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1 当たって砕けずしたたかに 内山 務 アポリア出版

2 行革のレシピ＿日本の料理法 NZ風 中田 ひろし 読売新聞社

3 新党の挑戦＿理想の旗を降ろしはしない 中田 ひろし ぱる出版

4 林野庁解体論＿そのシナリオと森林再生への道 岡島 成行 洋泉社

5 破局からの脱出＿エネルギーからトリレンマに挑戦する 新田 義孝、内山 洋司 ㈱電力新報社

6 和して同ぜず 辻沢 賢信 北日本新聞社

7 地球を救う大変革＿食料・環境・医療の問題がこれで解決する 比嘉 照夫 サンマーク出版

8 地球を救う大変革②＿次つぎ実証されるEM効果 比嘉 照夫 サンマーク出版

9 対論 21世紀日本のシステム 女性は21世紀を救う 浜四津 敏子、高見澤 たか子 KAGYUSHA

10 ひまわりの日々 俵 万智 ㈱ベネッセコーポレーション

11 毎日が興味しんしん 宗像 宏子 青陶社

12 ヨーロッパリサイクル事情＿ライフスタイルと排出抑制 松田 美夜子 日報

13 安全から安心への原子力＿事実を知り 動燃の失敗に学ぼう 伊原 義徳 日本電気協会新聞部

14 原子力発電の話 竹内 栄次 日本電気協会新聞部

15 諸外国の原子力事情（Ⅲ）＿21世紀の原子力：各国の選択とその動向 エネルギー情報研究会議事務局 エネルギー情報研究会議事務局

16 新・放射線の人体への影響 日本保健物理学会、日本アイソトープ協会 丸善

17 放射線の影響がわかる本 放射線影響協会

18 欧州三国すてきなごみ紀行＿フランス・オーストリア・ドイツそして日本の容器包装リサイクル 松田 美夜子 日報

19 バイ・リサイクルド＿庭木ゴミ、びん、缶から建材まで 挑戦するアメリカ 松田 美夜子 日報出版

20 ごみからの提言 宮内 隆輔 日本工業新聞社

21 埋もれ者のうた＿ある清掃業者の記録 黒木 利徳 ㈱清々舎

22 巨大都市 ごみと闘う 本田 雅和 朝日新聞社

23 ごみ問題を考える＿地球環境の保全 廃棄物問題研究会 地球社

24  ごみに挑む 北日本新聞社 岩波書店

25 ごみゼロ社会を目指して＿循環型社会システムの構築と実践 安田 八十五 日報

26 東北ゴミ戦争＿漂流する都市の廃棄物 河北新報報道部 岩波書店

27 環境コミュニケーション入門＿企業・市民・行政の新たな実験と成果 日本ライフエコセンター・電通EYE 日本経済新聞社

28 最終処分場の計画と建設＿構想から許可取得まで 樋口 荘太郎 日報

29 ごみ問題こうして解決＿循環型社会目指して 岩佐 恵美 合同出版

30 私の環のくらし 環の国くらし会議事務局

31 市民の科学をめざして 高木 仁三郎 朝日新聞社

32 リサイクル文明が求める原子力＿その全体像と長期展望 藤家 洋一 日本電気協会新聞部

33 危険な話＿チェルノブイリと日本の運命 広瀬 隆 八月書館

34 ヨーロッパでのふれあい＿女性による放射線・原子力事情視察 中部原子力懇談会

35 A Better Future for the Planet Earth Vol.Ⅱ

36 女のまちづくり宣言＿京都発 桂坂の会・女の目で見るまち研究会 学芸出版社

37 人類は滅亡に向かっている＿21世紀への私の提案 西澤 潤一 潮出版社

38 新電気文明へのシナリオ 電力中央研究所 電力新報社

39 循環型社会＿いま、地球のためにできること 田畑 正広 ヒューマンダイヤモンド社

40 「日本版ペコラ委員会」＿＿日本型金融システムを総括する！ 21世紀の国策を問う 竹内 文則 経済法令研究会

41 くらしの豆知識 '98 国民生活センター

42 くらしの豆知識 '07＿守ろう 暮らしの安全 国民生活センター

43 くらしの豆知識 '98 国民生活センター

44 くらしの豆知識 '99 国民生活センター

45 くらしの豆知識 '2000 国民生活センター

46 くらしの豆知識 '2000 国民生活センター
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47 くらしの豆知識 '2001 国民生活センター

48 魅力ある地域づくりを目指して＿平成4年度 地域創生シンポジウム報告書 埼玉県

49 リサイクルの風が吹くまちに！＿日野市廃棄物減量化等推進委員研修講演記録集 松田 美夜子

50 リサイクル文化＿再生紙をもっと使おう リサイクル文化社

51 インバース・マニュファクチャリング＿ライフサイクル戦略への挑戦 梅田 靖 工業調査会

52 地球環境問題を考える 埼玉県自治研修所 埼玉県自治研修所

53 ごみゼロ東京が見えた日 崎田 裕子 日報

54 新学問のすすめ＿エコ経済への道 木内 孝 プラネット出版

55 環境要覧 '93/'94 地球・人間環境フォーラム ㈱古今書院

56 食品産業のグリーン化＿食品産業マンにとっての環境読本 遠藤 保雄 日報出版

57 リサイクル＿先進都市から 田中 勝 リサイクル文化社

58 特集 使い捨て社会 過剰包装症候群 リサイクル文化社

59 特集 地球サミットと新廃掃法施行 リサイクル文化社

60 循環型社会の未来＿リサイクルの行方 早稲田大学・朝日新聞社国際フォーラム 早稲田大学出版部

61 緑の地球を子どもたちへ＿第4回牛乳パックの再利用を考える全国大会報告書 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会 リサイクル文化社

62 省エネ型・環境にやさしい分別収集とは 永井 雄人

63 エコロジカルライフスタイルを考える 環境庁・日本環境協会

64 しみず生態系読本

65 日本の廃棄物 '89＿清潔できれいな街づくり 厚生省水道環境部環境整備課 全国都市清掃会議

66 特集 古紙のことをもっと知りたい !? リサイクル文化社

67 改訂 しみず環境読本

68 家庭廃棄物を考える 高月 紘、長嶋 俊介 昭和堂

69 素顔の環境行政＿健康、くらし、自然、経済、そして地球環境 岡崎 洋 エネルギージャーナル社

70 環境にやさしい暮らしの工夫＿「暮らしと環境に関する研究会」報告書

71 特集 ああ、廃棄物列島＿フェニックス計画とごみ埋め立て立地問題 リサイクル文化社

72 環境にやさしいオフィスづくりハンドブック 環境庁環境計画課・グリーンオフィス研究会 中央法規

73 自治の現場と「参加」＿住民協働の地方自治 寄本 勝美 学陽書房

74 行革のレシピ 日本の料理法NZ風 中田 ひろし 読売新聞社

75 トリレンマへの挑戦＿人類今選択のとき 依田 直 毎日新聞社

76 もったいないの復活＿あしたの地球に日本人のチエを活かす 坂田 龍松 日刊工業新聞社

77 家電リサイクリング＿地球環境を守る社会へ 永田 勝也監修 上野 潔 工業調査会

78 空きかん回収革命＿街づくり活動とリサイクル 小泉 晨一 リサイクル文化社

79 包装が食品開発のキメ手＿食品包装の未来予測 三津 義兼 日本食糧新聞社

80 特集 リサイクルは元気ですか？＿ごみとリサイクルの経済学 リサイクル文化社

81 資源循環型社会の経済理論 吉野 敏行 東海大学出版会

82 猛毒連鎖 ダイオキシン汚染＿これだけは知っておきたいしのびよる危機 大野 ゆり子 岳陽書房

83 検証：環境基本法＿21世紀の循環社会と市民参加 リサイクル文化社

84 環境要覧 2002/2003 地球・人間環境フォーラム

85 生活環境論入門＿ライフスタイルの変革へのヒント 石澤 清史 リサイクル文化社

86 ポイ捨て文化への挑戦＿京都市空き缶条例の理念と展望 谷口 知平 ぎょうせい

87 リサイクル全生活ガイド リサイクル文化編集グループ リサイクル文化社

88 今後の我が国の廃棄物処理・リサイクルシステムの在り方 通商産業省環境立地局 通商産業調査会

89 ごみにならない製品の開発 本多 淳裕 日刊工業新聞社

90 特集 リサイクル社会と法 リサイクル文化社

91 今後の廃棄物処理・再資源化対策の在り方 通商産業省立地公害局 通商産業調査会

92 私たちが商品についてもっと知りたいこと＿環境の時代に求められる商品情報 環境新聞社

93 特集 企業の環境対策 リサイクル文化社
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94 ごみにまみれて＿清掃作業員青春苦悩編 坂本 信一 径書房

95 CARTOON GOMIO

96 マンガでわかる住宅の解体とリサイクル 全国解体工事業団体連合会 建築資料研究社

97 実践例100 環境への思いやり＿省資源・省エネルギー先進事例リポート報告 経済企画庁国民生活局

98 包装ってなに？＿包装の正しい理解のために 日本包装技術協会 日本包装技術協会

99 絵で見る地方行政とリサイクル 本多 淳裕 クリーン・ジャパンセンター

100 絵で見る工業生産とリサイクル＿総論 本多 淳裕 クリーン・ジャパンセンター

101 絵で見る消費生活とリサイクル 本多 淳裕 クリーン・ジャパンセンター

102 絵で見る工業生産とリサイクル＿各論 本多 淳裕 クリーン・ジャパンセンター

103 瞬間型社会の未来 早稲田大学・朝日新聞社国際フォーラム 早稲田大学出版部

104 完全保存版 食品リサイクルハンドブック 日報 日報

105 新たな文明の創造に向けて＿省資源循環型社会システムの構築に向けて 2001年への贈り物 日本青年会議所 日本青年会議所

106 新たな文明の創造に向けて＿積極的なもったいない運動が新たな市場トレンドを創る 日本青年会議所 日本青年会議所

107 新たな文明の創造に向けて＿企業・まち家庭の環境運動推進書 日本青年会議所 日本青年会議所

108 消費者教育読本（衣食住・余暇編）＿ゆらぐ時代を生きる 安全で豊かな暮らし 東京都

109 環境先進国のごみ政策と日本のこれから＿平成11年5月21日第14回通常総会記念講演 松田 美夜子 日本アスファルト合材協会

110 ごみから未来を学びたい＿ダイオキシン・環境ホルモンとどうつきあうか 元気なごみ仲間の会 日報

111 ごみから未来を学びたい②＿循環社会は企業と市民が創りだす 元気なごみ仲間の会 日報

112 生活環境の科学＿環境保全への参加行動 佐島 群辰巳、横川 洋子 学文社

113 企業における環境マネジメント 吉澤 正、福島 哲郎 日科技連

114 ごみ減量セミナー＿美しいふるさと「ぎふ」を目指して＿「ごみはすてきな魔法つかい」＿松田 美夜子 岐阜県

115 何から始める？＿リサイクル実績講座 小さな工夫で大きな効果 通商産業省産業政策局 大蔵省印刷局

116 おばさんたちの西欧見聞録＿ベルギー・ドイツ・スイスへ CEES出版部

117 廃棄物研究の記録 廃棄物学会消費者市民部

118 松田・石川教養ゼミレポート集 2001年1月

119 松田教養ゼミ ゼミナール記録集 2003

120 松田教養ゼミ ゼミナール記録集 2005

121 元気なごみ仲間の会 2000全国交流集会 in 東京 資料集

122 第5回 '97生ごみリサイクル交流会 記録集 有機農産物普及・たい肥化推進協会

123 ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン＿ダイオキシン類削減プログラム ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会

124 大都市における廃棄物減量・資源リサイクル型社会構築＿平成7、8年度科学研究費補助金総合研究（Ａ）・基盤研究（Ａ）（１）研究成果報告書 田中 信寿

125 一般家庭における資源消費節約型生活に対するごみの有料化の効果に関する研究＿平成７年度科学研究費補助金（重点領域「人間地球系」研究成果報告書 田中 信寿

126 全国ごみ処理事業の歩み＿ごみ処理の歴史年表 猪上 泰義 日報

127 都市と廃棄物管理に関する提言＿廃棄物に関する都市政策研究会最終報告 日本都市センター

128 地球環境基金 平成１４年度活動報告書 環境事業団

129 生ごみ・残飯類の減量化・資源化の手引き＿ー平成１０年度 外食産業廃棄物対策促進事業 外食産業総合調査研究センター

130 環境基本計画＿環境から拓く 新たなゆたかさへの道

131 富士常葉大学 環境マネジメントマニュアル 富士常葉大学

132 地域資源循環に係る環境会計表の作成とその適用＿平成17年度 廃棄物処理等科学研究 研究報告書 名古屋大学 井村 秀文

133 新規資源循環システムの形成に関する調査研究報告書＿事業系飲料・食品容器の回収・リサイクルシステムの現状と今後の在り方 クリーン・ジャパン・センター

134 松田教養ゼミ 記録集

135 全国マイバックフォーラム in 静岡 2001.10.11 グランシップ

136 第7回（2002年）欧州リサイクル状況視察団報告書 スチール缶リサイクル協会

137 富士市版 環境にやさしい買い物ガイド 買い物天国 富士常葉大学エコロジー研究会

138 木だ九州エコタウン事業＿資源循環型社会から持続可能な社会へ 北九州市長 末吉 興一

139 環境・リサイクル先進都市視察研修団海外コース報告書＿ドイツ連邦共和国 環境・リサイクル先進都市視察研修団

140 リユースカップ等の実施利用に関する検討調査報告書＿平成１６年度環境省請負事業 地球・人間環境フォーラム
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141 リユースカップ等の実施利用に関する検討調査報告書＿平成１７年度環境省請負事業 地球・人間環境フォーラム

142 第1回 全国リユース食器フォーラム in ますほ 報告書

143 PFIが創る環境事業 No.1～No.58

144 循環加太社会に向けた清掃・リサイクル事業の在り方について＿ごみ減量とリサイクル推進の方策についての提言 江戸川区廃棄物減量化等審議会

145 プラスチックボトルのリターナブルに関する調査 神鋼リサーチ㈱

146 シンポジウム「循環型社会づくり」＿リサイクルからリユースへ びん再使用ネットワーク

147 ドイツにおける持続可能な開発への途上にて ドイツ連邦共和国政府

148 クリーン・ジャパン・センター 30年の歩み クリーン・ジャパン・センター

149 環境フォーラム'94 in 東伊豆 ごみ問題をいかに！！ 東伊豆町役場

150 全国マイバックフォーラム in 静岡 マイバック川柳作品集

151 ヒト・モノ・心をつなぐ「市民が創る環境のまち」 環境と経済の好循環のまちづくり＜全国サミット2005＞ みせら法人持続可能な社会をつくる元気ネット

152 リターナブルプラスチック容器の調査研究結果＿「リターナブルプラスチックボトルは日本でも可能か」 ユニバーサルユース研究会

153 容器包装収集制度に対する住民の評価と行動＿名古屋市における住民意識調査 生活環境調査会

154 松田教養ゼミ ゼミナール記録集

155 人と人、心と心をつなぐ「環境のまちづくり」 75の事例集＿元気対象 2001 からの発信 元気なごみ仲間の会

156 人と人、心と心をつなぐ「環境のまちづくり」 51の事例集＿元気対象 2002 からの発信 元気なごみ仲間の会

157 生ごみリサイクル実践講座 初級編 生ごみリサイクル全国ネットワーク

158 生ごみリサイクル実践講座 中級編 生ごみリサイクル全国ネットワーク

159 第8回生ごみリサイクル全国交流大会資料集 生ごみリサイクル全国ネットワーク

160 プラスチック焼却の危険＿ダイオキシンが未来を奪う 河村 宏 半農薬東京グループ

161 明日の環境を考える＿手賀沼浄化を考える市民講座Ⅲ 我孫子市

162 リサイクル新時代＿環境保全のための循環型社会に向けて 環境庁リサイクル研究会

163 意外なドイツ、さすがのドイツ＿実は名古屋もすごかった＿ドイツ環境先進都市名古屋市民視察団報告書 名古屋市環境局ごみ減量対策室

164 緑の地球を子どもたちへ '04＿「ふじの国駿河 人と自然の共生宣言」＿第18回牛乳パックの再利用を考える全国大会報告書 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会

165 ママ、紙オムツを使わないで！＿ぼく、頭が悪くなっちゃう 谷口 裕司 育児文化研究所出版

166 地球大気汚染＿黙しているのはもう限界だ 福岡 克也 青春出版社

167 あぶないゴミ＿プラスチック、乾電池をどうする ごみ問題を考える会 三一書房

168 裏側からみた都市＿生活史的に 川添 登 NHKブックス

169 ナショナル・トラスト＿自然と歴史的環境を守る住民運動ナショナル・トラストのすべて 木原 啓吉 三省堂

170 緊急提言 21＿地球環境への日本の責任 「緊急提言21」編集委員会 騎虎書房

171 居心地のよい国ニッポン＿ジャパニーズ・ドリーム 「次世紀のくらしを語る懇談会」川勝 平太、嶌 信彦 中央公論新社

172 モンゴル100の素顔＿もうひとつのガイドブック 東京農大モンゴル100の素顔編集委員会 東京農業大学出版会

173 ペルー100の素顔＿もうひとつのガイドブック 東京農大ペルー100の素顔編集委員会 東京農業大学出版会

174 ごみ問題解決の糸口＿発想転換と新たなビジネス 厚生省生活衛生局水道環境部 きょうせい

175 エコライフガイドブック 日本生活協同組合連合会

176 世界・護美箱事情＿街の黒子たち 中村 哲子 エフェー出版

177 西暦2000年の地球1 人口・資源・食料編 アメリカ合衆国政府 家の光協会

178 豊かさとリサイクル＿省資源・省エネルギー生活推進研究会報告 経済企画庁国民生活局 大蔵省印刷局

179 ぼくは小さなごみ屋さん 西田 好子 リサイクル文化社

180 食品産業のための容器包装リサイクル法 食品産業容器包装リサイクル法研究会 大成出版

181 LIFEプラス 地球コミュニケーションⅢ 快適生活のためのゴミＱ＆Ａ

182 地球のためにできることはなんだろう ゆとりキャンペーンながい実行委員会

183 市民のための環境講座 下＿地球環境破壊を防ぐ方法はあるのか 日本環境教育フォーラム・安田海上火災保険 中央法規

184 童話 天からゴミが降ってくる 佐々 忠男 日報

185 しらこばと＿みなおそう水と緑と太陽のまち・こしがや 越谷市教育委員会

186 しらこばと＿緑と人間 越谷市教育委員会

187 いまの地球、ぼくらの未来＿ずっと住みたい星だから 枝廣 淳子 PHP研究所
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188 緑の地球を子どもたちへ＿第18回牛乳パックの再利用を考える全国大会 in 静岡 大会資料＿ふじの国駿河人と自然の共生宣言

189 ン分情報冊子 Vol.3-2 平成3年度版 川口市環境部

190 廃棄物減量化フォーラムⅣ＿次世代のために一人ひとりがごみ減量をもう一度考え、行動しよう

191 第1回富士学会大会2002「日本のアイデンティティ「富士」を考える」 富士学会

192 静岡県環境基本計画＜普及版＞＿あなたも！しずおか環境応援団 静岡県

193 静岡県循環型社会形成計画 静岡県

194 静岡県循環型社会形成計画（素案）に対する意見・要望 静岡県

195 静岡県循環型社会形成計画（素案）に対する意見・要望資料編） 静岡県

196 名古屋ごみレポート＿追い風を、追い風に変えた名古屋市民 名古屋市

197 名古屋市第3次一般廃棄物処理基本計画（素案）＿循環型社会への挑戦 名古屋市

198 名古屋市第3次一般廃棄物処理基本計画＿循環型社会への挑戦 名古屋市

199 かながわ環境にやさしいくらし＿実践マニュアル 普及版 神奈川県環境にやさしいくらし県民運動推進会議

200 環境負荷低減計画作成の手引き＿「彩の国エコアップ宣言」作成マニュアル 埼玉県

201 彩の国資源循環工場 埼玉県

202 彩の国さいたま＿環境学習実践指針＿人と自然が共生する循環型社会を目指して 埼玉県

203 レジ袋をもらわない！なるべく提供しない！（ポスター） 三重県

204 「ごみ」のお話＿ごみ袋の指定・有料化 長崎市

205 ［保存版］地球環境白書＿今「ゴミ」が危ない 学研

206 循環型社会に向けて＿人と地球にベストな循環型社会 クリーン・ジャパン・センター クリーン・ジャパン・センター

207 リサイクルジャパン クリーン・ジャパン・センター クリーン・ジャパン・センター

208 リサイクル '97 クリーン・ジャパン・センター クリーン・ジャパン・センター

209 循環型社会実行元年＿法制度と3Rの動向 クリーン・ジャパン・センター クリーン・ジャパン・センター

210 ガラスびんリサイクリング 事例集 ガラスびんリサイクリング推進連合

211 ガラスびんリサイクリング プランニング・マニュアル ガラスびんリサイクリング推進連合

212 東京海上フォーラムVol.8＿地球環境と企業 東京海上研究所

213 国際漫画シンポジウム展

214 緑の地球を子どもたちへ＿10周年記念誌 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会

215 牛乳パック回収システム全国20事例集 1998年2月 全国牛乳容器環境協議会、全国牛乳パックの再利用を考える連絡会

216 今日の石油産業 2004年4月 石油連盟

217 捨てるよりもリサイクルが気持ちいい＿紙パックリサイクル年次報告書 全国牛乳容器環境協議会

218 クリーンアップキャンペーン '98 REPORT

219 地球のこと、環境のこと、考えてますか？ 紙製容器包装リサイクル推進協議会

220 紙製容器包装リサイクル 平成14年度 総務委員会活動報告書 紙製容器包装リサイクル推進協議会

221 タノシクイイコト。＿ごみプロ・3Rネットワーク 目指せ！ごみゼロイベント

222 未来の地球のために 埼玉県

223 かながわ環境にやさしいくらし実践マニュアル普及版 神奈川県環境にやさしいくらし県民運動推進会議

224 未来の地球のために＿中学生用環境副読本教師用資料 埼玉県

225 いのちとくらしを守る生活環境 とやま環境財団

226 ご存じですかこんなこと！＿あなたと私のごみ問題 千里リサイクルプラザ研究所

227 リサイクルランド チバ1999.4-2000.3＿これ一冊で早わかり！ チバのリサイクル読本 大林 宣彦、松田 美夜子

228 環境教育・啓発ツールの在り方の調査・検討事業 平成13年度経済産業省委託事業

229 かんきょう学習 平成13年3月 東京都環境学習センター

230 地域（静岡市）に密着した環境負荷の少ないライフスタイルへの転換のための環境教育の企画・運営・実践に関する研究 平成15年1月 静岡大学教育学部

231 平成9・10年度文部省環境教育推進モデル市町村事業 環境教育実践報告書 板橋区教育委員会

232 環境教育の道具箱＿リサイクルから循環型社会へ＿教師用指導の手引き

233 中学校・高等学校総合学習用ビデオ教材＿指導の手引き＿生徒用ワークシート 環境（1）「ごみ」から環境問題を考える

234 Kids ISO14000s 入門編
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235 Kids ISO14000s プログラム 報告書 平成13年1月31日 国際芸術技術協力機構

236 Recycle America

237 ich tu was !

238 環境クイズカレンダー 日本環境保護国際交流会

239 行政評価の時代＿経営と顧客の視点から 上山 信一 NTT出版

240 日本の歴史と文化＿国立歴史民俗博物館展示案内

241 ビジュアル家庭科総合資料 改訂版 資料+成分表 実教出版

242 鳥海 鳥海山麓／由利の指揮 撮影/初瀬 武美

243 阪神大震災全記録＿史上初の震度７ 兵庫県南部被災地からの報告 神戸新聞社

244 われら北極探検隊 小学館

245 地球環境と私たちのくらし① よごされる海・川・湖 学研

246 地球環境と私たちのくらし② 破壊される大気 学研

247 地球環境と私たちのくらし③ 消えていく森林 学研

248 地球環境と私たちのくらし④ よごされる大地 学研

249 地球環境と私たちのくらし⑤ 熱くなる地球・異常気象 学研

250 平成16年度版 環境NGO総覧 環境再生保全機構

251 地球環境基金平成15年度活動報告書 環境再生保全機構

252 エコタウンシンポジウム＿エコタウン事業の評価と今後の方向 2003年12月13日

253 廃棄物とリサイクル三鷹市通信制消費者講座（初級） 松田 美夜子

254 一周おくれのトップランナー　名古屋市民ごみ革命 松原武久

255 8月7日から始まります！

256 「静岡県循環型社会形成計画(素案)」に対する県民意見の募集結果

257 静岡県循環社会形成計画<最終報告案>

258 静岡県環境審議会　第5回廃棄物リサイクル部会



「松田文庫」ビデオリスト

VTR No 内容

1 草加市リサイクル講演会 私たちの生活とごみのリサイクル 松田美夜子（113分） （ＶＴＲ）

2 ＮＮＮニュースプラス１ 特集・ゴミシリーズ② （26分_原ファイル＿CM入り）（ＶＴＲ）

3 ＮＮＮニュースプラス１ 特集・ゴミ 松田美夜子（26分＿原ファイル＿CM入り）（ＶＴＲ）

4 ごみも積もれば６億円 ＴＢＳ（13分） （ＶＴＲ）

5 プレステージ「あと２年、東京がごみで埋まる日」（176分＿原ファイル＿CM入り）（ＶＴＲ）

6 「捨てる前にちょっと」 埼玉県広報課 埼玉新聞事業社（6分） （ＶＴＲ）

7 ステップ＆ジャンプ 日本地理 巨大都市の悩み 世界のゴミ事情 松田美夜子（15分）（ＶＴＲ）

8 ＮＮＮニュースプラス１ 特集・ゴミシリーズ④ （38分）（ＶＴＲ）

9 サイエンスライブラリー ごみ・護美を考える 新潟放送 （ＶＴＲ）

10 ごみ減量大作戦 企画・制作：川口市（21分） （ＶＴＲ）

11 ＮＮＮニュースプラス１ ゴミ特集（8分） （ＶＴＲ）

12 ローヤルニュース ゴミと一緒に心捨ててませんか 善通寺市 ゴミリサイクルシステム（18分） （ＶＴＲ）

13 ＮＮＮニュース プラス１ ゴミシリース⑦ （28分）（ＶＴＲ）

14 プラス１＆きょうの出来事 ゴミシリーズ  過剰包装、大型家電、リサイクル、ペットボトル（33分_原ファイル）（ＶＴＲ）

15 地球みがきフォーラム 高知県大会（59分）（ＶＴＲ）

16 地球みがきフォーラム 高知県大会（29分）（ＶＴＲ）

17 ごみ減量化セミナー 美しいふるさと「ぎふ」をめざして ごみは素敵な魔法使い 消費生活アドバイザー 松田美夜子

18 環境特別番組 最前線リポート 今、ゴミが語るもの 提供：総理府 日本テレビ（72分_CM入り） （ＶＴＲ）

19 ＮＮＮニュースプラス１ 特集・ゴミシリーズ⑨  シアトルの有料化、今年のゴミ・ベスト10（18分＿CM入り）（ＶＴＲ）

20 平成・ゴミ新古今集（25分）（ＶＴＲ）

21 津山市ゴミ収集の現場 （86分）（ＶＴＲ）

22 総理府スペシャル 理想のリサイクル社会を目指して （ＶＴＲ）

23 ＮＮＮニュース プラス１ ゴミシリース⑩ 京都の買い物ガイド 不法投棄の処理 リサイクルの問題点 （24分）（ＶＴＲ）

24 廃棄物減量化フォーラムⅡ テーマ：今、考えよう・・・ごみと地球 川口総合文化センターリリア音楽ホール 川口市環境部（60分）（ＶＴＲ）

25 ＮＮＮニュースプラス１ ゴミシリーズ⑪ 乾電池は捨てていますか（10/7） 出雲市の有料化（10/8）（17分） （ＶＴＲ）

26 東北特集 ごみを減らそう 今、私たちに何ができるのか （75分）（ＶＴＲ）

27 ＮＮＮニュースプラス１ 特集・ゴミシリーズ⑫ ヨーロッパ探検 「ゴミ探検隊ヨーロッパを行く」「デンマーク編」「日独ゴミ事情比較」（28分＿CM入り）（ＶＴＲ）

28 環境フォーラム '91 青い地球へのメッセージ （43分）（ＶＴＲ）

29 おばさんたちの西欧見聞録 ベルキー・ドイツ・スイスへ

30 ＮＮＮきょうの出来事 缶（税制も使い捨てを応援か？）＆自販機（拝啓、自動販売機様）（18分＿原ファイル） （ＶＴＲ）

31 ＮＮＮニュースプラス１ ゴミシリーズ⑬  使い捨てのない国スウェーデン、ヨーロッパのゴミまとめ編（17分）（ＶＴＲ）

32 東北特集 ごみを減らそう 第１夜～第３夜 （197分）（ＶＴＲ）

33 ＮＮＮニュース プラス１ ごみを灯油に変える町（安来）（15分＿原ファイル） （ＶＴＲ）

34 くらしのジャーナルシリーズ ”リサイクル時代というけれど” ①再生されないガラスびん（33分） （ＶＴＲ）

35 くらしのジャーナルシリーズ ”リサイクル時代というけれど” ②再生品が使われない （33分）（ＶＴＲ）

36 「地域の変革 あすを語ろう」 リサイクル社会への転換（52分） （ＶＴＲ）



VTR No 内容

37 市民のための環境公開講座⑤ ごみとリサイクルとむだ使い ごみ減量システム研究家 松田美夜子（ＶＴＲ）

38 市民のための環境公開講座⑧ ごみとリサイクルとむだ使い ごみ減量システム研究家 松田美夜子（121分）（ＶＴＲ）

39 ＮＮＮニュースプラス１ ゴミシリーズ⑮ 究極のごみ処理方法（ガス化溶融炉）発見？ （ＶＴＲ）

40 環境フォーラム '94 in 伊豆 ゴミ問題をいかに!! 松田美夜子 東伊豆町役場

41 市民のための環境公開講座 第２回 自治体の具体的取組み No.1 矢口貴行／斉藤忠義 （ＶＴＲ）

42 Ｋ・アンナ ゴミを減らす（48分） （ＶＴＲ）

43 市民のための環境公開講座 第２回 自治体の具体的取組み No.2 矢口貴行／斉藤忠義 （ＶＴＲ）

44 ＮＮＮニュース ゴミ企画 富良野市の事例 松田美夜子（28分＿CM入り） （ＶＴＲ）

45 松田美夜子「ごみは素敵な魔法使い」出版記念パーティー（54分） （ＶＴＲ）

46 地球にやさしい街をめざして 世田谷・くらしと環境シンポジウムから 松田美夜子出演（75分）（ＶＴＲ）

47 廃棄物減量化フォーラムⅤ テーマ：川口のごみ・・・ あなたは今日何をしますか 川口市総合文化センターリリア 音楽ホール（135分） （ＶＴＲ）

48 何から始める？ リサイクル実践講座 小さな工夫で大きな効果 通商産業省産業政策局編

49 さわやかニッポン 「食品容器も資源です」（13分）（ＶＴＲ）

50 ＮＮＮニュースプラス１ 小型ペットボトルに怒る！ （10分）（ＶＴＲ）

51 環境にやさしくすることってなんだろう いま、私たちにできること（136分）（ＶＴＲ）

52 96 すてられた輝き ライフサイクル展 主催：ライフリサイクルアート協会（16分）（ＶＴＲ）

53 ドイツにおける持続可能な開発への途上にて ドイツ連邦共和国政府

53 徳島リサイクルフェア 平成９年度 徳島県ごみ減量化推進フォーラム 記念講演「欧州に学ぶリサイクル文化」 講師／松田美夜子（63分）（ＶＴＲ）

54 ステップ＆ジャンプ 日本地理 巨大都市の悩み 首都圏（15分）（ＶＴＲ）

55 平成14年度リサイクル教育支援事業 葛飾区一之台中学校 「3R専門」「家電リサイクル」（18分）

56 話題にアタック「家電製品もリサイクル」（13分）

57 「さわやかさん登場」松田美夜子、ファミリージァーナル 円高にゆれるリサイクルの環 

58 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（アメリカ）

59 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（ISO14000_1）

60 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（グリーンコンシューマー）

61 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（エコマーク）

62 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（エコクッキング_1）

63 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（エコクッキング_2）

64 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（焼却施設）

65 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（材質表示）

66 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（夏休み_1）

67 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（夏休み_2）

68 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（水_1）

69 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（水_2）

70 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（お墓へのお供え物）

71 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（ゴミの出ない祭り）

72 あなたにも出来ます 「ごみ・シェイプアップ大作戦」砺波市生活環境課（23分）（ＶＴＲ）
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73 ごみ減量紀行 ごみまるの素を求めて 川口市環境部（20分）_73 （ＶＴＲ）

74 市民のための環境公開講座 ダイジェスト版 企画：地球環境室 （７分）（ＶＴＲ）

75 ＮＮＮニュースプラス1 特集「悲願達成 ゴミをゼロにする魔法の力を発見」（8分）_75 （ＶＴＲ）

76 ＴＶフォーラム かながわ 生涯教育学級 環境ワンダーランド 公開講座 もったいない！と思っていませんか（59分）_76（ＶＴＲ）

77 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（スイス・ツェルマット）

78 深谷市民生協講演会「台所からごみと地球環境を考えるリサイクル講演会」 松田美夜子 （126分）（ＶＴＲ）

79 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（文房具）

80 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（フィンランド）

81 ゴミの行方 信州環境最前線 （54分）（原ファイル）（ＶＴＲ）

82 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（バイオマス）

83 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（医療廃棄物）

84 ラジオ日本「千田正穂の大丈夫だよ！」 優しい心が地球を救う（家電リサイクル）

85 廃棄物減量化フォーラムⅨ  川口市総合文化センター「リリア」音楽ホール 主催：川口市 後援：埼玉県 （財）クリーン・ジャパン・センター（120分） （ＶＴＲ）

86 はなしの市場 ＫＡＮＡＧＡＷＡ りゅうじん人間録 ちょっと努力 ちょっと前進 我が家のエコライフ 松田美夜子（29分）_86 （ＶＴＲ）

87 クロズアップ現代 「家庭のごみはこうして減らす」日本・ドイツ徹底比較（29分）（ＶＴＲ）

88 はなまるマーケット 「家電リサイクル法忘れていませんか？」 （18分）（ＶＴＲ）

89 平成14年度リサイクル教育支援事業 葛飾区一之台中学校 「3R専門」「家電リサイクル」（18分）

90 活かそう！ 資源 資源有効利用促進法（26分）（ＶＴＲ）

91 ドイツ・ルール地方にみる都市再生～国際建築展による魅力的な地域づくり～ （ＣＤ－ＲＯＭ）

92 いま地球のためにできること（パンフレット本体＆広報用フリー素材集）経済産業省（ＣＤ－ＲＯＭ）

93 クルマのリサイクル 限りなき挑戦 社団法人 日本自動車工業会（15分）（ＶＴＲ）

95 ＮＮＮニュースプラス１ どうするペットボトル③ （11分）_95（ＶＴＲ）

96 第８回 東京海上フォーラム 地球環境と企業 経団連ホール （83分）（ＶＴＲ）

98 三重テレビ 環境キャンペーンシンポジウム 豊かな暮らして自然 ゴミのない社会をめざして（80分） （ＶＴＲ）

99 東京発 新・おしゃれな暮らし 環境に優しい商品選び 生活環境編 一般向け 東京都消費者センター 監修：生活環境評論家 松田美夜子（22分）（ＶＴＲ）

100 さわやか品子の談話室 生活環境評論家・リサイクルシステム研究家 松田美夜子（14分） （ＶＴＲ）

101 千葉北部地区の漁業修復に係る検討 漁場の現状（三番瀬）と海水交換の特性 （ＶＴＲ）

102 リサイクル社会をめざして 家電リサイクル大阪方式ってなに？ 大阪リサイクル事業協同組合（ＤＶＤ）

103 リサイクルプラザＪＢ ジャパンビバレッジのリサイクル活動（ＣＤ－ＲＯＭ）

104 ３Ｒ 君にもできるはずさ（音楽）（ＣＤ－ＲＯＭ）

105 家電リサイクル実証プラント＜全般編＞ 通商産業省国庫補助事業「廃家電品一貫処理リサイクルリサイクルシステム開発」 （財）家電製品協会 一貫処理システム開発室 （10分）（ＶＴＲ）

106 「ごみ」から環境問題を考える① 「ごみ問題」って、なに？ 「ごみ」はどこへ行った？ 中学校・高等学校総合学習用ビデオ教材（30分）（ＶＴＲ）

107 「ごみ」から環境問題を考える② 「ごみは蘇る」か？ 「グリーン・コンシューマー」になろう！ 中学校・高等学校総合学習用ビデオ教材 (30分)（ＶＴＲ）

108 「共生」と「環境」 都市型資源循環システム Ｒ・Ｃセンター（13分）_108（ＶＴＲ）

109 家電リサイクル実証プラント＜建設編＞ 通商産業省国庫補助事業「廃家電品一貫処理リサイクルリサイクルシステム開発」 （財）家電製品協会 一貫処理システム開発室（12分） （ＶＴＲ）

111 平成10年度 上越市まちづくり市民大学④ 公開講座 環境にやさしいライフスタイル 講師：松田美夜子（146分）（ＶＴＲ）

112 冷蔵庫のリサイクル＜総合編＞ （財）家電製品協会 一貫処理システム開発室（8分） （ＶＴＲ）
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113 エアコンのリサイクル＜総合編＞ （財）家電製品協会 一環処理システム開発室 （10分）（ＶＴＲ）

114 テレビのリサイクル＜総合編＞ （財）家電製品協会 一貫処理システム開発室 （12分）（ＶＴＲ）

115 洗濯機のリサイクル＜総合編＞ （財）家電製品協会 一貫処理システム開発室 （8分）（ＶＴＲ）

119 日本テレビ 特捜プロジェクト 「廃車のゆくえ」（20分）_119 （ＶＴＲ）

124 彩の国サタディスクール９３０ 学校とＰＴＡ－新しいＰＴＡ活動 松田美夜子（リサイクル研究家）（30分） （ＶＴＲ）

125 ペットボトルがリサイクルされない本当の理由 （11分）（ＶＴＲ）

126 グッチ裕三の「家電リサイクル法」ってナニ？ 通商産業省（12分） （財）家電製品協会

128 アクセスＮＯＷ 本格的なリサイクル社会がやってくる 容器包装リサイクル法完全施行（35分）（ＶＴＲ）

132 ＮＨＫ ポットモーニング ごみを減らそう！ 分別収集 わが家の挑戦（48分）_132（ＶＴＲ）

133 ごみ減量大作戦！ 小学校４年生の自主研究報告から（56分） （ＶＴＲ）

136 はなまるマーケット 家電リサイクル法 施工後の課題 （29分）_136（ＶＴＲ）

137 さわやかニッポン 「始まる！家電リサイクル」（13分） （ＶＴＲ）

138 ＮＨＫＢＳ討論 どうつくる”循環型社会” 松田美夜子出演（69分）_138（ＶＴＲ）

149 こんにちは 一都六県 なんでも生活学 家庭でできる食品リサイクル（16分）_149（ＶＴＲ）

151 世の中ガブッと！ 「これていいのか？ ペットボトルのリサイクル」（28分）（ＶＴＲ）

152 活かそう！ 資源 資源有効利用促進法 経済産業省 企画：（財）クリーン・ジャパン・センター（27分）_152（ＤＶＤ）

153 私たちにできること 地球温暖化を防ごう 核燃料サイクル開発機構・凸版印刷・ブルーカス（29分） （ＶＴＲ）

156 第213回文祥堂フォーラム 21世紀の生活提案 ごみは素敵な魔法使い 富士常葉大学 助教授 松田美夜子（124分）_156（ＶＴＲ）

157 世の中ガブッと！ 「白くない」トイレットペーパーを作る！ （富士見台小、丸富製紙、双葉製紙、松田美夜子）（25分）_157（ＶＴＲ）

158 世の中ガブッと！ 「白くない」トイレットペーパーを作る！ PARTⅡ 販売編 （3分）（ＶＴＲ）

159 NHK大阪 お元気ですか日本列島 元気玉で水を浄化（7分）_159 （ＶＴＲ）

162 「市民が創る環境のまち元気大賞2003」発表シンボジウム（幕張メッセ） 元気ネット紹介・伊万里エコツアー・伊勢崎エコツアービデオ（41分）~162（ＶＴＲ）

166 たったひとつの地球（第２回）ごみをへらすには ＮＨＫ教育 小学校５－６年 総合的な学習の時間（環境教育番組）（15分）_166（ＶＴＲ）

169 世の中ガブッと！ 「脱・ゴミ大国 ＰＡＲＴ②」（28分_CM入り）（ＶＴＲ）

170 世の中ガブッと！ 「脱・ゴミ大国 ＰＡＲＴ①」（28分＿CM入り）_170（ＶＴＲ）

174 世の中ガブッと！ どうなるの？ 自動車のリサイクル（28分） （ＶＴＲ）

179 京都議定書発効と今後の気候変動政策 Ｇ＋読売スペシャル 国際フォーラム（40分）（ＶＴＲ）

180 おはよう日本 「ペットボトルが消えた」（5分）（ＤＶＤ）

185 ごみは素敵な贈り物 制作：石川テレビ（54分） （ＶＴＲ）

186 ママたちの食卓 地球にやさしいって何？ 企画・制作 川口市環境部（33分）（ＶＴＲ）

187 ごみの始末を考えるビデオ 今、「ごみ」が「やさしさ」が問われています 「やさしさ」を今、「行動」へ 製作 岩見沢市ふるさとづくり推進室（31分）（ＶＴＲ）

188 環境ビデオライブラリー No.2 「私たちのくらしと地球環境」 身近な生活と地球環境問題とのかかわり 企画：東京都環境保全局 制作：ＮＨＫテクニカルサービス（20分） （ＶＴＲ）

189 クリーンアップ北野 福岡県北野町 環境条例（ポイ捨て防止）（16分） （ＶＴＲ）

190 ごみ減量化再資源化講演会（石垣島） ごみは素敵な魔法使い 松田美夜子（125分）_190 （ＶＴＲ）

191 リサイクルってなんだろう 川口市環境部（25分）_191 （ＶＴＲ）

192 スクエア１２００ 都政出前講座 ごみ減量化への途（60分）（ＶＴＲ）

193 「使わなくなったテレビはどうなるんだろう？」 家電リサイクル法 経済産業省（9分） （ＶＴＲ）
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194 環境保全とリサイクル 財団法人 家電製品協会の新たなる試み（14分）（ＶＴＲ）（２本）

195 循環型社会を目指す帝人グループ ボトル to ボトルリサイクル （14分）_195（ＶＴＲ）

196 リサイクルできる紙トレー ”ホッかる” 株式会社 秀英（10分） （ＶＴＲ）

197 使用済み冷蔵庫フロン回収実証研究設備 欧州Ⅰ型方式（12分） （ＶＴＲ）

198 包括的リサイクリング カナダ・オンタリオ州 （12分）_198（ＶＴＲ）

199 西宮市東部総合処理センター 破砕選別施設（13分）_199 （ＶＴＲ）

200 レジ袋税、歩きタバコ禁止条例（25分）_200（ＶＴＲ）

200 レジ袋税（15分）_200（ＶＴＲ）

201 ごみに挑む 人吉球磨リフレッシュ作戦 人吉球磨広域行政組合（21分） （ＶＴＲ）

202 市民参加懇談会 in 東京 第２部（17分）_202 （ＶＴＲ）

203 「地球への提言」 新しいごみ処理 安来方式 （15分）（ＶＴＲ）

204 スパーニュース（東海テレビ） 賢い家電製品とのつき合い方 （8分）（ＶＴＲ）

205 スウェーデンの環境政策 バイオマス （8分）（ＶＴＲ）

206 「シゲン刑事の事件簿」 伊達市ごみ排出・回収説明ビデオ 伊達市市民部リサイクル推進室（20分） （ＶＴＲ）

207 快適な環境づくりシンポジウム（116分）_207 （ＶＴＲ）

208 「女のトークセッション Vol.2」 女性と地球環境（48分）_208（ＶＴＲ）

209 「容器包装リサイクル法」完全実施対策の決定版 Package Land のご紹介（11分）_209（ＶＴＲ）

210 市民参加懇談会 in 東京 第１部 （110分）_210（ＶＴＲ）

211 第223回 素敵なゴミ仲間 生きる－こころと健康 松田美夜子（14分） （ＶＴＲ）

212 市民参加懇談会 in 敦賀（原子力） 第１、２部 （229分）（ＶＴＲ）

213 スーパーＪチャンネル ながさき 本気で考えよう！ ごみ減量 （ＶＴＲ）

214 桐生地区産業環境保全連絡協議会講演会 循環型社会を創ろう！ 地球環境とリサイクル 21世紀の生活提案 生活環境評論家 松田美夜子（85分）（ＶＴＲ）

215 空き缶回収作戦（リサイクル法）（41分）（ＶＴＲ）

215 沼津市・住民と共に歩む沼津方式（10分）（ＶＴＲ）

215 沼津市・住みよい社会（ＮＨＫ）（15分）（ＶＴＲ）

216 インターネットスクール たったひとつの地球 「生ごみはどこへ」（14分）（ＶＴＲ）

216 インターネットスクール たったひとつの地球 「姿を消す生物」（14分）（ＶＴＲ）

217 家庭ごみの５種分別収集 正しいわけ方（プラスチック類焼却地区用）企画：岡山市（11分）_217（ＶＴＲ）

218 ＭＸテレビ スクウェア １２００ 生活ガイドとうきょう 知っていますか東京ルール （7分）（ＶＴＲ）

219 トライ アンド トライ ちょっと待て！ 出す前にこのごみ 燃えるかもえないか（28分）_219

220 使用済み冷蔵庫フロン回収実証研究設備 欧州Ⅱ型方式 （ＶＴＲ）

221 総合的な学習の時間 ３Ｒモデル授業事例 モデル授業Ⅰ（導入基礎編－30分）（財）クリーン・ジャパン・センター（ＶＴＲ）

221 総合的な学習の時間 ３Ｒモデル授業事例 モデル授業Ⅱ（品目編－レンズ付フィルム－23分） （財）クリーン・ジャパン・センター（22分）（ＶＴＲ）

222 東京都ＣＨＴＶ '95 首都圏ごみ問題フォーラム 「ごみ」という言葉が消える日 （92分）（ＶＴＲ）

223 ＮＮＮニュース 今日の出来事 ゴミ企画 （20分）（ＶＴＲ）

224 読売ニュースナビ ＰＳＥとリサイクル社会 （25分）_224（ＶＴＲ）

225 甦るアルミ缶 オール・アルミニウム缶回収協会 （23分）_225（ＶＴＲ）
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226 ゴミと地球と人間と 松田美夜子 （120分）（ＶＴＲ）

227 環境ビデオライブラリー No.1 「地球は今」 地球環境問題概要 企画：東京都環境保全局 制作：ＮＨＫテクニカルサービス（20分） （ＶＴＲ）

228 ゴミ減量ＣＭ 川口市環境部 （ＶＴＲ）

229 パソコンの３Ｒ体験学習講座 ＜小学校編＞（30分）_229-1 （ＶＴＲ）

229 パソコンの３Ｒ体験学習講座 ＜中学校編＞（29分）_229-2 （ＶＴＲ）

230 ごみと護美を考える リサイクル社会を目指して（51分）（ＶＴＲ）

231 「ごみは地球の宝物」容器包装リサイクル法が゜社会を救う（23分）（ＶＴＲ）

232 （財）家電製品協会 使用済みＴＶ解体・ブラウン管リサイクル 関西地区記録ビデオ（14分） （ＶＴＲ）

233 21世紀をめざした新しい廃棄物対策② 家庭・地域のごみ減量をめざして 厚生省生活衛生局水道環境部監修（24分）（ＶＴＲ）

234 クルクルクリーン柏 ゴミ減量作戦 （柏市）（15分） （ＶＴＲ）

235 環境ビデオライブラリー No.5 「とりもどそうわたしたちの川を海を」 あなたが主役生活廃水対策 企画：東京都環境保全局 制作：ＮＨＫテクニカルサービス（24分） （ＶＴＲ）

236 岐路にたつリサイクル　1.越谷市のごみの現状（TBS）　2.岐路に立つリサイクル（ NHK）　①トレイ　②ガラスビン　③市長の選択（越谷市）　④変わる市民のリサイクル運動

⑤ごみはなぜ減らない　⑥無塗装バンパー（トヨタ）　⑦再生トレイ　⑧限界、補助金のリサイクル　⑨ビンのリサイクル　➉リサイクルと環境　※リサイクル社会の模索

⑪再使用で減らせる容器ごみ　⑫定着しないデポジット方式　⑬国際規格が企業を変える　⑭容器包装リサイクル法　⑮進むか東京ルール　（各 ５分から７分程度） （95分）（ＶＴＲ）

237 かけがえのない地球を子孫へ リサイクル新時代の先駆け・”地球環境村”を考える （財）地球環境村ぎふ（50分）（ＶＴＲ）

238 とおる君の素敵なゴミ仲間 企画：埼玉県環境部環境管理課（20分）_238 （ＶＴＲ）

239 ＮＮＮニュース プラス１ ごみシリーズ 萩原弘子（24分） _239（ＶＴＲ）

240 廃棄ガラスびんリサイクル装置 「移動式カレット製造機」 株式会社 トリム（10分） （ＶＴＲ）

241 環境ビデオライブラリー No.3 「東京に緑を」 みどりプラスワン 企画：東京都環境保全局 制作：ＮＨＫテクニカルサービス（20分） （ＶＴＲ）

242 環境ビデオライブラリー No.4 「きれいにしよう東京の空」 自動車公害問題 企画：東京都環境保全局 制作：ＮＨＫテクニカルサービス （20分）（ＶＴＲ）

243 家庭ごみの正しい出し方 ５種分別収集 企画：岡山市 （9分）_243（ＶＴＲ）

244 いのち輝け地球・土とともに自然とともに （21分）（ＶＴＲ）

245 危機回避への旅立ち 製作：川口市環境部（28分） （ＶＴＲ）

247 豊かさへの挑戦 牛乳パック・リサイクルを考える会 全国牛乳容器環境協議会（20分） （ＶＴＲ）

248 環境フロンティア 持続可能な発展を目指して 富士常葉大学（15分）_248 （ＶＴＲ）

249 ごみまるの涙 企画・制作：川口市環境部（18分） （ＶＴＲ）

250 今私たちにできることは・・・  ごみの減量とリサイクル 松田美夜子講演（新潟市）（148分）_250 （ＶＴＲ）

251 地球環境の現状 石弘之 安田火災公開講座 （118分）_251（ＶＴＲ）

252 快適窓学 人に家に地球にやさしい樹脂サッシ 樹脂サッシ普及促進委員会（14分）_252 （ＶＴＲ）

256 ＭＸＴＶ 都政出前講座 合言葉はリサイクル（73分）（ＶＴＲ）

257 ＣＯＲＥＬＥＸ ＧＲＯＵＰ 緑の地球を子どもたちへ これは私たちの願いです。（ＣＤ－ＲＯＭ）

258 発泡スチロールのリサイクル 限りある資源の有効利用をめざして 積水化成品工業株式会社（20分）（ＶＴＲ）

261 あさてん サンデー さわやかニッポン ごみはもっと減らせる（松田美夜子出演）（40分＿CM入り）（ＶＴＲ）

262 めざせ！ リサイクル文化都市 まるがめ ごみゼロ社会に向けて（17分）_262（ＶＴＲ）

263 環境と生活に貢献する塩ビ ダイオキシン問題の解決方法 塩ビ工業・環境協会編（14分）（ＶＴＲ）

264 パネルディスカション ガラカ瓶を見直す（NHKテレビ 松田 美夜子出演）（4分）（ＶＴＲ）

265 あなたの家でも、会社でも、リサイクルの環 容器包装リサイクル法（ＶＴＲ）（15分）



VTR No 内容

266 政策対談 明日への架け橋 循環型社会に向けて 容器・包装リサイクル法の徹底（25分）（ＶＴＲ）

267 すてればゴミ、わければ資源 リサイクル仕事人が行く！ 企画：千葉市（23分）（ＶＴＲ）

268 ゴン太とミー子の365日ゴミの日 志太広域事務組合（10分）_268（ＶＴＲ）

272 シリーズ「生ごみリサイクル」Vol１－３ 野菜くずから野菜ができた！ 私のライフスタイル リサイクルの輪（31分）（ＶＴＲ）

273 ごみまをへらそう ダイエット 市民みんなでごみ減量 鹿児島市環境事業部管理課（24分）_273（ＶＴＲ）

274 ごみ５分別の手引き 千葉市清掃局ごみ減量推進室（24分）（ＶＴＲ）

277 ごみの流れ 千葉市北谷津清掃工場（19分）（ＶＴＲ）

279 TBS「クローズアップにっぽん」「林家一平のスタート 家電リサイクル」

540 容器包装リサイクル法 なぜ？ なに？ リサイクル 財団法人 日本容器包装リサイクル協会（12分）（ＶＴＲ）


