166 地域住民、保護者、教員の三者が共に育む「地域共育創造委員会」による地域の教育力再生−地域共育創造委員会の構築を通じた大学による地域貢献の在り方の研究−山形大学地域教育文化学科 2008年 調査報告書
3167 エリアキャンパスもがみ研究年報2007 山形大学 平成２０年 研究報告書
3168 鳥取県における着地型観光実践研究−地域資源を生かした地域再生− 光田長温・藤井正（編） 2008年 調査報告書
3169 地域の教育福祉諸機関の連携に関する総合的研究−新しい専門性の形成をめざして− 鳥取大学地域学部地域教育学科・鳥取大学生涯教育総合センター2007年 研究報告書
3170 「地域学総説」の挑戦２ 柳原邦光 平成19年 研究報告書
3171 「地域学」を創る−鳥取大学地域学部の試み− 柳原邦光・光田長温・吉村伸夫・一盛真・家中茂・藤井正 平成２０年 研究報告書
3172 応用科目としての「地域教育福祉論」の取り組み−2007年度における授業実践のまとめ− 渡部昭男 平成２０年 研究報告書
3173 ふるさと・四日市の文学者たち−四日市学講座１ 四日市大学・四日市市学研究会 2007年 冊子
3174 四日市公害を語る−野田之一氏と澤井余志郎氏へのインタビュウー−四日市学講座１ 四日市大学・四日市市学研究会 2008年 冊子
3175 長崎県経済の諸側面 長崎県立大学 2008年 研究報告書
3176 徳山ダム視察報告 竹内治彦 2008年 調査報告書
3177 臨地研究報告第３号−沼津市と周辺地域の地域調査− 東京学芸大学教育学部地理学研究室 2008年 調査報告書
3178 企業研究２報告書「地域創成プログラム」の実践 名古屋学院大学 2008年 研究報告書
3179 「長良川河口堰にかかわる治水計画」の技術評価　1992年7月 土木学会社会資本問題研究委員会 1992年
3180 長良川河口堰に関する追加調査の概要平成４年３月 建設省河川局水資源開発公団 1992年
3181 「長良川河口堰に関する追加調査報告書」に対する見解1992年6月 （財）日本自然保護協会河川問題調査特別委員会長良川河口堰問題専門委員会1992年
3182 建設省・水資源開発公団「長良川河口堰に関する追加調査報告書」に対する委員会の見解について1992年6月10日（財）日本自然保護協会 1992年
3183 「長良川河口堰の質問へのお答え」に対する見解1992年12月17日 長良川下流域生物相調査団山内克典 1992年
3184 「長良川河口堰について」（１１月１２日付建設省・水資源開発公団）に対する意見書 （財）日本自然保護協会 1992年
3185 1992年３月１３日の打ち合わせメモ 長良川河口ぜき建設に反対する会 1992年
3186 長良川河口堰建設の一時中止を求める取り組み1991年1月 自治労 1992年
3187 長良川下流域生物相調査中間報告1991年12月8日 長良川下流域生物相調査団 1992年
3188 「治水」事業としての長良川河口堰の法令上の問題点と事業凍結への道1993年１月27日 長良川河口堰問題研究会法制度部会 1993年
3189 河口堰治水論のウソ
3190 通常国会（および３月県議会）において建設省（および各県）を追求していただきたい事項提案1993年1月4日村瀬惣一 1993年
3191 各県議会（および国会）において「質問」していただいきたい事項1992年8月23日 村瀬惣一 1992年
3192 国会、県会議員各位に対する緊急要請事項1993年2月22日
3193 岐阜県議会議事録、河口堰について抜粋
3194 三重県議会定例会議事録、河口堰についての抜粋1992年3月5日、1992年12月
3195 愛知県議会定例会議事録、河口堰について抜粋
3196 水資源総合利用の基本方向（今後の望ましい水資源利用のあり方について）平成4年3月 三重県 1992年
3197 「木曽川水系における水資源開発基本計画」の全部変更について平成5年3月16日 水資源対策室 1993年
3198 「長良川河口堰」建設に関する質問書 全建設省労働組合中央執行委員長 1991年
3199 部会と委員会所属一覧表1993年1月22日 1993年
3200 平成5年2月愛知県議会質問事項
3201 近の岐阜県・三重県での聞き取りなどをまとめた天野メモ1992年9月10日 1992年
3202 長良川問題に関する質問申し入れ平成4年 日本社会党建設部会 1992年
3203 ＷＷＪ宛「貴書状」に関する質問1992年5月29日
3204 （財）世界自然保護基金宛書状平成4年2月26日 梶原拓 1992年
3205 資料
3206 鯨岡兵輔宛書状1992年3月25日 村瀬惣一 1992年
3207 所秀雄宛書状1992年4月17日 村瀬惣一 1992年
3208 市民の声を長良川河口堰建設工事に反映する為の行政機関を設置することを求める陳情書1992年2月28日ぐるうぷ長良川 1992年
3209 長良川河口堰計画に対し賛否を問う市民投票に関する条例（案）
3210 全国総合水資源計画−ウォータープラン2000−昭和62年−10月国土庁編 国土庁 1987年
3211 水資源の開発、利用の現状と問題点平成2年11月 総務庁行政監察局編 1990年
3212 水資源開発公団30年史平成4年5月 水資源開発公団 1992年
3213 地域科学 山田安彦編著 1984年
3214 長良川河口堰の財政負担と都市用水の需給構造 富樫幸一
3215 長良川河口堰を考える1992年3月 村瀬惣一
3216 「本邦における地下水の塩水化」 村下敏夫 1982年
3217 長良川河口堰事業の問題点第2次報告書（財）日本自然保護協会報告書第76号1992年3月 （財）日本自然保護協会、河川問題調査特別委員会長良川河口堰問題専門委員会1992年
3218 長良川河口堰について「レンコン田の塩害について（続報）1986年1989年調査結果」第33回愛知県学生科学賞受賞作品愛知県立津島高等学校地学部
3219 長良川の魚類「登り落ち漁法」からみた漁獲種と漁獲量 後藤宮子 1991年
3220 名古屋港港湾計画資料乙第140号証昭和36年3月 1961年 裁判資料
3221 「河口堰の設置の影響」乙第27号証昭和52年2月16日 細井正延 1977年 裁判資料
3222 長良川河口ダムの構想乙第19号証1960年1月 建設省中部地方建設局企画室 1960年 裁判資料
3223 長良川河口堰建設差止請求事件第2準備書面乙第204号証昭和57年7月 1982年 裁判資料



3224 長良川河口堰への質問へのお答え乙第204号証平成4年9月 建設省河川局、水資源開発公団 1992年 裁判資料
3225 木曽川水系水資源開発基本計画（フルプラン）のトリック1993年4月 長良川河口堰建設差止訴訟原告 1993年
3226 水資源開発は転換したのか−木曽川水系の新フルプランと長良川河口堰 富樫幸一
3227 現実と乖離した木曽川水系フルプラン 嶋津輝之
3228 救え！長良川（長良川河口堰建設をめぐる取り組みから） 自治労岐阜県本部
3229 新「木曽川水系フルプラン」への批判
3230 第55回水資源開発審議会の開催について「木曽川水系における水資源開発基本計画の変更について」平成5年3月19日国土庁水資源部 1993年
3231 長良川河口堰の「公共性」と地域社会 宮野雄一 1991年
3232 ニッポン型環境保全の源流「いま」と「お江戸」を重ねてみれば 牧野昇、大石慎三郎、吉田豊 1991年
3233 シンポジウム長良川河口堰メッタ斬り！−検証・破綻した建設論拠−「４．５／４．１１」 長良川河口堰建設に反対する実行委員会 1992年
3234 長良川河口堰を考える 長良川河口堰建設に反対する会 1992年
3235 「長良川とニッポン」シンポジウム資料報告１ 天野礼子 1992年
3236 「水質問題について、その後」 西条八束（愛知大学） 1992年
3237 「地域経済からみた問題点」 富樫幸一（岐阜大学） 1992年
3238 「事業の中止、転換への具体的提言 保母武彦（島根大学） 1992年
3239 水郷水都全国会議緊急大会、長良川、いま河口のあり方を問う資料集 水郷水都全国会議緊急大会、長良川実行委員会 1993年
3240 木津川から（報告） 木津川流域ネットワーク事務局
3241 河口堰建設に伴う水質などの問題 西条八束 1993年
3242 シンポジウム長良川河口堰建設と環境・防災・事業アセスメント資料集 長良川河口堰研究会・愛知学院大学法学部 1992年
3243 魚道の今昔 中村中六（広島大学） 1990年
3244 長良川河口堰
3245 水道消防委員会、公営企業の昭和59年から平成3年までの答弁
3246 名古屋市会会議録（長良川河口堰について）昭和60年昭和62年 名古屋市 1985年
3247 長良川河口ぜき問題に対する見解早川勝（私案）とそれに対する社会党の見解
3248 参議院予算委員会での要望書（関連文書）1991年11月12日から14日
3249 長良川河口ぜき問題に関する環境庁長官の見解平成2年12月 1990年
3250 長良川河口ぜき建設中止の要請、総理大臣海部俊樹あて、平成2年7月26日 1990年
3251 長良川河口堰建設事業の再検討を求める要請書、総理大臣海部俊樹あて、1990年10月24日 長良川河口ぜき建設に反対する流域連絡協議会 1990年
3252 申入書、環境大臣北側石松あて、平成2年11月26日 長良川河口ぜき建設に反対する流域連絡協議会 1990年
3253 長良川河口堰建設工事の中止を求める要望書、平成1年12月 長良川を愛する会 1989年
3254 ノーマン・Ｗ・アルマスの質問に対する建設省の回答1991年11月23日 建設省 1991年
3255 国会調査団への陳述メモ、1991年10月21日 村瀬惣一 1991年
3256 長良川河口堰計画中止の議員立法に関する意見具申、1991年6月 村瀬惣一 1991年
3257 長良川河口堰建設に関する公開質問状、平成1年3月2日 長良川を愛する会 1989年
3258 長良川河口堰建設工事の中止を求める要望書、総理大臣宮沢喜一あて、1991年12月 長良川河口ぜき建設に反対する流域連絡協議会 1991年
3259 長良川河口堰建設工事の中止を求める要望書、建設大臣山崎拓あて、1991年12月 長良川河口ぜき建設に反対する流域連絡協議会 1991年
3260 長良川河口堰建設工事の中止を求める要望書、環境大臣中村正三郎あて、1991年12月 長良川河口ぜき建設に反対する流域連絡協議会 1991年
3261 二月三日に衆議院議員に立候補されると思われます方々に訴えます、平成2年1月29日 伊藤光好 1990年
3262 長良川河口堰建設事業に関する会計監査の請求について、会計検査院院長検査官中島隆あて、平成5年2月 1993年
3263 「長良川河口堰に関する追加調査報告」に対する見解および質問、1992年5月28日 山内克典 1992年
3264 「長良川河口堰の質問へのお答え」に対する見解、1992年12月17日 山内克典 1992年
3265 参議院環境特別委員会殿、長良川河口堰建設に関する要望書、1991年10月21日 長良川河口ぜき建設に反対する流域連絡協議会
3266 長良川河口堰調査報告書、昭和41年3月 建設省中部地方局、企画室、木曽川下流工事事務所 1966年
3267 三重県長島町の農業用水について聴取記録、昭和60年3月6日 村瀬惣一 1985年
3268 名古屋臨海工業用水道第１期布設計画について、昭和63年8月23日 村瀬惣一 1988年
3269 名古屋臨海工業用水道第１期事業概要集、昭和49年8月 村瀬惣一 1974年
3270 尾張工業用水道第1期事業概要書（地盤沈下対策事業）、昭和58年11月 愛知県企業庁 1983年
3271 関連資料
3272 利根川河口堰における出水時堰上げ量の実測と計算による検証、昭和54年11月13日 水資源開発公団 1979年
3273 揖斐川（長良川）河口しゅんせつ及び高潮堤回収計画図、平成4年1月16日 木曽川下流工事事務所 1992年
3274 長良川河口堰建設工事に伴う航路の変更及び工事予定、平成3年８月中旬
3275 台風6号による揖斐川の大洪水 建設省中部地方建設局
3276 木曽三川の洪水管理のあらまし、昭和51年7月 建設省中部地方建設局木曽川上流工事事務所
3277 森林・林業・林産業活性化国会調査団（資料）、1992年11月21日 久久野高山営林署 1992年
3278 私たちは訴えます、このままでは”国民の森林（やま）”が荒廃します。−自助努力路線と一般材政・構造問題の抜本見直しを−、1992年10月全林野労働組合 1992年
3279 森林からのメッセージ、環境にやさしい森林（やま）づくりをめざして−今こそ森林に”人手”と”金”を−、1992年11月森林労連、全林野労働組合 1992年
3280 森と水のサイエンス 中野秀章、有光一登、森川靖 1989年
3281 緑と私たち−山林はどうなっているか− 松尾孝和 1986年
3282 治水のたのダム建設論を斬る−木曽三川の現実から 松尾孝和
3283 輪中への浸透水対策、塩分の状況、長良川河口堰気象情報、長良川河口堰モニタリング計画 第１回長良川河口堰モニタリング委員会 1996年 調査報告
3284 水質及び底質 第１回長良川河口堰モニタリング委員会 1996年 調査報告
3285 水質及び底質 第１回長良川河口堰モニタリング委員会 1996年 調査報告



3286 魚類等の遡上・降下の状況（平成8年度） 第１回長良川河口堰モニタリング委員会 1996年 調査報告
3287 動植物や魚介類の生息状況（平成8年度） 第１回長良川河口堰モニタリング委員会 1996年 調査報告
3288 動植物や魚介類の生息状況（平成8年度） 第１回長良川河口堰モニタリング委員会 1996年 調査報告
3289 昭和４８年（�）第４５７号　河口堰建設事業差止請求事件第３準備書面 水資源開発公社 1973年
3290 板取ダム建設反対陳情書昭和52年 1977年
3291 洪水痕跡縦断図（根尾川、杭瀬川、牧田川、揖斐川昭和昭和50年8月23台風6号） 1975年
3292 堰建設後の地下水圧分布（長良川） 不明
3293 国土庁委託調査「中枢管理機能等高次都市機能の地域的展開と都市の広域的機能連関に関する調査」 三菱総合研究所 1983年 調査報告
3294 国土庁委託調査「中枢管理機能等高次都市機能の地域的展開と都市の広域的機能連関に関する調査」データ集三菱総合研究所 1983年 調査報告
3295 福井県文書館資料叢書３　若狭国小浜町人の珍事等書留日記 福井県文書館 2009年 地誌
3296 福井県文書館研究紀要　６号 福井県文書館 2009年 研究書
3297 岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵史料目録別冊（１）岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵村絵図 岐阜大学地域資料・情報センター 2009年 研究書
3298 岐阜大学地域科学部・地域学実習報告書岐阜市調査・パートⅨまちなか居住調査・岐阜周辺に立地する企業の職場調査３岐阜大学地域科学部 2009年 調査報告書
3299 富士吉田の繊維産業の実態 富士吉田商工会議所・地場産業経営研究会・吉田織物協同組合・山梨県撚糸工業組合・山梨県織物整理協同組合1990年 調査報告書
3300 四国の一級国道 建設省四国地方建設局 1960年 調査報告書
3301 本土と淡路・四国・南九州を結ぶ南日本国道の経済効果 神戸市・南日本国道建設促進連盟 ？ 調査報告書
3302 合成樹脂工業の立地的考察（未定稿） 科学技術庁資源局 1959年 調査報告書
3303 POSシステムプロジェクト研究報告書 高千穂商科大学総合研究所 1987年 研究報告書
3304 経済計画資料第１４号国民所得倍増計画資料第３部Ⅳ 科学技術局小委員会・教育訓練小委員会 1961年 調査報告書
3305 農業所得研究資料（７）農業所得と食料政策（二）農業所得研究會部昭和３２年度報告書 統計研究会 1958年 調査報告書
3306 中国四国九州連絡道路建設計画概要 四国産業開発委員会 1960年 調査報告書
3307 日本経済政策学会第二十五回大会報告要旨 大阪経済大学 1968年 研究報告書
3308 機械情報産業の工場立地の地域別長期見通しに関する調査研究報告書 機械振興協会・経済研究所・農村地域工業導入促進センター1987年 調査報告書
3309 全国総合開発計画参考資１３国民経済計画作成の方法論上の諸問題−ソ連 経済企画庁総合開発局 1957年 研究報告書
3310 商業経済研究所報第１３巻 広島修道大学商業経済研究所 1976年 研究報告書
3311 土地と農業no１８ 全国農地保有合理化協会 ？ 研究報告書
3312 土地と農業no２３ 全国農地保有合理化協会 ？ 研究報告書
3313 農業構造の変化と地域活力の動き長期金融 農林漁業金融公庫 1993年 調査報告書
3314 研究年報１９８９ 鹿児島県立短期大学地域研究所 1989年 研究報告書
3315 人文科學紀要第８４ 東京大学教養学部人文科学科人文地理学研究室編 1986年 研究報告書
3316 学術研究−地理学・歴史学・社会学編第４１号 早稲田大学教育学部 1992年 研究報告書
3317 東京一極集中と対策について 西岡久雄 1995年 研究報告書
3318 名古屋市中央卸売市場の生鮮食料品供給圏調査結果報告書第６回 名古屋市 1974年 調査報告書
3319 首都改造計画策定調査資料昭和５５年度Ⅳ総合居住環境部門−１東京都心における人口定着化の実態に関する調査−千代田区、中央区、及び港区の都心３区における民間マンションの居住状況からみた実態国土大都市圏整備局 1981年 調査報告書
3320 四国開発への提言環境との調和を求めて 四国経済連合会 1973年 調査報告書
3321 商業地域格差と市場指標調査報告書 中小企業振興事業団 1968年 調査報告書
3322 浜松地域テクノポリス構想 浜松地域テクノポリス推進連絡会 1981年 調査報告書
3323 テクノポリス基本構想の策定要領について 通商産業省立地公害局工業再配置課 1981年 調査報告書
3324 市民所得推計報告書昭和３０年 郡山市 1959年 調査報告書
3325 工業用地統計表（含工業用水） 通商産業省企業局通商産業大臣官房調査統計部 1963年 統計表
3326 西欧諸国における技術変化の労働力に及ぼす影響についての事例 職業安定局雇用政策課 1968年 研究報告書
3327 サービス業マニュアル（貸衣装業）昭和６３年度 中小企業事業団・中小企業大学校・中小企業研究所 1989年 研究報告書
3328 各国の地域計画 経済企画庁開発部 ？ 研究報告書
3329 地方産業拠点の新たな発展を目指して−第４次新産・工特建設整備基本計画 国土庁地方振興局 ？ 研究報告書
3330 中小企業流通問題研究委員会報告書７０年代の中小企業と流通−低生産性の克服とシステム化の達成をめざして経済審議会産業分科会・中小企業・流通問題研究委員会 1970年 研究報告書
3331 多摩地域の総合研究（２） 中央大学社会科学研究所 1988年 研究報告書
3332 名古屋大学地理学研究報告ｎｏ４ 名古屋大学文学部地理学教室 研究報告書
3333 奈良女子大地理学研究報告Ⅴ 奈良女子大文学部地理学教室 1995年 研究報告書
3334 青山学院大学総合研究所経済研究センター研究叢書第４号東京経済圏の課題と対策 青山学院大学総合研究所 1995年 研究報告書
3335 熊本テクノポリス開発構想昭和５８年 熊本県 1983年 研究報告書
3336 大垣市史　資料編近代 大垣市 2009年 郷土誌
3337 大垣市史　資料編近代付図 大垣市 2009年 郷土誌
3338 岐阜市第２次総合計画基本計画　検討資料　昭和５４年３月 岐阜市企画部調査課 1979年 行政計画
3339 別冊経済評論「革新自治体選挙で問われる自治権 1970年 雑誌
3340 若者まちづくりシンポジウム わかものまちづくりシンポジウム実行委員会 2001年 調査報告書
3341 若者のイベント参加促進に向けての調査報告書 Ｇ−ｎｅｔ・岐阜県産業文化振興事業団地域文化研究所 2004年 調査報告書
3342 平成１５年度文部科学省『特色ある大学教育支援プログラム』採択記念特別講演シンポジウム記録報告岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科 2004年 報告書
3343 金沢まちづくり市民研究機構第２期研究成果報告書概要版 金沢まちづくり市民研究機構 2005年 報告書
3344 まちづくりカレッジｉｎ瀬戸報告書 まちづくりカレッジ2005実行委員会事務局・名古屋学院大学人コミュクラブ2005年 報告書
3345 2001年度年次報告書 ぎふＮＰＯセンター 2002年 報告書
3346 岐阜市長良中央商店街活性化の方策調査・研究報告書 中小企業診断協会岐阜県支部 1999年 報告書
3347 老人実態調査報告書 岐阜市福祉部老人福祉課 1983年 調査報告書



3348 わたしたちの岩郷土誌 岩史誌編纂委員会 2009年 郷土誌
3349 特色ある岐阜市の未来像 岐阜市企画調査室 1969年 報告書
3350 まちづくり資料集 神奈川県商工労働部商業観光流通課 2004年 調査報告書
3351 岐阜県におけるまちづくりに関する調査研究報告書 中小企業診断協会　岐阜県支部 2004年 調査報告書
3352 まちづくりの歴史的な流れと今後の展望 岐阜大学生涯学習教育研究センター・臼井涼子・益川浩一・森田政裕2003年 調査報告書
3353 まちづくり賑わい月間報告書 大垣まちづくり市民活動支援センター運営会議 2002年 報告書
3354 第１回京都まちづくり交流博記録集 京都市景観・まちづくりセンター 2002年 報告書
3355 メタセコイアの森の仲間たち、環境教育プログラム・ガイドブック メタセコイアの森の仲間たち 2002年 報告書
3356 平成１５年度岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科卒業研究発表会記録集 岐阜市立女子短期大学 2004年 報告書
3357 岐阜市コンベンション都市整備構想調査報告書 岐阜市 1988年 調査報告書
3358 神田町通り商店街活性化構想策定事業報告書概要版 岐阜市商店街活性化構想策定事業運営委員会 1988年 調査報告書
3359 「高島屋南地区活性化事業構想」高島屋南地区まちづくり方針（案） 高島屋南商店街振興組合 1994年 調査報告書
3360 高島屋南商店街振興組合商店街診断報告書 岐阜県商工労働部中小企業指導課 1996年 調査報告書
3361 岐阜市第２次総合計画基本計画 岐阜市 1980年 行政計画
3362 岐阜市制１００年記念事業報告書 岐阜市１００年記念事業実行委員会 1989年 報告書
3363 高齢社会に向けての岐阜市の老人福祉政策の在り方について報告書 岐阜市 1987年 報告書
3364 市制１００年記念ぎふ 岐阜市 1989年 記念誌
3365 活力ある都市へのビジョン策定調査−構造分析編− 野村総合研究所 1987年 調査報告書
3366 岐阜市民健康意識調査報告書 岐阜市 1986年 調査報告書
3367 第２回若者まちづくりシンポジウム資料集 第２回若者まちづくりシンポジウウム実行委員会 2002年 調査報告書
3368 市町村合併と私たちの暮らし「市町村合併を考える」第１回シンポジウム資料集 岐阜商工会議所・ぎふまちづくりセンター 2002年 資料集
3369 市町村合併と私たちの暮らし「市町村合併を考える」第２集政令指定都市編 ぎふまちづくりせんたー 2002年 資料集
3370 高齢者保健福祉の現状調査結果（中間報告） 岐阜県地方自治研究センター・自治労岐阜県本部 1998年 調査報告書
3371 岐阜県奥美濃地域におけるグリーン・ツーリズムと地域活性化についての調査・研究報告書 中小企業診断協会岐阜県支部 2000年 調査報告書
3372 ひとまちこうぼう、まちづくり工房大垣活動報告書 大垣商工会議所 2004年 報告書
3373 三位一体改革と税源移譲 総務省自治税務局企画課 2005年 資料集
3374 岐阜圏域景観づくりに関する基礎調査報告書 ＵＦＪ総合研究所 2003年 調査報告書
3375 「岐阜県都市再生専門家会議」資料集成 岐阜県産業経済研究センター 1999年 報告書
3376 岐阜地域　第４次広域市町村圏計画 岐阜地域広域市町村圏協議会 2001年 行政計画
3377 「岐阜県産業構造研究会」報告書 岐阜県産業経済研究センター 2000年 報告書
3378 岐阜県の市町村民経済計算 岐阜県知事公室統計調査課 1998年 統計資料
3379 日本ファッション工科大学（仮称）設立に関する調査報告書 日本ファッション工科大学（仮称）設立調査委員会・岐阜市1984年 調査報告書
3380 岐阜市総合交通体系調査研究報告書 岐阜市総合交通体系調査研究専門委員会会議 1983年 調査報告書
3381 地域産業活性化のための垂井町商業の共同事業について調査・研究報告書 中小企業診断会岐阜県支部 2002年 調査報告書
3382 水野のあゆみ１０周年記念誌　創刊 まちづくり協議会 2003年 機関誌
3383 岐阜地域計画（改訂版） 岐阜圏域地域計画会議 2001年 行政計画
3384 国勢調査校区別推移 岐阜市総合政策課 2000年 統計
3385 岐阜市地区別校区別改装別人口推移平成２−７−１２年住民票人口による 岐阜市総合政策課 2000年 統計
3386 岐阜市人口推計　コーホート変化率法、変化率過去実績で変化、出生率は平成９厚生省中位推計全国値の変化率を岐阜市の数値に換算して推計岐阜市総合政策課 2000年 統計
3387 歩行者通行両調査 岐阜市 2000年 調査報告書
3388 岐阜市コンベンション都市整備構想調査−コンベンション都市・岐阜の目指すべき方向−報告書概要 岐阜市 1988年 調査報告書
3389 ふるさと岐阜・魅力発見大作戦　岐阜町金華の誇り ＮＰＯ法人わいわいハウス金華・岐阜市歴史博物館 2009年 郷土誌
3390 岐阜市柳ヶ瀬地区における空き店舗調査　報告書及び政策提案書−平成１５年度協働型県民活動促進事業−ぎふ空き店舗活用研究会 2009年 調査報告書
3391 群馬大学主催理科体験教室・群馬おもしろ科学展　実施報告書　平成２０年度群馬大学地域貢献事業 報告書
3392 Cultivate34 アジアにおけるミュージーアム連携の現在 文化環境研究所」 2009年 雑誌
3393 一色町所蔵松本家文書目録 神谷智 2009年 調査報告
3394 大日本職業別明細図　大垣 2009年
3395 The Fashion Renaissance in Gifu 2002研究報告書 村上眞知子・久保田里正・山田綾 2003年 研究報告書
3396 美濃国と国分寺の成立 大垣市文化財保護協会 2007年 郷土誌
3397 「平成の大合併」直後の合併市町村における地域自治・地域行政の動向−「市町村合併と地域内分権に関するアンケート」調査報告書（２）−うつのみや市政研究センター美谷薫 2008年 研究報告書
3398 金沢まちづくり市民研究機構第２期研究成果報告書概要版 金沢まちづくり市民研究機構 2004年 調査報告書
3399 全国学校ビオトープ・シンポジウム　ｉｎ　大垣 全国学校ビオトープ・シンポジウム　ｉｎ　大垣実行委員会2002年 調査報告書
3400 山と川　それはふるさと　２１世紀「環境の世紀」の提言−豊かな人間性をはぐくむ環境教育−第２集 岐阜県小中学校教育研究会環境教育部会 2002年 研究報告書
3401 ０３’岐阜の人権 岐阜県人権擁護啓発機構機関誌 2003年 機関誌
3402 岐阜県景観形成既成・誘導マニュアル 岐阜県都市整備政策課 2002年 行政計画
3403 市町村合併と私たちの暮らし「市町村合併を考える」第２回シンポジウム資料集 ぎふまちづくりセンター 2002年 調査報告書
3404 西岐阜駅・県庁周辺地域整備　基本構想策定調査報告書 野村総合研究所　 1989年 調査報告書
3405 市町村合併関係資料 総務省自治行政局 2002年 行政資料
3406 中小企業施策利用ガイドブック 中小企業庁 2001年 行政資料
3407 活力ある都市へのビジョン策定調査−計画編−（"ACTION PLAN岐阜"計画素案） 野村総合研究所 1988年 調査報告書
3408 岐阜市商業振興ビジョン実態調査報告書 岐阜市 1997年 調査報告書
3409 真長寺古文書読解書　第一巻 三輪山真長寺文化財保存会 2004年 古文書



3410 真長寺古文書読解書　第二巻 三輪山真長寺文化財保存会 2009年 古文書
3411 加納藩士　田辺氏見聞録 西村覚良 1982年 古文書
3412 加納天満宮誌 林佑和三・佐藤哲雄 2005年 郷土誌
3413 見なおしたい、伝えたい加納　 加納まちづくり会 2007年 パンフレット
3414 加納百年 吉岡勲・市川徳男・松尾一 1985年 写真集
3415 加納町史　上巻 太田成和 1954年 郷土誌
3416 加納町史　下巻 太田成和 1954年 郷土誌
3417 岐阜県農民運動先覚者顕彰会３０周年記念誌 服部欣一 2009年 郷土誌
3418 中山間地帯の地域振興と森林保全−揖斐郡揖斐川町谷汲地区にて、ＮＰＯ法人ぎふいび生活楽校のご協力による体験学習有本信照 2009年 調査報告書
3419 岐阜市都市景観章 岐阜市都市計画部景観整備課 1999年 パンフレット
3420 岐阜地域研究報告書−地域システムの変容− 横浜市立大学国際文化学部地理学教室 2004年 研究報告書
3421 岐阜広域１７市町村圏民意識調査 岐阜地域広域市町村圏協議会 2000年 研究報告書
3422 市町村合併と私たちの暮らし「市町村合併を考える」第２回シンポジウム資料集 ぎふまちづくりセンター 2002年 調査報告書
3423 建築士会東海北陸ブロック青年建築士協議会平成１５年度後期ブロック岐阜大会 青年建築士 2003年 調査報告書
3424 島根県中山間地域研究センター研究報告第５号 島根県中山間地域研究センター 2009年 調査報告書
3425 釧路公立大学地域研究 釧路公立大学地域分析研究委員会 2009年 研究報告書
3426 長良川ノート-川の記憶のデザイン-[2003-2009] 今井裕夫 2009年 研究報告書
3427 奈良県立大学年報 奈良県立大学地域創造部 2008年
3428 群馬大学地域貢献事業　概要 群馬大学 2009年
3429 金華小学校閉校記念誌ありがとう 金華小学校閉校記念誌編集委員会 2008年 記念誌
3430 岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵史料目録（２）美濃国方県郡木田村　山田家文書目録 岐阜大学地域科学部地域資料・情報センター 2010年
3431 岐阜駅周辺連続立体交差事業の概要 岐阜県・岐阜市 昭和５７年 パンフレット
3432 創造への参加　社会市民連動ｖｓ参加民主主義を目指す市民の会 連合プロジェクト・チーム 1977年 パンフレット
3433 「内発的発展」を支える起業家精神　金沢・石川のビジネスキーパーソンに学ぶ 高木繁雄 2010年 研究書
3434 世界の航空宇宙工業 日本航空宇宙工業界 2010年 調査報告書
3435 福井県文書館年報　６号 福井県文書館 2009年 年報
3436 ぎふ躍動プラン２１（概要版） 岐阜市 2008年 総合計画
3437 地域でつくる公共交通計画−日本版LTP策定のてびき 国際交通安全学会 2010年 研究報告書
3438 福井県文書館資料叢書４　越前松平家家譜　慶永１　 福井県文書館 2010年 資料集
3439 福井県文書館資料叢書５　越前松平家家譜　慶永２　 福井県文書館 2010年 資料集
3440 花フェスタ2005ぎふ公式ガイドブック 岐阜新聞社 2005年 パンフレット
3441 FUJITSU飛翔ｎｏ６３-水をめぐる戦略- FUJITSU飛翔編集部 2010年 パンフレット
3442 大学の関与する生涯学習及び公開講座に関する研究 矢口直道・久保村里正 2004年 研究報告書
3443 岐阜市地域福祉計画 岐阜市 2004年 行政計画
3444 駅前広場整備に関するワークショップ・シンポジウムの概要 ぎふまちづくりセンター 2002年 報告書
3445 ＜駅前広場の整備を考える＞シンポジウム資料 岐阜市・ぎふまちづくりセンター 2002年 資料集
3446 岐阜市男女共同参画基本計画　ぎふし未来スケッチⅡ 岐阜市 2004年 行政計画
3447 第２回若者まちづくりシンポジウム 第２回若者まちづくりシンポジウム実行委員会・ぎふまちづくりセンター2002年 資料集
3448 市町村行政の連携のための情報システムの形成と情報拠点の確立に関する調査研究 地方行政システム研究所 1986年 調査報告書
3449 岐阜市北西部都市整備調査報告書（概要版） 岐阜市都市計画部 1981年 調査報告書
3450 岐阜市金華山周辺地区観光リクレーション開発整備計画 岐阜市 1984年 調査報告書
3451 ビオトープからはじめよう 岐阜ビオトープ管理士会活動報告書 2002年 調査報告書
3452 全国道路交通センサス一般交通量調査総括表 岐阜県 1988年 調査報告書
3453 管内の概要 飛騨県事務所 1990年 調査報告書
3454 飛騨地域における地域資源の活用方策 岐阜県シンクタンク 1990年 調査報告書
3455 飛騨一市三郡の人口動態 蓑谷穆 1991年 調査報告書
3456 高山市の現状　市民生活・人口動態・観光・工業・商業・農業・情報・高速道路・地域開発 蓑谷穆 1991年 調査報告書
3457 高山の歴史−郷土館展示解説 高山市郷土館 1987年 パンフレット
3458 飛騨美濃いいもの大集合 岐阜県商工会連合会 1991年 パンフレット
3459 飛騨地域圏民観光客対象アンケート結果 飛騨地域広域行政事務組合 1990年 調査報告書
3460 ふるさと市町村圏計画　ふれあいのふるさと飛騨 飛騨地域広域行政事務組合 1991年 調査報告書
3461 飛騨地域ふるさと市町村圏計画（飛騨地域第４次広域市町村圏計画） 飛騨地域広域行政事務組合 1991年 調査報告書
3462 岐阜県早期集計結果（平成２年国勢調査） 岐阜県企画部統計課 1990年 調査報告書
3463 わたしたちの子供の頃の金華の町 金華一二三会・岐阜市金華尋常高等小学校・昭和１２年３月卒業同窓会2010年 郷土誌
3464 昭和６３年度全国道路交通情勢調査（一般交通量調査） 岐阜県土木部 1989年
3465 御鮨街道を味わおう！−シンポジウムの記録 御鮨街道景観まちづくり実行委員会 2006年 講演録
3466 昭和４８年河口堰建設差止請求事件第３準備書面 水資源開発公団 1973年 裁判資料
3467 岐阜市第２次総合計画 岐阜市 1979年 総合計画
3468 相模大堰住民訴訟
3469 中心市街地活性化セミナー　講演録 岐阜県産業経済研究センター 2000年 講演録
3470 小売商業活性化セミナー−商店街視察セミナー　視察報告書− 岐阜県産業経済研究センター 2000年 調査報告書
3471 商店街実態調査−岐阜県内の商店街振興組合・商工会・発展会の現状 岐阜県産業経済振興センター 2001年 調査報告書



3472 山辺の邑物語 上村修三 2006年 郷土誌
3473 平田いいとこ　食と祭りと歴史 平田町教育委員会 2003年 郷土誌
3474 中小商業経営革新ビジネスモデル実現可能性調査事業報告書 西新道錦会商店街振興組合 2002年 調査報告書
3475 景観　1 荒秀　他 1991年
3476 景観論 G・エクボ 1972年
3477 景観設計学 福井幸夫　他 2006年
3478 景観デザイン 市坪誠　他 2006年
3479 景観と意匠の歴史的展開 岡田憲久　他 1998年
3480 土木とコミュニケーション 土木学会 2004年
3481 インフラ事業における民間資金導入への挑戦 土木学会 2008年
3482 社会基盤の整備システム 土木学会海外活動委員会 1995年
3483 国土交通行政ハンドブック 国土交通政策研究会 2004年
3484 環境と運輸�交通 1994年
3485 交通安全の経済分析 秋山孝正　他 2009年
3486 魅力ある観光地と交通 森地茂　他 1998年
3487 交通行動の分析とモデリング 北村隆一　他 2002年
3488 交通工学 元田良孝　他 2001年
3489 都市交通の経済分析 ケネス・Ａ・スモール 1999年
3490 交通政策研究の展開 杉山雅洋　他 2001年
3491 交通ネットワークの均衡分析 土木学会 1998年
3492 モビリティ�マネジメント 土木学会 2005年
3493 都市交通と環境 中村英夫　他 2004年
3494 都市交通計画 新谷洋二 1993年
3495 MPECにもとづく交通・地域政策分析 MPEC研究会 2003年
3496 都市交通のユニバーサルデザイン 秋山哲男 2001年
3497 バスサービスハンドブック 土木学会 2006年
3498 トランスポート・イン・シティーズ ブライアン・リチャーズ 1992年
3499 明日の都市交通政策 杉山雅洋　他 2003年
3500 非集計行動モデルの理論と実際 土木学会土木計画学研究委員会 1995年
3501 新体系土木工学　60交通計画 森地茂　他 1993年
3502 地區交通計劃 琴　基正 1995年
3503 地区交通計画 土木学会 1992年
3504 メタボリズムの交通・都市論 安藤郁夫 2004年
3505 鎌倉の交通社会実験 高橋洋二　他 2004年
3506 満鉄調査部の軌跡 小林英夫 2006年
3507 路面電車新時代 服部重敬 2006年
3508 世界の地下鉄 社団法人　日本地下鉄協会 2005年
3509 折れたレール クリスチャン・ウルマー 2002年
3510 国鉄黄金時代の奇跡 寺本光照 2004年
3511 新幹線発達史 大平祥司 2004年
3512 ブルートレイン伝説 利根川信之介 2004年
3513 食堂車ノスタルジー 岩成政和 2005年
3514 鉄道政策論の展開 運輸経済研究センター 1998年
3515 鉄道日本文化史考 宇田正 2007年
3516 鉄道と文化 青木栄一　他 1986年
3517 都市交通のパースペクティブ 大西隆 1994年
3518 道路交通需要予測の理論と適用Ⅰ�Ⅱ 土木学会 2003年
3519 環状道路の時代 川勝平太 2006年
3520 歩車共存道路の計画・手法 天野光三 1986年
3521 道の駅の本 財団法人道路保全技術センター 1993年
3522 道のはなし 武部健一 1992年
3523 街路のはなし 鈴木敏　他 1988年
3524 住民参加のみちづくり 秋山哲男　他 2001年
3525 人間のための街路 B・ルドフスキー 1973年
3526 明日の田園都市 E・ハワード 1968年
3527 美しい都市と祈り 五十嵐敬喜 2006年
3528 成熟のための都市再生 蓑原敬 2003年
3529 ２０世紀の日本の都市地理学 阿部和俊 2003年
3530 水辺から都市を読む 岡本哲志 2002年
3531 水辺都市 陣内秀信 1989年
3532 都市のリ・デザイン 鳴海邦碩　他 1999年
3533 みどりの都市計画 上田恭幸 2004年



3534 リンチ都市のイメージ 富田玲子　他 1968年
3535 幻の都市計画 日本都市計画学会中部支部 2006年
3536 地域共生の都市計画 三村浩史 1997年
3537 都市計画教科書 都市計画教育研究会 1987年
3538 イラストレーション都市計画法 高木任之 2005年
3539 住環境整備 佐藤圭二 2005年
3540 都市計画法を読みこなすコツ 高木任之 1996年
3541 都市計画総論 佐藤圭二　他 1988年
3542 『都市計画』の誕生 渡辺俊一 1993年
3543 都市計画用語辞典 都市計画用語研究会 1998年
3544 都市とは何か 植田和弘　他 2005年
3545 都市のガバナンス 植田和弘　他 2005年
3546 都市経済と産業再生 植田和弘　他 2005年
3547 都市のアメニティとエコロジー 植田和弘　他 2005年
3548 都市のシステムと経営 植田和弘　他 2005年
3549 公共空間としての都市 植田和弘　他 2005年
3550 グローバル化時代の都市 植田和弘　他 2005年
3551 地域計画と都市計画 J.B.カリングワース　他 1972年
3552 都市の生活空間 上田篤　他 1970年
3553 日本近代都市計画の百年 石田頼房 1987年
3554 東京都市計画物語 越沢明 1991年
3555 世界のまちづくり事典 井上繁 2007年
3556 欧米のまちづくり・都市計画制度 民間都市開発推進機構 2004年
3557 現代カナダの都市地域構造 林上 2004年
3558 スモールアーバンスペース W・N・セイモアーJr 1973年
3559 人口減少時代の地方都市再生 富樫幸一　他 2007年
3560 まちづくりブック まちづくりブック伊勢製作委員会 2000年
3561 住民参加のまちづくり 松村久美秋 2000年
3562 生協と住みよいまちづくり 西村貢　他 2000年
3563 福井まちづくりの歴史・福井まちづくりの歴史改訂版 本多義明　他 1995年
3564 中国　都市と建築の歴史 張在元 1994年
3565 都電型　都市空間のすすめ 伊藤滋　 1994年
3566 マスタープランと地区環境整備 森村道美 1998年
3567 コンパクトシティの計画とデザイン 海道清信 2007年
3568 風水都市 黄永融 1999年
3569 日本近代都市計画史研究 石田頼房 1987年
3570 都市サービス地域論 林上 2005年
3571 都市工学入門 高見沢実 2000年
3572 水資源政策の失敗 富樫幸一　他 2003年
3573 日本の都市体系研究 阿部和俊 1991年
3574 新世紀の中部 新世紀講演会 2001年
3575 ２１世紀の中部圏 日本計画行政学会中部支部 1995年
3576 伊勢湾海域利用の将来計画 菊池洋一 1986年
3577 現代地域政策論 遠藤宏一 1999年
3578 メンタルマップ入門 中村豊　他 1993年
3579 都市の景観地理　日本編1 阿部和俊 2007年
3580 都市の景観地理　日本編2 阿部和俊 2007年
3581 都市の景観地理　大陸ヨーロッパ編 阿部和俊 2007年
3582 公共政策のすすめ 宮本憲一 1998年
3583 公共の役割は何か 奥野信宏 2006年
3584 戦後日本経済 宮崎勇 2005年
3585 日本経済を問う 伊藤光晴 2006年
3586 日本社会の可能性 宮本憲一 2000年
3587 世界の住民組織 中田実 2000年
3588 日本伝統の町 河合敦 2004年
3589 日本名勝地誌　東山道
3590 フラット化する世界� トーマス・フリードマン 2006年
3591 ＡＤＡの衝撃 八代英太　他 1991年
3592 中国農民調査 陳桂棣　春桃 2005年
3593 パリの異邦人 鹿島茂 2008年
3594 フランスの景観を読む 和田幸信 2007年
3595 古代インド文明の謎 堀晄 2008年



3596 ミャンマーという国への旅 エマ・ラーキン 2005年
3597 産業観光100選 日本観光協会全国産業観光推進協議会 2008年
3598 中国・アジアの小売産業革新 矢作敏行 2003年
3599 地球環境 レスター�ブラウン 2005年
3600 二十一世紀の日本のかたち 戸沼幸市 2004年
3601 和辻哲郎研究 津田雅夫 2001年
3602 人為と自然 津田雅夫 2007年
3603 戸坂潤と<昭和イデオロギー> 津田雅夫 2009年
3604 脱アメリカ日本は必ず甦る 森田実 2008年
3605 新�黒船の世紀 竹内健蔵 2009年
3606 日本の城と城下町 新谷洋二 1991年
3607 文化的近代を問う 稲生勝　他 2004年
3608 図説　名古屋圏 名古屋大都市圏研究会 1993年
3609 乱歩と名古屋 小松史生子 2007年
3610 挑戦　日本再生 竹内健蔵　他 2008年
3611 変貌する日本のすがた 阿部和俊　他 2004年
3612 安治川物語 西山夘三 1997年
3613 悪夢のサイクル 内橋克人 2006年
3614 江戸東京のみかた調べ方 陣内秀信 1989年
3615 王の記憶 五味文彦 2007年
3616 国家社会主義の興亡 小西豊　他 2007年
3617 時間革命 角山榮 1998年
3618 公共空間としてのコンビニ 鷲巣力 2008年
3619 下流志向 内田樹 2007年
3620 現代危険と障害被害者の補償 シモン�フレディック 2004年
3621 今、公園で何が起きているか 伊藤章雄 2002年
3622 地域学への招待 松田之利　他 1999年
3623 中山間地域は再生するか 山崎仁朗　他 2008年
3624 新次元・環境創生 筒井信之 2009年
3625 帝国鉄道発達史 2006年
3626 日本　21世紀への展望 国土庁計画・調整局 1984年
3627 公共政策学入門 足立幸男 1994年
3628 都市と人間 陣内秀信 1993年
3629 総合政策学への招待 加藤寛・中村まづる 1994年
3630 日本人と土地 辻村明・中村英夫 1990年
3631 都市経済学の基礎 佐々木公明・文世一 2000年
3632 人間の空間 ��������� 1972年
3633 新しい観光と地域社会 石原照敏 2000年
3634 新しい交通まちづくりの思想 太田勝敏 1998年
3635 都市交通の歪　放置自転車 全国自転車問題自治体連絡協議会 2002年
3636 コミュニティバス導入のノウハウ 中村文彦 2006年
3637 航空機事故の真実 青木謙知 2005年
3638 実践・地方都市のまちづくり 花岡利幸 2006年
3639 路面電車とまちづくり RACDA 1999年
3640 都市観光でまちづくり 日本交通公社 2003年
3641 土地利用計画とまちづくり 水口俊典 1997年
3642 人間都市クリチバ 服部圭郎 2004年
3643 地域軸の理論と政策 矢田俊文 2001年
3644 既成市街地の再構成と都市計画 小林重敬　他 1999年
3645 まちづくり条例 井上繁 1991年
3646 城下町の近代都市づくり 近藤滋 1995年
3647 「交通」は地方再生をもたらすか 中村英夫　他 2005年
3648 イタリアのまちづくり 宗田好史 2000年
3649 "ムーバス”快走す 土屋正忠 1996年
3650 交通 金本良嗣 1995年
3651 現代アメリカ都市計画 大野輝之 1997年
3652 農的幸福論 加藤登紀子 2002年
3653 土木国家の思想 本間義人 1996年
3654 観光地の賞味期限 古池嘉和 2007年
3655 世界遺産が消えてゆく 中村俊介 2006年
3656 文明としての江戸システム 鬼頭宏 2002年
3657 産業観光 須田寛 1999年



3658 新しい観光 須田寛 2006年
3659 明日の田園都市への誘い 東秀紀　他 2001年
3660 都市と交通 岡並木 1981年
3661 自転車安全鉄則 疋田智 2008年
3662 福祉のまちづくりキーワード事典 田中直人 2004年
3663 駅空間整備読本 多摩地域駅空間づくり研究会 1996年
3664 花さかちじと９９の宝物 松村みち子 1992年
3665 現代中国における都市・地方行政の調査研究 石弘光 1994年
3666 次世代のアメリカの都市作り ピーター・カルソープ 2004年
3667 JR全線全駅
3668 現代ORの方法 エイコフ／サシーニ 1972年
3669 都市問題講座 岩井弘明　他 1966年
3670 21世紀　東京の交通はこうなる 森地茂 1989年
3671 生きることのすべてに 新日本製織株式会社 1990年
3672 地球環境と巨大都市 大塚信一 1998年
3673 大深度地下利用の課題と展望 国土庁大深度地下利用協会 1998年
3674 交通天国シンガポール 加納敏幸 1997年
3675 高度情報化と都市・地域づくり 平本一雄 1999年
3676 ゆとりある生活空間作りにむけて 道路広報センター 1993年
3677 都市と高齢者 建築省建築研究所 1990年
3678 日本古代都城の研究 山中章 1997年
3679 「都市計画」の誕生 渡辺俊一 1993年
3680 東海の系譜 中部経済新聞社 1985年
3681 日本国勢図会 矢野一郎 1995年
3682 都市交通と都市計画 米谷栄二　他 1967年
3683 交通学研究 日本交通学会 1969年
3684 交通学研究 日本交通学会 1970年
3685 21世紀のくにづくりを考える 篠原修　他 1991年
3686 高齢者の住まいと交通 秋山哲男 1993年
3687 都市の地下空間 松尾稔　他 1998年
3688 都市革命 ���・������� 1974年
3689 タピオラ田園都市 P.Dスプライレゲン 1974年
3690 都市交通の分析 マイヤーケインウォール 1970年
3691 都市調査と政策計画 レオ・Fシノア　H・フェーギン 1970年
3692 都市交通計画の立て方 雨地価市町村協会 1972年
3693 人間環境都市 ハーベイ・Sパーロフ 1971年
3694 都市とオープンスペース ウィリアム・H・ホワイト 1971年
3695 都市経済学序説 ウィルバー・R・トンプソン 1969年
3696 都市−地域計画の基礎 J・B・マクローリン 1973年
3697 逝ききし世の面影 渡辺京二 1998年
3698 昭和30年代鉄道原風景　西日本�東日本・路面電車 J.WALLY HIGGINS 2004年
3699 Improving the Environmental Quality and Transportation Efficiency of  Residential Street Network M.C.Poulton
3700 REGIONAL DEVEROPMENT IN THIRD WORLD COUNTRIES NAGAMINE　Haruo
3701 Optimization Models for Strategic Planning Thomas H. Naylor 他
3702 FUNDING TRANSPORT systems Dai Nakagawa　他
3703 Streercat Suburbs Sam Bass Warner,Jr.
3704 HANDBOOK OF TRANSPORTATION SCIENCE Randolph W. Hall
3705 LOCAL KNOWLEDGE AND INNOVATION Kiyoshi KOBAYASHI　他
3706 Encyclopedia of World Cities FITZROY DEARBORN
3707 THE RAILWAY AND MOｄERNITY MATTHEW BEAUMONT　他
3708 GLOBAL COMPETITION IN TRANSPORTATION MARKETS ADIB KANAFANI
3709 European Air Traffic Management ANDREW COOK
3710 Urban Infrastructure Development
3711 TRANSPORTAT位ON, ENERGY, AND ECONOMIC DEVELOPMENT FRED ｍOAVENZADEH　他
3712 URBAN　TRANSPORTATION PLANNING Roger L. Creighton
3713 BUILDInG BLOCKS FOR SUSTAINABLE TRANSPORT Adriaan Perrels
3714 TRANSPORT POLCY Hide Meersman
3715 Transportation and Traffic Theory Masaki　Koshi
3716 The Environment and Transport Yoshitsugu Hayashi　他
3717 これからの政策評価システム 伊多波良雄 1999年
3718 財政投融資の改革 宮脇淳 1995年
3719 公共システムの計画学 計画理論研究会 2000年



3720 公共のための科学技術 小林傳司 2002年
3721 あなたは公共事業が好きになる 佐藤正則 2002年
3722 建設国債の政治経済学 山田治徳 2000年
3723 アジアの経済発展と環境問題 伊藤達雄 2009年
3724 価値と生産価格 神田敏英 2002年
3725 公共事業における意思決定のプロセスと第三者機関の役割 松井寛　他 2007年
3726 市場には心がない 都留重人 2006年
3727 防災の経済分析 多々納裕一　他 2005年
3728 社会資本の未来 森地茂　他 1999年
3729 人口減少下の社会資本整備 丹保憲二 2002年
3730 クリエイティブ資本論 リチャード・フロリダ 2008年
3731 道路投資の社会経済評価 中村英夫 1997年
3732 コミュニティ�ゾーン形成マニュアル 交通工学研究会 1996年
3733 コミュニティ�ゾーン実践マニュアル 交通工学研究会 2000年
3734 コミュニティ�ゾーンの評価と今後の地区交通計画 交通工学研究会 2004年
3735 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 1968年
3736 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 1969年
3737 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 1971年
3738 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 1979年
3739 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 1987年
3740 社会基盤としての都市内物流システム 土木学会土木研究学研究委員会 1994年
3741 活力ある高齢化社会とまちづくり 土木学会土木研究学研究委員会 1989年
3742 魅力あるみちづくり・まちづくり 土木学会土木研究学研究委員会 1989年
3743 地区交通計画　よりよい地区の交通環境を目指して 土木学会関西支部 1989年
3744 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1975年
3745 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1974年
3746 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1973年
3747 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1972年
3748 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1971年
3749 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1970年
3750 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1967年
3751 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1984年
3752 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1985年
3753 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1986年
3754 土木計画学シンポジウム 土木学会土木研究学研究委員会 1996年
3755 土木シンポジウム＜前刷り＞ 土木学会土木研究学研究委員会 1971年
3756 土木計画学シンポジウムNO．１２ 土木学会土木研究学研究委員会 S53
3757 土木計画学シンポジウムNO．１１ 土木学会土木研究学研究委員会 S52
3758 土木計画学シンポジウムNO．１０ 土木学会土木研究学研究委員会 S51
3759 土木計画学シンポジウムNO．１３ 土木学会土木研究学研究委員会 S54
3760 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S48
3761 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S47
3762 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S53
3763 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S52
3764 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S50
3765 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S49
3766 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S59
3767 土木計画学講習会テキスト 土木学会土木研究学研究委員会 S58
3768 羽田　日本を担う拠点空港 酒井正子 2005
3769 国際ハブ空港の建設 東北産業活性化センター H7
3770 中部国際空港のユニバーサルデザイン 谷口元　他 2007
3771 大空の証言Ⅰ・Ⅱ 駿河昭 1992
3772 PPPではじめる“地域再生” 日本政策投資銀行地域企画チーム 2004
3773 日本版ＰＦＩ 有岡正樹　他 2001
3774 ＰＦＩの法務と実務 内藤滋 2006
3775 自治体ＰＦＩ相談室 三井真 2004
3776 公共経済学 奥野信宏 2008
3777 社会科学のための統計学 Ｋ．Ａ．ヨーマンズ S50
3778 新解説世界憲法集 辻村みよ子 2006
3779 都市�公共土木のCGプレゼンテーション 榊原和彦　他 1997年
3780 土木計画システム分析 飯田恭敬 1991
3781 理科系作文技術 木下是雄 1981



3782 基礎地理学 坂本英夫　他 H6
3783 人文地理学 藤岡謙二郎 S63
3784 線型計画法入門 森口繁一 1957
3785 国会等の移転オンライン講演集 H16 国交省　国土計画局 2004
3786 首都機能移転オンライン講演集 国交省　国土計画局 2001
3787 運輸白書 運輸省運輸政策局情報管理部 H11
3788 公共投資総覧’99 公共投資総研 H11
3789 JNTO日本の国際観光統計 国際観光振興機構 H18
3790 第四次全国総合開発計画 国土庁計画・調整局 S62
3791 自転車法 自転車法令研究会 S57
3792 自転車道必携 自転車道路協会 S56
3793 日本の道路行政 小松功 H2
3794 はじめてのマシン語 日高徹　他 1988
3795 水理学 井上和也 2008
3796 コンクリート構造物のデザイン 土木学会 2000年
3797 教養の都市地理学 服部 1997年
3798 障害のある人の社会福祉学 竹原健二 2007年
3799 現代福祉学の展開 竹原健二 2006年
3800 地域社会が保証すべき生活交通サービス水準に関する研究報告書 財団法人国際交通安全学会 2009年 研究報告書
3801 危機管理と人間力 ＤＩＴ出版企画 2001年
3802 「２１世紀万国博覧会」（仮称）開催についての県民意向調査報告書 愛知県商工部万博誘致対策室 1993年 調査報告書
3803 パッケークレームにおける待ち合わせモデル The　Institute of Transportation and tTraffic Engineering University of Calfornia1968年 研究報告書
3804 空港における舗装の設計（空公工資料-NO１） 新東京国際空港公団工務部 1967年 研究報告書
3805 空港の排水（空公工資料-NO３） 新東京国際空港公団工務部 1967年 研究報告書
3806 航空法施行規則（抜粋） 新東京国際空港公団 1966年 法令
3807 空港計画および設計 Robert Hoeonjeff著抄訳 1969年
3808 市営交通事業のあり方と経営健全化方策（第一次答申）　バス事業のあり方と経営健全化方策 名古屋市交通問題調査会 1981年 調査報告書
3809 市営交通事業のあり方と経営健全化方策（第二次答申）　今後の事業の基本方向と当面する課題への取り組み方名古屋市交通問題調査会 1983年 調査報告書
3810 交通に関する市民意識調査 名古屋市総合交通計画研究会 1979年 調査報告書
3811 万国博覧会候補地区地域整備構想調査報告書 愛知県企画部 1992年 調査報告書
3812 名古屋の工業 名古屋市総務局 1973年 統計調査
3813 三河湾　世界一の大国際空港構想（提言） 鈴木克己
3814 中部新国際空港基本構想骨子 財）中部空港調査会 1990年 調査報告書
3815 中部圏基本開発整備計画 中部圏開発整備地方協議会事務局 1967年
3816 中部圏開発整備関連法令 中部圏開発整備地方協議会事務局 1968年 法令
3817 駐車場整備計画検討資料 名古屋市計画局都市開発課・中部建設コンサルタント（株）1971年
3818 公共輸送サービスにおける実態と市民の評価 名古屋市総合交通計画研究会 1980年
3819 Ⅰ泥江町交差点及びその周辺の交通処理について　Ⅱ八事交差点及びその周辺の交通処理について 愛知県交通安全対策技術調査班 1978.3.1
3820 昭和５３年度名古屋市交通安全実施計画 名古屋市交通安全対策会議 1978年
3821 昭和５０年度名古屋市交通安全実施計画 名古屋市交通安全対策会議 1975年
3822 王子地区居住者の生活実態調査資料集（名古屋市中区）
3823 名古屋市大規模総合交通規制計画 愛知県警察本部交通部 1973年
3824 中部都市学会町えさ研究報告書　地方の時代と都市 名古屋市 1982年
3825 ミッキー基幹バス　新しい公共交通システムをめざして 名古屋市交通局 パンフレット
3826 （株）トヨタ中央研究所 （株）トヨタ 1972年 パンフレット
3827 浅間町交差点および千早町交差点における交通処理に関する調査報告書 愛知県交通安全対策技術調査班 1973年 調査報告書
3828 愛知県における地域別交通事故比較について 愛知県企画部交通安全対策室 1973年 調査報告書
3829 地域分類にもとづく交通事故分析 愛知県企画部交通安全対策室 1978年 調査報告書
3830 名古屋市を中心とした基幹的公共交通網のあり方とその整備方策について（答申） 名古屋市基幹公共交通網調査委員会 1988年 答申
3831 中津川・恵那地域の開発整備構想−すぐれた１５万都市圏の形成− 中部経済連合会 1975年 研究報告書
3832 第６回国内シンポジウム　明日の交通社会の姿を求めて 財）国際交通安全学会 1979年 プログラム
3833 都市バスの運行効率改善に関する調査報告書 名古屋市 1981年 調査報告書
3834 市バス・地下鉄についてのアンケート調査報告書　付・市バス時刻表配付資料 名古屋市交通労働組合 1992年 調査報告書
3835 交通安全を重視した将来の道路体系（愛知県街街派遣研修報告書抜粋） 愛知県企画部交通安全対策室 1971年 研究報告書
3836 みんなの街づくり−第１回障害者と街づくり研究集会より− 全国障害者問題研究会福井支部・新建築家技術者集団福井支部1973年 研究会報告
3837 名古屋市土地利用計画策定のための基礎的調査研究 名古屋市総務局行政企画部企画課 1973年 研究報告書
3838 名古屋市営交通についての世論調査 名古屋市交通局 1975年 調査報告書
3839 名古屋市営交通についての世論調査 （統計編） 名古屋市交通局 1976年 調査報告書
3840 歩行者　自転車道部会報告書 豊田市 調査報告書
3841 中部都市学会調査研究報告書　市民の交通環境整備の方向 中部都市学会 1979年 調査研究報告書
3842 久居インターチェンジ周辺開発計画−近畿自動車道伊勢線インターチェンジ周辺および後背地の土地利用計画久居インターチェンジ周辺土地利用調査委員会 1973年 調査報告書
3843 名古屋市交通システム調査 社）中部開発センター 1974年 調査報告書



3844 高蔵寺第２次地区における住宅・宅地需要調査 日本住宅公団中部支社 1979年 調査報告書
3845 地下街問題と対策 日本科学者会議大阪支部地下街問題チーム　他 1971年 研究報告書
3846 名古屋圏における高速鉄道利用旅客輸送需要予想 都市交通審議会名古屋圏部会　需要予測WG 1971年 研究報告（概要）
3847 中部都市学会調査研究報告書　高齢化社会における都市の活性化に関する研究 名古屋市 1986年 研究報告書
3848 中部都市学会調査研究報告書　高齢化社会における都市の活性化に関する研究（複本） 名古屋市 198６年 研究報告書
3849 都市計画ノート　'67・７ゼミナールその１住宅開発テキスト 社）大阪府建築士会 1967年 研究報告書
3850 名古屋市役所北交差点における交通処理に関する調査報告書 愛知県交通安全対策技術処理班 1972年 調査報告書
3851 放置自転車等の駐車対策にかかる方策について 春日井市自転車等対策調査研究会議 1982年 調査報告書
3852 都市バスに運行効率改善に関する調査報告書 名古屋市 1981年 調査報告書
3853 名古屋市基本構想 名古屋市 1982年 提言書
3854 名古屋市基本構想草案　答申書 名古屋市基本構想審議会 1977年 答申書
3855 名古屋市基本構想策定のための研究会報告書　要旨 名古屋市基本構想策定のための研究会事務局 1976年 研究会報告書
3856 シビルミニマムの提案 豊田市 調査報告書
3857 「生き生きあいち」の建設のために愛知県高齢化社会対策研究会議報告書 愛知県高齢化社会対策研究会議 1986年 研究報告書
3858 SUMMARY OF PAPERS ON　PEDESTRIAN BEHAVIOR The Working Group on Pedestrian Behavior 1978年 研究報告書
3859 愛知県における在宅高齢者生活環境実態調査 愛知県・名古屋市 1975年 調査報告書
3860 地震時における名古屋市の水道管の被害予測調査（その３） 名古屋市防災会議 1981年 調査報告書
3861 ゴミ処理行政の分析−計画策定システムのケーススタディー 名古屋市 1973年 調査報告書
3862 党露光通騒音調査報告書 愛知県土木部 1973年 調査報告書
3863 発生特性を考慮した交通事故分析-市町村を単位として- 愛知県企画部交通対策室 1977年 調査報告書
3864 建築研究報告　パソコンを用いた都市交通計画情報システムの開発 建設省建築研究所 1989年 研究報告書
3865 土木法規概説　昭和４１年４月 法規
3866 道路工学 研究報告書
3867 鉄道に関する騒音・振動基礎調査報告書 名古屋市公害対策局　名古屋市公害研究所 1973年 調査報告書
3868 自転車道等の整備効果に関する調査研究報告書 財）自転車道路協会 1986年 研究報告書
3869 自転車道関係資料要覧 財）自転車道路協会 1986年 調査報告書
3870 交通量抑制と快適な都市−OECD年次会議より− 財）自転車道路協会 1988年 研究報告書
3871 自転車道の計画と設計　自転車道路が環境に与える影響と分析・自転車道路建設への市民参加　アメリカ運輸省発行財）自転車道路協会 1988年 調査報告書
3872 自転車の交通教育　オーストラリア 財）自転車道路協会 1981年 調査資料
3873 地方都市自転車交通システム開発研究報告書 財）自転車道路協会 1979年 研究報告書
3874 平成２年　第３０回市政世論調査 名古屋市 1990年 調査報告書
3875 市バス白書　安全・便利・快適な市バスに 名古屋市交通労働組合 1978年 白書
3876 「中部圏における陶磁器産業の存続・発展条件調査」報告書 社）中部開発センター 1979年 調査報告書
3877 ユニット規制　−発生から現況まで− 愛知県警察本部交通部　交通部 1973年 実施報告書
3878 第１６回公営交通研究集会　基調提案と問題提起集 日本都市交通労働組合 1984年 研究報告書
3879 市民交通計画の確立に関する基礎的研究 名古屋市 1973年 研究報告書
3880 高齢化社会における都市の活性化に関する研究 名古屋市 1986年 研究報告書
3881 統計から見た恵那市の現況と課題　恵那市第三次総合計画資料 恵那市 1989年 調査報告書
3882 桃花台線建設影響調査報告書　中軌道システム桃花台線のあるべき姿検討のための基礎調査 愛知県交通対策室 １９７６年 調査報告書
3883 阿久比町総合計画 阿久比町 １９７６年 計画書
3884 知多半島の総合開発計画に関する基礎的調査　第一次報告書 名古屋大学工学部早川研究室 1971年 研究報告書
3885 中部新国際空港に関連した地域整備基本計画方針（案） 常滑市 1994年 行政運営指針
3886 人口フレームの推計について　−昼間人口の予測− 名古屋市 １９７６年 調査報告書
3887 高齢者のためのバスサービス計画に関する調査研究 災害科学研究所 1992年 調査報告書
3888 高齢者のためのバスサービス計画に関する調査研究　図表集 災害科学研究所 1992年 調査報告書
3889 環境にやさしい自動車利用指針 愛知県 1992年 調査報告書
3890 都市の公共交通施設の整備政策に関する研究−欧米におけるLRTの復活問題を中心に− 「都市の公共施設の整備政策」プロジェクト 1997年 研究報告書
3891 新・くるま社会のパラダイムを求めて−安全・快適な福井の交通− 財）国際交通安全学会「都市の交通改善」プロジェクト福井地域委員会1992年 調査報告書
3892 交通基盤レポート　第１２号〈地域づくりと交通特集号No.2〉交通基盤の活用による地域活性化事例１００国土庁　計画・調整局総合交通課 1991年 研究報告書
3893 交通問題に関する調査報告書 大同工業大学交通安全委員会 1990年 調査報告書
3894 平成元年度環境庁委託地球温暖化問題の検討に係る地域情報の整備等に関する調査報告書 財）日本環境衛生センター 1990年 調査報告書
3895 名古屋の道路整備の将来ビジョン（中間とりまとめ）−２１世紀”デザイン都市名古屋”を支えるみちづくり名古屋市 1991年 研究報告書
3896 ２１世紀の名古屋を支える道づくり懇談会−今後の道路整備に対する提案− 名古屋市 1991年 提言書
3897 英国の道路交通量評価マニュアル　TAMの概要と特徴 東京大学工学部都市工学科 1991年 研究報告書
3898 道路計画の為の交通量分析・推計手法に関する研究 東京大学工学部都市工学科 1991年 研究報告書
3899 平成５年度帰国専門家名簿（上半期） 国際協力事業団 1993年 名簿
3900 都市景観関係例規集 名古屋市 1989年 法規
3901 都市景観に関する世論調査報告書 名古屋市計画局 1990年 調査報告書
3902 名古屋市国際展示場整備基本構想 名古屋市国際展示場整備基本構想検討委員会 1991年 研究報告書
3903 名古屋市国際展示場整備基本構想−資料編− 名古屋市国際展示場整備基本構想検討委員会 1991年 研究報告書
3904 平成２年度沼津市駐車場整備計画調査報告書（概要版 沼津市都市計画部計画課 1991年 調査報告書
3905 昭和６２年　公害の現況　−公害の状況及びとった対策の概要− 名古屋市 1987年 調査報告書



3906 知多半島開発プロジェクトの提言　世界ウィングス構想 中部新空港都市研究会 1992年 研究報告書
3907 首都機能移転問題に関する懇談会　中間とりまとめ 首都機能移転問題に関する懇談会 1992年 研究報告書
3908 提言　地方分権と地方財政のあり方について−魅力ある中部圏づくりのために− 中部経済同友会　財政・金融委員会 1993年 提言書
3909 生活ゾーン規制に関する基礎的研究（第３年度） 生活ゾーン規制研究会 １９７６年 研究報告書
3910 交通施設整備状況の市民生活に及ぼす影響に関する基礎的調査研究 名古屋市 1983年 研究報告書
3911 データセット利用の手引 名古屋大学大型計算機センター 1980年 マニュアル
3912 みち 愛知県舗装技術研究会 1982年 機関誌
3913 愛知県道路網計画調査報告書 愛知県土木部 1965年 調査報告書
3914 多摩ニュータウン構想−分析とその問題点− 日本住宅公団南多摩開発局 1968年 研究報告書
3915 窒素酸化物等に係る大気汚染防止のための貨物流通対策に関する調査報告書 中部運輸局 1988年 調査報告書
3916 大規模環状道路の現状と評価（共同研究プロジェクト　大都市における大規模環状道路計画のあり方）日本交通政策研究会 1986年 研究報告書
3917 構造改革のための経済社会計画−活力ある経済・安心できるくらし−　付．経済審議会部会・小委員会報告経済企画庁 1995年 政策指針
3918 シンポジウム　２１世紀の中部と道路 中部地方建設局 1992年 抄録
3919 交通問題に関する意識調査（調査実施　昭和５６年９月）　資料編 財）豊田都市交通問題研究会 1982年 調査報告書
3920 名古屋圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備にかかわる調査研究報告書（大都市交通網の整備にかかわる調査研究）財）運輸経済研究センター 1990年 研究報告書
3921 快適感峡の創造をめざして　−なごや環境プラン− 名古屋市 1988年 計画書
3922 中部新国際空港に関連した地域整備基本計画方針（案）関する名古屋の地域整備について　中間報告 中部新国際空港に関する地域整備検討委員会 1993年 研究報告書
3923 日常生活圏における歩行者空間に関する調査研究報告書 愛知県企画部こうつうたいさ １９７６年 研究報告書
3924 生活地区における交通環境調査（まとめ） 財）大阪都市協会　都市技術研究所 1990年 研究報告書
3925 福祉都市環境整備指針素案 名古屋市福祉都市環境整備委員会 1991年 指針書
3926 福祉都市環境整備指針素案（複本） 名古屋市福祉都市環境整備委員会 1991年 指針書
3927 活気あるまちづくり魅力あるまりづくりをめざして「未来の名古屋を語る」懇談会報告書 「未来の名古屋を語る」懇談会 1985年 懇談会報告書
3928 シンポジウム公害の防止から環境の管理へ　報告書 1986年 シンポジウム報告書
3929 International Conference on Dynamic Travel Behavior Analysis(日本語概要書）：交通行動分析京都セミナー 1989年 研究報告書
3930 大阪圏における高速鉄道を鋳賃とする整備に関する基本計画書 基本計画書
3931 あいちのパブリックデザインを考える　Ｐａｒｔ２ 愛知県土木部都市計画課 1991年 研究報告書
3932 障害者の利用を配慮した建設設計マニュアル 名古屋市民生局 社）地域問題研究所 1980年 設計マニュアル
3933 中小地方都市における高齢者の運転特性と交通計画上の課題 高齢化社会に向けての交通問題研究会 1986年 研究報告書
3934 名古屋圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備にかかわる調査研究報告書 財）運輸経済研究センター 1989年 研究報告書
3935 韮山町都市計画マスタープラン　歴史・自然・人々がめぐるサイクルタウン 韮山町 2004年 計画書
3936 豊田市新総合計画　1971-1985 豊田市 1970年 計画書
3937 NAGOYAとうけいマップ　名古屋の統計図鑑　１９８７ 名古屋市総務局行政部統計課 1987年 統計調査
3938 名古屋市基本計画　昭和５５年−６５年 名古屋市総務局企画課 1980年 計画書
3939 住みたくなるまち名古屋の建設をめざして　名古屋市新基本計画　昭和６３−７５年度 名古屋市総務局企画部企画課 1988年 計画書
3940 住みたくなるまち名古屋の建設をめざして　名古屋市新基本計画　昭和６３−７６年度　：計画推進・資料付名古屋市総務局企画部企画課 1988年 計画書
3941 成果に開かれた交流都市めざして伊勢市都市マスタープラン　生成り・ましまりのまち・伊勢　1997・1999伊勢市　都市整備部まちづくり推進課 1997年 計画書
3942 名古屋市将来計画　基本計画 名古屋市総務局行政企画部企画課 1969年 計画書
3943 第六次名古屋市短期計画　部門別計画−地域別計画　昭和56 名古屋市総務局企画課 1981年 計画書
3944 第六次名古屋市短期計画　”住みよいまち”から”住みたくなるまち”へ　昭和61 名古屋市総務局企画課 1986年 計画書
3945 名古屋市新基本計画　”住みよいまち”から”住みたくなるまち”へ　昭和63 名古屋市総務局企画課 1989年 計画書
3946 へきなんみらい21世紀プラン　1988→2000 碧南市市長公室企画課 1988年 計画書
3947 へきなんみらい21世紀プラン　健康で緑豊かな港湾都市　1995-2000 碧南市企画部企画課 1995年 計画書
3948 新しい総合計画　三重のくにづくり宣言　概要版 三重県企画振興部企画課 1997年 計画書
3949 新しい総合計画　三重のくにづくり宣言　2010年への変革と創造 三重県企画振興部企画課 1997年 計画書
3950 第３次三重県長期総合計画　新世紀へ躍動する三重をめざして 三重県 1990年 計画書
3951 やさしさ　みどり　はつらつ未来　豊田市21世紀未来計画　1991→2000 豊田市市長公室企画課 1991年 計画書
3952 やさしさ　みどり　はつらつ未来　豊田市21世紀未来計画　1991→2000（あらまし） 豊田市市長公室企画課 1991年 計画書
3953 CATCH UP　かがみはら　プラン21　各務原市第三次総合計画 各務原市企画財政部企画調整課 1991年 計画書
3954 恵那市第三次総合計画　後期基本計画　1995-2000 恵那市総務部企画財政課 1995年 計画書
3955 恵那市第三次総合計画　第３期実施計画（平成７ 恵那市総務部企画財政課 1996年 計画書（予算）
3956 恵那千里眼録1995-2000　恵那市第三次総合計計画後期基本計画ダイジェスト版 恵那市総務部企画財政課 1996年 計画書（ダイジェスト版）
3957 愛知県　人にやさしい街づくり　人にやさしい街づくりの推進に関する条例の解説・既存施設の改善マニュアル愛知県建設部建築指導課　 財）愛知県建築住宅センター 1995年 福祉関連マニュアル
3958 第15回まちづくり設計競技／特選（建設大臣賞）受賞作品　土との暮らしを大切にする事前地形対応型”農住・林間都市”構想（株）都市設計工房 1997年 コンペ受賞パンフレット
3959 福祉のまちづくり事業　小幡モデル地区整備計画（概要版） 福祉のまちづくり推進委員会 1994年 計画書
3960 愛知県都市景観マスタープラン　あいち潤い空間の形成に向けて 愛知県土木部都市計画課 1991年 計画書
3961 新長期構想の本　ＮＥＸＴ　ＷＡＹ 建設省道路局　長期構想研究会 1992年 計画書
3962 心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルプラン 運輸省運輸政策局 1990年 提言書
3963 恵那駅前通り景観検討委員会 恵那土木事務所 1995年 報告書
3964 瀬戸文化プロムナード計画（概要版） 瀬戸市市長公室企画課 1992年 調査報告書
3965 URBAN TRANSPORTATION PLANNING IN NAGOYA CITY 名古屋市都市計画局 1980年 研究報告書
3966 半田市産業振興計画　21世紀産業ルネッサンスの展開 半田市産業振興委員会 1990年 計画書
3967 HARP２１　HANDA　RAINBOWPLAN２１　第４次　半田市総合計画　1991-2000 半田市総務部企画課 1990年 計画書



3968 SETO　OHHASHI　豊かな明日と限りない可能性を結ぶ本四架線橋 本州四国連絡道路等インパクト調査委員会 1990年 パンフレット
3969 KASUGAI　都市景観基本計画 春日井市建設部計画監理課 1995年 計画書
3970 昭和55年国勢調査　名古屋の昼間人口 名古屋市総務局統計課 1983年 統計資料
3971 昭和３５年　愛知県の昼間人口（流動人口調査） 1960年 統計資料
3972 昭和４０年国勢調査による愛知県の流動人口（昭和４０年１０月１日現在） 愛知県統計課 1965年 統計資料
3973 昭和４５年国勢調査による愛知県の流動人口（昭和４５年１０月１日現在） 愛知県統計協会 1970年 統計資料
3974 人口フレームの推計について　−基本構想策定のための人口推計− 名古屋市 １９７６年 調査報告書
3975 昭和６０年国勢調査　名古屋の昼間人口 名古屋市総務局行政部統計課 1985年 統計資料
3976 春日井市統計書　昭和５７年版 春日井市 1982年 統計資料
3977 かすがい統計概要　昭和５５年 春日井市 1980年 統計資料
3978 かすがい統計概要　昭和５６年 春日井市 1981年 統計資料
3979 かすがい統計概要　昭和５８年 春日井市 1983年 統計資料
3980 飛行場概論 航空局飛行場建設課長 1988年 研究書
3981 愛知県における地域の特性に応じたバス交通の在り方（豊橋市におけるバス輸送改善推進研究） 社）愛知県バス協会 1991年 調査報告書
3982 昭和４２年度大都市幹線街路調査報告書 愛知県 1967年 調査報告書
3983 名古屋市の道路網　PARTⅡ　昭和５２年度　建設省委託　大都市幹線街路調査報告書 名古屋市 1978年 調査報告書
3984 名古屋圏における高速鉄道網の整備に関する調査報告書（複本） 中部運輸局企画部 1992年 調査報告書
3985 愛知県における公共交通機関の維持整備に関する計画について　答申（第４号） 中部地方交通審議会 1993年 答申書
3986 岐阜市におけるバス運行の円滑化並びにサービス改善方策に関する調査研究 社）岐阜県バス協会 1993年 研究報告書
3987 愛知の利用交通手段−昭和５５年国勢調査・従業地・通学地集計結果 愛知県企画部統計課 1984年 調査報告書
3988 中部圏の総合交通体系に関する調査（伊勢湾周辺地域調査）　概要 社）中部開発センター 1969年 調査報告書
3989 名古屋市における地下の動向と変動要因にかんする調査研究報告書 財）名古屋市開発公社 1971年 研究報告書
3990 国道５４号線中央線変移システムの概要 広島県警察本部交通部 1975年 報告書
3991 建築研究報告　総合都市交通体系調査における非集計行動モデルの適用性 建設省建築研究所 1988年 研究報告書
3992 名古屋市における人口の社会移動調査 名古屋市 1982年 調査報告書
3993 技術研究報告集　第４号 （株）新井組 1992年 研究報告書
3994 東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について（運輸政策審議会答申第７号）運輸省地域交通局 財）運輸経済研究センター 1985年 答申
3995 東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について（運輸政策審議会答申第７号）（複本）運輸省地域交通局 財）運輸経済研究センター 1985年 答申
3996 都市問題調査報 札幌市企画調整局企画部 1986年 調査報告書
3997 People and planning 英国における市民参加　市民と計画(訳） Ministry of Housing and Local Govermment Scottish Development Department Welsh Office 名古屋青年都市研究会1969年 研究報告書
3998 第１１回市政世論調査（昭和４６年７月調査） 名古屋市広報室 1972年 調査報告書
3999 第１０回市政世論調査（昭和４５年８月調査） 名古屋市広報室 1971年 調査報告書
4000 名古屋市将来計画３０年の歩み−復興・成長・模索− 名古屋市総務局行政企画部企画課 １９７６年 研究報告書（策定資料）
4001 名古屋市将来計画３０年の歩み−復興・成長・模索−（再版追加資料あり） 名古屋市総務局行政企画部企画課 １９７７年 研究報告書（策定資料）
4002 名古屋市の概況 名古屋市総務局プロジェクト室 1986年 調査報告書
4003 名古屋市の騒音　自動車騒音・振動編 名古屋市公害対策局 1985年 調査報告書
4004 名古屋地区流通業務市街地整備基本計画に関する調査研究 財）地域開発研究所 1970年 調査報告書
4005 地域問題研究：新しい地域開発の方向矢作川流域の動き 中部地域研究会 1972年 研究報告書
4006 「都市交通におけるタクシー機能分担に関する調査」報告書 社）中部開発センター 1971年 調査報告書
4007 交通計画における 近の諸問題（講習会テキスト） 土木学会中部支部 1982年 研究報告書
4008 交通計画における 近の諸問題（講習会テキスト）（複本） 土木学会中部支部 1982年 研究報告書
4009 都市交通研究会報告書 名古屋市都市交通研究会 １９７６年 研究報告書
4010 都市交通研究会報告書（複本） 名古屋市都市交通研究会 １９７６年 研究報告書
4011 ２１世紀の名古屋を支える道づくり懇談会−今後の道路整備に対する提案− 名古屋市 1992年 提言書
4012 名古屋の道路整備の将来ビジョン−２１世紀＃”デザイン都市名古屋”を支えるみづくり− 名古屋市 1992年 研究報告書
4013 幹線道路網計画 豊田市 1976年 計画書
4014 豊田市総合交通計画に関する市民生活実態調査報告書 豊田市 1975年 調査報告書
4015 学内綜合交通計画（東山地区）策定概要 名古屋大学 1975年 計画書
4016 学内綜合交通計画（鶴舞地区）策定概要 名古屋大学交通専門委員会 1975年 計画書
4017 業務報告書 （株）東洋情報システム 1976年 業務実績報告書
4018 春日井市の２輪車交通実態と駅前駐車需要量の推計 春日井市 1982年 調査報告書
4019 平成１２年版日本分県地図地名総覧（地名編）（別冊：都道府県別公共機関一覧等） 人文社 2000年 資料
4020 尾張旭　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4021 清洲　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4022 長久手　１：１０，０００形図 国土地理院 1989年 地図
4023 日進　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4024 平針　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4025 豊明　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4026 守山　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4027 名古屋城　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4028 東山公園　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4029 野並　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図



4030 鳴海　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4031 栄　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4032 熱田神宮　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4033 柴田　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4034 柴田　１：１０，０００地形図（複本） 国土地理院 1988年 地図
4035 下之一色町　１：１０，０００地形図 国土地理院 1988年 地図
4036 下之一色町　１：１０，０００地形図（複本） 国土地理院 1988年 地図
4037 春日井北部　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4038 小牧　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4039 春日井　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4040 師勝　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4041 甚目寺　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4042 八田　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4043 金城ふ頭　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4044 高蔵寺　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4045 瀬戸　１：１０，０００地形図 国土地理院 1989年 地図
4046 美濃市市街地整備マスタープラン報告書 美濃市 1996年 計画書
4047 道路時刻表　’０４ 道路時刻表研究会 2004年 資料
4048 ＪＮＴＯ訪日旅行誘致ハンドブック2005/2006 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 2006年 ハンドブック
4049 ＪＮＴＯ訪日外客実態昭和調査2006-2007　訪問地調査編 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 2008年 調査報告書
4050 ＪＮＴＯ訪日外客実態昭和調査2005-2006　外交句人旅行者の国内訪問地データ 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 200６年 調査報告書
4051 ＪＮＴＯ訪日外客実態昭和調査2004-2005交句人旅行者の国内訪問地データ 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 2006年 調査報告書
4052 訪日外国人旅行者満足度調査報告書　平成１７年６月 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 2005年 調査報告書
4053 JINTO訪日外客消費動向調査2005　訪日外国人の消費動向データ 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 2006年 調査報告書
4054 訪日外国人旅行者調査2003-2004　外国人旅行者の国内訪問地データ 独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 2005年 調査報告書
4055 岐阜県２０２０年物語（県政指針H11-15策定参考資料） 知事公室総合政策課 1999年 政策指針参考資料
4056 名古屋港景観基本計画 名古屋港管理組合企画調整室 1998年 計画書
4057 金沢市都市計画マスタープラン2009　都市計画に関する基本的な方針 金沢市都市整備局都市計画課 2009年 計画書
4058 岡崎市都市計画マスタープラン素案 岡崎市都市整備部都市計画課 2002年 計画書
4059 第５次多治見市総合計画（改訂版）2005 多治見市役所　企画部企画課 2005年 計画書
4060 第５次多治見市総合計画合（合併に伴う改訂版）2005 多治見市役所　企画部企画課 2006年 計画書
4061 関市第４次総合計画　2008 関市市長公室企画政策課 2008年 計画書
4062 名古屋新世紀研究会報告書 名古屋新世紀研究会 2007年 調査報告書
4063 環境共生都市　岡崎（岡崎市環境基本計画） 岡崎市環境衛生部環境保全課 1999年 計画書
4064 岡崎市２１世紀プラン　第５次岡崎市総合計画 企画部企画課 2000年 計画書
4065 コンビニエンスストアを活用した宅配貨物再配達の効率化調査（報告書） 社）全日本トラック協会 1997年 調査報告書
4066 第３次豊明市総合計画1996-2005（概要版） 豊明市市長公室企画課 1996年 計画書
4067 福祉型交通システムの開発と運行システムの組織・経済の適正化に関する研究　厚生省長寿科学総合研究事業報告書厚生省長寿科学総合研究会 2000年 研究報告書
4068 子ともを対象としたまちづくり教育・学習のあり方（平成９年度 文部省 2000年 研究報告書
4069 第４次多治見市総合開発計画　基本計画（改訂版） 多治見市企画部企画課 1996年 計画書
4070 多治見市都市計画マスタープラン　誇りと愛着の持てるふるさとの風景を生かしたまりづくり 多治見市都市計画部都市計画課 1995年 計画書
4071 多治見市景観形成ガイドプランのあらまし 多治見市 1995年 計画書
4072 多治見市の都市計画　1998ダイジェスト版 多治見市都市計画部都市計画課 1998年 計画書
4073 時感都市　多治見　多治見市景観写真集 多治見市都市計画部都市計画課 1996年 写真集
4074 多治見市の都市計画　１９９８　緑とふれあう美濃焼のまち 多治見市都市計画部都市計画課 1998年 計画書
4075 多治見市市街地整備基本計画　２１世紀の生活をデザインする美濃焼の里・多治見 多治見市都市計画部都市計画課 1998年 計画書
4076 多治見市景観形成基本計画（ガイドプラン）報告書 多治見市都市計画部都市計画課 1994年 計画書
4077 多治見市の都市計画１９９７　誇りと愛着をもてつふるさとの風景を生かしたまちづくりをめざして 多治見市都市計画部都市計画課 1997年 計画書
4078 恵那市第三次総合計画　資料編 恵那市 1990年 計画書（資料）
4079 大野町町勢要覧（地図・観光マップ・要覧資料付き）　 大野町役場 1995年
4080 大野町第四次総合計画　１９９５年 大野町役場 1995年 計画書
4081 岐阜県第五次総合計画　日本一すみよいふるさと岐阜県づくり 岐阜県企画部企画調整課 1994年 計画書
4082 首都機能移転とABC構想　ABUKUMA　BELT　CITY構想 福島県商工会議所連合会 1995年 計画書
4083 総合交通ビジョン　新しい三重、美しく魅力ある三重のくにづくりのために 三重県企画振興部交通政策課 1997年 計画書
4084 誰もが安心して暮らせるまちづくり整備指針　ノーマライゼーション社会の実現をめざして 金沢市バリアフリータウン推進デザインチーム 1995年 計画書（指針）
4085 あいち８か年福祉戦略　愛フルプラン（正本） 愛知県社会福祉協議会　あいち８か年福祉戦略審議会 1993年 計画書
4086 あいち８か年福祉戦略　愛フルプラン（概要） 愛知県社会福祉協議会　あいち８か年福祉戦略審議会 1993年 計画書
4087 人にやさしい街づくり整備指針 愛知県民生部障害援護課 1994年 計画書（指針）
4088 第五次愛知県地方計画　’８０年代から２１世紀に向けて 愛知県地方計画委員会 1982年 計画書
4089 第五次愛知県地方計画　’８０年代から２１世紀に向けて　あらまし 愛知県地方計画委員会 1982年 計画書
4090 平成元年度　愛知県における地域保険医療福祉の展開をめざして　２１世紀への提言 愛知県医師会　社会福祉委員会・専門委員会 1989年 調査報告書
4091 愛知県における保健・医療・福祉の連携促進 愛知県医師会　社会福祉専門委員会 1992年 調査報告書



4092 名古屋市の５カ年　’71 名古屋市総務局行政企画部企画課 1971年 計画書
4093 福祉都市環境整備指針　人にやさしいまち名古屋をめざして 名古屋市民政局 1991年 整備指針
4094 名古屋市推進計画　２１世紀への始動　昭和６３−平成３年度 名古屋市総務局企画部企画課 1989年 計画書
4095 名古屋市都市再開発基本計画策定のための調査研究報告書 名古屋市計画局 1979年 研究報告書
4096 名古屋市新基本計画素案 名古屋市総務局企画部企画課 1988年 基本計画書
4097 福祉のまちづくり事業　千種公園周辺モデル地区整備計画 福祉のまちづくり推進委員会 1995年 計画書
4098 福祉のまちづくり事業　千種公園周辺モデル地区整備計画　（概要版） 福祉のまちづくり推進委員会 1995年 計画書
4099 福祉のまちづくり事業　小幡モデル地区整備計画　（概要版） 福祉のまちづくり推進委員会 1994年 計画書
4100 高浜市　２１世紀ビジョン1990-2000　第４次高浜市総合計画 高浜市市長公室企画調整課 1990年 計画書
4101 高浜の統計　平成５年度版 高浜市経済厚生部経済課 1993年 統計
4102 高浜市勢要覧　第２版　はばたけ２１世紀へ住みたくなるまい高浜（観光資料・市政歴史・地図　付） 高浜市市長公室企画調整課 1992年 市紹介資料
4103 瀬戸市活性化ビジョン策定調査・資料編　 瀬戸市 1988年 調査報告書
4104 第３次瀬戸市総合計画　緑豊かな文化の香り高い活力ある産業都市をめざして 瀬戸市長公室企画課 1984年 計画書
4105 心ふれあう希望に満ちた田園都市　第３次阿久比町総合計画 阿久比町企画課 1991年 計画書
4106 阿久比町バノラマ　1997年」阿久比町町制45周年記念要覧 阿久比町総務部企画課 1997年 町紹介資料
4107 第４次阿久比町総合計画策定のための住民意識調査報告書 阿久比町 1999年 調査報告書
4108 日本福祉大学知多半島総合研究所 日本福祉大学 案内書
4109 臨空都市圏整備構想　半田市中部新国際空港対策会議 半田市企画部企画調整課 1994年 計画書
4110 東海三県地盤沈下調査会２０周年記念誌 東海三県地盤沈下調査会 1992年 記念誌
4111 西三河臨海地域振興計画策定調査報告書　西三河サザンコリドール構想 財）中部産業活性化センター　西三河経済開発構想 1994年 調査報告書
4112 西三河臨海地域振興計画策定調査報告書　西三河サザンコリドール構想 財）中部産業活性化センター　西三河経済開発構想 1995年 調査報告書
4113 知多市総合計画 知多市役所企画課 1971年 計画書
4114 第二次半田市総合計のあらまし 半田市総務部企画財政課 1973年 計画地図
4115 心のかよう市民のまちを　第三次豊田市総合計画のあらまし1977-1985 豊田市総務部企画課 1977年 計画書
4116 豊田市２１世紀未来計画　1991-2000（あらまし） 豊田市長公室企画課 1991年 計画書
4117 春日井の都市計画 春日井市建設部計画監理課 1988年 計画書
4118 春日井市総合計画（あらまし） 春日井市長公室企画課 1978年 計画書
4119 第三次春日井市総合計画　ゆとりある豊かな生活をきずく健康都市・春日井 春日井市長公室企画課 1991年 計画書
4120 第三次春日井市総合計画　ゆとりある豊かな生活をきずく健康都市・春日井（ダイジェスト） 春日井市長公室企画課 1991年 計画書
4121 かすがい　−昨日・今日・明日−　春日井市政４０周年記念 春日井市長公室広報広聴課 1983年 市史
4122 尾張北地域広域行政圏計画 尾張北地域広域行政圏協議会 1981年 計画書
4123 常滑の統計 常滑市広報課 1994年 調査報告書
4124 第四次全国総合開発計画 国土庁計画・調整局 1987年
4125 四全総総合的点検中間報告　国土資源、環境問題 国土審議会調査部会自然環境専門委員会 1993年 調査報告書
4126 四全総総合的点検中間報告　グローバリゼーションへの対応 国土審議会調査部会自然環境専門委員会 1993年 調査報告書
4127 四全総総合的点検中間報告　　交流ネットワークと広域的な圏域整備 国土審議会調査部会自然環境専門委員会 1993年 調査報告書
4128 四全総総合的点検中間報告　　人口減少、高齢化の進展と活力ある地域づくり 国土審議会調査部会自然環境専門委員会 1993年 調査報告書
4129 四全総総合的点検中間報告　産業構造の変化と地域の産業・就業 国土審議会調査部会自然環境専門委員会 1993年 調査報告書
4130 四全総総合的点検中間報告　快適な生活空間の形成と地域の活性化 国土審議会調査部会自然環境専門委員会 1993年 調査報告書
4131 78航空住宅地図　瑞穂区 公共施設地図航空（株） 1978年 地図
4132 市民交通計画の確立に関する基礎的研究 1 名古屋大学工学部土木工学 研究報告書
4133 市民交通計画の確立に関する基礎的研究 2 名古屋大学工学部土木工学 研究報告書
4134 市民交通計画の確立に関する基礎的研究 3 名古屋大学工学部土木工学 研究報告書
4135 市民交通計画の確立に関する基礎的研究 （中間報告） 名古屋大学工学部土木工学 研究報告書
4136 鳴海駅前公共施設基本計画 計画書
4137 S60年度　名古屋市一般交通量概況　全国道路交通情勢調査報告書 1985年 調査報告書
4138 名古屋の役割強化構想検討調査報告書 名古屋市総務局企画課 調査報告書
4139 名古屋市における基幹公共交通網もあり方について（経過報告）S62�3 名古屋市基幹公共交通網調査委員会 調査報告書
4140 専門部会報告　昭和６３年１月 名古屋市基幹公共交通網調査委員会 交通計画・整備方策専門部会1988年
4141 瑞穂地区の地域実態 瑞穂社会教育センター
4142 名古屋市短期計画　S５０ 名古屋市 １９７７年 計画書
4143 名古屋市短期計画　S５０ １９７７年 計画書
4144 交通安全事業　学区別調書 名古屋市土木局道路環境整備課 調査報告書
4145 桜通り以北を中心とした久屋大通り基本構想 久屋大通り北部駐車場対策委員会 計画書
4146 都市交通資料　昭和４２年３月 名古屋市計画局街路計画課 1967年 調査資料
4147 名古屋都心部通勤実態調査報告書　１９７０ 名古屋市 1970年 調査報告書
4148 地区内道路における交通実態調査業務 名古屋市土木局環境整備課 調査報告書
4149 都心部歩行者空間整備基本計画（栄地区）　Ｓ５６年歩行者・自転車 交通対策調査 名古屋市計画局街路計画課 1981年 調査報告書
4150 歩行者交通の基礎調査 名古屋産業科学研究所 調査報告書
4151 都心（栄地区）歩行者空間整備計画調査 （広小路・大津町線の車線減交通処理計画に就いての検討資料）名古屋市土木局 調査報告書
4152 名古屋市駐車場整備計画検討調査報告書　Ｈ４・１ 名古屋市計画局 1992年 調査報告書
4153 住宅地の開発方式に関する研究報告書　Ｓ４６・３　名古屋市 名古屋市 1971年 研究報告書



4154 ２１世紀の名古屋を支える道づくり懇談会参考資料 名古屋市 調査資料
4155 名古屋港基本計画見当委員会報告書 社）日本港湾協会 委員会報告
4156 栄公園地区（広場ゾーン）整備基本計画素案 名古屋市 基本計画書
4157 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　Ⅰ開発基本計画書 名古屋市 計画書
4158 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　Ⅱ建築計画書 名古屋市 計画書
4159 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　Ⅲ設計図書 名古屋市 計画書
4160 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　Ⅳ経営計画書 名古屋市 計画書
4161 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　Ⅴ管理運営計画書 名古屋市 計画書
4162 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　開発基本計画書 名古屋市 計画書
4163 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　建築計画書 名古屋市 計画書
4164 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　設計図書 名古屋市 計画書
4165 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　経営計画書 名古屋市 計画書
4166 中央高校跡地土地信託事業計画等提案競技　管理運営計画書 名古屋市 計画書
4167 コミュニティ計画書 豊根村 計画書
4168 豊田市の市民交通体系に関する調査研究−２ 豊田市地域問題研究所 調査報告書
4169 豊田市の市民交通体系に関する調査研究−２（複本） 豊田市地域問題研究所 調査報告書
4170 豊田加茂地域の交通　−分析と提言− 豊田加茂広域市町村圏協議会 調査報告書
4171 豊田市伊保原台地への提案　Ｓ４７・１１ 豊田市地域問題研究所 1972年
4172 豊田市駅前地区市街地再開発計画・報告書   S52・３ 豊田市 １９７７年 計画報告書
4173 豊田市銀座地区市街地再開発事業基本計画報告書　S50・2 社）全国市街地再開発協会 1975年 計画報告書
4174 豊田市銀座地区再開発事業計画報告書　S52・3 豊田市 １９７７年 計画報告書
4175 豊田市の『交通』の現状とあり方　Ｈ５・３ 財）豊田都市交通研究所 1993年 調査報告書
4176 豊田市の『交通』の現状とあり方（概要版）　Ｈ５・３ 財）豊田都市交通研究所 1993年 調査報告書
4177 浄水地区開発整備基本構想作業業務報告書　S60・3 ㈱都市計画設計研究所 1985年 業務報告書
4178 豊田市の『交通』の現状とあり方調査　中間報告　H4・３ 財）豊田都市交通研究所 1992年 調査報告書
4179 『とよた国際村』モビリティ整備のあり方　Ｈ４・１２　 とよた国際村企画（株） 1992年 提言書
4180 総合交通政策調査報告書　Ｈ６・３ 春日井市 1994年 調査報告書
4181 春日井市自転車交通計画調査報告書　Ｈ５・３ 春日井市 1993年 調査報告書
4182 東部丘陵地域整備計画　Ｈ６・１１ 春日井市 1994年 調査報告書
4183 春日井市緑のマスタープラン報告書　Ｓ５４．３ 春日井市 1979年 計画書
4184 春日井市総合計画　S５９・５ 春日井市総合計画審議会 1984年 計画書
4185 春日井市駅周辺整備構想調査（要約） 春日井市 調査報告書
4186 春日井インターチェンジ周辺整備計画策定調査報告書　Ｈ３・３ 春日井市・社）日本都市計画学会 1991年 調査報告書
4187 春日井インターチェンジ周辺整備計画策定調査概要報告書　Ｈ３・３ 春日井市・社）日本都市計画学会 1991年 調査報告書
4188 春日井インターチェンジ周辺主要導入施設基本構想策定調査報告書　Ｈ５・３ 春日井市・社）日本都市計画学会 1993年 調査報告書
4189 春日井インターチェンジ周辺開発整備構想調査（概要）　Ｈ６・８ 春日井市 1994年 調査報告書
4190 春日井市バス交通計画調査報告書（概要版）　H４・３ 春日井市 1992年 調査報告書
4191 春日井市バス交通計画調査報告書　H４・３ 春日井市 1992年 調査報告書
4192 春日井市都市景観基本構想報告書（概要版）　H５・３ 春日井市 1993年 計画書
4193 ＪＲ春日井市駅周辺整備構想　Ｈ５・３ 春日井市 1993年 計画書
4194 高蔵寺ニュータウンの交通特性　Ｓ５８・１２　（複本３冊） 住宅・都市整備公団中部支社他 1983年 調査報告書
4195 春日井市自転車交通計画調査報告書（案）　Ｈ５・３ 春日井市 1993年 調査報告書
4196 高蔵寺ニュータウン中心地区交通処理計画報告書　Ｈ元年・１１ ㈱中部都市整備センター 1989年 計画書
4197 桃花台新交通株式会社申請の小牧・桃花台東間・新線建設計画に関する資料 計画書
4198 桃花台新交通株式会社申請の桃花台線建設計画概要 計画書
4199 桃花台線収支計画　Ｓ５５・２ 桃花台新交通（株） 1980年 計画書
4200 春日井市の二輪車交通実態と駅前駐車需要量の推計　Ｓ５７・１２ 中部工業大学　土木工学科 1982年 調査報告書
4201 阿久比町の現況と問題点　Ｓ４８・１１ 社）地域問題研究所 1973年 調査報告書
4202 江南市総合都市交通施設整備計画調査報告書　Ｓ６０・２ 愛知県 1985年 調査報告書
4203 刈谷市駐車場整備計画調査　Ｈ６・３ 刈谷市都市計画部　都市計画課 1994年 調査報告書
4204 一宮駅東地区市街地再開発基本計画報告書　Ｓ４８・３ 社）地域問題研究所 1973年 計画書
4205 名鉄小牧線利用動向調査報告書　Ｓ６１．３　 中部運輸局 1986年 調査報告書
4206 小牧市東部開発基本計画　Ｈ元年・３ ㈱国際開発コンサルタンツ 1989年 計画書
4207 小牧市東部開発基本計画　Ｈ元年・３（概要版） ㈱国際開発コンサルタンツ 1989年 計画書
4208 尾張瀬戸駅東側地区再生計画報告書　Ｈ元年・３ 瀬戸市 1989年 計画書
4209 瀬戸市交通管理計画策定調査報告書　Ｈ３・３ 瀬戸市 1991年 調査報告書
4210 瀬戸市交通管理計画策定調査報告書　Ｈ３・３（ゲラ版） 瀬戸市 1991年 調査報告書
4211 瀬戸川文化プロムナード計画策定調査報告書　Ｈ４・３ 瀬戸市 1992年 調査報告書
4212 横断歩道拡幅にともなう歩行者及び車両の動態に関する調査報告書　Ｓ４７・３ 愛知県企画部交通安全対策室 1972年 研究報告書
4213 都市における生活空間再開発に関する踏査研究報告書　Ｓ５０．３ 愛知県企画部交通安全対策室 1975年 研究報告書
4214 名古屋圏における旅客輸送状況等について　Ｈ２．４ 運輸省中部運輸局 1990年 調査報告書
4215 ”時の森”を育てよう　土岐市・注奥羽丘陵の調査報告Ｓ４７．３ 中部地域研究会 1972年 調査報告書



4216 多治見駅周辺市街地整備基本計画策定調査概要報告書（Ｈ元年・２年度） 多治見市 1989年 調査報告書
4217 多治見駅周辺市街地整備基本計画策定調査報告書　Ｈ元年・３ 多治見市 1989年 調査報告書
4218 多治見駅周辺市街地整備基本計画策定調査概要報告書（Ｈ元年） 多治見市 1989年 調査報告書
4219 平成２年度　多治見駅周辺市街地整備基本計画作成調査報告書　Ｈ３．８ 社）日本都市計画学会 1991年 計画書
4220 平成２年度　多治見駅周辺市街地整備基本計画作成調査報告書　Ｈ３．８（複本） 社）日本都市計画学会 1991年 計画書
4221 平成２年度　多治見駅周辺市街地整備基本計画作成調概要査報告書　Ｈ３．８ 社）日本都市計画学会 1991年 計画書
4222 多治見駅周辺市街地整備基本計画作成調査報告書　Ｈ２．３ 社）日本都市計画学会 1990年 計画書
4223 多治見都市計画道路網構想策定調査報告書　Ｈ４．３ 多治見市・社）日本都市計画学会 1992年 調査報告書
4224 平成２年度多治見駅前地区再開発基本構想策定調査報告書　Ｈ３．８ 多治見市・社）日本都市計画学会 1991年 調査報告書
4225 多治見市定住拠点緊急整備事業計画作成調査報告書　Ｈ４．３ 多治見市・社）日本都市計画学会 1992年 調査報告書
4226 多治見市定住拠点緊急整備事業計画作成調査報告書概要版　Ｈ４．３ 多治見市・社）日本都市計画学会 1992年 調査報告書
4227 高山駅周辺整備事業報告書（要約版）　Ｈ６．３ 高山市 1994年 事業報告書
4228 高山駅周辺整備事業報告書　Ｈ６．３ 高山市 1994年 事業報告書
4229 高山市本町地区街区整備計画作成業務報告書　Ｈ４．３ 高山市 1992年 調査報告書
4230 高山市本町地区街区整備計画作成業務報告書　Ｈ４．３（複本） 高山市 1992年 調査報告書
4231 都市活力再生拠点整備事業　高山市本町・国分寺地区再生計画調査　Ｈ３．３ 高山市 1991年 調査報告書
4232 不二グリ−ンハイツ中心地区施設基本構想 調査報告書
4233 恵那市第三次総合計画　前期基本計画実施計画事業（Ｈ２ 恵那市 1990年 計画書
4234 首都機能移転とＡＢＣ構想Ⅱ　ABUKUMA　BELT　CITY構想 あぶくまベルトシティ構想検討委員会 パンフレット
4235 浜名湖周辺地域振興道路網調査　報告書概要版　Ｈ４・３　 静岡県土木部道路建設課 1992年 調査報告書
4236 浜名湖周辺地域振興道路網調査　報告書　Ｈ４・３　 静岡県土木部道路建設課 1992年 調査報告書
4237 Ｓ４７年度住宅・宅地事業海外視察参考資料 三重県住宅供給公社 1972年 調査報告書
4238 Ｈ４年度都心部地下駐車場研究会報告書　Ｈ５・３　 札幌商工会議所 1993年 研究報告書
4239 都心部地下空間利用構想計画書 札幌商工会議所 調査報告書
4240 仙台市高速鉄道南北線計画の概要　S５５・１１　 仙台市 1980年 計画
4241 汐見台七ヶ浜ニュータウン 西武都市開発 パンフレット
4242 静岡市駐車場整備計画及び駐車場案内システム導入計画調査報告書　H３・３ 静岡市 1991年 調査報告書
4243 Ｈ２年度沼津市駐車場整備計画調査報告書（概要版）　Ｈ３・３ 沼津市都市計画部計画課 1991年 調査報告書
4244 Ｈ２年度沼津市駐車場整備計画調査報告書　Ｈ３・３ 沼津市都市計画部計画課 1991年 調査報告書
4245 Ｈ２年度沼津市駐車場整備計画調査報告書　Ｈ３・３ 沼津市都市計画部計画課 1991年 調査報告書
4246 沼津市駐車場整備計画調査報告書　Ｈ２・３ 沼津市都市計画部計画課 1990年 調査報告書
4247 守口市河原地区市街地開発事業基本計画設計　S４６．３ 守口市 1971年 計画書
4248 守口市河原地区市街地開発事業基本計画設計　その２　S４７．３　 守口市 1972年 計画書
4249 コンベンションシティ　尼崎　まちづくりコンベンションシリーズｂ 尼崎市
4250 昭和５６年度旅行速度調査報告書 中部地方建設局・道路計画第二課 1981年 調査報告書
4251 シールド工法による鉄道トンネル実施例集（その２）　Ｓ６０．３ 地下鉄技術協会 1985年
4252 リニア中央新幹線に関する調査　報告書（案）　Ｈ３．５ 財）国土計画協会 1991年 調査報告書
4253 リニア中央新幹線に関する調査（部内未定稿）新幹線整備による影響アンケート調査 調査結果　Ｈ３．６国土庁計画・調整局 1991年 調査報告書
4254 空港基本施設の設計資料　Ｓ４４．１０　 航空局　飛行場部　建設課 1969年 資料
4255 地方中小都市をめぐる諸問題　 中部地域研究会・地域問題講座
4256 PEDESTRIAN WAY PLANNING DESIGN 　歩行者通路　プラン・デザイン 日本住宅公団
4257 ２１世紀初頭のわが国の環境問題 環境庁・国立公害研究所
4258 窒素酸化物等に係る大気汚染防止のための貨物流通対策に関する調査報告書　Ｓ６３．３ 中部運輸局企画部貨物流通企画課 1988年 調査報告書
4259 えびの子水苑ができるまで 　 社）産業開発青年技術協会 1982年
4260 ２１世紀万国博覧会基本構想フレームの策定に関する予備調査　−報告書−　Ｈ４．３ （株）三菱総合研究所 1992年 調査報告書
4261 都市開発事業地区における新交通システムの導入に関する検討概要書　Ｓ６０．３ 住宅・都市整備公団 1985年 計画報告書
4262 「中央線変移システム」（リバーシブルレーン）の研究　Ｈ５．８ 財）豊田都市交通研究所 1993年 調査報告書
4263 地方都市における『短距離交通システム』の導入　Ｈ５．８ 財）豊田都市交通研究所 1993年 調査報告書
4264 新中京圏陸上交通整備調査会議報告（案）　Ｈ元．３ 新中京圏陸上交通整備調査会議 1989年 調査報告書
4265 新中京圏陸上交通整備調査会議小委員会報告　Ｓ６４．１ 新中京圏陸上交通整備調査会議小委員会 1989年 調査報告書
4266 交通安全教育のあり方　基礎調査　Ｈ５．３ 財）豊田都市交通研究所 1993年 調査報告書
4267 交通安全教育のあり方調査　調査事例編　Ｈ５．１１ 財）豊田都市交通研究所 1993年 調査報告書
4268 住宅団地の歩行者通路の使用実態調査　Ｓ４７．９ 名城大学理工学部　高橋研究室 1972年 調査報告書
4269 地区内道路における歩車共存手法の導入に関する調査報告書　Ｓ６０．３ 財）国土開発技術研究センター 1985年 調査報告書
4270 大都市圏自転車道路　自転車道路等の実態と整備の方向（福岡） 財）自転車道路協会
4271 石炭鉱害復旧史」 1971年 書籍
4271 大都市圏自転車道路　観光地での自転車道路整備の方向（京都） 財）自転車道路協会
4272 金沢-伝統再生アメニティ 二宮哲雄 1991年 書籍
4273 伏見町誌 伏見町誌編纂委員会 1956年 書籍
4274 郡上水害誌 野田直治 1961年 書籍
4275 南濃羽島市 羽島市社会科研究部 1957年 書籍
4276 美濃国羽島市の伝統と史談前 並河晴夫編 1977年 書籍



4277 本荘村史 1931年 書籍
4278 岐阜市総合計画策定に係る市民意識調査市民討議会報告書 岐阜市企画部総合政策課岐阜大学地域科学部 2012年 調査報告書
4279 岐阜大学地域科学部地域実習報告XII岐阜市調査 岐阜大学地域科学部」 2012年 調査報告書
4280 めざせ！日本一美しい村 谷口尚/鈴木誠 2006年 書籍
4281 飛騨白川村 江馬美枝子 1975年 書籍
4283 村落社会研究　第11集 村落社会研究会編 1975年 書籍
4283 斐太紀　研究紀要5号 飛騨学の会 2011年 紀要
4284 銘木に生きる 桜井彰人　平野馨生里 2012年 書籍
4284 斐太紀　研究紀要6号 飛騨学の会 2012年 紀要
4285 ふるさと芥見　岐阜市立芥見小学校沿革史 岐阜市芥見まちづくり協議会 2012年 書籍
4286 芥見南自治会連合会　２０周年記念誌 芥見南自治会連合会創立２０周年記念事業実行員会 2000年 書籍
4287 春日井の古代史事始ＩＶ 春日井市教育委員会文化財課 2011年
4288 平成２３年度　市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 2012年
4289 春日井の古代史事始Ｖ 春日井市教育委員会文化財課 2012年
4290 大垣市史　資料編近世3 大垣市 2012 年 書籍
4291  大垣市史資料編　近世3付図 大垣市 2012年 書籍
4292 小寺家文書目録 大垣市教育委員会名古屋大学附属図書館 2012年 書籍
4293 大垣城の歴史 大垣市文化財保護協会」 2012年 書籍 
4294 加古川市尼塚古墳」 加古川市教育委員会 2012年 書籍
4295 薩摩藩宝暦治水における顕彰活動 山下　幸太郎 2011年 論文
4296 薩摩藩宝暦治水像の再検討 山下　幸太郎 2012年 論文
4297 ヒロタ株式会社設立50年史 ヒロタ株式会社 2002年 社史
4298 新・飛騨の匠ものがたり 協同組合飛騨木工連合会 2002年 書籍
4299 協同組合飛騨木工連合会50年史 協同組合飛騨木工連合会 2002年 組合史
4300 我が国における地域の伝統文化 明治安田クオリティオブライフ文化財団 2012 明治安田クオリティ負ぶうライフ文化財団
4301 商家竹屋収蔵品図録」 中山道みたけ館 2003年 図録
4302 図録御嵩町の文化遺産 御嵩町教育委員会 2003年 図録
4303 斐太紀　研究紀要7 飛騨学の会 2012年 紀要
4304 斐太紀　研究紀要4 飛騨学の会 2011年 紀要
4305 斐太紀　研究紀要3 飛騨学の会 2010年 紀要
4306 斐太紀　研究紀要2 飛騨学の会 2009年 紀要
4307 斐太紀　研究紀要1 飛騨学の会 2008年 紀要
4308 斐太紀　研究紀要1 飛騨学の会 2008年 紀要
4309 地域通貨を活用したコミュニティドックによる地域社会の活性化 全労済協会 2012年 研究報告書
4310 三社ものがたり　岐阜のつたえ話 三社ものがたり出版委員会 2012年 書籍
4311 不殺の軍扇　金森長近 桐谷　忠夫 1999年 書籍
4312 金龍権現　金森長近 桐谷　忠夫 2013年（改訂版） 書籍
4313 奥飛騨温泉郷の活性化への提言 高山信金・信金中央金庫総合研究所 2008年 書籍
4314 岐阜県謎解き散歩 山田　敏弘 2012年 書籍
4315 高山市のあらまし　平成２４年度 高山市 2012年
4316 昼飯大塚古墳（日本の遺跡２１） 中井　正幸 2007年 書籍
4317 福井県文書刊資料叢書２　元禄期越前の幕府領大庄屋日記２ 福井県文書館 2007年
4318 福井県文書館資料叢書６　越前松平家家譜　慶永３ 福井県文書館 書籍
4319 福井県文書館資料叢書７　越前松平家家譜　慶永４ 福井県文書館 書籍
4320 福井県文書館資料叢書８　越前松平家家譜　慶永５ 福井県文書館 書籍
4321 福井県文書館資料叢書９　福井藩士履歴1あ～え 福井県文書館 2013年 書籍
4322 福井県文書館資料叢10　福井藩士履歴2お～く 福井県文書館 2014
4323 横須賀市史資料所在目録　若命寿男家文書（旧秋谷村） 横須賀市 2009年 目録
4324 「長良ぶどう発達史」 林琢也・長良ブドウ記念誌出版委員会 2013年 書籍
4325 岐阜　ぎふ躍動プラン・21　岐阜市総合計画2013-2017 岐阜市企画部総合政策課 2013年
4326 自然をいかした飛騨の農業 飛騨農業振興会 2013年 書籍
4327 上ノ郷村誌 上之里公民館 1995年 書籍
4328 地域公共交通と連携して包括的な生活保障のしくみづくりに関する研究

（そのⅡ）報告書
公益財団法人国際交通安全学会 2012年 報告書

4329 国際災害支援基地構想報告書 公益財団法人中部圏社会経済研究所 2013年 報告書
4330 リニア中央新幹線の波及効果をより拡大するために　報告書 公益財団法人中部圏社会経済研究所 2013年 報告書
4331

中部圏における多文化共生の在り方　報告書 公益財団法人中部圏社会経済研究所 2013年 報告書



4332 指導者の条件 森　しん 2013年
4333 美濃加茂市統計書　平成２４年度版 美濃加茂市 2013年 統計
4334 船公事御僉議之覚書 美濃市古文書同好会 2013年
4335 小川市に関すること 郷孝夫 2013年
4336 美濃路大垣宿軒別絵図面 大垣市文化財保護協会 2013年
4337 岐阜県謎解き散歩 山田敏弘　 2013年 書籍
4338 春日井市市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 2013年
4339 白山神社古墳 春日井市教育委員会 2013年
4340 長良川鵜飼再発見 長良川鵜飼文化の魅力発信事業実行委員会 2013年 書籍
4341 古地図にみる江戸時代の美濃 岐阜市歴史博物館 2013年 図録
4342 きりのみ－岐阜市立本郷小学校閉校記念誌 本郷小学校閉校記念誌編集員会 2013年
4343 本美濃紙 本美濃紙保存会 2013年
4344 加納　岐阜市加納のご案内　中山道加納宿・加納城・和傘のまち 加納景観まちづくり実行委員会 2006年 リーフレット
4345 斐太紀　研究紀要８ 飛騨学の会 2013年
4346 斐太紀　研究紀要９ 飛騨学の会 2013年
4347 昭和幻風景：山本高樹作品集（岐阜高島屋） 2013年
4348 中央新幹線　環境影響評価準備書（岐阜県）のあらまし 東海旅客鉄道株式会社 2013年 リーフレット
4349 環境浄化のための微生物学 須藤隆一 1983年
4350 グラフィックスくらしと土木　ダム 藤井敏夫 1985年
4351 近世河川絵図の研究 小野寺淳 1991年
4352 土と生態 都留　信也 1980年 　　　　　
4353 水利の日本史 旗手　勲 1983年
4354 水はみんなのもの-水をきれいにするための化学 Ａ.Ｓ.ベアマン　山県登　訳 1982年
4355 未来の川のほとりにて～吉野川メッセージ～ 梅原猛　他 1997年
4356 水資源を考える　危機の打開 山崎不二夫　編著 1981年
4357 沖積平野 井関　弘太郎 1985年
4358 日本の環境政策 宮本　憲一 1994年
4359 図説　日本の土壌 山根　一郎他 1978年
4360 土砂水理学 河村　三郎 1982年
4361 浄水の技術 丹保憲仁・小笠原紘一 1989年
4362 水道水　安心しておいしく飲む最新常識 小島貞男 1997年
4363 農業水文:農業水利演習1 石橋豊 1969年
4364 かんがい：農業水利演習2 石橋豊 1969年
4365 かんがい施設：農業水利演習3 石橋豊 1969年
4366 農地排水：農業水利演習4 石橋豊 1969年
4367 農業水利の空間構造 田林　明 1990年
4368 利根川その治水と利水 佐藤　俊郎 1982年
4369 21世紀の河川思想 天野　礼子　編 1997年
4370 水理学 松梨順三郎 1975年
4371 河川工学 西畑　勇夫 1973年
4372 治山.・砂防工学 駒村　富士弥 1978年
4373 新体系土木工学　23移動床流れの水理 中川博次　辻本哲郎 1986年
4374 土の物理学－土質工学の基礎- 土壌物理研究会　編 1981年
4375 土の力学　エンジニアリングサイエンス26 山口　柏樹 1976年
4376 土壌環境　基礎農学　1 熊田　恭一 1980年
4377 文書事務の手引き(岐阜県） 岐阜県総務部総務課 1969年
4378 . 司馬遼太郎 1984年 小説（美濃の先人）
4379 平成20年度業務報告（岐阜県森林研究所） 岐阜県森林研究所 2008年
4380 匠の王国ひだ・みの紀行(ブルーガイドムック） 1993年
4381 美濃鐔随感 服部　克己 2003年 図録（刀の鐔）
4382 Aus dem Herzen Japans Kunst und Kunsthandwerk in Gifu 2004年 図録（ドイツ開催の工芸展）
4383 中国登場す　アジア・大洋州４つの旅より 野田　卯一 1973年 岐阜著名人著書
4384 ニクソンショックに旅す 野田　卯一 1973年 岐阜著名人著書



4385 青年に寄せる-21世紀を展望する基本問題 平野　三郎 1967年 岐阜著名人著書
4386 上総掘り関係文献集成 上総掘りを記録する会 2010年
4387 第20回国民体育大会　報告書 岐阜県実行委員会 1966年
4388 岐阜年鑑　昭和２６年版 岐阜タイムズ社編 1951年
4389 岐阜年鑑　昭和３０年版 岐阜タイムズ社編 1955年
4390 愛知用水公団関係法令・規程集 農林省・農地局 加除式
4391 夜叉ヶ池　その伝承と恵沢　(複本有） 坂内村誌編集員会 1981年
4392 美濃の俳壇　大垣地域を中心として　 大垣の先賢展実行委員会 1982年
4393 SITE OF REVERSIBLE DESTINY　新川修作　マドリン・ギンズ展 岐阜県美術館 1999年 図録
4394 大橋翠石　日本一の虎の画家 2008年 図録
4395 藤橋村歴史民俗資料館（コピー） 藤橋村教育委員会 案内書
4396 徳山村根尾家文書目録（コピー） 徳山村の歴史を語る会 1982年 目録
4397 郷努力を活かす市街地再生のまちづくり 堀　冨士夫 2008年
4398 慾斎研究会だより（NO1～NO50） 慾斎研究会 会報
4399 慾斎研究会だより（NO51～NO83・120） 慾斎研究会 会報
4400 旭晃偲び草　（小木曽旭晃）　　 旭晃偲び草刊行会 1975年
4401 池之上の歴史と禊祭 丸山幸太郎　北川偵治 1993年
4402 ふるさとの文学　岐阜市とその周辺を訪ねて 岐阜地区高等学校国語教育研究会 1989年
4403 花子とロダン　特別展 一宮市尾西歴史資料館 2008年 パンフレット
4404 ふるさとよもやま（1985.NO1～12） 道下　淳
4405 ふるさと笠松　付図（図2～4　1欠本）　複本
4406 円空の原像　岐阜県美並村が語る 美並村編著 2003年
4407 美濃加茂市の文学碑 美濃加茂市教育委員会 1984年
4408 金筋と稲妻 篠田　幸次 1993年 自費出版
4409 随筆集　明暗 古川　のぶ 1982年
4410 老人文庫　常磐木　私たちは美しく老いたい 美濃加茂市老人クラブ連合会　編 1979年
4411 戯曲　森乃雫　講釈師馬場文耕　二幕七場 高田　英太郎 1980年 戯曲台本
4412 菊香　生きがいと健康づくり推進事業特集 関市社会福祉事務所　関市老人クラブ連合会 1992年
4413 濃飛春秋　新聞記者の随想集 一ノ瀬　武 1949年 戦中・戦後の随筆
4414 奥美濃　第１号 蓑島　幸彦 1998年 短歌・随筆等
4415 白鳥春秋　復刻３号 蓑島　幸彦 1992年 短歌・随筆等
4416 白鳥春秋　復刻５号 蓑島　幸彦 1994年 短歌・随筆等
4417 白鳥春秋　復刻６号 蓑島　幸彦 1994年 短歌・随筆等
4418 白鳥春秋　復刻７号 蓑島　幸彦 1995年 短歌・随筆等
4419 白鳥春秋　復刻８号 蓑島　幸彦 1995年 短歌・随筆等
4420 白鳥春秋　復刻１０号 蓑島　幸彦 1996年 短歌・随筆等
4421 白鳥春秋　復刻１１号 蓑島　幸彦 1997年 短歌・随筆等
4422 白鳥春秋　復刻１２号 蓑島　幸彦 1997年 短歌・随筆等
4423 飛騨の盗人神様 大森　清男 1980年 小説（高山加茂神社）
4424 片雲－従軍メモより 瀬木　𥔎　編 1978年 随筆（戦争）
4425 かみたからの昔ばなし 上宝村ふるさと文庫刊行会 1983年
4426 洋杖と袴 小林　幹(高山郷土館　館長） 1978年 随筆（飛騨紀行）
4427 平成元年の古川祭 古川町教育委員会 1991年 記録
4428 ぎふ県勢要覧　2008 岐阜県 2008年 統計
4429 ぎふ　交通情勢　平成21年度版 岐阜県警察本部交通部 2010年 統計
4430 岐阜県の教育 岐阜県教育委員会 2007年 統計
4431 岐阜県労働委員会2年誌 岐阜県労働委員会事務局 2010年 統計
4432 交通統計　平成18年 岐阜県警察本部 2007年 統計
4433 岐阜県知事選挙結果調 岐阜県選挙管理委員会 1989年 統計
4434 人事・給与統計　平成19年 岐阜県人事委員会 2007年 統計
4435 市町村財政の状況（市町村台帳編）　平成１８年度 総合企画市町村課 2006年 統計
4436 岐阜県の学校給食　平成２１年度 岐阜県教育委員会 2010年 統計
4437 畜産環境保全推進対策指導資料 岐阜県農政部畜産課 2009年 統計



4438 白鳥踊り保存会五十年史 白鳥踊り保存会五十周年記念事業実行委員会 1997年
4439 第６回岐阜-食シンポジウムの記録　（会報１４号） 岐阜-「食」を考えるみんなの会 1995年
4440 岐阜県文化財図録　第一集 岐阜県図書館協会 1970年
4441 見よこの祖国　手をつなぐ学童文集　奄美大島祖国復帰運動 高橋春夫 1953年
4442 古川のむかしの話 古川のむかしの話・編集員会 1987年
4443 幻の美濃・飛騨王朝を追う 濃飛伝承懇話会 1991年
4444 わが行の七十年　大垣共立銀行 大垣共立銀行 1966年 社史
4445 明治百年岐阜文化スケッチ 岐阜県ユネスコ協会編 1968年 文化史
4446 情報社会を生き抜く　「情JOJO場」理論と実践 梶原拓　編著 1998年 岐阜著名人著書
4447 岐阜県教育ビジョン　平成２０年１２月策定 岐阜県教育委員会総務課 2009年
4448 国土利用計画（岐阜県計画）　－第四次－ 2010年 岐阜県都市建築部都市政策課
4449 岐阜県の財政状況　平成１９年度当初予算

　　　　　　　　　　　　　平成１８年度下半期補正予算
岐阜県 2007年

4450 岐阜県の財政状況　平成１７年度決算
　　　　　　　　　　　　 平成18年度上半期補正予算

岐阜県 2006年

4451 財）岐阜県国際交流センター　２０年の歩み 財団法人　岐阜県国際交流センター 2009年
4452

平成19年度岐阜県内公共図書館・町村図書室調査集計表 岐阜県図書館 2007年

4453
職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告 岐阜県人事委員会 2007年

4454 国際交流の窓　平成１８年度　岐阜県の国際交流概況 財団法人　岐阜県国際交流センター 2007年
4455 徳山村の山村生産用具　－概説・目録編－ 徳山村教育委員会 1987年
4456 山下つな氏寄贈　谷木因俳諧関係文書目録 奥の細道むすびの地記念館 1987年
4457 大垣市立図書館　郷土目録　第28集　家分文書 大垣市教育委員会 2009年
4458 大垣市立図書館　郷土目録　第29集　家分文書 大垣市教育委員会 2010年
4459 岐阜県美術館　名作50選 岐阜県美術館 2005年
4460 増補改訂　布るさとの言葉 柴田　八郎 1992年 方言
4461 昔の生産用具　老人からの聞き取りの記録 笠松町立松枝小学校編 1981年
4462 真長寺をめぐる地域の歴史　真長寺古文書読解書　第一巻 三輪山真長寺文化財保存会 2004年
4463 岐阜商工名鑑　1970 岐阜商工会議所 1970年 商工業者名簿(商工会議所登録者）
4464 岐阜県美術館　収蔵品目録 岐阜県美術館 1991年
4465 新ななかどま 小川　敏彦 2007年 歴史
4466 美濃国分尼寺跡発掘調査報告 垂井町教育委員会 2010年
4467 金中製陶所略史 瑞浪市陶磁資料館 2010年 社史
4468 木曽川を渡る中山道と太田の渡し

「川のほとりで－木曽川流域の考古と歴史から」展
美濃加茂市民ミュージアム 2010年 パンフレット

4469 美濃加茂市民ミュージアム　紀要　第8集 美濃加茂市民ミュージアム 2009年
4470 美濃加茂市民ミュージアム　紀要　第9集 美濃加茂市民ミュージアム 2010年
4471 多治見市文化財保護センター収蔵品目録（近現代・陶磁器編１） 多治見市教育委員会　多治見市文化財保護センター 2010年
4472 可児市史調査報告書第３集　可児市の民俗調査資料　下 可児市史編纂市室 2010年
4473 年報　平成２１年度 財団法人　大垣市文化事業団 2009年
4474 ゆきと弥助　－紙すきのうた－ 角田　雅子 1987年 児童文学
4475 花ぶさとうげ 岸　武雄 1979年 児童文学
4476 コボたち　1972.NO2～1973.ＮＯ５ 岐阜児童文学研究会
4477 コボたち　1976.NO1～５ 岐阜児童文学研究会
4478 岐阜県謡曲物語 安藤　善市 1976年 岐阜が舞台の謡曲の解説
4479 伊藤冠峰「緑竹園詩集訓解」 村瀬　一郎 2001年 漢詩集
4480 伊藤冠峰先生に関する文献目録 冠峰先生顕彰研究会 2002年
4481 松鶴篇詩碑解説 2001年
4482 笠松町歴史民俗資料館所蔵

伊藤冠峰先生（1717～87）顕彰研究資料目録
冠峰先生顕彰研究会 2004年

4483 笠松町の漢詩漢文碑 宮崎じゅん 1993年
4484 全国マクロ計量モデルの開発と分析

　地域別マクロ計量モデルのベースモデルとして
公益財団法人　中部圏社会経済研究所
　　経済分析・応用チーム

2013年



4485 ふるさと宮代昔がたり　－大正時代から終戦まで－ ふるさと宮代を語る会 2007年
4486 地域自治の最前線－新潟県上越市の挑戦 山崎仁朗　宗野隆俊編 2013年
4487 弥生大集落　荒尾南遺跡が語るモノと心 岐阜県博物館 2013年
4488 シンポジウム1　中部の電力のあゆみ　中部地方の電力技術史 中部産業遺産研究会 1993年 電気事業
4489 シンポジウム3　中部の電力のあゆみ　松永安左エ門の足跡 中部産業遺産研究会 1995年
4490 シンポジウム5　中部の電力のあゆみ　矢作川の電源開発史 中部産業遺産研究会 1997年
4491 シンポジウム6　中部の電力のあゆみ　中部の電気鉄道100年 中部産業遺産研究会 1998年
4492 シンポジウム7　中部の電力機器製造史 中部産業遺産研究会 1999年
4493 シンポジウム8　岐阜の発電事業と地域社会 中部産業遺産研究会 2000年
4494 シンポジウム9　静岡の発電事業と地域社会 中部産業遺産研究会 2001年
4495 シンポジウム10　長野の発電事業と地域社会 中部産業遺産研究会 2002年
4496 シンポジウム11　三重の発電事業と地域社会 中部産業遺産研究会 2003年
4497 シンポジウム12　天竜川の電源開発史 中部産業遺産研究会 2004年
4498 シンポジウム13　中部の電力技術史とその遺産 中部産業遺産研究会 2005年
4499 産業遺産研究　第１号 中部産業遺産研究会 1994年
4500 産業遺産研究　第２号 中部産業遺産研究会 1995年
4501 産業遺産研究　第３号 中部産業遺産研究会 1996年
4502 産業遺産研究　第４号 中部産業遺産研究会 1997年
4503 産業遺産研究　第５号 中部産業遺産研究会 1998年
4504 産業遺産研究　第６号 中部産業遺産研究会 1999年
4505 産業遺産研究　第７号 中部産業遺産研究会 2000年
4506 産業遺産研究　第９号 中部産業遺産研究会 2002年
4507 産業遺産研究　第１０号 中部産業遺産研究会 2003年
4508 産業遺産研究　第１１号 中部産業遺産研究会 2004年
4509 産業遺産研究　第１２号 中部産業遺産研究会 2005年
4510 産業遺産研究　第１６号 中部産業遺産研究会 2009年
4511 日本の産業遺産　Ⅱ　産業考古学研究 玉川大学出版部 2000年
4512 ものづくり再発見　中部の産業遺産探訪 アグネ技術センター
4513 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第7回　　（水車・水量機械） 中部産業遺産研究会 1988年
4514 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第13回　鉄道遺産の現状と保存問題 中部産業遺産研究会 1994年
4515 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第19回　自動車大国を築いた国産車の技術史 中部産業遺産研究会 2001年
4516 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第22回　明治の機械が語るもの 中部産業遺産研究会 2004年
4517 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第24回　自動車産業基盤確立期のモノづくり 中部産業遺産研究会 2006年
4518 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第25回　中部の飛行機づくり～誕生からあゆみ～ 中部産業遺産研究会 2007年
4519 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第26回　なごやの港つくるの歴史とこれから 中部産業遺産研究会 2008年
4520 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第27回　産業遺産の保存と活用のありかた 中部産業遺産研究会 2009年
4521 シンポジウム　日本の技術史をみる眼　第28回　名古屋テレビ塔とアナログ放送半世紀 中部産業遺産研究会 2010年
4522 特許から見た産業発展史　教科書では語りきれないもう一つの産業史 特許庁 2001年
4523 高山の文化財 高山市教育委員会 1994年
4524 西美濃わが街　保存版　NO300　忘れられていた俳人　西川濁子 月刊西美濃わが街 2002年
4525 川島の植物 川島帳ふるさと史料館 1989年
4526 特別展　川に生きる　～水運と漁労～ 岐阜県博物館
4527 高山城総合学術調査報告書 財団法人　金森公顕彰会
4528 中津川かいわい 中津川かいわい企画 ？
4529 飛騨古川レンタルトレイル　町並み・まちあるき 古川まちづくり研究会 1993年
4530 富加村の古墳 富加村教育委員会 1970年
4531 特別展　水とまつり　～古代人の祈り～ 岐阜県立博物館 1999年
4532 特別展　APEC開催記念　長良川とともにあゆむ 岐阜市歴史博物館 2010年
4533 独立山砲兵第十連隊終焉 吉田　一郎 1983年
4534 岐阜　ふるさとと動物たち 岐阜日日新聞社 1982年
4535 ふるさと　輪之内 輪之内町 1989年
4536 特別展　輪中と治水 岐阜県博物館 1990年
4537 かかみがはら　巨木・名木めぐり 各務原市　緑のまちづくり推進委員会 1990年



4538 山岡町めがね橋　石橋シンポジウム’97 石橋シンポジウム　’97実行員会 1997年
4539 小里川の発電所 建設省　小里川ダム工事事務所 1993年
4540 観光羽島ガイドブック　山車 羽島市観光協会 1994年
4541 線路はつづくよ　～岐阜鉄道のあゆみ～ 岐阜県博物館 2005年
4542 特別展　濃飛の弥生時代 岐阜県博物館 1987年
4543 お城みてある記　苗木城 ふるさとシリーズ刊行委員会 1987年
4544 大垣藩の名主の暮らし 大垣市文化財保護協会 2006年
4545 奥飛騨の鉱山 中田聡一郎 2001年
4546 山岳写真集　飛騨山脈 フォト・カラムード 1976年
4547 ひだびとのあしあと 飛騨教育史学会 1999年
4548 飛騨と考古学 飛騨考古学会 1995年
4549 守護所・戦国城下町を考える　（第1分冊）シンポジウム資料集 守護所シンポジウム＠岐阜研究会 2004年
4550 守護所・戦国城下町を考える　（第2分冊）守護所・戦国城下町集成 守護所シンポジウム＠岐阜研究会 2004年
4551 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol31 建設省中部地方建設局木曽川下流工事事務所 1999年
4552 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol32 1999年
4553 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol33 2000年
4554 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol34 2000年
4555 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol35 2000年
4556 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol36 2000年
4557 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol37 2001年
4558 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol38 2001年
4559 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol39 2001年
4560 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol40 2001年
4561 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol42 2002年
4562 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol43 2002年
4563 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol44 2002年
4564 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol45 2003年
4565 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol46 2003年
4566 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol47 2003年
4567 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol48 2003年
4568 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol49 2003年
4569 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol50 2004年
4570 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol51 2004年
4571 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol53 2004年
4572 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol54 2005年
4573 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol55 2005年
4574 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol57 2005年
4575 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol58 2006年
4576 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol59 2006年
4577 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol60 2006年
4578 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol61 2007年
4579 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol62 2007年
4580 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol64 2007年
4581 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol67 2008年
4582 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol87 2013年
4583 木曽川文庫　ＫＩＳＳＯ　vol88 2013年
4584 越前市史　資料編５　：旗本金森左京家関係文書
4585 飛騨の農業 飛騨農業振興会 2014年
4586 美濃加茂市統計書 美濃加茂市 2014年
4587 図説「大垣市史」 大垣市 2014年
4588 「大垣市史　総集編」 大垣市 2014年
4589 教養ブックレットvol6　　岐阜をもっとしろう 岐阜大学　教育推進・学生支援機構　編 2014年
4590 教養ブックレットvol7　　リベラルアーツ　社会科学入門 岐阜大学　教育推進・学生支援機構　編 2014年



4591 多治見市文化財保護センタ-研究紀要　旧国鉄トンネル群の文化的価値　他 多治見市教育委員会　多治見市文化財保護センター 2014年
4592 愛知大学綜合郷土研究所ブックレット23　戦国時代の東三河 愛知大学綜合郷土研究所 2014年
4593 慶應義塾大学日吉キャンパス一帯の戦争遺跡の研究 安藤　広道（慶応義塾大学文学部） 2014年
4594 中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書のあらまし（岐阜県） 東海旅客鉄道株式会社 2013年
4595 岐阜大学教育学部郷土資料（1）　揖斐郡徳山村方言 1969年
4596 岐阜大学教育学部郷土資料（5）　揖斐郡徳山村わらべ唄今昔 1974年
4597 岐阜大学教育学部郷土資料（6）　揖斐郡徳山村わらべ 1975年
4598 聞き書き集「石徹白の人々」 石徹白公民館　聞き書きの会 2014年
4599 大垣藩家老日記 大垣市文化財保護協会 2014年
4600 グローバル社会を歩く⑧発電ダムが建設された時代　聞き書き御母衣ダムの記憶 浜本篤史　編 2014年
4601 御母衣ダムと荘川地方の50年 浜本篤史　編著 2011年
4602 やまがた旅図鑑 山県市里山再生委員会 2014年

4603 越境地域政策への視点 愛知大学三遠南信地域連携研究センター 2014年
4604 第２期岐阜市地域福祉計画－誰もが心豊かに安心して暮らせる地域社会の創造 岐阜市 2009年 都市計画

4605 岐阜　ぎふ躍動プラン・21　岐阜市総合計画2013-2017 岐阜市 2013年 都市計画
4606 岐阜　ぎふ躍動プラン・21　岐阜市総合計画2008-2012　概要版 岐阜市 2008年 都市計画

4607 21世紀の「岐阜地域力」－中核地域活性化シンポジウム－資料集 十六銀行・岐阜大学産学連携地域活性化研究会 2002年
4608 岐阜市総合計画策定に係る市民意識調査・市民討議会報告書 岐阜市企画部総合政策課・岐阜大学地域科学部 2012年

4609 京まちの歴史　織田信長から昭和40年まで　資料集 京まちづくりの会 2008年 歴史資料集
4610 續京まち歴史散歩　昭和初期の暮らしと町並み 京まちづくりの会 2012年 歴史

4611 岐阜学を求めて　partⅡ　第12回岐阜シンポジウム報告書 岐阜大学地域科学部 2007年 シンポジウム報告書
4612 岐阜市歴史博物館特別展　岐阜が生んだ原三渓と日本美術 岐阜市歴史博物館（編著） 2014年 図録

4613 のりたけ　岐阜市立則武小学校　郷土誌 則武小学校百周年記念実行委員会 1973年 郷土誌
4614 ふるさと明徳 明徳小学校研究推進委員会 1983年 郷土誌

4615 わがまち明徳 明徳記念事業執行委員会 1983年 郷土誌
4616 伸びゆくふるさと茜部 茜部小学校百周年記念事業執行委員会 1983年 郷土誌

4617 ながもり（小学校社会科補助教材） ながもり編集員会 1986年？ 郷土誌
4618 さぎやま（小学校社会科補助教材　創立百周年記念事業） 岐阜市立鷺山小学校 1990年 郷土誌

4619 ふるさと梅林 岐阜市立梅林小学校PTA 1992年 郷土誌
4620 ふるさと城西 岐阜市立城西小学校　生活科・社会科資料作成委員会 1993年 郷土誌

4621 しま 岐阜市立島小学校「しま」編集委員会 1981年 郷土誌
4622 いちはし 岐阜市立市橋小学校 1976年 郷土誌

4623 かがしま 鏡島小学校社会科研究会 1971年 郷土誌
4624 大宮町一丁目史誌 岐阜市大宮町一丁目自治会 2000年 郷土誌

4625 金華小百年 金華小学校創立百周年記念事業 1973年 郷土誌
4626 岐阜県地方研究の巨星　吉岡勲先生遺稿集 吉岡勲先生遺稿撰集編集委員会 1994年 個人著作・伝記

4627 郷土読本　わたしたちの金華 岐阜市立金華小学校郷土読本編集委員会 1981年 郷土誌
4628 伸びゆく本郷のすがた 50周年誌編集員会 1978年 郷土誌

4629 池ノ上の歴史と禊祭 丸山幸太郎・北川偵ニ 1993年 郷土誌
4630 徹明－徹明小学校百年誌 徹明小学校創立百周年記念行事実行委員会 1974年 郷土誌

4631 黒野　　 岐阜市立黒野小学校 1985年 小学校誌
4632 島・岐阜市合併五十年誌 島・岐阜市合併五十周年記念事業実行委員会 1985年 郷土誌

4633 岐阜市早田自治会連合会創立50週年記念誌 岐阜市早田自治会連合会 2010年 郷土誌
4634 大正人　創業ものがたり集　華ひらくまで　 岐阜県経済界大昭クラブ 2007年 伝記

4635 平成26年度地域連携巡回展　通運丸で結ばれた関宿・野田・流山 千葉県立関宿城博物館 2014年
4636 里山いま昔　－人と自然　あらたな"絆"を求めて－ 岐阜県立博物館 2014年 図録

4637 三輪録史　　圃場整備事業完成記念 山県用水土地改良区 1978年 郷土史
4638 厚見郷土史　上巻 厚見郷土史編集委員会 1986年 郷土史

4639 島郷土史 島郷土史編纂委員会 1978年 郷土史
4640 長森史考 林春樹 1973年 郷土史

4641 徳山ダムの記録 藤橋村企画課ダム対策室 1990年
4642 徳山ダム離村記 大牧冨士夫 1991年

4643 ぼくの家にはむささびが棲んでいた　徳山村の記録 大牧冨士夫 2007年



4644 日本一のムダ　ダム 平方　浩介 2006年

4645 大垣市史　青墓編 大垣市

4646 真桑瓜史談 真桑町文化財保護審議会 1994年

4647 千紫万紅　矢橋家 矢橋ホールディング株式会社 2015年

4648 神輿大好き 伊藤泰雄　 2015年 まちづくり

4649 教養ブックレットVol1「人生を決めた書物」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2008年

4650 教養ブックレットVol2「大学で勉強する方法」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2009年
4651 教養ブックレットVol3「日本脱出！留学のすすめ」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2010年
4652 教養ブックレットVol4「世紀の発明・発見」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2012年

4653 教養ブックレットVol5「大学で「使える」英語を学ぶ方法」２冊 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2013年

4654 教養ブックレットVol6「岐阜をもっと知ろう！」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2014年
4655 教養ブックレットVol7「リベラルアーツ社会学入門」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2014年

4656 教養ブックレットVol8「小説を読もう！」 岐阜大学教育推進・学生支援機構編 2015年
4657 越前市史　資料編７　：初等教育 越前市 2015年

4658 飛㹸國小地誌　飛㹸教育會編輯　全（復刻） 岐阜県郷土資料研究協議会 2015年
4659 応用計量経済学研究（中京大学経済学部附属経済研究所研究叢書第22輯） 増田淳矢他編著 2015年
4660 明治・大正期の人類学・考古学者伝　石田収臧氏　旧蔵はがき資料集 板橋区立郷土資料館 2012年

4661 鏡島の歴史 鏡島の歴史書刊行委員会・鏡島校区自治会連合会 2014年

4662 有名建築物（明治・大正・昭和） 朝日新聞社新聞スクラップ1 Ｓ38～Ｓ54
4663 建築学会・賞 朝日新聞社新聞スクラップ2 Ｓ31～Ｈ元

4664 不法建築 朝日新聞社新聞スクラップ3 Ｓ26～Ｓ52
4665 宅地分譲 朝日新聞社新聞スクラップ4 Ｓ29～Ｈ4
4666 住宅政策１　自治体の政策含む 朝日新聞社新聞スクラップ5 Ｓ27～Ｓ46
4667 住宅政策２　自治体の住宅政策 朝日新聞社新聞スクラップ6 Ｓ47～Ｓ52
4668 住宅政策３　 朝日新聞社新聞スクラップ7 Ｓ53～Ｓ59
4669 住宅政策４　 朝日新聞社新聞スクラップ8 Ｓ60～Ｈ5
4670 土地開発・造成1 朝日新聞社新聞スクラップ9 Ｓ31～Ｓ44
4671 土地開発・造成2　宅造（宅地造成） 朝日新聞社新聞スクラップ10 Ｓ45～Ｓ48
4672 土地開発・造成3　宅造（宅地造成） 朝日新聞社新聞スクラップ11 Ｓ49～Ｈ2
4673 開拓　　元満蒙開拓団 朝日新聞社新聞スクラップ12 Ｓ26～Ｓ54
4674 旧地主農地報償 朝日新聞社新聞スクラップ13 Ｓ35～Ｓ42
4675 農地改良1　　ほ場整備 朝日新聞社新聞スクラップ14 Ｓ28～Ｈ2

4676 農地　　　　　　農地買い上げ・生産緑地・有機農業・
　　　　　　　　　57年：農地銀行・60年：設楽農学校（愛知県）

朝日新聞社新聞スクラップ15 Ｓ38～Ｓ61

4677 土地区画整理事業1 朝日新聞社新聞スクラップ16 Ｓ29～Ｓ56
4678 土地区画整理事業2 朝日新聞社新聞スクラップ17 Ｓ57～Ｈ5
4679 農地転用　Ｓ56.3月愛知県下の不正転用事件 朝日新聞社新聞スクラップ18 Ｓ36～Ｓ56
4680 国有農地の返還 朝日新聞社新聞スクラップ19 Ｓ41～Ｓ53
4681 土地問題１ 朝日新聞社新聞スクラップ20 Ｓ30～Ｓ47
4682 土地問題２　土地取引 朝日新聞社新聞スクラップ21 Ｓ48～Ｓ49
4683 土地問題３　土地取引・国土利用計画・国土開発 朝日新聞社新聞スクラップ22 Ｓ49～Ｓ54
4684 土地問題３　９２年つくば市長土地売却 朝日新聞社新聞スクラップ23 Ｓ55～Ｈ4
4685 マラッカ海峡航路　　ロンボク海峡 朝日新聞社新聞スクラップ24 Ｓ43～Ｈ4
4686 水資源開発　　水資源白書 朝日新聞社新聞スクラップ25 Ｓ32～Ｈ元

4687 工業用水 朝日新聞社新聞スクラップ26 Ｓ27～Ｓ43
4688 用水　　志摩・可児・中濃・宮田 朝日新聞社新聞スクラップ27 Ｓ26～Ｈ元

4689 愛知用水1 朝日新聞社新聞スクラップ28 Ｓ27～Ｓ32
4690 愛知用水2 朝日新聞社新聞スクラップ29 Ｓ33～Ｓ36
4691 愛知用水3　　愛知県 朝日新聞社新聞スクラップ30 Ｓ37～Ｓ57
4692 豊川用水 朝日新聞社新聞スクラップ31 Ｓ25～Ｓ53
4693 干拓 朝日新聞社新聞スクラップ32 Ｓ26～Ｈ8
4694 木曽岬干拓 朝日新聞社新聞スクラップ33 Ｓ27～Ｈ4
4695 河川1 朝日新聞社新聞スクラップ34 Ｓ25～Ｓ54



4696 河川2　建設省「ふるさとの川モデル事業」・河川情報・安積疎水 朝日新聞社新聞スクラップ35 Ｓ55～Ｓ63
4697 河川3　安積疎水・92年国際河川環境会議・92/10月国際水辺フォーラム 朝日新聞社新聞スクラップ36 Ｈ元～Ｈ8
4698 河川　堀川 朝日新聞社新聞スクラップ37 Ｓ29～Ｈ3
4699 河川　木曽川　　　　’87年治水百周年 朝日新聞社新聞スクラップ38 Ｓ25～Ｓ61
4700 輪中　　水屋・79年岐阜・水防組合芸者接待裁判 朝日新聞社新聞スクラップ39 Ｓ29～Ｓ63
4701 長良川 朝日新聞社新聞スクラップ40 Ｓ26～Ｈ4
4702 長良川河口堰1　　　　Ｓ34.9.23初見 朝日新聞社新聞スクラップ41 Ｓ34～Ｓ48
4703 長良川河口堰2　　　　参照木曽三川総合計画 朝日新聞社新聞スクラップ42 Ｓ49～Ｓ52
4704 長良川河口堰3　　　　参照木曽三川総合計画 朝日新聞社新聞スクラップ43 Ｓ53～Ｓ55
4705 長良川河口堰4 朝日新聞社新聞スクラップ44 Ｓ56～Ｈ元

4706 長良川河口堰5　　　　90年3月補償合意・90年5月発信器サツキマス調査H
　　　　　　　　　　　　　　90年10月国際魚道会議ぎふ90・連載長良川が熱い

朝日新聞社新聞スクラップ45 H2.1～Ｈ2.10

4707 長良川河口堰6　　　　90年11月本社調査・90年12月北川環境庁長官見解
　　　　　　　　　　　　　　91年8月米紙に建設反対意見広告　サツキマス保護・歌

朝日新聞社新聞スクラップ46 Ｈ2.11～Ｈ3.11

4708 長良川河口堰7　　　　サツキマスの保護　河口堰左岸・右岸 朝日新聞社新聞スクラップ47 Ｈ3.11～Ｈ5.6

4709 長良川河口堰8　　　　サツキマスの保護　連載：連立政権と長良川河口堰
　　　　　　　　　　　　　　連載：来るのかゲートが閉まる日

朝日新聞社新聞スクラップ48 Ｈ5.7～Ｈ6.3

4710 長良川河口堰9　　　　連載：長良川河口堰7.20裁判を前に
　　　　　　　　　　　　　　94年7/20岐阜地裁判決

朝日新聞社新聞スクラップ49 Ｈ6.4～Ｈ6.12

4711 長良川河口堰10　　　連載：「決着」のあとに　長良川河口堰 朝日新聞社新聞スクラップ50 Ｈ7.1～Ｈ7.5
4712 木曽三川総合開発1　木曽川総合用水事業・馬飼頭首工・犬山頭首工 朝日新聞社新聞スクラップ51 Ｓ26～Ｓ44
4713 木曽三川総合開発2　 朝日新聞社新聞スクラップ52 Ｓ45～Ｓ63
4714 佐久間ダム（静岡） 朝日新聞社新聞スクラップ53 Ｓ27～Ｈ4
4715 宮川ダム・発電所（三重） 朝日新聞社新聞スクラップ54 Ｓ26～Ｓ47
4716 御母衣ダム 朝日新聞社新聞スクラップ55 Ｓ27～Ｓ33
4717 徳山ダム　1 朝日新聞社新聞スクラップ56 Ｓ32～Ｓ54
4718 徳山ダム　2 朝日新聞社新聞スクラップ57 Ｓ55～Ｈ7
4719 設楽ダム 朝日新聞社新聞スクラップ58 Ｓ48～Ｓ62
4720 治山・治水対策1 朝日新聞社新聞スクラップ59 Ｓ27～Ｓ36
4721 治山・治水対策2 朝日新聞社新聞スクラップ60 Ｓ37～Ｓ50
4722 治山・治水対策3　　排水対策・排水ポンプ場・雨水抑制・調整施設 朝日新聞社新聞スクラップ61 Ｓ50～Ｈ3
4723 水不足1 朝日新聞社新聞スクラップ62 Ｓ36～Ｓ47
4724 水不足2　　水利権買い上げ 朝日新聞社新聞スクラップ63 Ｓ48.1～12
4725 水不足3 朝日新聞社新聞スクラップ64 Ｓ49～Ｓ53
4726 水不足4 朝日新聞社新聞スクラップ65 Ｓ54～Ｓ59.8
4727 水不足5 朝日新聞社新聞スクラップ66 Ｓ59.9～Ｓ60.2
4728 水害1　　　　　　Ｓ26.7九州・Ｓ27.7梅雨・Ｓ28.7和歌山・Ｓ28.8三重・Ｓ30北海道 朝日新聞社新聞スクラップ67 Ｓ25～Ｓ30
4729 水害2　　　　　　Ｓ32東海・Ｓ33.7.浜田市・Ｓ33.7飛騨 朝日新聞社新聞スクラップ68 Ｓ31～Ｓ33
4730 水害3　　　　　　Ｓ34.8東海・Ｓ35.10三重・Ｓ36.10大分・Ｓ39山陰北陸 朝日新聞社新聞スクラップ69 Ｓ34～Ｓ39
4731 水害4　　　　　　Ｓ40.9.15豪雨・Ｓ41.6木曾谷 朝日新聞社新聞スクラップ70 Ｓ40～Ｓ41
4732 水害5　　　　　　Ｓ43.8岐阜・Ｓ44.8北陸東北地方 朝日新聞社新聞スクラップ71 Ｓ42～Ｓ44
4733 水害6　　　　　 朝日新聞社新聞スクラップ72 Ｓ45
4734 水害7　　　　　　Ｓ46.7播州豪雨 朝日新聞社新聞スクラップ73 Ｓ46～Ｓ48
4735 水害8 朝日新聞社新聞スクラップ74 Ｓ49～Ｓ51
4736 水害9 朝日新聞社新聞スクラップ75 Ｓ52～Ｓ54.8
4737 水害10　　　　　Ｓ57.7長崎豪雨 朝日新聞社新聞スクラップ76 Ｓ54.9～Ｓ57.7
4738 水害11 朝日新聞社新聞スクラップ77 Ｓ57.8～Ｓ63.6
4739 水害12 朝日新聞社新聞スクラップ78 Ｓ63.7～Ｈ4
4740 水害13　　　　　Ｈ5.8鹿児島・Ｈ6.9伊丹・Ｈ9鹿児島 朝日新聞社新聞スクラップ79 Ｈ5.7～Ｈ9.7
4741 古文書徹底解釈　紀州の歴史　第二集 和歌山県立文書館 2015年

4742 川とともに生きてきた　高木家文書にみる木曽三川流域の歴史・環境・技術 名古屋大学附属図書館 2001年

4743 回想つちのこ村誕生 東白川村

4744 大井川流域の自然・文化・観光　愛知大学綜合郷土研究所ブックレット24 安福恵美子・天野景太 2015年

4745 中部の都市を探る　その軌跡と明日へのまなざし 中部都市学会 2015年



4746 濃尾震災記念堂　歴史を繋ぐ人々 羽賀祥二・濃尾震災記念堂保存機構編 2015年

4747 石徹白越県合併史　　石徹白郷シリーズ⑧ 上村俊邦・白石博男 2005年

4748 福井県文書館資料叢書11　福井藩士履歴3　け～そ 福井県文書館

4749 岐阜県の土地区画整理事業 公益社団法人　岐阜県都市整備協会 2015年

4750 本巣の民俗・文化　本巣市観光写真集（民俗編） 本巣市視聴覚クラブ 2015年

4751 本巣の四季彩　本巣市観光写真集（自然編） 本巣市視聴覚クラブ 2015年
4752 瑞浪市の文化財 瑞浪市教育委員会 2015年
4753 蛭川村　昭和・平成の30年　あゆみつづける故郷 蛭川村 2005年

4754 うみゆり連載集　赤坂つれづれの記 清水春一 2006年 郷土史

4755 斐太紀　研究紀要8 飛騨学の会 2014年

4756 斐太紀　研究紀要9 飛騨学の会

4757 斐太紀　研究紀要10 飛騨学の会

4758 ふる里高鷲　辛夷の記 上村彰隆 1999年 郷土誌　民俗

4759 所三男先生の七十七年 所三男先生喜寿紀念会 1977年 人物伝

4760 柳田國男監修　美濃徳山村民俗誌 櫻田勝徳 1951年 民俗誌

4761 下呂市文化財調査報告書第6集 下呂市教育委員会 2016年

4762 岐阜県史　通史編　近代　上

4763 清見村誌　資料編下

4764 久々野町史　全　1957

4765 串原村誌　1968

4766 飛騨下呂　史料1　1983

4767 飛騨下呂　史料2　1986

4768 飛騨下呂　図録下呂町　1980

4769 飛騨下呂　通史・民俗　1990

4770 川辺町史　史料編　上巻　1984

4771 川辺町史　史料編　下巻　1988

4772 川辺町史　通史編　1996

4773 丹生川村史　通史編1 丹生川村史編集員会

4774 丹生川村史　通史編2 丹生川村史編集員会

4775 丹生川村史　民俗編 丹生川村史編集員会

4776 養老町史　通史編　上巻　1978

4777 養老町史　通史編　下巻　1978

4778 白鳥町史　現代編　2004

4779 春日村史　現代編　2005

4780 丹生川村史　資料編1

4781 丹生川村史　資料編2

4782 恵那市史　通史編1　1983

4783 恵那市史　通史編2　1989

4784 恵那市史　通史編3-1上　1993

4785 恵那市史　通史編3-1下　1993

4786 恵那市史　通史編3-2　1991

4787 恵那市史－石ぼとけと道しるべ

4788 恵那市史年表（明治維新-平成5年）

4789 ムラの桶職人

4790 恵那市史資料調査報告集第７集　

4791 恵那市史資料調査報告集第８集

4792 恵那市史資料調査報告集第９集



4793 恵那市史資料調査報告集第１０集

4794 恵那市史資料調査報告集第１１集

4795 恵那市史資料調査報告集第１２集

4796 恵那市史資料調査報告集第１４集

4797 恵那地域誌（続　恵那郡史）

4798 旧中山道大井宿　岩井家（旧伊藤家）調査報告書

4799 恵那の中山道　かたりべの小箱

4800 黒瀬街道調査報告書

4801 石積みの棚田　恵那市中野方町坂折地区水田現況調査報告書

4802 恵那街道歩記　中山道・西行史跡編（ガイドマップ）

4803 中山道大井宿俳諧研究レポート

4804 恵那市文化財ガイドマップ

4805 岩村町史　史料編（一）巌邑府誌・遠山来由記

4806 岩村町史　史料編　近世　濃州恵奈郡岩村・富田村・上飯羽間村差出帳

4807 岩村町史　史料編　近世　大円寺村御廻状留書

4808 岩村町史　史料編　近世岩村藩士歴世略譜　上　1992

4809 岩村町史　史料編　近世岩村藩士歴世略譜　下　1992

4810 岩村町史　史料編　近世　勤向諸事心得覚

4811 岩村町史　史料編　近世　御領分村々高付覚

4812 岩村町史　史料編　近世　岩村藩歴代藩主略譜

4813 岩村町史　史料編　近世　家中法度幷諸規定

4814 岩村町史　史料編　近世　岩村藩　大坂御加番ニ付諸事留

4815 岩村町史　史料編　近世　岩村藩主松平乗賢老中就任御慶事

4816 岩村町史　史料編　近世　御心得向存意書　佐藤捨蔵

4817 岩村町史　史料編　近世岩村藩　水論山論　1998

4818 岩村町史　史料編　近世　分限帳

4819 岩村町史　史料編　近世　岩村藩　近世珍事記　

4820 岩村町史　史料編　近世　岩村藩高深日録　　2001

4821 岩村町史　史料編　近世　岩村藩　丹羽瀬左衛門の藩政改革　

4822 岩村町史　史料編　近世　岩村藩山水方謹書　2003

4823 岩村町史　史料編　近世　松平乗紀　関係文書他

4824 岩村町史　史料編　近世岩村　藩士　福嶋氏三代記　2005

4825 岩村町史　史料編　近世　大円寺村　福泉坊文書

4826 地域的聚落史的に眺めた岩村城下町（旧版ガリ版刷り）

4827 旗本明知遠山氏陣屋史料　明知年譜　乾

4828 旗本明知遠山氏陣屋史料　明知年譜　坤

4829 旗本明知遠山氏陣屋史料　銘細書上帳

4830 旗本明知遠山氏陣屋史料　仮日記

4831 旗本明知遠山氏陣屋史料　御役所日記

4832 旗本明知遠山氏陣屋史料　来御用状　上巻

4833 旗本明知遠山氏陣屋史料　来御用状　下巻

4834 旗本明知遠山氏陣屋史料　東濃雑録・年中行事

4835 旗本明知遠山氏陣屋史料　御下知請書之覚他

4836 旗本明知遠山氏陣屋史料　御改正御入用積立帳　外



4837 旗本明知遠山氏陣屋史料　御知行所村々騒動一件始末願書稿　他

4838 串原の民具

4839 村政100周年記念写真集　くしはら

4840 上矢作町史　史料編

4841 上矢作町史　通史編

4842 上矢作町史　民俗編

4843 中津川市史　上巻

4844 可児市史　1　通史編

4845 可児市史　2　通史編

4846 可児市史　3　通史編

4847 可児市史　4　民俗編・自然編

4848 可児市史　5　資料編

4849 可児市史　6　資料編

4850 続　兼山町　2005

4851 可児市史史料目録集1　今泉家文書目録 可児市

4852 可児市史史料目録集2　野口家文書目録 可児市

4853 可児市史史料目録集4　柿下家文書目録 可児市

4854 可児市史史料目録集6　広見・渡辺家文書目録 可児市

4855 可児市史史料目録集7　浅井家文書目録 可児市

4856 可児市史史料目録集8　柿田家文書目録 可児市

4857 可児市史史料目録集9　雲龍寺家文書目録 可児市

4858 可児市史史料目録集10　小栗家文書目録 可児市

4859 坂内村誌　通史編　2004 坂内村

4860 岐阜県史　通史編　近代　中 岐阜県

4861 岐阜県史　通史編　近代　下 岐阜県

4862 洞戸村史　上下巻　1988-1997

4863 神岡町史　史料編　上　1972

4864 笠松町史　下巻　1957

4865 郡上八幡町史　史料編6　近現代編　2004

4866 郡上八幡町史　史料編7　補遺　2007

4867 高鷲村史　続　1986

4868 歴史探訪郡上八幡

4869 凌霜隊戦記「心苦雑記」と郡上の明治維新

4870 新八幡城ものがたり

4871 美濃馬場における白山信仰

4872 東氏ものがたり

4873 故郷再現

4874 長滝の延年　長滝白山神社の六日祭

4875 郷土誌－わが町白鳥

4876 郡上藩宝暦騒動

4877 宮村史　史料編1 宮村史編集員会

4878 宮村史　史料編2 宮村史編集員会

4879 宮村史　自然編　 宮村史編集員会

4880 宮村史　自然編　　資料 宮村史編集員会



4881 宮村史　通史編1 宮村史編集員会

4882 宮村史　通史編2 宮村史編集員会

4883 付知町史　通史編　1974

4884 山口村誌　1995

4885 瑞浪市史　史料編　1972

4886 瑞浪市史　歴史編　1974

4887 真正町史　史料編　1971

4888 真正町史　通史編　1975

4889 平田町史　上巻　　1987　S39復刻

4890 平田町史　下巻　1987　S39復刻

4891 萩原町史　4巻近代編

4892 川島町史　史料編　1981

4893 川島町史　通史編　1982

4894 続付知町　2005

4895 清見村誌　上下巻

4896 高根村史

4897 国府村史　1959

4898 土岐市史　1　1970

4899 土岐市史　2　1971

4900 土岐市史　3　上　1974

4901 土岐市史　3　下　1974

4902 可児町史　資料編　1978

4903 可児町史　通史編　1980

4904 久瀬村誌　本編　1973

4905 久瀬村誌　資料　　1973

4906 池田町史　史料編　1974

4907 池田町史　通史編　1978

4908 多治見市史　在地資料編　1976

4909 多治見市史　窯業資料編　1976

4910 上之保村史誌　2000

4911 上之保村誌　1976

4912 笠松町史　上巻　956

4913 神戸町史　上巻　1969

4914 神戸町史　下巻　1969

4915 七宗町史　史料編　19876

4916 七宗町史　通史編　1993

4917 白川町誌　　続編　2005

4918 坂祝町史　3冊揃

4919 中津川市史　下巻近代1

4920 中津川市史　下巻近代2

4921 高山市史　巻1～3

4922 復刻高山市史1-2S27-28の復刻

4923 神岡町史　史料編　近現代1　2004

4924 神岡町史　史料編　近現代2　2004



4925 神岡町史　自然編　2007

4926 丹生川村史　自然編

4927 古川町史　史料編　1　1982

4928 古川町史　史料編　2　1984

4929 古川町史　史料編　3　1986

4930 明智町誌　本編　1975

4931 明智町誌　補遺編　1975

4932 岐阜県小坂町誌　1965

4933 白川町誌　　1968

4934 川島村附近木曽川洪水状況 川島村治水調査委員会

4935 蜂屋の歴史 神保朔郎

4936 かがみはら 各務原市教育委員会

4937 ふわのあゆみ 不破郡郷土誌編纂委員会

4938 不破のあゆみ　中学校編 不破郡教育振興会

4939 不破のあゆみ　改訂版

4940 多治見風土記　正・続 加納陽治

4941 河合郷土史 河合青年支会

4942 厚見村史 厚見村史編纂委員会

4943 長瀬誌（谷汲） 横山文四郎

4944 上之保村誌

4945 多治見風土記続 加納陽治

4946 大和村誌　巻之上・下（揖斐川町） 富田幸一

4947 黒川村誌第1輯　戦役編 渡辺栄吉

4948 岐阜県土岐郡泉町誌 泉小学校研究部

4949 海津郡要覧 海津郡役所

4950 岐阜市案内 岐阜市教育会

4951 岐阜市案内　再訂版 岐阜市教育会

4952 郡上郡史　続 郡上郡地方改良協会

4953 わが郷土岐阜県 上島正徳

4954 郡上郡郷土誌 郡上郡郷土誌編纂委員会

4955 岩邑史略 樋田薫

4956 市之倉村誌 市之倉村役場

4957 岐阜県の歴史 中野効四郎

4958 岩村城史 樋田薫

4959 揖斐郡要覧 揖斐郡役所

4960 大野池田郡地誌 池田郡教育会

4961 関ヶ原 福田喜八

4962 増補岐阜史略 岐阜史談会

4963 飛騨史料（維新前後之1） 岡村利平

4964 尾濃葉栗見聞集　岐阜志略 平塚正雄

4965 のびゆく本巣 本巣郡教育団体連合会

4966 田瀬史（神岡町） 三尾栄二

4967 飛騨 富田稔彦

4968 汎八百津 可児桝太郎



4969 飛騨史略 飛騨教育会編

4970 新撰美濃志 岡田啓他

4971 岐阜県史談 岐阜県教育会　

4972 北方町誌 北方町役場

4973 御大典記念袖川村誌（神岡） 袖川村教育会

4974 郷土読本岐阜県 岐阜史学会

4975 社会科ぎふ 岐阜市小学校社会科研究会

4976 大垣ものがたり 大垣市文化財協会

4977 伸びゆく大垣　郷土学習資料 大垣市小学校社会科研究会

4978 郷土駄知 駄知小学校

4979 濃北宝暦義民録 三島栄太郎

4980 岐阜市長良郷土史概説 吉岡勲

4981 岐阜県郷土資料　1-9 岐阜県教育委員会

4982 きょうの飛騨史 角竹喜登

4983 大垣市史　上・中・下 大垣市役所

4984 飛州志第1-2巻 長谷川　忠崇

4985 飛騨の年輪－山と民俗 熊原政男

4986 西濃之大勢誌 高田傛治郎

4987 笠置村誌 笠置村教育会

4988 不破郡案内 不破郡役所

4989 坂祝村誌 坂祝村教育委員会

4990 身隠（可児町） 広見町青年団

4991 岐阜県揖斐郡川合村年表 川合尋常高等小学校

4992 飛騨大名田町 大野郡大名田町

4993 岐阜県益田郡誌 益田郡役所

4994 朝日村誌 朝日村誌編纂委員会

4995 大八賀村史 荒川喜一

4996 羽島郡川島村明治38年度毎戸賦税額

4997 我等の美濃史　増訂版 渡辺佐太郎

4998 加茂郡和知村全図

4999 美濃国長滝史料 片野温

5000 日本地誌　第12　愛知県・岐阜県 青野寿郎・尾留川正平

5001 多治見風土記　正 加納陽治

5002 古文書にみる地震災害 名古屋大学附属図書館 2016年

5003 よみがえれ長良川 よみがえれ長良川実行員会 2016年

5004 自然のくすり箱　薬草とわたしたちの暮らし 岐阜県博物館 2015年

5005 社会調査から見えた伊勢と伊賀のむら（愛知大学綜合郷土研究所ブックレット25） 藤喜一樹 2016年

5006 福井県文書館資料叢書12　福井藩士履歴4　た～ね 福井県文書館 2016年

5007 名鉄岐阜線の電車（上）美濃電の終焉 清水武 2010年

5008 斐太紀　研究紀要第14号 飛驒学の会 2016年

5009 斐太紀　研究紀要第11号 飛驒学の会 2014年

5010 斐太紀　研究紀要第12号 飛驒学の会 2015年

5011 斐太紀　研究紀要第13号 飛驒学の会 2015年

5012 リニモと　まちと　私たち　 リニモねっと・愛知高速交通株式会社 2015年

5013 濃尾地震と根尾谷断層　－地価観察館の案内－ 本巣市教育員会 2011年

5014 断層写真集　根尾谷断層の今昔　濃尾地震から100年 村松郁栄監修　野村倉一 1991年

5015 御嵩町のハナノキ自生地　毎木調査記録2007.4.17～2015.4.25 御嵩町ハナノキチョウサグループ 2015年



5016 国重要無形文化財　大垣祭の車山（車へんに山）行事 大垣市教育委員会　大垣祭保存会 2016年

5017 長森北郷土誌 長森北郷土誌検収委員会 2016年

5018 生物多様性ひだたかやま戦略（基本構想） 高山市 2010年

5019 高山市地球温暖化対策地域推進計画 高山市 2010年

5020 大垣城郭図　元禄五年～八年頃 大垣市 2016年

5021 満州泰阜村分損　七〇年の歴史と記憶 同書編集委員会 2007年

5022 飯田・上飯田の歴史　上巻 飯田市歴史研究所 2012年

5023 飯田・上飯田の歴史　下巻 飯田市歴史研究所 2013年

5024 飯田・上飯田の歴史　別冊 飯田市歴史研究所 2014年

5025 よむみるまなぶ飯田・下伊那の歴史 飯田市歴史研究所 2007年

5026 ジュニアライブラリー　飯田・下伊那の災害 飯田市歴史研究所 2016年

5027 オーラルヒストリー　いとなむはたらく飯田のあゆみ 飯田市歴史研究所 2007年

5028 オーラルヒストリー　戦争と養蚕の時代をかたる 飯田市歴史研究所 2016年

5029 下伊那の中の満州　聞き書き報告集1 満蒙開拓を語りつぐ会　編 2003年

5030 下伊那の中の満州　聞き書き報告集2 満蒙開拓を語りつぐ会　編

5031 下伊奈の中の満州　聞き書き報告集7 満蒙開拓を語りつぐ会　編 2009年

5032 下伊奈の中の満州　聞き書き報告集8 満蒙開拓を語りつぐ会　編 2010年

5033 下伊奈の中の満州　聞き書き報告集9 満蒙開拓を語りつぐ会　編 2011年

5034 下伊奈の中の満州　聞き書き報告集10 満蒙開拓を語りつぐ会　編 2012年
5035 聞き書き飯田町の暮らし1 飯田市歴史研究所 2005年

5036 聞き書き飯田町の暮らし2 飯田市歴史研究所 2007年

5037 聞き書き飯田町の暮らし3 飯田市歴史研究所 2007年

5038 聞き書き飯田町の暮らし4 飯田市歴史研究所 2010年

5039 聞き書き飯田町の暮らし5 飯田市歴史研究所 2013年

5040 聞き書き飯田町の暮らし6 飯田市歴史研究所 2015年

5041 飯田市歴史研究所年報1 飯田市歴史研究所 2003年

5042 飯田市歴史研究所年報2 飯田市歴史研究所 2004年
5043 飯田市歴史研究所年報3 飯田市歴史研究所 2005年
5044 飯田市歴史研究所年報4 飯田市歴史研究所 2006年
5045 飯田市歴史研究所年報5 飯田市歴史研究所 2007年
5046 飯田市歴史研究所年報6 飯田市歴史研究所 2008年
5047 飯田市歴史研究所年報7 飯田市歴史研究所 2009年
5048 飯田市歴史研究所年報8 飯田市歴史研究所 2010年
5049 飯田市歴史研究所年報9 飯田市歴史研究所 2011年
5050 飯田市歴史研究所年報10 飯田市歴史研究所 2012年
5051 飯田市歴史研究所年報11 飯田市歴史研究所 2013年
5052 飯田市歴史研究所年報12 飯田市歴史研究所 2014年
5053 飯田市歴史研究所年報13 飯田市歴史研究所 2015年
5054 史料で読む飯田・下伊那の歴史1 飯田市歴史研究所 2009年

5055 絵に見る図で読む千葉市図誌　上 千葉市史編纂員会 2005年

5056 絵に見る図で読む千葉市図誌　下 千葉市史編纂員会 2005年

5057 平成２５年度市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 2014年

5058 平成２６年度市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 2015年
5059 平成２７年度市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 2016年
5060 高御堂古墳 春日井市教育委員会 2014年

5061 古窯のまち春日井～その歴史的起源を探る～

5062 ねいごのふたまたほおば　いとしろ民話シリーズ 絵　南景太　 絵本

5063 泰澄大師、白山への道 絵　南景太　 2016年 絵本

5064 岐阜城山上石垣案内 岐阜城山上石垣整備推進協議会 2016年 ガイドブック

5065 葵の時代―徳川将軍家と美濃－ 岐阜市歴史博物館 2016 図録

5066 信濃町南遺跡Ⅵ 慶応義塾・㈱東京航業研究所 2016年 発掘調査

5067 久々野のならわしと味 久々野町役場 1983年

5068 福井県文書館資料叢書13　福井藩士履５　の～ま 福井県文書館 2017年



5069 越前市史　史料編４　本多富正関係文書 越前市 2017年

5070 奥美濃よもやま話１ 金子貞二 1971年 聴き取り

5071 奥美濃よもやま話２ 金子貞二 1973年 聴き取り

5072 奥美濃よもやま話３ 金子貞二 1999年 聴き取り

5073 奥美濃よもやま話４ 金子貞二 1999年 聴き取り

5074 奥美濃よもやま話５ 金子貞二 2001年 聴き取り

5075 本と故郷を愛した木村小舟さん物語 木村子舟を語る会編集 2017年

5076 富加の文学者　Mr.Shoushu　Kimura　英語版 木村子舟を語る会編集 2007年

5077 富加の文学者　木村子舟　第５集 木村子舟を語る会編集 2007年
5078 富加の文学者　木村子舟　第６集 木村子舟を語る会編集 2008年
5079 富加の文学者　木村子舟　第７集 木村子舟を語る会編集 2009年
5080 とみかの文化財　いにしえの里　－日本最古の戸籍ゆかりの町－ 富加町文化財審議会編集 2010年

5081 富加町詳細分布調査報告書 富加町教育委員会 2005年

5082 富加町内遺跡発掘調査報告書（平成14～17年度） 富加町教育委員会 2006年
5083 生命の在処　食と場と人をみつめて 所　秀雄 2005年

5084 食・農・環境を活かした地域づくり　所秀雄さんの教えを引き継いで

5085 岐阜市史　史料編　現代Ⅱ　上・下 岐阜市 2017年

5086 松籟団地60周年記念誌 松籟団地60周年記念誌編集委員会 2017年

5087 春日井の終末期古墳　春日井市遺跡確認パンフレット 春日井市教育委員会 2017年

5088 平成28年度市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 2017年

5089 篠木第二号墳 春日井市教育委員会 2016年

5090 西山遺跡 春日井市教育委員会 2017年

5091 天王山古墳 春日井市教育委員会 2015年

5092 日本地名大百科　ランドジャポニカ 秋庭隆　編集 1996年

5093 戊辰戦争と大垣藩　付録大垣藩城代　小原鉄心 大垣市文化財保護協会 2017年

5094 尾鷲市史　上巻 尾鷲市役所編 1969年

5095 尾鷲市史　下巻 尾鷲市役所編 1971年

5096 尾鷲市史年表 尾鷲市役所編 1968年

5097 新修上石津町史 新修上石津町史編集委員会 2004年

5098 上石津むかしのくらし 上石津町教育委員会 2000年

5099 砂防に挑んだ人たち 南濃町役場 1993年

5100 奥平信昌と加納城 岐阜市歴史博物館 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5101 首都圏近郊都市の研究 財）地方自治協会 1982 山崎仁朗先生寄贈書

5102 いとなむ・はたらく飯田のあゆみ 飯田市歴史研究所 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5103 2006ぎふ総合型地域スポーツクラブガイド 岐阜広域スポールセンンター 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5104 坂祝町史　通史編 坂祝町教育委員会町史編纂事務局 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5105 坂祝町史　史料編 坂祝町教育委員会町史編纂事務局 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5106 坂祝村誌（復刻） 坂祝村教育委員会 1955 山崎仁朗先生寄贈書

5107 平成十四年　岐阜県統計書 岐阜県知事公室統計調査課 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5108 下々の女 江夏　美好 1971 山崎仁朗先生寄贈書

5109 街道の日本史29　名古屋・岐阜と中山道 松田　之利 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5110 水うちわをめぐる旅 水野馨生理 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5111 郡上八幡　伝統を生きる 足立　重和 2010 山崎仁朗先生寄贈書

5112 名古屋市の地域構造と都市化の進展 中部都市学会 1964 山崎仁朗先生寄贈書

5113 瀬戸市都市景観基本計画 瀬戸市 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5114 瀬戸市市民意識調査報告書 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5115 １９９８年度事業計画並びに予算書 瀬戸青年会議所 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5116 瀬戸 瀬戸市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5117 瀬戸やきもの風土記 阿木香 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5118 瀬戸博物誌 瀬戸市観光協会広報委員会 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5119 瀬戸・尾張旭市　地図 山崎仁朗先生寄贈書

5120 瀬戸＝土と火の町 九原　常雅 1961 山崎仁朗先生寄贈書

5121 自立と共生の地域産業 東海自治体問題研究所　編 1998 山崎仁朗先生寄贈書



5122 大都市圏の構造変化　東海からの発信 東海自治体問題研究所　編 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5123 東海と関西の戦後村落社会の変容 鈴木　俊道 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5124 沖縄振興開発計画に伴う沖縄社会の変動に関する実証的研究 戸谷　修（研究代表者） 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5125 宜野湾市新総合計画　中期基本計画 宜野湾市 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5126 わたしたちの宜野湾市　副読本 宜野湾市教育委員会 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5127 伊達市におけるアイヌ民族の現状と地域住民 北海道大学大学院教育学研究室教育社会学研究室 2014 山崎仁朗先生寄贈書

5128 漁村の生活構造 斎藤兵市 1954 山崎仁朗先生寄贈書

5129 農村文化の変容に関する研究　高知・北海道 岐阜大学地域科学部地域環境講座 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5130 小学校社会科副読本　きたみ 北見市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5131 北海道新長期総合計画　基本計画 北海道 1987 山崎仁朗先生寄贈書

5132 第３次北海道長期総合計画1998-2002基本計画（前期） 北海道 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5133 第３次北海道長期総合計画1998-2007基本計画 北海道 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5134 第３次北海道長期総合計画　基本計画概要版 北海道 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5135 第３次北海道長期総合計画1998-2008　パートナーシップ計画（前期） 北海道 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5136 地方の時代と住民意識　常呂郡端野町 白樫　久 1985 山崎仁朗先生寄贈書

5137 オホーツク北網地方拠点都市地域基本計画 オホーツク北網地方拠点都市地域整備協議会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5138 北見市総合計画1997-2006 北見市 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5139 はまなす　平成９年度事業報告と予算 財）北海道地域総合振興機構 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5140 OKHOTSK　’98オホーツク圏 北海道 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5141 オホーツク圏　地域政策の推進方針 北海道　網走支庁 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5142 網走地域基盤整備計画（概要版） 北海道網走土木現業所 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5143 北海道の開発　1998 北海道開発庁 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5144 HEART  WAKKANAI　稚内市勢要覧 稚内市役所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5145 HEART  WAKKANAI　稚内市勢要覧 　資料編 稚内市役所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5146 サハリン石油・ガス開発に伴う後方支援基地化を推進するための研究調査（概要版） 稚内市 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5147 稚内市統計書　平成８年版 稚内市 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5148 稚内市生涯教育データー・バンク事業 稚内市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5149 広報わっかない 稚内市 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5150 小学校社会科副読本　わっかない　第3.4学年用 稚内市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5151 きたみの農林業 北見市 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5152 北見市の商工業 北見市商工部 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5153 オホーツクシンポジウム　オホーツク翔ぶ オホーツク委員会 1990 山崎仁朗先生寄贈書

5154 選挙のあゆみ　平成８年度 北見市選挙管理委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5155 あばしり　北海道開発局開局３５周年記念誌 網走開発建設部 1988 山崎仁朗先生寄贈書

5156 「北海道開発」を考える（対談）　北海道自治の研究345 北海道の自治研究 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5157 環境変動下の地場産業 社）人間能力開発センター 1979 山崎仁朗先生寄贈書

5158 中部圏新しい価値の創造　 社）中部開発センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5159 よもぎの会四季彩紀行　伝えておきたい味と行事 NPOよもぎの会 2014 山崎仁朗先生寄贈書

5160 公共交通と都市の再生　鉄道復権がもたらす町の活性化 深貝哲郎 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5161 近代農民運動と支配体制 森武麿編 1985 山崎仁朗先生寄贈書

5162 日本の都市-社会学的分析（英文） Takeo  Yazaki 1963 山崎仁朗先生寄贈書

5163 ＮＲＡ研究報告書　地域連携型セクターによる地域活性化社会　 財）神戸都市問題研究所 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5164 自治体と総合計画　現状と課題 財）日本都市センター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5165 近隣政府の制度設計　法律改正・条例制定に係る主な検討項目 財）日本都市センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5166 自治的コミュニティの構築と近隣政府の選択 財）日本都市センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5167 自治体と行政計画　財政危機下の管理と参加 財）日本都市センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5168 平成の市町村合併　その影響に関する総合的研究 後藤・安田記念東京都市研究所 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5169 若者や働き盛り世代が参画する地域づくり　H２７年度地域づくり団体活動事例集　地域づくり１２月号別冊 財）地域活性化センター 2015 山崎仁朗先生寄贈書

5170 「都心回帰」時代の名古屋市都心部における地域コミュニティの現状　マンション住民を焦点として　『評論・社
会科学』113号　抜刷

同志社大学　社会学会 2015 山崎仁朗先生寄贈書

5171 全国市町村の類型化と地域分析　長期金融 農林漁業金融公庫 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5172 ニューパブリック・マネジメントと自治体の選択　日本都市センターブックレットNO3 財）日本都市センター 2001 山崎仁朗先生寄贈書



5173 都市の安全を考える　コミュニティの犯罪予防と自治体の取り組み　日本都市センターブックレットNO8 財）日本都市センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5174 『自治体法務と自治基本条例』　地域からのルール設計　日本都市センターブックレットNO 財）日本都市センター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5175 分権時代の自治体税制～諸外国の都市税制の動向と自治体の税収確保～ 財）日本都市センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5176 自治体改革の新潮流～行財政改革の視点と手法～ 財）日本都市センター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5177 地域自立のためのまちづくり-大学の地域貢献のありかたを考える-都市行財政問題懇談会２００3年度実施報
告書

財）日本都市センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5178 分権型社会における自治体法務　その視点と基本フレーム　自治体法務・政策法務に関する調査研究　最終
報告

財）日本都市センター 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5179 分権時代の都市整備の課題と方向－大都市と地方都市、そして公共事業改革の視点から－　全国市立大学
所属研究者・都市行政問題懇談会　平成11年度実施報告書

財）日本都市センター 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5180 分権時代の高齢者福祉・地域介護政策の課題と方向－都市自治体と社会的セーフネット整備の視点から－
全国市立大学所属研究者・都市行財政問題懇談会平成12年度実施報告書

財）日本都市センター 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5181 地方分権の新潮流－第２・第３の分権改革を目指して－全国市立大学所属研究者・都市行財政問題懇談会
平成１３年度実施報告

財）日本都市センター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5182 障害のある人の社会福祉学 竹原健二 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5183 現代福祉学の探求 竹原健二 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5184 現代社会福祉学 竹原健二 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5185 在宅福祉　社協サイドのアプローチ 沢田清方 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5186 小地域社会福祉活動　高齢化社会を地域から支える 沢田清方 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5187 社会福祉の推進 長崎大学生涯学習教育研究センター 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5188 地域福祉の実践に学ぶ 土橋敏孝 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5189 現代地域福祉論 竹原健二 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5190 現代福祉学の展開 竹原健二 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5191 現代障害者福祉学 竹原健二 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5192 現代地域福祉学 竹原健二 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5193 京まち工房　情報交換誌NO７　京都都心で進む、まちと共生する土地利用の開発手法 財）京都市景観・まちづくりセンター 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5194 京まち工房　情報交換誌NO10　地域と共生する土地利用の基本構想まとまる 財）京都市景観・まちづくりセンター 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5195 京まち工房　情報交換誌NO11　京町家からはじまる京都の新世紀「京町家再生プラン」発表 財）京都市景観・まちづくりセンター 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5196 京まち工房　情報交換誌NO12　広がっています。地域のまちづくり 財）京都市景観・まちづくりセンター 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5197 京まち工房　情報交換誌NO13　まちなかを歩く日 財）京都市景観・まちづくりセンター 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5198 京まち工房　情報交換誌NO15　パートナーシップで取り組む「まちなみ住宅」 財）京都市景観・まちづくりセンター 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5199 京まち工房　情報交換誌NO18　「出会い」「交流」から広がるパートナーシップによるまちづくり 財）京都市景観・まちづくりセンター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5200 京まち工房　情報交換誌NO19　各区の夢広がるまちづくり 財）京都市景観・まちづくりセンター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5201 京まち工房　情報交換誌NO20　地域と共生する土地利用から、パートナーシップのまちづくり 財）京都市景観・まちづくりセンター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5202 京まち工房　情報交換誌NO21　もっと育てよう京都のまちづくり 財）京都市景観・まちづくりセンター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5203 京町家のリフォーム　住宅金融公庫融資・京都市総合住宅資金融資のご案内 京都市都市計画局 山崎仁朗先生寄贈書

5204 京町家　改修の手引き 京都府建築工業協同組合 山崎仁朗先生寄贈書

5205 京町家マップ　まちなか編 NPOうつくしい京都 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5206 京都町家再生プラン－くらし・空間・まち－　パンフレット 京都市都市計画局都市企画部都市づくり推進課 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5207 財団法人　京都市景観・まちづくりセンター 財）京都市景観・まちづくりセンター 山崎仁朗先生寄贈書

5208 新版町家型共同住宅設計ガイドブック（モデル参考事例集付）
町家型共同住宅研究会
京都市

1996 山崎仁朗先生寄贈書

5209 京町家再生プラン－くらし・空間・まち－ 京都市 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5210 京都関係町家再生に関するパンフレット等　７種 山崎仁朗先生寄贈書

5211 フィンランドにおけるサーミの現状 北海道大学大学院教育学研究室教育社会学研究室 2016 山崎仁朗先生寄贈書

5212 白糠町におけるアイヌ民族の現状と地域住民 北海道大学大学院教育学研究室教育社会学研究室 2015 山崎仁朗先生寄贈書

5213 先住民族多住地域の社会学的研究－札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町を対象にして－ 北海道大学大学院教育学研究室教育社会学研究室 2016 山崎仁朗先生寄贈書

5214 スウェーデン・サーミの生活と意識－国際郵送調査からみるサーミの教育、差別、民族・政治意識。、メディア
－

札幌国際大学短期大学部幼児教育保育学科 山崎仁朗先生寄贈書

5215 アイヌ民族多住地域住民調査報告書その４　地域住民のアイヌ政策への評価とアイヌの人々との社会関係　-
札幌市とむかわ町を対象にして－

北海道大学アイヌ・先住民研究センター 2015 山崎仁朗先生寄贈書



5216 名古屋大学文学部社会学研究室社会調査報告書8　伊勢湾台風調査報告書（1）伊勢湾台風をどう体験した
か

名古屋大学文学部社会学研究室 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5217 東日本大震災における支援活動と地域社会－岩手県大船渡市を中心に－「社会と基盤」研究会・岩手班報告
書

山本唯人　編 2014 山崎仁朗先生寄贈書

5218 市町村合併の展開過程における住民の行動と意識－群馬県榛名地区を事例として－ 新藤　慶 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5219 住民の視点からみた市町村合併の展開過程と合併度の状況－岡山県新見市の事例を通して－ 新藤　慶 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5220 市町村合併をめぐる住民の意識と関わり－群馬県富士見地区を事例として－ 新藤　慶 2010 山崎仁朗先生寄贈書

5221 金融を中心として地域の景況～地域の景況感に浸透する金融不安～ DIR(大和総研グループ） 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5222 消費者金融（サラ金）とテレビＣＭ－横行する悪徳商法。問われるメディアの責任－ 岐阜大学地域科学部中村梧郎ゼミ 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5223 地域協学型の風土保全教育プログラム－ぎふ公民館大学－成果報告書 岐阜大学 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5224 地方都市における資源動員のあり方とネットワークに関する実証的研究　平成７年科研費補助金研究成果報
告書

米田　公則 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5225 北海道における農業経営の共同・協業化と農村家族　女満別の研究Ⅱ 白樫　久　　永田　尚子 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5226 都市コミュニティの高齢化と社会的ネットワーク 松本　康　編 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5227 都市インナーエリアにおける再開発とコミュニティ形成のあり方に関する研究－岐阜市日ノ本地区を事例とし
て－

河田　久未子 山崎仁朗先生寄贈書

5228 「刈谷市のまちづくりと市民活動に関する調査」報告書　科研費補助金研究成果報告書 丹辺　宣彦 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5229 海と山は連携できるか？－鴨川市調査報告書2011－ 中央大学法学部中澤秀雄研究室 山崎仁朗先生寄贈書

5230 学校統廃合の動向と今後の課題－2000年以降を中心に－ 新藤　慶 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5231 「平成の大合併」の展開と地域社会の教育への影響に関する一試論 新藤　慶 2012 山崎仁朗先生寄贈書

5232 魅力ある岐阜圏域の創造をめざして－中核都市圏地域活性化シンポジウム－資料集 十六銀行・岐阜大学産学連携地域活性化研究会 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5233 21世紀の「岐阜地域力」を創る－中核都市圏地域かっせえいかシンポジウム－資料集 十六銀行・岐阜大学産学連携地域活性化研究会 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5234 平成１５年度　地域学実習報告書　検証・核廃棄物地層処分-東濃における地層処分研究の進行とその問題
点－

岐阜大学地域科学部・中村教室 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5235 都市のユニバーサリズム、ナショナリズム、ローカリズム－都市の本質的ななりたちに関する基盤的研究-
『第１分冊　総合編』

浅野　慎一 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5236 都市のユニバーサリズム、ナショナリズム、ローカリズム－都市の本質的ななりたちに関する基盤的研究-
『第２分冊　篠山編』

浅野　慎一 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5237 グローバル・シティ・リージョンズとしての日本都市の現状と可能性に関する研究 玉野　和志 2012 山崎仁朗先生寄贈書

5238 都市の構造転換とコミュニティの変容に関する実証的研究 玉野　和志 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5239 「超高齢化地域のあり方」調査報告書 三重県政策部企画室 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5240 「農山村コミュニティ」に関する調査報告書 三重県政策部企画室 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5241 知的財産権を活用して農業振興の可能性　経済地理学年法　抜刷 林　琢也 2015 山崎仁朗先生寄贈書

5242 Ｈｅｌｌｏ！菜の花プロジェクト　地域資源循環サイクル活動 菜の花エコライフネットワーク 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5243 ２００７年度社会調査実習報告書　地方分権化時代の地域社会の変容　豊田市・足助地域会議とわくわく事業 中京大学社会学部　小木曽洋司ゼミ 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5244 人口減少地域における定住促進施策とＩターン者の動向－京都府綾部市における調査から－『評論・社会科
学』抜刷

鯵坂学・河野健男・松宮朝 2016 山崎仁朗先生寄贈書

5245 ニュータウン　それから物語 朝日新聞特集記事 2008 山崎仁朗先生寄贈書

5246 ダウンサイジング日本　少子高齢化の衝撃 朝日新聞特集記事 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5247 障害児・者と母たちの生涯を健やかに　「まちづくり」としてのさつき福祉会総合（１０カ年）計画　障害児・者等とその介護者のくらしと健康に関する実態調査報告書社会福祉法人さつき福祉会総合（10ヵ年）計画策定委員会 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5248 シンクタンク福島ＲＥＰＯＲＴ　NO13 シンクタンク福島 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5249 2005年社会調査実習報告書　押し出された郊外か　目標としての郊外か？ 千葉大学文学部行動科学科社会学研究室 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5250 現代地方都市における「ローカルな調整様式」の社会学的調査研究 貝沼洵 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5251 名古屋大学文学部社会学研究室社会調査実習報告書３　名古屋における都市中心地区の変貌－都心回帰
と都市づくり（2）－

名古屋大学文学部社会学研究室 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5252 コミュニティ政策を学ぶ 愛知学泉大学コミュニティ政策学部 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5253 共通論題「まちづくりと地域経済の再生」報告及び討論　「地域経済学研究」第13号抜刷 佐々木雅幸・山川允夫・岡田知弘他５名 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5254 2003年度　愛知県人にやさしい街づくり連続講座記録集 NPOひとにやさしいまちづくりネットワーク東海 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5255 2004年度　愛知県人にやさしい街づくり連続講座記録集 NPOひとにやさしいまちづくりネットワーク東海 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5256 アーバンアドバンス　世界に誇れる交流都市 財）名古屋都市センター 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5257 空き家対策右地域守りに関する調査研究　RENOVATION2016新しい不動産業を目指して 公益法人全国宅地建物取引業協会 2016 山崎仁朗先生寄贈書

5258 社会福祉労働者政策　ホームヘルパーの労働・生活・健康の質を規定する社会的条件 高木　和美 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5259 名古屋大都市圏をモデルにして持続可能な地域政策のための基礎研究－人口減少時代のコンパクト都市圏
モデルを目指して－

阿部　亮吉（代表研究者） 2015 山崎仁朗先生寄贈書



5260 名古屋都市圏における都市機能分化・複合化と地域社会の再編 中田実（代表研究者） 1989 山崎仁朗先生寄贈書

5261 「共生と交流」に時代における都市政治に関する社会学的調査研究－地方都市における「開発」と「社会統合」
をめぐって－〔岐阜県関市－「地場産業都市から地域産業都市へ」〕

貝沼洵 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5262 笠原町の地場産業とまちづくり－21世紀をめざして－ 名古屋大学文学部社会学研究室 1990 山崎仁朗先生寄贈書

5263 国家プロジェクトと地方都市－２１世紀時まちづくり調査－ 名古屋大学文学部社会学研究室 1898 山崎仁朗先生寄贈書

5264 可児市のまりづくり－都市形成の主体をめぐって- 名古屋大学文学部社会学研究室 1987 山崎仁朗先生寄贈書

5265 高度情報化社会における地方核都市の構造と展望－中間報告- 名古屋大学文学部社会学研究室 1986 山崎仁朗先生寄贈書

5266 交通と社会-川と道の社会史－大垣市地域社会調査報告 名古屋大学文学部社会学研究室 1986 山崎仁朗先生寄贈書

5267 地域社会の変容と統合過程の研究－岐阜県可児市調査報告－ 名古屋大学文学部社会学研究室 1985 山崎仁朗先生寄贈書

5268 現代日本の地域社会の構造分析－「転換期」の産業・労働・地域－ 北川隆吉（研究代表者） 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5269 「共生と交流」に時代における都市政治に関する社会学的調査研究－地方都市における「開発」と「社会統合」
をめぐって－

貝沼洵（研究代表者） 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5270 「共生と交流」に時代における都市政治に関する社会学的調査研究－地方都市における「開発」と「社会統合」
をめぐって－〔岐阜県関市－「地場産業都市から地域産業都市へ」〕

貝沼洵（研究代表者） 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5271 瑞浪市における地域づくりとC.Iの勧め方－住民意識調査－ 北川隆吉（研究代表者） 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5272 『変革における《ライフロング・ラーニング》の社会的意味と社会的役割』－その重層的構造の解明と地域社会における教育改革の具体化に向けて－小林　甫 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5273 各務原市史　史料編近代・現代 各務原市 1986 山崎仁朗先生寄贈書

5274 岐阜県人物地図１ 中日新聞社 1974 山崎仁朗先生寄贈書

5275 岐阜県人物地図２ 中日新聞社 1974 山崎仁朗先生寄贈書

5276 岐阜県人物地図３ 中日新聞社 1974 山崎仁朗先生寄贈書

5277 岐阜県人物地図４ 中日新聞社 1974 山崎仁朗先生寄贈書

5278 ソーシャル・キャピタル研究支援業務成果報告書 岐阜市市民参画政策課・岐阜大学地域科学山崎研究室 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5279 ソーシャル・キャピタル研究支援業務　資料集 岐阜市市民参画政策課・岐阜大学地域科学山崎研究室 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5280 地域のソーシャル・キャピタル推進事業（平成２４年度）成果報告書 岐阜市市民参画政策課・岐阜大学地域科学山崎研究室 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5281 地域のソーシャル・キャピタル推進事業（平成２５年度）成果報告書 岐阜市市民参画政策課・岐阜大学地域科学山崎研究室 2014 山崎仁朗先生寄贈書

5282 地域のソーシャル・キャピタル推進事業（平成２６年度）成果報告書(資料編） 山崎仁朗先生寄贈書

5283 ひだ白川郷電話帳 白川村 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5284 ひだの白川（社会科副読本） 白川村社会科研究員会 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5285 世界遺産・白川郷の持続的保全方法に関する研究－自然と人間の共存・共生する新しい道を求めて－ 合田昭二（代表研究者） 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5286 SHIRAKAWAうるおいと安らぎのある住みよい郷　白川村第四次総合計画 白川村 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5287 白川郷の伝説と民話 西野機繁 1976 山崎仁朗先生寄贈書

5288 飛騨白川村の食生活－民俗栄養学序説－ 小瀬洋喜 1951 山崎仁朗先生寄贈書

5289 合掌造り　くらしと風土 岩田慶治 1970 山崎仁朗先生寄贈書

5290 新装版　飛騨白川村 江馬美枝子 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5291 かみのほむかし話 上之保村昔話編集委員会　編 1982 山崎仁朗先生寄贈書

5292 なつかしい上之保村の写真集 上之保村教育委員会 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5293 関市の工業　平成３年度版 関市 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5294 関市の工業　平成４年度版 関市 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5295 関市の工業　平成５年度版 関市 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5296 関市の工業　平成６年度版 関市 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5297 関市の工業　平成７年度版 関市 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5298 関市の工業　平成８年度版 関市 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5299 「鉄と日本刀」関市の刃物の歴史 日本輸出刃物工業組合 1974 山崎仁朗先生寄贈書

5300 統計書関市 関市 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5301 統計書関市 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5302 統計書関市 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5303 統計書関市 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5304 事業報告書　収支決算書 関商工会議所 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5305 事業報告書　収支決算書 関商工会議所 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5306 事業報告書　収支決算書 関商工会議所 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5307 事業報告書　収支決算書 関商工会議所 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5308 せき２１世紀ビジョン－“未来創造路”の実現をめざして 関市 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5309 SEKI 21CENTURY VISION せき21世紀ビジョン 関市 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5310 せきシンボルマークデザインマニュアル　ＰＲダイジェスト版 関市 1994 山崎仁朗先生寄贈書



5311 せき交流プラン21　関市第三次総合計画　ダイジェスト版 関市 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5312 せき交流プラン21　関市第三次総合計画’96-2005 関市 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5313 明るく住みよい産業文化都市をめざして　関市第２次総合計画ダイジェスト版 関市 1961 山崎仁朗先生寄贈書

5314 SEKI 1992　道はここから東へ西へ 山崎仁朗先生寄贈書

5315 ９１わたしと市政　便利帳 関市 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5316 ＭＩＴＳＵＢＯＳＨＩ　会社案内 三ツ星刃物 山崎仁朗先生寄贈書

5317 平成６年市政のあらあまし 関市議会事務局 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5318 平成７年市政のあらあまし 関市議会事務局 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5319 特定中小企業集積活性化支援事業実績報告書 岐阜県中小企業振興公社 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5320 山県郡の概況　平成９年度 山県県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5321 ここは、どこ。じつは、おとなりです。　やまがたニューリゾート読本 山崎仁朗先生寄贈書

5322 ＴＡＫＡＴＯＭＩ人・自然・未来・21世紀にまっしぐら　香りのまち・たかとみ　1998高富町・町勢要覧 高富町役場企画課 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5323 自治研ぎふ　山県郡３町村合併問題を考える　71号 岐阜県地方自治研究センター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5324 第四次高富町総合計画　住みよいふるさと高富創造プラン後期基本計画　 高富町役場企画課 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5325 第四次高富町総合計画　住みよいふるさと高富創造プラン後期基本計画　　ダイジェスト版 高富町役場企画課 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5326 美山町第四次総合計画　後期基本計画　’01-’05 美山町役場企画財政課 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5327 みやま　合併45周年記念　美山町町勢要覧2000 美山町役場企画財政課 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5328 みやま　合併45周年記念　美山町町勢要覧2000資料編 美山町役場企画財政課 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5329 美山町新エネルギービジョン　地球にやさしい地域づくり 美山町役場産業課 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5330 美山町新エネルギービジョン　地球にやさしい地域づくり　ダイジェスト版 美山町役場産業課 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5331 御嵩町の絶滅のおそれのある野生生物　御嵩町版レッドデータブック2007（鳥類、蝶類、植物、魚類、貝類編） 御嵩町 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5332 御嵩町環境基本計画 御嵩町 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5333 襲われて　産廃の闇、自治の光 柳川喜郎 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5334 検証　岐阜県史問題　なぜ御嵩産廃問題は掲載されなかったのか 伊藤達也 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5335 ドキュメント住民投票「産廃ノー！」御嵩町の決断 朝日新聞名古屋社会部 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5336 岐阜県御嵩町からの発信　木曽川を守る 山崎仁朗先生寄贈書

5337 町長襲撃　産廃とテロに揺れた町 朝日新聞名古屋社会部 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5338 御嵩町史　通史編　現代 御嵩町教育委員会 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5339 郷土みたけ　　社会科副読本 御嵩町教育委員会 1979 山崎仁朗先生寄贈書

5340 輪中　日本の歴史地理10 伊藤安男・青木伸好 1987 山崎仁朗先生寄贈書

5341 増補改訂版濃尾に於ける輪中の私的研究 松尾國松　 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5342 建設省中部地方建設局監修　木曽三川　その治水と利水 国都開発調査会 1983 山崎仁朗先生寄贈書

5343 平田町の文化財 平田町教育委員会 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5344 Ｈ11年度岐阜大学地域科学部地域学実習報告書
平田町におけるまちづくりの現状と課題

岐阜大学地域科学部　白樫久　山崎仁朗　中井健一　黒田
学

2000 山崎仁朗先生寄贈書

5345 平田町第三次総合計画1994-2003 平田町 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5346 回想　ひるがの　ひるがの開拓 福手豊丸 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5347 高鷲村　むらづくり提言書～長良川源流に育つ、「心」豊かな村～ 高鷲村むらづくり委員会 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5348 郡上に会いに行こう ＮＰＯメタセコイアの仲間たち 山崎仁朗先生寄贈書

5349 岐阜大学・風土保全教育プログラム　「和良公民館大学」１８年度活動レポート－田舎暮らしの良さと風土再発
見－

岐阜大学地域科学部 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5350 おなびっ子　閉校記念誌 八幡町立小那比小学校 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5351 新山村振興等農林漁業特別対策事業　八幡町山村等活性化ビジョン 八幡町山村活性化推進協議会 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5352 ふるさと～横野歴史本～ 郡上市和良町横野自治会 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5353 高鷲村勢要覧2002　高鷲村森世紀 高鷲村企画財政課 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5354 高鷲村勢要覧2002　高鷲村森世紀　資料編 高鷲村企画財政課 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5355 岩野田小学校１００周年記念誌 岩野田小学校１００周年記念実行委員会 1973 山崎仁朗先生寄贈書

5356 岐阜市総合計画策定のための市民意識調査報告書 岐阜市企画部総合政策室・岐阜大学地域科学部 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5357 岐阜県における住宅団地のくらしの課題と生協の役割　岐阜市大洞地区（芥見東・芥見南校区）を事例として くらしの調査委員会 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5358 岐阜を考える　2001・ＮＯ110特集　市町村合併を考える 財）岐阜県産業振興センター 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5359 我がふるさと芥見東４０年のあゆみ　絆 芥見東自治会連合会 2014 山崎仁朗先生寄贈書



5360 芥見南自治会連合会２０周年記念誌 芥見南自治会連合会創立２０周年記念事業実行委員会 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5361 我がふるさと芥見東２０年のあゆみ　 芥見比嘉氏校区設立２０周年記念事業実行委員会 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5362 神田町通り修景構想策定事業報告書 勝田町通り修景構想策定委員会 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5363 岐阜市の商業　平成９年商業統計調査結果 岐阜市 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5364 会員名簿 社）岐阜ファッション産業連合会 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5365 会員名簿 社）岐阜ファッション産業連合会 ？ 山崎仁朗先生寄贈書

5366 商店街振興組合設立のマニュアル 岐阜市商店街振興組合連合会 山崎仁朗先生寄贈書

5367 岐阜ファッション産業発展史　社）岐阜ファッション産業連合会設立２０周年記念 社）岐阜ファッション産業連合会 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5368 岐阜市中心部地域　都市・居住環境整備基本計画 岐阜市 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5369 岐阜市第四次総合計画　基本構想 岐阜市 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5370 岐阜市協働のまちづくり指針　みんなで織りなす、明日へのシナリオ「全六幕　二十一場」 岐阜市市民参画部市民協働推進室 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5371 京まちだより　創刊号　 京まちづくりの会 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5372 おかげさま今日も明日も元気　ぎふ市民健康基本計画 岐阜市 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5373 融和と団結を誇る　岐阜ユーモア会　　第400回記念 岐阜ユーモア会（黒野） 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5374 ようこそ岐阜市へ　ようこそ岐阜物語へ ？ ？ 山崎仁朗先生寄贈書

5375 岐阜市における夜間靑物市場に關する調査 岐阜市農會 1930 山崎仁朗先生寄贈書

5376 小川市に関すること　（黒野） 郷孝夫　著 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5377 岐阜アパレル産地の形成－証言集・孵卵器としてのハルピン街－朝日大学産業情報研究所叢書７ 荻久保喜章　根岸秀行 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5378 〈住民主体のまちづくり手引き〉地域力創成モデル事業～自治的コミュニティへのアプローチ～ 岐阜市 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5379 岐阜市第四次総合計画後期基本計画策定にかかる市民意識調査分析報告書 岐阜市 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5380 ぎふ躍動プラン・21　人・まち・自然　個性輝く市民協働都市ぎふ　岐阜市総合計画　２００４ 岐阜市 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5381 地域の健康づくり「おかげさま」「楽しいね」地域健康計画策定集 岐阜市 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5382 目で見る岐阜市の１００年　 道下淳　監修 1990 山崎仁朗先生寄贈書

5383 岐阜畜産センター利用と整備に関するアンケート調査　将来構想検討委員会のまとめ 岐阜市農林部畜産課・岐阜大学地域科学部 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5384 市町村合併に関する調査研究　報告書 岐阜市 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5385 21世紀の「地域力」を創る－大都市近郊圏のまちづくり　ぎふまちづくりセンターブックレット１ 西村　貢 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5386 岐阜市内全商店　ガイドマップ 岐阜市商店街振興会連合会 1989 山崎仁朗先生寄贈書

5387 まちづくりセンターは役だっているか　第三者評価と今後の展望 ぎふまちづくりセンター 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5388 ぎふ・まちづくり研究２００５ ぎふまちづくりセンター 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5389 ぎふ・まちづくり研究　平成１６年度 ぎふまちづくりセンター 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5390 岐阜圏域のまちづくり　平成１５年度まちづくりセンター活動報告 ぎふまちづくりセンター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5391 くろのの女 黒野女性史研究会 1985 山崎仁朗先生寄贈書

5392 長良橋事件の眞相 木下靑嶂　著 1956 山崎仁朗先生寄贈書

5393 岐阜市黒野史誌 黒野史誌編集委員会 1987 山崎仁朗先生寄贈書

5394 男爵郷誠之助君傳 財）郷男爵記念會 1943 山崎仁朗先生寄贈書

5395 金華小百話 鷲見　礼司 1975 山崎仁朗先生寄贈書

5396 金華小学校閉校記念誌　ありがとう1873-2008 金華小学校ＰＴＡ 2008 山崎仁朗先生寄贈書

5397 金華史誌 金華史誌編集委員会 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5398 わたしたちの子供のころの金華の町 金華一二三会・監修岐阜大学地域科学部 2012 山崎仁朗先生寄贈書

5399 岐阜市のさんぽ　校区別散歩コース集 校区健康散歩コース選定員会 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5400 岐阜市総合計画ぎふ躍動プラン・２１　2008-2012 岐阜市企画部 2008 山崎仁朗先生寄贈書

5401 岐阜市総合計画ぎふ躍動プラン・２１　2008-2012　概要版 岐阜市企画部 2008 山崎仁朗先生寄贈書

5402 岐阜市総合計画ぎふ躍動プラン・２１　2013-2017 岐阜市企画部 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5403 岐阜市総合計画ぎふ躍動プラン・２１　2013-2017　概要版 岐阜市企画部 2013 山崎仁朗先生寄贈書

5404 古今金華 ＯＲＧＡＮと仲間たち 山崎仁朗先生寄贈書

5405 ふるさとの記　幼き頃の思い出　昭和初めの岐阜市・金華の暮らし 金華一二三会・監修岐阜大学地域科学部 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5406 魅力伊奈波界隈 伊奈波界隈まちづくり会編集 山崎仁朗先生寄贈書

5407 先駆けのまち　岐阜 水野　耕嗣 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5408 岐阜市地域福祉計画●誰もが心豊かに安心して暮らせる地域社会の創造●2004-2008 岐阜市市民福祉部 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5409 生涯学習のすすめ市民生きがいプラン　岐阜市生涯学習基本計画1997-2009 岐阜市生涯学習推進室 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5410 岐阜市自治会百科事典 岐阜市自治会連絡協議会 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5411 美しく豊かな生活都市岐阜　岐阜市第四次総合計画　前期基本計画平成８年度－平成１４年度 岐阜市総合企画部総合企画課 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5412 都心北部地区まちづくり事業調査関連業務委託報告書 岐阜市都市計画部　市街地整備局　まちづくり課　財）都市みらい推進機構 2003 山崎仁朗先生寄贈書



5413 旧中川原町並調査報告書－湊町・玉井町・元浜町－ 岐阜市教育委員会 1981 山崎仁朗先生寄贈書

5414 岐阜圏域のまちづくり　平成１３年ぎふまちづくりセンター活動報告 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5415 岐阜圏域のまちづくり　平成１４年ぎふまちづくりセンター活動報告　第２集 ぎふまちづくりセンター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5416 見なおしたい、伝えたい　加納　中山道・加納城・和傘のまち 加納景観まちづくり実行委員会 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5417 あなたの岐阜公園・歴史物語　信長と岐阜　金華山　岐阜の城下町 ぎふまちづくりセンター 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5418 岐阜市金華地区における「空き家調査」＆「たまり場」づくり成果報告書 山崎　仁朗 山崎仁朗先生寄贈書

5419 平成１６年度ぎふまちづくりカレッジ　活動記録 ぎふまちづくりカレッジ実行委員会 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5420 平成１７年度ぎふまちづくりカレッジ　活動記録 ぎふまちづくりカレッジ実行委員会 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5421 第１９回風景の会　絵画展　ぎふ三十六景を描く 風景の会 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5422 岐阜市の人口　平成１７年国勢調査結果 岐阜市企画部統計分析課 2008 山崎仁朗先生寄贈書

5423 岐阜市都市景観形成基本計画 岐阜市都市計画部景観整備課 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5424 岐阜市「協働のまちづくり指針」作成のためのアンケート調査報告書 岐阜市市民協働推進室 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5425 岐阜大学統合地周辺の環境に関する研究 野村忠夫 1985 山崎仁朗先生寄贈書

5426 わたしたちのまち　ながら 岐阜市立長良・長良西・長良東小学校 1984 山崎仁朗先生寄贈書

5427 神輿大好き 伊藤泰雄 2015 山崎仁朗先生寄贈書

5428 岐阜市総合計画策定に係る市民意識調査・市民討議会報告書 岐阜市企画部総合政策課・岐阜大学地域科学部 2012 山崎仁朗先生寄贈書

5429 若者まりづくりシンポジウム 若者まちづくりシンポジウム実行委員会 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5430 伝説と歴史の谷間（本コピー） 郷　浩 1986 山崎仁朗先生寄贈書

5431 国盗り物語原本　岐阜城物語 郷　浩 1982 山崎仁朗先生寄贈書

5432 「２１世紀の飛騨・高山のあらたな挑戦」政策提言集 高山市企画調整部企画課 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5433 高山市第六次総合計画　1996-2005 高山市企画調整部企画財政課 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5434 高山市第六次総合計画－調査・分析編－ 高山市企画調整部企画財政課 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5435 高山市のあらまし　平成８年度版 高山市企画調整部企画課 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5436 高山市小学校社会科資料集　飛騨の高山　３年生用 高山市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5437 高山市小学校社会科資料集　飛騨の高山　４年生用 高山市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5438 高山市小学校社会科資料集　飛騨の高山　５・６年生用 高山市教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5439 飛騨地方拠点都市地域基本計画～世界民俗文化首都をめざして～　岐阜県飛騨地域（高山市・大野郡・吉城郡）飛騨地域広域行政事務組合 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5440 ９８　ひだ職場ガイド　飛騨地区企業フルラインナップ 財）飛騨地域地場産業振興センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5441 飛騨地区広域行政事務組合の概要　平成９年度版 飛騨地域広域行政事務組合 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5442 飛騨家具の現状と課題について　飛騨家具研究会報告 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5443 インターネットを介した見守りシステムによる高齢者生活支援と地域コミュニティ再生の可能性に関する研究　帰路集山崎　仁朗 2015 山崎仁朗先生寄贈書

5444 ９７飛騨・奥美濃イベントカレンダー 建設省　高山国道工事事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5445 長良川おんぱくガイドブック　2012 山崎仁朗先生寄贈書

5446 長良川まんぱくガイドブック　2013 山崎仁朗先生寄贈書

5447 みんなでつくろう！総合型地域スポーツクラブ 文科省 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5448 美しい国まちづくりのために　景観法の概要 国交省都市・地域整備局都市計画課 山崎仁朗先生寄贈書

5449 ぎふ　まちづくり応援プラン　自立と連携によるまちづくりを応援します！ 岐阜県 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5450 ぎふ　まちづくり応援プラン別冊　　まちづくり事例集 岐阜県 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5451 白山文化手帖 岐阜県博物館協会 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5452 広告た語るみの・ひだの近代化 岐阜県歴史資料保存協会 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5453 生活困窮者のための社会的居場所づくり事業（サロンよりみり事業）　２０１４年活動報告書 ＮＰＯぎふＮＰＯセンター 2014 山崎仁朗先生寄贈書

5454 岐阜県産業経済研究センター　中小企業情報センター　小売商業支援センターご案内 財）岐阜県産業経済研究センター 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5455 岐阜県の産業経済情報誌　岐阜を考える　２１世紀の物流と地域の役割　1997vol95 財）岐阜県産業経済研究センター 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5456 岐阜県の産業経済情報誌　岐阜を考える　２１世紀の岐阜を考える　1998増刊97 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5457 岐阜県の産業経済情報誌　岐阜を考える　景気動向と岐阜県　1998ｖｏｌ98 財）岐阜県産業経済研究センター 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5458 岐阜を考える　いま、なぜ少子化を考えるのか　1998　ｖｏｌ99 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5459 岐阜を考える　２１世紀の岐阜を考える－団塊の世代の課題－　1999　ｖｏｌ100 財）岐阜県産業経済研究センター 山崎仁朗先生寄贈書

5460 岐阜を考える　多自然居住地域のありようを考える　1999　ｖｏｌ101 財）岐阜県産業経済研究センター 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5461 県内企業トップが語る２０００年の経済はこうなる!!～２０００年の岐阜県経済を考える～ 財）岐阜県産業経済研究センター 2000 山崎仁朗先生寄贈書

5462 楽市楽座　１９９８年度１号（Ｎｏ.22） 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5463 楽市楽座　１９９８年度２号（Ｎｏ.23） 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5464 楽市楽座　１９９８年度３号（Ｎｏ.24） 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5465 楽市楽座　１９９８年度４号（Ｎｏ.25） 財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書



5466 楽市楽座　１９９９年度１号（Ｎｏ.26） 財）岐阜県産業経済研究センター 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5467 「岐阜県都市再生専門家会議」資料集成 財）岐阜県産業経済研究センター 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5468 中心市街地活性化の動向と展望－21世紀の岐阜を考える－ 大西隆（東京大学先端科学技術センター） 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5469 21世紀の岐阜を考える　大ロンドン庁の新設－ＧＬＣからＧＬＡへ ディビッド・ハッチンソン（ロンドンリサーチセンター）・名執潔（名古屋大学工学部）1999 山崎仁朗先生寄贈書

5470 「都市の賑わいイメージに関するアンケート調査」集計結果 財）岐阜県産業経済研究センター 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5471 ２１世紀の市町村行財政への提言～住民のための地方自治の実現を目指して～ 岐阜県市町村行財政委員会 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5472 ２１世紀の市町村行財政への提言（要約版）～住民のための地方自治の実現を目指して～ 岐阜県市町村行財政委員会 山崎仁朗先生寄贈書

5473 ２１世紀の市町村行財政への提言（資料編）～市町村横並び比較試案～ 岐阜県市町村行財政委員会 山崎仁朗先生寄贈書

5474 岐阜県第五次総合計画　日本一住みよいふるさと岐阜県づくり　平成６年度－平成１０年度 岐阜県企画部企画調整課 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5475 ＧＲＣ　ＲＥＰＯＲＴ　アジアの経済発展と岐阜県産業の国際化支援 財）岐阜県産業経済研究センター 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5476 ＧＲＣ　ＲＥＰＯＲＴ　ファーストアパレル岐阜フォーラム報告 財）岐阜県産業経済研究センター 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5477 ＧＲＣ　ＲＥＰＯＲＴ　ぎふものづくり基盤研究会報告 財）岐阜県産業経済研究センター 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5478 ＤＥＳＩＧＮ　ｆｒｏｍ　ＨＩＤＡ　岐阜県地域産業集積中小企業等振興関連機関支援強化事業 財）岐阜県中小企業振興公社 山崎仁朗先生寄贈書

5479 岐阜県　行政資料目録　平成８年９月３０日現在 岐阜県企画部統計調査課 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5480 ２０２０年の岐阜県総合長期展望調査「２０２０岐阜」研究会中間報告 岐阜県・財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5481 ２０２０年の岐阜県総合長期展望調査「２０２０岐阜」研究会報告 岐阜県・財）岐阜県産業経済研究センター 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5482 岐阜県　伊奈波の概要　平成７年度版 伊奈波県事務所 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5483 岐阜県　郡上郡の概況　平成９年度版 郡上県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5484 岐阜県　東濃西部の概要　平成９年度版 土岐県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5485 岐阜県　揖斐郡の概況　平成８年度版 揖斐県事務所 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5486 岐阜県　管内概況　平成９年度版 武儀県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5487 岐阜県　可茂の概要　平成９年度版 可茂県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5488 岐阜県　恵那地域の概況　平成９年度版 恵那県事務所　恵那福祉事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5489 岐阜県　管内の概要　 西南濃県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5490 岐阜県　本巣の概況　平成９年度版 本巣県事務所・福祉事務所・農業改良普及センター 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5491 岐阜県　益田の概況　平成９年度版 益田県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5492 管内の概要　 飛騨県事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5493 飛騨地域活性化の方向と課題－観光リゾート開発を中心に－ 財）岐阜県シンクタンク 1992 山崎仁朗先生寄贈書

5494 平成９年度　都市計画基礎調査報告書　都市計画区域　岐阜市・川島町・岐南町・笠松町・柳津町・北方町・穂積町・巣南町・糸貫町・大垣市・垂井町・神戸町・安八町・墨俣町・多治見・羽島・各務原・可児岐阜県土木部都市計画課 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5495 平成１０年度　都市計画基礎調査報告書　都市計画区域　高山・関・中津川・美濃・瑞浪・恵那・美濃加茂・土岐・養老・関ヶ原・高富・八幡・坂祝・御嵩・笠原・下呂・古川岐阜県土木部都市計画課 1998 山崎仁朗先生寄贈書

5496 平成１１年度　都市計画基礎調査報告書　都市計画区域　海津・輪之内・八百津・神岡・揖斐 岐阜県土木部都市計画課 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5497 県土の良好な景観の形成に関して講じた施策に関する報告 岐阜県 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5498 景観関連資料集 岐阜県都市建設部都市政策課 2006 山崎仁朗先生寄贈書

5499 岐阜県景観形成規制・誘導マニュアル 岐阜県都市整備政策課 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5500 岐阜国道　ゆとり社会のための道づくり　 建設省中部地方建設局岐阜国道工事事務所 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5501 岐阜の宝もの　新たに発掘された２７のじまんの原石 岐阜県観光・ブランド振興課 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5502 ぎふ観光読本　いい旅・ふた旅・ぎふの旅 社）岐阜県観光連盟 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5503 浜松の商工業　平成５年３月 浜松市商工部 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5504 複合型産業都市浜松の社会過程分析 田野崎昭夫編 1986 山崎仁朗先生寄贈書

5505 平成６年度　市民のこえ　広聴・相談年報　No33 浜松市総務部広報課・市民生活部市民生活課 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5506 浜松市自治会長名簿　平成５年４月１日現在 浜松市自治会連合会 1993 山崎仁朗先生寄贈書

5507 第５３回浜松市統計書　平成４年版 浜松市 1991 山崎仁朗先生寄贈書

5508 産業と文化の調和ある豊かな人間都市づくり　平成６年度浜松市主要プロジェクトの概要 浜松市企画部企画課 1994 山崎仁朗先生寄贈書

5509 まちづくり市民活動の育成・支援のあり方に関する調査研究
岐阜経済大学地域経済研究所
大垣地域産業情報研究協議会

1999 山崎仁朗先生寄贈書

5510 清掃事業概要　平成９年度版 高山市市民環境部生活環境課清掃工場 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5511 木の大学をめざして　高山地域・学園都市・地区基本計画 1983 山崎仁朗先生寄贈書

5512 FUN・IN・FOREST「森の遊園地」飛騨・高山/２１世紀・観光ビジョン/松倉・見量地区・森林レジャー・基本計画 高山市企画調整部企画広報課 1983 山崎仁朗先生寄贈書

5513 平成「９年度　議会概要 高山市議会事務局 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5514 平成７年度　高山市の農業 高山市農林部 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5515 自然の恵みがいっぱい飛騨高山の農産物 高山市農林部 1995 山崎仁朗先生寄贈書

5516 宮川村の農業　 吉城郡宮川村 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5517 教育みやがわ　平成９年度 宮川村教育委員会 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5518 広報　みやがわ　Ｎｏ425 宮川村役場　企画振興課 1998 山崎仁朗先生寄贈書



5519 岐阜県吉城郡宮川村管内図　 宮川村役場 山崎仁朗先生寄贈書

5520 新山村振興等農林漁業特別対策事業　八幡町山村等活性化ビジョン 八幡町山村活性化推進協議会 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5521 みんなでつくるまち郡上八幡　水おどりと心のふるさと　第二次八幡町総合計画　Ｈ８-Ｈ17 八幡町 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5522 第二次八幡町総合計画前期実施計画　Ｈ９－Ｈ１３ 八幡町 1997 山崎仁朗先生寄贈書

5523 郡上八幡文化協会　三十年のあゆみ 和田　昌三 1996 山崎仁朗先生寄贈書

5524 調査レポート－岐阜県郡上郡八幡町地域を対象として－ 日本科学者開示　現代農村社会研究会 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5525 高鷲村むらづくり提言書～長良川の源流に育つ、「心」豊かな村 高鷲村むらづくり委員会 1999 山崎仁朗先生寄贈書

5526 人口急増都市における行政施策の課題とコミュニティづくり－調査報告２－ 可児市 1984 山崎仁朗先生寄贈書

5527 賤民の末裔　わが屈辱と抵抗の反省 北原　泰作 1974 山崎仁朗先生寄贈書

5528 北見市史　上巻 北見市史編さん委員会 1988 山崎仁朗先生寄贈書

5529 北見市史　下巻 北見市史編さん委員会 1983 山崎仁朗先生寄贈書

5530 北見市史　年表編 北見市史編さん委員会 1987 山崎仁朗先生寄贈書

5531 「川原町、長良川温泉、冬あかり」事業報告書 「川原町、長良川温泉、冬あかり」実行員会 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5532 地域環境の保全 木平　勇吉編 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5533 文化的近代を問う 稲生勝・津田雅夫・林正子・洞澤伸　著 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5534 浜ぼうふう　第十集 浜ぼうふうの会 山崎仁朗先生寄贈書

5535 東海社会論 牧野　由朗 1986 山崎仁朗先生寄贈書

5536 南山城・宇治地域を中心とする歴史遺産・文化的景観の研究 京都府立大学文学部歴史学科 2009 山崎仁朗先生寄贈書

5537 金華山・長良川まるごと博物館調査報告書 国交省　都市・地域整備局 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5538 四万十川流域文化的景観研究 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2011 山崎仁朗先生寄贈書

5539 滝呂台クリーンビレッジ自治会結成10周年記念誌 滝呂台グリーンビレッジ自治会 1988 山崎仁朗先生寄贈書

5540 統計たじみ　２００２年度 多治見市 山崎仁朗先生寄贈書

5541 多治見市の教育　平成１５年度版 多治見市教育委員会 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5542 多治見市高齢化に伴う需要予測調査報告書 多治見市・財）県産業経済振興センター 2003 山崎仁朗先生寄贈書

5543 多治見市高齢化に伴う需要予測調査報告書 多治見市・財）県産業経済振興センター 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5544 持続可能な地域社会づくりモデル調査報告書 厚労省政策統括官・多治見市 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5545 多治見市持続可能な地域社会づくりに伴う研究調査報告書 多治見市 2007 山崎仁朗先生寄贈書

5546 多治見市の都市計画　緑とふれあう美濃焼のまち 多治見市 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5547 平成１６年　たじみのふくし 多治見市健康福祉部 2004 山崎仁朗先生寄贈書

5548 多治見市都市計画マスタープラン 多治見市 2001 山崎仁朗先生寄贈書

5549 転換期におけるまちづくりと生涯学習システム 多治見市教育委員会・名古屋大学社会学研究室調査団 1987 山崎仁朗先生寄贈書

5550 多治見市のまちづくりと生涯学習システム 1988 山崎仁朗先生寄贈書

5551 市民の鼓動がひびくまち挑戦する都市－多治見市－　職員が語る地方自治体の現状と将来 多治見市 2002 山崎仁朗先生寄贈書

5552 挑戦する都市-多治見市　ＰａｒｔⅡ　多治見市から変える　職員が語る自治体の現状と展望 多治見市 2005 山崎仁朗先生寄贈書

5553 鈴木榮太郎著作集1 鈴木榮太郎 山崎仁朗先生寄贈書

5554 鈴木榮太郎著作集2 山崎仁朗先生寄贈書

5555 鈴木榮太郎著作集3 山崎仁朗先生寄贈書

5556 鈴木榮太郎著作集4 山崎仁朗先生寄贈書

5557 鈴木榮太郎著作集5 山崎仁朗先生寄贈書

5558 鈴木榮太郎著作集6 山崎仁朗先生寄贈書

5559 鈴木榮太郎著作集7 山崎仁朗先生寄贈書

5560 鈴木榮太郎著作集8 山崎仁朗先生寄贈書

5561 長良川　清流譜　 後藤亘 2017 写真集

5562 改訂増補統一版　岐阜県方言辞典（Ｈ26-28科研費基盤研究Ｃ）研究成果報告書 山田敏弘 2017 方言

5563 改訂増補統一版　岐阜県方言辞典　方言地図（Ｈ26-28科研費基盤研究Ｃ）研究成果報告書 山田敏弘 2017 方言

5564 幡元高木家の幕末（名古屋大学図書館2016秋季特別展　高木家文書展） 名古屋大学附属図書館 2016 展示図録

5565 幡元高木家の明治維新（名古屋大学図書館2017秋季特別展　高木家文書展） 2017 展示図録

5566 白山山麓　石徹白郷シリーズ13　いとしろ白山御師資料集 上村俊邦 2017 郷土史

5567 白山山麓　石徹白郷シリーズ1　 石徹白から別山への道 上村俊邦

5568 白山山麓　石徹白郷シリーズ2　 白山へのいま昔 上村俊邦

5569 白山山麓　石徹白郷シリーズ3　 白山の三馬場禅定道 上村俊邦

5570 白山山麓　石徹白郷シリーズ4　 上村俊邦

5571 白山山麓　石徹白郷シリーズ5　白山修験道の行者道 上村俊邦



5572 白山山麓　石徹白郷シリーズ6　白山信仰資料集 上村俊邦 2000
5573 白山山麓　石徹白郷シリーズ7 上村俊邦

5574 白山山麓　石徹白郷シリーズ9 上村俊邦

5575 白山山麓　石徹白郷シリーズ10 上村俊邦

5576 白山山麓　石徹白郷シリーズ11 上村俊邦

5577 白山山麓　石徹白郷シリーズ12 上村俊邦

5578 越県合併資料　石徹白合併鶏肋集 上村俊邦 1990
5579 白山麓　石徹白の歴史と民俗 石徹白　忠 1999
5580 郷土文化誌郡上Ⅱ　創刊号 2017
5581 地域の自治を回復させる為に～恵那市人口減少に関する提言～ 恵那市まちづくり市民協会 2017
5582 郡上　郷土文化誌　第２号 郡上郷土文化誌編集委員 1972
5583 郡上　郷土文化誌　第３号 郡上郷土文化誌編集委員 1973
5584 郡上　郷土文化誌　第４冊 郡上郷土文化誌編集委員 1974
5585 郡上　郷土文化誌　第５．６冊 郡上郷土文化誌編集委員 1976
5586 郡上　郷土文化誌　第７冊 郡上郷土文化誌編集委員 1979
5587 郡上　郷土文化誌　第８冊 郡上郷土文化誌編集委員 1981
5588 郡上　郷土文化誌　第９冊 郡上郷土文化誌編集委員 1986
5589 郡上Ⅱ　郷土文化誌　創刊号 郡上郷土文化誌編集委員 2017
5590 一宮市調査報告書 一宮市 1958
5591 戦災復興史 名古屋市戦災復興編集員会 1984
5592 名古屋市都市計画史（本編・図表篇・年表編）大正８-昭和４４ 名古屋市都市計画史編纂委員会 1999
5593 名古屋市都市計画史Ⅱ　昭和４５-平成１２　上巻 名古屋市都市計画史編集実行委員会 2017
5594 名古屋市都市計画史Ⅱ　昭和４５-平成１２　下巻 名古屋市都市計画史編集実行委員会 2017
5595 名古屋市都市計画史Ⅱ　昭和４５-平成１２　図表編・年表編 名古屋市都市計画史編集実行委員会 2017
5596 岐阜アパレル産地の形成－証言集・孵卵器としてのハルピン街－朝日大学産業情報研究所叢書７ 荻久保喜章　根岸秀行編 2003 産業　アパレル

5597 岐阜ファッション産業発展史 社）岐阜ファッション産業連合会 1995 産業　アパレル

5598 岐阜ファッション産業発展史（ハードカバー　函入） 社）岐阜ファッション産業連合会 1995 産業　アパレル

5599 岐阜既製服産業発展史 社）岐阜既製服産業連合会 1975 産業　アパレル

5600 岐阜織物史 合田昭二 1983 産業　

5601 岐阜大学地域科学部地域学実習・報告書　岐阜市中心市街地調査－徹明地区－ 岐阜大学地域科学部 2001 日ノ本町聞取り

5602 岐阜大学地域科学部地域学実習・報告書　岐阜市中心市街地調査パートⅡ 岐阜大学地域科学部 2002 日ノ本町聞取り

5603 岐阜大学地域科学部地域学実習・報告書　岐阜市調査パートⅫ 岐阜大学地域科学部 2012 日ノ本町聞取り

5604 福井藩士履歴6　み～わ（福井県文書館資料叢書14） 福井県文書館 2018
5605 越前市史　資料編５　：旗本金森左京家関係文書　（4584複本） 越前市 2014
5606 越前市史　資料編８　近代の越前和紙 越前市 2016
5607 飛騨　天領史 丸山茂 2001 高山市　歴史

5608 飛騨高山　明治・大正・昭和史 田中彰　編 1992 高山市　歴史

5609 ふるさと三輪南 三輪南まちづくり協議会 2018 岐阜市　歴史

5610 飛驒の歴史再発見NO1 長瀬　公昭 2016 飛騨　歴史

5611 飛驒の歴史再発見NO2 長瀬　公昭 2016 飛騨　歴史

5612 飛驒の歴史再発見NO3 長瀬　公昭 飛騨　歴史

5613 飛驒の歴史再発見NO4 長瀬　公昭 2017 飛騨　歴史

5614 飛驒の歴史再発見NO5 長瀬　公昭 2017 飛騨　歴史

5615 飛驒の歴史再発見NO6 長瀬　公昭 2017 飛騨　歴史

5616 飛驒の歴史再発見NO7 長瀬　公昭 飛騨　歴史

5617 飛驒の歴史再発見NO8 長瀬　公昭 2018 飛騨　歴史

5618 飛驒の歴史再発見NO9 長瀬　公昭 飛騨　歴史

5619 飛驒の歴史再発見NO10 長瀬　公昭 2018 飛騨　歴史

5620 写真でつづる柳津町史　町のあゆみ 柳津町生涯学習課 2005 岐阜市柳津地区　歴史

5621 わが町やないづのなりたち　川の流れとともに 「わが町やないづのなりたち編集委員会 1997 岐阜市柳津地区　歴史

5622 岩滝の民俗 岩滝社協運営員会 2000 高山市　民俗

5623 岐阜大学教育学部郷土資料（1）　揖斐郡徳山村方言 岐阜大学教育学部 1969
5624 岐阜大学教育学部郷土資料（2）　美濃派俳書序跋集 岐阜大学教育学部 1971



5625 岐阜大学教育学部郷土資料（3）　岐阜県のわらべうた今昔 岐阜大学教育学部 1972
5626 岐阜大学教育学部郷土資料（4）　岐阜県の天然記念物（植物） 岐阜大学教育学部 1973
5627 岐阜大学教育学部郷土資料（5）　岐阜県のわらべうた今昔　徳山村篇 岐阜大学教育学部 1974
5628 岐阜大学教育学部郷土資料（6）　岐阜県のわらべうた今昔　根尾村篇 岐阜大学教育学部 1975
5629 岐阜大学教育学部郷土資料（7）　幕末維新期美濃地方の村方騒動関係史料 岐阜大学教育学部 1976
5630 岐阜大学教育学部郷土資料（8）　濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告岐阜・愛知 岐阜大学教育学部 1977
5631 岐阜大学教育学部郷土資料（9）　濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告三重・滋賀・長野 岐阜大学教育学部 1978
5632 岐阜大学教育学部郷土資料（10）　濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告石川 岐阜大学教育学部 1979
5633 岐阜大学教育学部郷土資料（11）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(一） 岐阜大学教育学部 1980
5634 岐阜大学教育学部郷土資料（12）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(二） 岐阜大学教育学部 1981
5635 岐阜大学教育学部郷土資料（13）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(三） 岐阜大学教育学部 1982
5636 岐阜大学教育学部郷土資料（14）　濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告兵庫 岐阜大学教育学部 1983
5637 岐阜大学教育学部郷土資料（15）　濃尾地震（明治24年）のアンケート調査報告京都他全國 岐阜大学教育学部 1984
5638 岐阜大学教育学部郷土資料（16）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(四） 岐阜大学教育学部 1985
5639 岐阜大学教育学部郷土資料（17）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(五） 岐阜大学教育学部 1986
5640 岐阜大学教育学部郷土資料（18）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(六） 岐阜大学教育学部 1987
5641 岐阜大学教育学部郷土資料（19）　下佐波村青木久兵衛日記（抄）(七） 岐阜大学教育学部 1989
5642 岐阜大学教育学部郷土資料（20）　岐阜市金華小学校「学校日誌」（一） 岐阜大学教育学部 1990
5643 岐阜大学教育学部庶民史料目録（1）　古田家文書 岐阜大学教育学部 1972
5644 岐阜大学教育学部庶民史料目録（3）　竹中・津田・竹中（下有知）・山田・丹羽・青木家・村絵図 岐阜大学教育学部 1973
5645 岐阜県の財政状況Ｈ20年度当初予算・Ｈ１９年度下半期補正予算　岐阜県公報号外 岐阜県 2008
5646 岐阜県の財政状況Ｈ19年度決算・Ｈ20年度上半期補正予算　岐阜県公報号外 岐阜県 2008
5647 市町村税の統計　平成19年度版 岐阜県総合企画部市町村課

5648 平成19年度市町村財政の状況　地方公営企業編 岐阜県総合企画部市町村課

5649 平成19年度市町村財政の状況　市町村台帳編 岐阜県総合企画部市町村課

5650 平成20年度市町村財政の状況　地方公営企業編 岐阜県総合企画部市町村課

5651 平成20年度市町村財政の状況　市町村台帳編 岐阜県総合企画部市町村課

5652 平成21年度市町村財政の状況　地方公営企業編 岐阜県総合企画部市町村課 2011
5653 平成21年度市町村財政の状況　市町村台帳編 岐阜県総合企画部市町村課 2011
5654 平成22年度市町村財政の状況　地方公営企業編 岐阜県総合企画部市町村課

5655 平成23年度市町村財政の状況　地方公営企業編 岐阜県総合企画部市町村課

5656 平成23年度市町村財政の状況　市町村台帳編 岐阜県総合企画部市町村課

5657 平成24年度市町村財政の状況　地方公営企業編 岐阜県総合企画部市町村課

5658 平成24年度市町村財政の状況　市町村台帳編 岐阜県総合企画部市町村課

5659 岐阜県畜産研究所研究報告　第10号 岐阜県畜産研究所 2010
5660 岐阜県畜産研究所研究報告　第11号 岐阜県畜産研究所 2011
5661 岐阜県畜産研究所研究報告　第12号 岐阜県畜産研究所 2012
5662 岐阜県畜産研究所研究報告　第13号 岐阜県畜産研究所 2013
5663 畜産環境保全推進対策指導資料 岐阜県農政部畜産課 2008
5664 岐阜県河川環境研究所報告第54号（附Ｈ19年度業務報告） 岐阜県河川環境研究所 2009
5665 岐阜県河川環境研究所報告第56号（附Ｈ21年度業務報告） 岐阜県河川環境研究所 2011
5666 岐阜県河川環境研究所報告第57号（附Ｈ22年度業務報告） 岐阜県河川環境研究所 2012
5667 岐阜県河川環境研究所報告第58号（附Ｈ23年度業務報告） 岐阜県河川環境研究所 2013
5668 岐阜県河川環境研究所報告第59号（附Ｈ24年度業務報告） 岐阜県河川環境研究所 2014
5669 環境白書　平成１９年　岐阜県 岐阜県環境生活部環境生活政策課 2007
5670 環境白書　平成２０年　岐阜県 岐阜県環境生活部環境生活政策課 2008
5671 Ｈ１８年度岐阜県公共用水域及び地下水の水質調査結果報告書 岐阜県環境生活部

5672 わたしたちの郷土防災テキスト 国交省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 2014
5673 森林作業道開設の手引き－土砂を流出させない道づくり－ 独立行政法人　森林総合研究所 2012
5674 岐阜県土地利用基本計画書（第四次） 岐阜県 2011
5675 岐阜県森林研究所　研究報告　第39号　 岐阜県森林研究所 2010
5676 岐阜県森林研究所　研究報告　第40号　 岐阜県森林研究所 2011
5677 第二期　岐阜県森林づくり基本計画　Ｈ24-Ｈ28年度 岐阜県 2012



5678 第二期　岐阜県森林づくり基本計画　Ｈ24-Ｈ28年度　概要 岐阜県 2012
5679 Ｈ19年度　岐阜県森林づくり基本計画に基づく施策の実施状況報告書 岐阜県 2008
5680 Ｈ20年度　岐阜県森林づくり基本計画に基づく施策の実施状況報告書 岐阜県 2009
5681 造林関係規則集　平成20年度版 岐阜県林政部 2008
5682 平成２０年人事・給与統計 岐阜県人事員会 2008
5683 平成２４年度　岐阜県の学校給食 岐阜県教育委員会 2013
5684 ぎふ交通統計　平成19年 岐阜県警察本部 2008
5685 ぎふ交通統計　平成22年 岐阜県警察本部 2011
5686 ぎふ交通統計　平成23年 岐阜県警察本部 2012
5687 ぎふ交通統計　平成24年 岐阜県警察本部 2013
5688 ぎふ交通情勢　平成19年版 財）岐阜県交通安全協会 2008
5689 ぎふ交通情勢　平成20年版 財）岐阜県交通安全協会 2009
5690 ぎふ交通情勢　平成22年版 財）岐阜県交通安全協会 2011
5691 ぎふ交通情勢　平成23年版 財）岐阜県交通安全協会 2012
5692 岐阜交通統計　図で見る交通情勢　平成19年度版 財）岐阜県交通安全協会 2008
5693 2014　ぎふ県勢要覧 岐阜県 2014
5694 美濃加茂市統計書　平成29年度版 美濃加茂市 2018
5695 みのかも文化の森　活用の手引き・活用実践集　平成２２年度版 美濃加茂市　市民協働部みのかも文化の森 2011
5696 みのかもミュージアム　紀要　第12集 美濃加茂市民ミュージアム 2013
5697 広報「郡上」決算特別号　Ｈ２４年度 郡上市 2013
5698 歴史の中の東海地震・リアル（愛知大学綜合郷土研究所ブックレット27） 藤田佳久 2018
5699 垂井曳山（車へんに山）祭り 2018
5700 岐阜県の魚類 向井貴彦 2017
5701 斐太紀　15号　28年秋季号 飛驒学の会 2016
5702 斐太紀　16号　29年春季号 飛驒学の会 2017
5703 斐太紀　17号　29年秋季号 飛驒学の会 2017
5704 斐太紀　18号　30年春季号 飛驒学の会 2018
5705 斐太紀　19号　飛驒の食と農業 飛驒学の会 2018
5706 斐太紀　20号　30年秋季号 飛驒学の会 2018
5707 滋賀県立琵琶湖博物館　研究部10年の歩み 滋賀県立琵琶湖博物館 2006
5708 琵琶湖集水域における中世村落確立過程の研究（研究調査報告　21） 滋賀県立琵琶湖博物館 2004
5709 東アジアの水環境-水辺暮らしの記憶と記録-（　〃　28） 滋賀県立琵琶湖博物館 2016
5710 信長学フォーラム　10周年記念合冊記録集　H20-H29 岐阜市 2018
5711 各務鎌吉君を偲ふ 鈴木祥枝 1949
5712 「各務氏の手記」及び「滯英中の報告及び意見書」 稲垣末三郎 1951
5713 平生釟三郎自伝 平生釟三郎 1996
5714 平生釟三郎 河合哲雄 1952
5715 平生釟三郎-世界に通用する紳士たれ- 小川守正 2004
5716 東京海上ロンドン支店　上 小島直記 1982
5717 東京海上ロンドン支店　下 小島直記 1982
5718 平生釟三郎日記　１ 甲南学園 2010
5719 平生釟三郎日記　 甲南学園

5720 平生釟三郎日記　 甲南学園

5721 東京海上火災保険株式會社六十年史 東京海上火災保険株式会社 1940
5722 各務鎌吉書籍抜粋資料（ファイル）

5723 落城私考　織田信長岐阜攻略の時期 郷　浩 1965
5724 岐阜城物語　改訂版　 郷　浩 1982
5725 岐阜城物語　改訂版　 郷　浩 1972
5726 長良川の英雄 ふじたけし 1988
5727 田中正造と古河町民　-今に伝える谷中のくらし- 古河歴史博物館 2002
5728 田辺家三代記　加納藩下級武士の日記を読む 西村　覺良 2019
5729 里の播隆 黒野こうき 2018
5730 岐阜地図さんぽ 今井　春昭編著 2019



5731 島・岐阜市合併五十年誌・別冊・島村の歌 同記念事業実行委員会 1985
5732 ふるさと　恵那市岩村町　飯羽間・上切区 年寄りの集い　上切親睦会 2009
5733 ぎふまちづくりセンターの活動<Ⅰ> ぎふまちづくりセンター 2014 西村貢先生寄贈書

5734 ぎふまちづくりセンターの活動<Ⅱ> ぎふまちづくりセンター 2014 西村貢先生寄贈書

5735 ８訂版　店周600業種のガイド 銀行研修社 1985 西村貢先生寄贈書

5736 岐阜市北西部都市整備調査報告書 岐阜市都市計画部 1981 西村貢先生寄贈書

5737 わたしたちの子供の頃の金華の町 金華一二三会・監修岐阜大学地域科学部 西村貢先生寄贈書

5738 岐阜大学統合地周辺の環境に関する研究（附図）図２－６ 西村貢先生寄贈書

5739 地方自治法上の地域自治区を活用した取り組みについて　調査研究報告書 財）地域活性化センター 2007 西村貢先生寄贈書

5740 岐阜スカイウィング37　問屋町西南街区第一種市街地再開発事業 問屋町西部南街区市街地再開発組合 2013 西村貢先生寄贈書

5741 岐阜市第四次総合計画　基本構想 岐阜市 1996 西村貢先生寄贈書

5742 調査レポート－岐阜県郡上郡八幡町地域を対象として－　３部あり 日本科学者開示　現代農村社会研究会 2001 西村貢先生寄贈書

5743 岐阜大学黒野団地移転統合基本計画報告書　貸出用 株式会社教育施設研究所 1979 西村貢先生寄贈書

5744 岐商百年 岐阜県立岐阜商業高等学校他 2005 西村貢先生寄贈書

5745 岐阜市都市整備調査 地域設計研究所株式会社 1984 西村貢先生寄贈書

5746 長良川左岸緑道計画概要書　基本計画・基本設計 岐阜市都市計画部公園課 1989 西村貢先生寄贈書

5747 岐阜市におけるサイン計画　概要版　8903 株式会社アトリエ・ダッグ 1989 西村貢先生寄贈書

5748 岐阜市における自動車系サイン計画策定業務報告書　8903 岐阜市企画開発部企画調整課　㈱アトリエ・ダッグ 1989 西村貢先生寄贈書

5749 新岐阜駅前商店街アメニティ・マート構想モデル事業調査　報告書　概要書 岐阜市商工課　㈱都市環境研究所 1988 西村貢先生寄贈書

5750 金華山東地区観光レクリエーション開発整備基本計画　ぎふ・はんずの里 岐阜市企画開発部 1984 西村貢先生寄贈書

5751 岐阜市における都市デザイン　都市デザイン基本構想・都市デザイン基本計画 都市デザイン研究会 1988 西村貢先生寄贈書

5752 岐阜刑務所跡地整備計画策定調査報告書 岐阜市企画開発部 1987 西村貢先生寄贈書

5753 岐阜市総合交通体系調査研究報告書　昭和５６年３月 岐阜市総合交通体系調査研究専門委員会議 1981 西村貢先生寄贈書

5754 岐阜市総合交通体系調査研究報告書　昭和５６年３月　資料編 岐阜市総合交通体系調査研究専門委員会議 1981 西村貢先生寄贈書

5755 岐阜市観光レクリエーション開発整備計画（基本構想） 岐阜市企画開発課 1983 西村貢先生寄贈書

5756 香蘭地区基本構想策定調査報告書 岐阜市　財）都市計画協会 1986 西村貢先生寄贈書

5757 岐阜駅周辺総合都市交通施設整備計画調査報告書　概要版 岐阜市　財）日本交通計画協会 1986 西村貢先生寄贈書

5758 香蘭地区基本構想策定調査概要報告書 岐阜市　財）都市計画協会 1986 西村貢先生寄贈書

5759 香蘭地区土地区画整理事業Ａ調査概要報告書 岐阜市 1987 西村貢先生寄贈書

5760 岐阜地域経営戦略の展開方策に関する調査　報告書 社）地域問題研究所 1992 西村貢先生寄贈書

5761 平成１４年度　　地域学実習報告書　検証・徳山ダム－治水と利水・問われるその効果－ 岐阜大学地域科学部　中村教室 2002 西村貢先生寄贈書

5762 保存版岐阜市今昔写真集 樹林舎 2011 西村貢先生寄贈書

5763 岐阜商工５０年史 岐阜商工會議所 1940 西村貢先生寄贈書

5764 繊維産業の地域ブランド化促進のための調査研究事業報告書　２冊　 財）中部産業活性化センター　 2006 西村貢先生寄贈書

5765 岐阜アパレル産地の現況と再生への道 十六銀行・岐阜大学産学連携地域経済活性化研究会 2006 西村貢先生寄贈書

5766 岐阜アパレル産業・縫製加工業　実態調査報告書　２冊 岐阜市 1990 西村貢先生寄贈書

5767 日本開発銀行史 日本政策投資銀行 2002 西村貢先生寄贈書

5768 輝ける年輪　岐阜商工会議所百周年記念誌 岐阜商工會議所 1990 西村貢先生寄贈書

5769 問屋町の歩み　岐阜山地の人々　岐阜繊維問屋町連合会結成二十周年 東海繊維経済新聞社 1971 西村貢先生寄贈書

5770 地域経済　第18集　 岐阜経済大学地域経済研究所 1998 西村貢先生寄贈書

5771 船頭のわざ・船大工のわざ　長良川鵜飼い観覧船関連技術記録映像 長良川鵜飼文化の魅力発信事業実行委員会 2012 西村貢先生寄贈書

5772 長良川鵜飼再発見　日本語版 岐阜市　 西村貢先生寄贈書

5773 長良川鵜飼再発見　中国語版 岐阜市　 西村貢先生寄贈書

5774 長良川鵜飼再発見　英語版 岐阜市　 西村貢先生寄贈書

5775 岐阜ファッション産業発展史　 社）岐阜ファッション産業連合会 1995 西村貢先生寄贈書

5776 岐阜アパレル産地の形成－証言集・孵卵器としてのハルピン街－朝日大学産業情報研究所叢書７ 荻久保嘉明・根岸秀行 2003 西村貢先生寄贈書

5777 地域産業の盛衰と家族変動の社会学－産業時間・世代・家族戦略 前田尚子 2018 西村貢先生寄贈書

5778 岐阜市史　現代　通史編 1981 西村貢先生寄贈書

5779 岐阜市史　現代　史料編 1980 西村貢先生寄贈書

5780 岐阜市史　現代　史料編 1980 西村貢先生寄贈書

平湯今昔物語　愛知大学綜合郷土研究所ブックレット 菱川晶子 2019
福井藩士履歴７　子弟輩　福井県文書館資料叢書15 福井県文書館 2019




