
番号 タイトル 著者 発行者 分類

520 地球環境保全陽集（１）総論編
環境庁企画調整局企画調整課地球環
境保全課

環境庁企画調整局企画調整課地球
環境保全室 101

521 地球環境保全陽集（２）各論編
環境庁企画調整局企画調整課地球環
境保全課 環境庁企画調整局企画調整課 101

567 廃棄物処理法法令集 日本環境衛生センター 日本環境衛生センター 103
569 ハンドブック消費者 経済企画庁国民生活局 経済企画庁国民生活局 103

590
「環境税・課徴金とライフスタイルーヨーロッパの
論調を中心に 日本環境協会 日本環境協会 103

612 時代に新しい風　１
厚生省生活衛生局水道環境部環境整
備課

厚生省生活衛生局水道環境部環境
整備課 103

613 時代に新しい夢　２ 厚生省生活衛生局水道環境部環 厚生省生活衛生局水道環境部環 103

614 時代に新しい光　３ 厚生省生活衛生局水道環境部環
厚生省生活衛生局水道環境部環境
整備課 103

615 時代に新しい光＜法令編＞ 厚生省生活衛生局水道環境部環 厚生省生活衛生局水道環境部 103
680 容器包装リサイクル法への対応 中小企業事業団 中小企業事業団 103
551 昭和６３年版環境行政の現状と動向 日本環境協会 日本環境協会 104
604 環境行政研修事例集（平成４年度版） 日本環境協会 日本環境協会 104
605 環境行政研修事例集（平成３年度版） 日本環境協会 日本環境協会 104
657 環境政策における経済的手法活用検討会報告 環境省地球環境局 環境省地球環境局 104
658 ４つの社会・経済シナリオについた 環境省地球環境局 環境省地球環境局 104

659
温室効果ガス削減技術シナリオ策定調査検討
会報告会（第二分冊） 環境省地球環境局 環境省地球環境局 104

660
温室効果ガス削減技術シナリオ策定調査検討
会報告書(第三分冊） 環境省地球環境局 環境省地球環境局 104

661 温室効果ガ総排出量算定方法ガイドライン 環境省地球環境局 環境省地球環境局 104
683 平成２年度環境白書 環境庁 環境庁 104
686 環境基本計画 環境庁 環境庁 104
710 ＥＰＯＣＨ 山形県商工情報センター 山形県商工情報センター 104
729 環境白書　平成３年版 環境庁 環境庁 104
730 環境白書　平成４年版 環境庁 環境庁 104
731 環境白書　平成５年版 環境庁 環境庁 104
732 環境白書　平成６年版 環境庁 環境庁 104
733 環境白書　平成７年版 環境庁 環境庁 104
734 環境白書　平成８年版（総説） 環境庁 環境庁 104
735 環境白書　平成８年版（各説） 環境庁 環境庁 104
736 環境白書　平成９年版（総説） 環境庁 環境庁 104
737 環境白書　平成９年版（各説） 環境庁 環境庁 104
738 環境白書　平成１０年版（総説） 環境庁 環境庁 104
739 環境白書　平成１０年版（各説） 環境庁 環境庁 104
740 環境白書　平成１１年版（総説） 環境庁 環境庁 104
741 環境白書　平成１１年版（各説） 環境庁 環境庁 104
742 環境白書　平成１２年版（総説） 環境庁 環境庁 104
743 環境白書　平成１２年版（各説） 環境庁 環境庁 104
744 環境白書　平成１３年版 環境省 環境省 104

802
温室効果ガス削減技術シナリオ策定調査検討
会報告書 環境省地球環境局 環境省地球環境局 104

941 事業者の環境パフオーマンス指標ー2000年 環境省 環境省 104
983 平成14年版環境白書 環境省 環境省 104

694 ＧＲＥＥＮ　ＲＥＰＯＲＴ 地域環境ネット 地域環境ネット 201
586 日本の水環境行政 環境庁水質保全局 環境庁水質保全局 203

517 浄化槽Ｑ＆Ａ
厚生省水道環境部環境整備課浄化槽
対策室

厚生省水道環境部環境整備課浄化
槽対策室 206

518 包装廃棄物新リサイクルシステム とやま環境財団 ぎょうせい 206
687 廃棄物第２回研究発表会講演論文集 廃棄物学会 廃棄物学会 206
693 廃棄物発電ガイドブック 財団法人省エネルギーセンター 財団法人省エネルギーセンター 206
698 浄化槽法関係通知 全国浄化槽団体連合会 全国浄化槽団体連合会 206
546 「クルマとの新しいつきあいかた」プロジェクト報 全国地球温暖化防止活動センター 全国地球温暖化防止活動センタ 207
684 厚生白書 厚生省 厚生省 211
691 生活科学の最新知識 全国家庭科教育研究会 全国家庭科教育研究会 211
692 エコテキノロジー研究 エコテクノロジー研究会 エコテクノロジー研究会 211

515 「大気を守る樹木の働きを調べよう」 環境庁大気保全局大気生活環境室 環境庁大気保全局大気生活環境室 302
516 どうなる地球・どうする２１世紀 環境庁 大蔵省印刷局 302

524
産業界における地球温暖化防止活動に関する
調査・研究報告書 日本環境協会 日本環境協会 302

526
地球温暖化に関する国内における技術・研究
テーマの調査 日本環境協会 日本環境協会 302

529
地球温暖化防止関連の情報基盤の整備、国内
情報の収集・整備事業報告書 日本環境協会 日本環境協会 302

530
都道府県地球温暖化防止活動推進せんたー支
援事業 日本環境協会 日本環境協会 302

531
自治体の温暖化防止活動に関する調査プロ
ジェクト報告 日本環境協会 日本環境協会 302

532 温暖化防止政策手段の評価研究調査報告書 日本環境協会 日本環境協会 302
540 地球温暖化対策の「実行計画」策定マニュアル 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

●　環境政策

●　 生活環境

●　 地球環境



番号 タイトル 著者 発行者 分類
543 地球温暖化防止対策のあり方の検討に係る小 中央環境審議会企画制作部 中央環境審議会企画制作部 302

544
地球温暖化防止活動推進センター公開交流会
等ほか５編

全国地球温暖化防止活動推進セン
ター 全国地球温暖化防止活動推進セ 302

547
飲料自動販売機から地球温暖化防止を考える
プロジェクト 全国地球温暖化防止活動センタ 全国地球温暖化防止活動セン 302

552 ライフスタイル変革の国民運動の推進 日本環境協会 日本環境協会 302
562 低公害車の大量普及のための提言 環境情報普及センター 環境情報普及センター 302
571 １，１，１－トリクロロエタン削減・全廃マニュアル オゾン層保護対策産業協議会 オゾン層保護対策産業協議会 302

653
産業界における地球温暖化防止活動に関する
調査・研究報告 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

654 地球温暖化のための税の論点報告書 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302
655 「脱代替フロン対策プロジェクト」報告書 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

656
諸外国における地球温暖化対策のための国内
制度の検討状況 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

662 地球温暖化対策の「実行計画」策定マニュアル 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

663
温室効果ガス排出量算定に関する検討結果総
括報告書 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

664
地球温暖化対策推進のための自然エネルギー
有効利用調査報告書 環境省地球環境局 環境省地球環境局 302

668 冷媒フロン回収 中小企業総合事業団 中小企業総合事業団 302
696 ＣＯ２削減戦略の提言 地球環境と大気を考える全国市民会 地球環境と大気を考える全国市民会 302
528 「日本海中部沿岸環境保全リスク情報マップ 日本海難防止協会 日本海難防止協会 303
568 家庭生活におけるエネルギ有効利用 科学技術庁資源調査会 科学技術庁資源調査会 307
672 ソーラーシステム 矢崎総業株式会社 矢崎総業株式会社 307

514 自主的な環境保全活動の推進方策についた 環境庁企画調整局環境保全活動推進 環境庁企画調整局環境保全活動推 401
519 環境活動評価プログラム 環境庁 環境庁 401
525 「自然エネルギーの活用に関する活動」 日本環境協会 日本環境協会 401
533 「クルマと新しい付き合い方」 日本環境協会 日本環境協会 401
536 わたしたちの町から地球へ 日本環境協会 日本環境協会 401
545 環境ＮＧＯの１年 環境事業団 環境事業団 401
553 市民エコライフを働きかける活動事例調査 日本環境協会 日本環境協会 401
572 農業環境技術研究所年報・昭和６３年度 農林水産省・農業環境技術研究所 農林水産省・農業環境技術研究所 401
575 平成２年度公害苦情件数調査結果報告書 公害等調整委員会事務局 公害等調整委員会事務局 401
577 実践例１００環境への思いやり 経済企画庁国民生活局 経済企画庁国民生活局 401
579 国立公害研究所年報 環境庁・国立公害研究所 環境庁・国立公害研究所 401

609
平成８年度海外民間環境保全団体の実態等に
関する調査報告書 （財）日本国際交流センター （財）日本国際交流センター 401

641
海外民間環境保全団体の実態等に関する調査
報告（ケニア） 環境事業団(財）国際協力推進協会 環境事業団(財）国際協力推進協会 401

642 地球環境基金活動報告集（平成１１年度） 環境事業団 環境事業団 401
643 地球環境基金活動報告集（平成１0年度） 環境事業団 環境事業団 401

644
平成１２年度地球環境市民大学校海外派遣研
修（フイリピン） 環境事業団 環境事業団 401

645 平成１２年度地球環境市民大学校 環境事業団 環境事業団 401

647
海外民間環境保全団体の実態等に関する調査
報告（タンザニア） 環境事業団(財）国際協力推進協会 環境事業団(財）国際協力推進 401

648 地球環境研究ＮＯ．５１ 地球環境財団 地球環境財団 401
649 地球環境研究ＮＯ．５０ 地球環境財団 地球環境財団 401
651 陸域起因による海洋汚染の現状と今後の対策 自然資源保存協会 自然資源保存協会 401
665 商品選択のための環境データーブックＮＯ．３ グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） 401
666 商品選択のための環境データーブックＮＯ１ グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） 401
667 国内地球環境保全活動方策に関する調査 日本の水をきれいにする会 日本の水をきれいにする会 401
673 ドイツにおけるグリーン購入に学ぶ グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ 401
674 商品選択のための環境データーブックＮＯ．２ グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） 401
675 商品選択のための環境データーブ グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） 401
679 環境マネジメントシステムと環境監査 中小企業事業団 中小企業事業団 401
681 ＩＳＯ１４００１セミナー 品質保証総合研究所 品質保証総合研究所 401
695 アメニテイに関する調査集 全国アメニテイ推進協議会 全国アメニテイ推進協議会 401
697 ドイツにおけるグリーン購入に学ぶ グリーン購入ネットワーク グリーン購入ネットワーク 401
711 物質循環促進データーベース 財団法人水と緑の惑星保全機構 財団法人水と緑の惑星保全機構 401
712 ２０００年度活動報告書 北海道環境財団 北海道環境財団 401
794 商品選択のための環境データーブック グリーン購入ネットワーク事務局 グリーン購入ネットワーク事務局 401
915 環境報告書ガイドライン 環境省 環境省 401

916
環境配慮型製品に関する情報提供活動の推進
プロジェクト 日本環境協会 日本環境協会 401

917 環境報告書ガイドライン 全国環境保全連合会 全国環境保全連合会 401
928 地球環境研究ＮＯ５３ 地球環境財団 地球環境財団 401
929 地球環境研究ＮＯ５２ 地球環境財団 地球環境財団 401
372 ２０００年度第２５回雪氷防災研究会（梗概集） 防災科学研究所（長岡雪氷防災研究 防災科学研究所 402

509 環境教育カリキュラム 日本環境協会 日本環境協会 402
510 環境教育の研究 日本環境協会 日本環境協会 402
511 環境教育データーブック 日本環境協会 日本環境協会 402
512 環境教育レポート 環境庁企画調整局企画調整課 環境庁企画調整局企画調整課 402
513 環境教育副読本ガイド 日本環境協 日本環境協会 402
522 子ども版環境基本計画のための解説マニュア 環境庁企画調整局 環境庁企画調整局 402
523 環境教育研修等事例集 日本環境協会 日本環境協会 402

●　 環境学習・ 環境教育

●　 環境に関する調査･報告書



番号 タイトル 著者 発行者 分類
534 第６回環境教育シンポジューム報告書 日本環境協会 日本環境協会 402
535 環境保全ビジョンシンポジューム 日本環境協会 日本環境協会 402
537 環境教育映像教育カタログ，９６ 日本環境協会 日本環境協会 402
550 平成１0年度地球環境市民大学校海外派遣研 環境事業団 環境事業財団 402
557 平成７年度臨時総会議案書 全国環境保全推進連合会 全国環境保全推進連合会 402
558 平成８年度通常総会議案書 全国環境保全推進連合会 全国環境保全推進連合会 402
559 平成１0年度通常総会議案書 全国環境保全推進連合会 全国環境保全推進連合会 402
560 平成９年度通常総会議案書 全国環境保全推進連合会 全国環境保全推進連合会 402
561 環境問題情報セミナーテキスト 全国環境保全推進連合会 全国環境保全推進連合会 402
563 環境学習拠点ダイレクトリー 環境情報科学センター 環境情報科学センター 402
570 自然解説指導者養成用テキスト 国立公園協会 国立公園協会 402
576 道路環境整備マニュアル 日本道路協会 日本道路協会 402
652 ＰＲＴＲデーターを読み解くための市民ガイドブッ 環境省 環境省 402

548
平成１0年度海外民間環境保全団体の実態等
に関する調査報告 日本国際交流センター 日本国際交流センター 403

549
平成１0年度海外民間環境保全団体の実態等
に関する調査報告 日本国際交流センター 日本国際交流センター 403

555 アジア・太平洋環境ＮＧＯネットワーク 日本環境協会 日本環境協会 403
556 アジア・太平洋環境ＮＧＯネットワーク 日本環境協会 日本環境協会 403
988 ＮＧＯ/ＮＰＯ・企業環境政策提言集 環境省 環境省 403
671 ISO9000 ISO14001ニュース　NO.20 財団法人日本品質保証機構 財団法人日本品質保証機構 404
793 ISO9000 ISO14001ニュース　NO.21 財団法人日本品質保証機構 財団法人日本品質保証機構 404
554 木質ペレット利用の普及促進事業 全国地球温暖化防止センター 全国地球温暖化防止センター 405
669 家電リサイクル法への対応 中小企業総合事業団 中小企業総合事業団 405
670 容器包装リサイクル法への対応 中小企業総合事業団 中小企業総合事業団 405

688
ｔｈｅ　２５ｔｈ　ａｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ｐｌａｓｔｉｃ　ｗａｓｔｅ　ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 社団法人プラスチック処理促進協会 社団法人プラスチック処理促進協 405

801 容器包装リサイクル法への対応 中小企業総合事業団 中小企業総合事業団 405
918 ＩＳＯ１４００１導入推進マニュアル 石川県中小企業情報センター 石川県中小企業情報センター 406
984 環境会計ガイドブック2002年版 環境省 環境省 406
527 世界各国におけるエコラベリング制度実態調査 日本環境協会 日本環境協会 407
677 エコマーク事業説明書 日本環境協会 日本環境協会 407
678 エコマークの手引き 日本環境協会 日本環境協会 407

690 月間ＧＲＥＥＮ　ＲＥＰＯＲＴ 地域環境センター 地域環境センター 501
503 環境カウンセラー登録 環境庁 環境庁 503
504 環境カウンセラー登録 環境庁 環境庁 503
505 環境カウンセラー登録 環境庁 環境庁 503
506 平成８年度環境カウンセラー登録簿 環境庁 環境庁 503
507 環境カウンセラー登録 環境庁 環境庁 503
508 環境カウンセラー登録 環境省 環境省 503
650 エコロシップ９６ 環境情報普及センター 環境情報普及センター 503
689 財団だより 廃棄物研究財団 廃棄物研究財団 503
815 助成団体要覧２００２ 財団法人助成団体センター 財団法人助成団体センター 503
486 平成１０年度環境カウンセラー募集要綱 環境庁 環境庁 601
564 平成８年度地球環境基金活動報告集 環境事業団・地球環境基金部 環境事業団・地球環境基金部 601
574 世界の文化遺跡と日本を考える 文化財保護振興財団 文化財保護振興財団 601
646 日本文化 国際日本文化センター 国際日本文化センター 601
676 財団だより 廃棄物研究財団 廃棄物研究財団 601
699 日本環境測定分析協会２0年史 日本環境測定分析協会 日本環境測定分析協会 601

●　 環境行動・ 環境技術

●　 その他情報
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