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第一部 A: 都市問題ほか 0734-1 家屋調査 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 22

第一部 A: 都市問題ほか 0669-1 都市の保健行政組織 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 31
人口10万都市の理想的保健部組織に関する米国
都市保健部調査委員会の提案

第一部 A: 都市問題ほか 0671-1 イギリスの保健行政組織 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 50
Notes on Public Health Organization in England'
by Charles Porterの全訳

第一部 A: 都市問題ほか 0695-1 自治及修身教育批判 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 12

第一部 A: 都市問題ほか 0695-2 自治及修身教育批判 （その1） 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 34
1.調査の方針、2.東京市内小学校教育現状調査
の経過、3.修身教科書について

第一部 A: 都市問題ほか 0695-3 自治及修身教育批判 （その2） 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 41
4.自治教育に関する実際施設、5.現代教育者の自
治観念、6.結論＝今後改良すべき要項

第一部 A: 都市問題ほか 0695-4 自治及修身教育批判 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 4
第一部 A: 都市問題ほか 0899-1 全国都市人口及予算　（大正13年10月1日調） 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 7
第一部 A: 都市問題ほか 0694-1 米国の都市教育組織 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第8号 1925 東京市政調査会 6

第一部 A: 都市問題ほか 0694-2 米国の都市教育組織 （その1） 東京市政調査会編/川本宇之介 市政調査資料 第8号 1925 東京市政調査会 43
1.総説、2.ボストンの教育組織、3.三大都市（ニュー
ヨーク、シカゴ、フィラデルフィア）の教育組織、4.デ
トロイトの教育組織

第一部 A: 都市問題ほか 0694-3 米国の都市教育組織 （その2） 東京市政調査会編/川本宇之介 市政調査資料 第8号 1925 東京市政調査会 33

5.中小都市に於ける教育組織、6.一都市一施設
（連帯組織学校＝シンシナティ、補習学校＝ミル
ウォーキー、職業指導＝ボストンとピッツバーグ、
成人教育＝バファロ、学校拡張と社会教化の中心
＝シカゴとニューヨーク、児童と図書館＝ピッツ
バーグ、貧児の教育＝ニューヨーク）、7.結語

第一部 A: 都市問題ほか 0694-4 米国の都市教育組織 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第8号 1925 東京市政調査会 4

第一部 A: 都市問題ほか 0668-1 都市の結核問題 東京市政調査会編 市政調査資料 第11号 1926 東京市政調査会 33
緒論、1.欧米各国に於ける結核予防状況、2.我邦
に於ける結核予防施設、3.我邦大都市に於ける結
核蔓延の実況、4.我邦都市に於ける結核予防の

第一部 A: 都市問題ほか 0693-1 都市教育の研究 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 18
第一部 A: 都市問題ほか 0693-2 都市教育の研究 総論 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 4

第一部 A: 都市問題ほか 0693-3 都市教育の研究 第1篇　近代都市とその生活 （その1） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 66
1.近代都市の発展、2.都市生活の身体に及ぼす影
響、3.都市に於ける道徳並に余暇生活

第一部 A: 都市問題ほか 0693-4 都市教育の研究 第1篇　近代都市とその生活 （その2） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 58 4.都市に於ける児童青年、5.市民の心理
第一部 A: 都市問題ほか 0693-5 都市教育の研究 第2篇　都市教育の充実改造 （その1） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 39 序説、1.教育より見たる都市の得失とその教育政

第一部 A: 都市問題ほか 0693-6 都市教育の研究 第2篇　都市教育の充実改造 （その2） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 60
2.米国都市の教育組織（1）、3.米国都市の教育組
織（2）

第一部 A: 都市問題ほか 0693-7 都市教育の研究 第2篇　都市教育の充実改造 （その3） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 56 4.一都市一施設、5.欧州に於ける都市教育一斑

第一部 A: 都市問題ほか 0693-8 都市教育の研究 第2篇　都市教育の充実改造 （その4） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 56
6.本邦六大都市都市教育組織一般、7.本邦都市
教育組織の欠陥とその充実改造策（1）

第一部 A: 都市問題ほか 0693-9 都市教育の研究 第2篇　都市教育の充実改造 （その5） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 37
8.本邦都市教育組織の欠陥とその充実改造策
（2）、結語

第一部 A: 都市問題ほか 0693-10 都市教育の研究 第3篇　行政制度 （その1） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 62
序説、1.米国都市教育庁、2.欧州及び本邦都市教
育部局

第一部 A: 都市問題ほか 0693-11 都市教育の研究 第3篇　行政制度 （その2） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 57 3.都市教育費（1）、4.都市教育費（2）
第一部 A: 都市問題ほか 0693-12 都市教育の研究 第3篇　行政制度 （その3） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 55 5.都市教育充実の機関、6.校舎と其の利用
第一部 A: 都市問題ほか 0693-13 都市教育の研究 第3篇　行政制度 （その4） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 14
第一部 A: 都市問題ほか 0693-14 都市教育の研究 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 5
第一部 A: 都市問題ほか 0698-1 都市教育改善ニ関スル意見　(文部大臣ニ提出ノ分) 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 11
第一部 A: 都市問題ほか 0699-1 都市教育改善ニ関スル意見　(六大市長ニ提出ノ分) 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 11
第一部 A: 都市問題ほか 0731-1 独逸国ニ於ケル住宅資金貸付及補助ニ関スル法令 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 27
第一部 A: 都市問題ほか 0732-1 英国政府ノ労働者住宅国営計画 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 8
第一部 A: 都市問題ほか 0733-1 英国ニ於ケル戦後住宅設立計画及之ニ対スル財政方針 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 25

第一部 A: 都市問題ほか 0661-1 都市保健上に緊要なる巡回看護施設 宮島幹之助著 1927 東京市政調査会 59
1.済生会の巡回看護班、2.巡回看護事業の確立と
従業員養成の急務、3.看護班の取扱へる実例

第一部 A: 都市問題ほか 0712-1 英国の住宅政策 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第12号 1927 東京市政調査会 7

第一部 A: 都市問題ほか 0712-2 英国の住宅政策 （その1） 東京市政調査会編/河合栄治郎 市政調査資料 第12号 1927 東京市政調査会 19

序論　英国住宅問題概観、前編　戦前及戦時中に
於ける住宅政策（1.戦前に於ける住宅法制、2.戦
前に於ける住宅改善の進歩、3.大戦直前の住宅
問題、戦時中に於ける住宅問題）

第一部 A: 都市問題ほか 0712-3 英国の住宅政策 （その2） 東京市政調査会編/河合栄治郎 市政調査資料 第12号 1927 東京市政調査会 40

後編　戦後の住宅政策（1.戦後の住宅政策の特色
と家賃制限、2.連立内閣の住宅政策、3.保守党内
閣の住宅政策、4.労働党内閣の住宅政策、5.貧民
窟改良に関する法制、6.住宅に関する諸問題）

第一部 A: 都市問題ほか 0712-4 英国の住宅政策 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第12号 1927 東京市政調査会 5

第一部 A: 都市問題ほか 0673-1 都市の塵芥処分問題
東京市政調査会編/藤原九十郎
著

都市問題パンフレット No.6 1928 東京市政調査会 24
1.吾国都市に於ける塵芥処分の概況とその処分
費、2.蒐集運搬に関する問題、3.最近に於ける塵
芥処分法の趨勢、4.焼却熱の利用問題

第一部 A: 都市問題ほか 0696-1 東京市の実業補習教育 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 11
第一部 A: 都市問題ほか 0696-2 東京市の実業補習教育 第1章　総説 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 54
第一部 A: 都市問題ほか 0696-3 東京市の実業補習教育 第2章　学科及編制 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 14
第一部 A: 都市問題ほか 0696-4 東京市の実業補習教育 第3章　設備 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 9
第一部 A: 都市問題ほか 0696-5 東京市の実業補習教育 第4章　生徒 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 34
第一部 A: 都市問題ほか 0696-6 東京市の実業補習教育 第5章　教員 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 14
第一部 A: 都市問題ほか 0696-7 東京市の実業補習教育 第6章　教授及管理 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 11
第一部 A: 都市問題ほか 0696-8 東京市の実業補習教育 第7章　経費 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 5
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第一部 A: 都市問題ほか 0696-9 東京市の実業補習教育
第8章　六大都市の実業補習
教育

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 23

第一部 A: 都市問題ほか 0696-10 東京市の実業補習教育
第9章　実業補習学校の根本
的改善案（其の1）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 21

第一部 A: 都市問題ほか 0696-11 東京市の実業補習教育
第10章　実業補習学校の根本
的改善案（其の2）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 22

第一部 A: 都市問題ほか 0696-12 東京市の実業補習教育 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 5
第一部 A: 都市問題ほか 0697-1 公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 13

第一部 A: 都市問題ほか 0697-2
公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育
－

第1編　総論 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 20
1.公民教育の過去と現在、2.立憲自治政治の本義
と公民の資質

第一部 A: 都市問題ほか 0697-3
公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育
－

第2編　明治以前に於ける自
治制度と公民的教育（その1）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 55
序説、1.奈良、平安朝及び鎌倉時代に於ける自治
制度と其の思想、2.室町及び安土、桃山時代に於
ける自治制度と其の思想、3.徳川幕府の施政主義

第一部 A: 都市問題ほか 0697-4
公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育
－

第2編　明治以前に於ける自
治制度と公民的教育（その2）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 57
4.江戸時代に於ける自治制度、5.江戸時代に於け
る自治的精神

第一部 A: 都市問題ほか 0697-5
公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育
－

第2編　明治以前に於ける自
治制度と公民的教育（その3）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 61
6.江戸時代に於ける庶民教育の機関（一）、7.江戸
時代に於ける庶民教育の機関（ニ）、8.庶民教育と
自治精神の陶冶（一）

第一部 A: 都市問題ほか 0697-6
公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育
－

第2編　明治以前に於ける自
治制度と公民的教育（その4）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 51
9.庶民教育と自治精神の陶冶（ニ）、　10.江戸時代
の文化と庶民の地位

第一部 A: 都市問題ほか 0697-7 公民教育研究（上巻）－　明治以前に於ける自治制度と公民的教育 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 5

第一部 A: 都市問題ほか 0700-1 実業補習教育改善ニ関スル意見 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 20

1.文部大臣ニ提出シタル建議書並ニ理由書、2.商
工大臣ニ提出シタル意見書、3.東京府知事ニ提出
シタル意見書並ニ理由書、4.東京市長ニ提出シタ
ル意見書並ニ理由書、5.京都、大阪、横浜、神戸、
名古屋ノ各市長ニ差出シタル書状

第一部 A: 都市問題ほか 0701-1 大阪市の学区廃止と其れに伴ふ施設計画に就て
東京市政調査会編/川本宇之介
著

都市問題パンフレット No.3 1928 東京市政調査会 33
1.学区廃止の経過、2.学区廃止反対理由及び賛成
者の希望事項とその批判、3.学区廃止に伴ふ諸施
設とその考察、4.将来の計画

第一部 A: 都市問題ほか 0713-1 都市に於ける妊産婦保護事業に関する調査 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 11
第一部 A: 都市問題ほか 0713-2 都市に於ける妊産婦保護事業に関する調査 （その1） 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 48 1.緒論、2.労働法制上の妊産婦保護施設、3.産婆
第一部 A: 都市問題ほか 0713-3 都市に於ける妊産婦保護事業に関する調査 （その2） 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 71 4.都市に於ける妊産婦保護施設、5.結論

第一部 A: 都市問題ほか 0713-4 都市に於ける妊産婦保護事業に関する調査 （その3） 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 76

附録第1　出産危険並に乳児死亡に関する統計概
要、附録第2　妊産婦保護事業に関する規則例
（東京市、大阪市、神戸市、静岡市、岡山県邑久
郡行幸村、愛国婦人会千葉県支部）、附録第3　都
会地外妊産婦保護施設一覧、附録第4　英国に於
ける乳児妊産婦保護施設、索引

第一部 A: 都市問題ほか 0713-5 都市に於ける妊産婦保護事業に関する調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 6
第一部 A: 都市問題ほか 0714-1 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　) 表紙・口絵・序・目次 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 14

第一部 A: 都市問題ほか 0714-2 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
都市社会の特質より見たる帝
都社会事業の批判

東京市政調査会編/磯村英一 1928 東京市政調査会 15

第一部 A: 都市問題ほか 0714-3 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
東京市に於ける社会事業の改
造を論ず

東京市政調査会編/長谷川喜千
平

1928 東京市政調査会 15

第一部 A: 都市問題ほか 0714-4 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
東京市に於ける職業紹介所の
一般的観察

東京市政調査会編/奥安左衛門 1928 東京市政調査会 11

第一部 A: 都市問題ほか 0714-5 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
或る地区の実情を提示して東
京市に於ける社会事業の徹底
を望む

東京市政調査会編/田中邦太郎 1928 東京市政調査会 15

第一部 A: 都市問題ほか 0714-6 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　) 東京市の方面委員事業を論ず 東京市政調査会編/村松義郎 1928 東京市政調査会 15

第一部 A: 都市問題ほか 0714-7 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
婦人の立場より見たる東京市
の社会事業

東京市政調査会編/丸岡ひで 1928 東京市政調査会 11

第一部 A: 都市問題ほか 0714-8 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
東京市に於ける社会事業の一
般を批判し其のセツルメント事
業を論ず

東京市政調査会編/牧賢一 1928 東京市政調査会 14

第一部 A: 都市問題ほか 0714-9 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　) 東京市社会事業を評す 東京市政調査会編/増田抱村 1928 東京市政調査会 14

第一部 A: 都市問題ほか 0714-10 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
東京市に於ける医療保護事業
に就て

東京市政調査会編/紀本参次郎 1928 東京市政調査会 13

第一部 A: 都市問題ほか 0714-11 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
東京市に於ける社会事業の連
絡経営及び乳幼児保護につい

東京市政調査会編/三浦かつみ 1928 東京市政調査会 14

第一部 A: 都市問題ほか 0714-12 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　)
東京市に於ける窮民救助の無
責任と行旅病人の激増に就て

東京市政調査会編/鈴木繁 1928 東京市政調査会 14

第一部 A: 都市問題ほか 0714-13 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　) 第5回市民賞論文を評す 東京市政調査会編/前田多門 1928 東京市政調査会 6
第一部 A: 都市問題ほか 0714-14 東京市社会事業批判　(第5回後藤子爵記念市民賞論文集　) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 6

第一部 A: 都市問題ほか 0675-1 都市の屎尿処分問題 藤原九十郎著 都市問題パンフレット No.9 1929 東京市政調査会 43
1.緒言、2.汲取運搬に関する問題、3.処理方法に
関する問題、4.応急的屎尿処理対策、5.概括

第一部 A: 都市問題ほか 0019-1
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

表紙・凡例・目次議題・目次 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 14

第一部 A: 都市問題ほか 0019-2
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

主報告　都市に於ける屎尿処
理

全国都市問題会議編/高野六郎
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 11

第一部 A: 都市問題ほか 0019-3
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

主報告　名古屋市に於ける下
水と屎尿処理に関して

全国都市問題会議編/池田篤三
郎

全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 4

第一部 A: 都市問題ほか 0019-4
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

主報告　都市の空中浄化問題
全国都市問題会議編/藤原九十
郎

全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 33
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第一部 A: 都市問題ほか 0019-5
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

一般報告（その1）
全国都市問題会議編/鯉沼茆吾
/富永兼忠

全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 47

1.仙台市に於ける汚物処理並汚染防止の状況及
其の改善に関する考察、2.東京市中央卸売市場
に於ける汚物処理状況、3.夏期に於ける東京市内
道路の衛生状態調査成績、4.東京市道路の清潔

第一部 A: 都市問題ほか 0019-6
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

一般報告（その2） 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 46

5.都市計画としての空中浄化、6.東京市内及び近
郊空気の汚染状況に就て、7.自動車廃棄による空
気汚染、8.東京市汚水処分に就て、9.下水道とチ
フスとの因果関係に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0019-7
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

一般報告（その3） 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 43
10.都市塵芥の焼却処分に就きて、11.塵芥処理方
策に対する所見

第一部 A: 都市問題ほか 0019-8
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

一般報告（その4） 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 43

12.都市屎尿の肥料化処分と其の腐熟層に就て、
13.都市汚物並汚染の措置に関する制度、14.清掃
警察権の都市移管問題、15.下水道法の改正に就
て、16.都市に於ける清潔保持の細目的事務に当
るべき小地域団体に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0019-9
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

一般報告（その5）
全国都市問題会議編/宮島幹之
助

全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 45

17.東京市河川濠池の浄化に就て、18.都市衛生の
社会教育に就て、19.公衆便所の問題、20.名古屋
市に於ける屎尿処理、21.屎尿処置に関する数問
題、22.都市公園内の汚物並汚染に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0019-10
第3回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0672-1 都市の空中浄化問題
東京市政調査会編/藤原九十郎
著

都市問題パンフレット No.17 1932 東京市政調査会 40

1.都市の空中汚染、2.空中汚染に依る被害、3.空
中汚染防止就中煤煙防減策（1.完全燃焼装置、2.
燃料改善、3.給炭方法の改善、4.煤煙取締法の実
施、5.煤煙防減会の設置）

第一部 A: 都市問題ほか 0676-1 都市塵芥の処理方策　(欧米都市に於ける塵芥処理の概況とその批 東京市政調査会編/藤原九十郎 都市問題パンフレット No.16 1932 東京市政調査会 36

第一部 A: 都市問題ほか 0033-1
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 10

第一部 A: 都市問題ほか 0033-2
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

主報告　本邦都市の下水及汚
物処分と魚介衛生私見

全国都市問題会議/戸田正三
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 1

第一部 A: 都市問題ほか 0033-3
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

主報告　本邦都市塵芥処理に
就て

全国都市問題会議/飯野斐
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 45

第一部 A: 都市問題ほか 0033-4
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

一般報告（その1） 全国都市問題会議/板垣鷹穂
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 42

1.都市生活と保健、2.都市生活と保健問題、3.都市
美の情操に及ぼす影響、4.保健問題と社会階級、
5.都市と壮丁の体格、6.本邦都市と町村との死亡
率比較、7.東京市と外国都市との死亡率の比較

第一部 A: 都市問題ほか 0033-5
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

一般報告（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 43

8.細民街の死亡状態に就て、9.大阪市に於ける乳
児死亡の統計的観察、10.東京市町内会に於ける
衛生事業と其の近代化、11.都市の保健施設、12.
神戸市に於ける保健施設の鳥瞰、13.水道の安全

第一部 A: 都市問題ほか 0033-6
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

一般報告（その3） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 38

14.保健と住宅問題、15.東京市に於ける鉄筋「コン
クリート」建「アパートメント・ハウス」に関する衛生
学的研究、16.都市保健上より見たる住宅敷地、
17.学校建築とその敷地の問題、18.東京市新市域
山の手方面の河川の下水化防止に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0033-7
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

一般報告（その4） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 49

19.上水道下水道の施設と都市汚染防止問題、20.
炭酸瓦斯に依る処理場流入下水の水素イオン濃
度の調整に就いて、21.工場廃水放流と其の弊毒
および対策、22.名古屋市に於ける屎尿処分の変
遷と現況に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0033-8
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

一般報告（その5） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 45

23.足立塵芥焼却工場に於ける瓦斯戻し焚き炉の
設計に就て、24.塵芥の適性処理に就て、25.大阪
市に於ける胞衣汚物処理事業、26.街路の清潔保
持に就て、27.東京市に於ける河川清浄に就て、
28.河川の浄化に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0033-9
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　2　研究報告　都市
の保健施設　（上）

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0034-1
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 10

第一部 A: 都市問題ほか 0034-2
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

一般報告（その1） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 47
1.都市の葬務施設に就て、2.都市の墓地整理と将
来の対策、3.市営火葬場に就て、4.火葬場の計画
基準、5.都市騒音の防止策

第一部 A: 都市問題ほか 0034-3
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

一般報告（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 49

6.大阪市に於ける騒音の調査、7.高層建築の騒
音、8.東京市内の空気汚染調査、9.東京府に於け
る工場の公害問題と之に対する除害施設及保健
施設、10.大阪市の煤煙特に其発生源（工場及家
庭煤煙）に就て、11.煤煙防止運動の効果
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第一部 A: 都市問題ほか 0034-4
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

一般報告（その3） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 50

12.煤煙防止と地域制、13.小学校建築に関する私
見、14.六大都市に於ける年齢別肺結核死亡率の
推移、15.既存の施設特に結核療養所の充実に関
する一考察、16.名古屋市に於ける特別健康地域
（ヘルスセンター）実施計画に就て、17.慰楽休養
並健康増進に関し急施を要する諸般の施設、18.
運動公園所要面積算定に就て、19.公園、其の他
緑地に関する事項、20.保健に関する地域制

第一部 A: 都市問題ほか 0034-5
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

一般報告（その4） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 44

21.空地計画、22.臨海及林間学校其他児童保護に
関する施設、23.児童遊園設置に関する若干考
察、24.児童の智能と環境に関する調査、25.東京
市に於ける児童遊園の現況と将来、26.京都市に
於ける乳児保護対策に就て

第一部 A: 都市問題ほか 0034-6
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

一般報告（その5） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 45

27.東京市公園内の運動施設と其の利用、28.市民
農園等に関する施設、29.観光事業に関する基礎
的の問題に就て、30.壁面の位置の指定に依る住
宅地の道路計画、31.都市衛生上より見たる採光
照明問題に就て、32.照明を中心とする都市保健

第一部 A: 都市問題ほか 0034-7
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　3　研究報告　都市
の保健施設　（下）

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0405-1 都市問題概説 東京市政調査会編/弓家七郎 市政の基礎知識 第1輯 1936 東京市政調査会 35
1.文化社会における都市の地位、2.都市の概念、
3.都市発達の趨勢、4.都市発達の原因、5.都市の
将来、6.都市生活の特異性、7.都市の有する諸問

第一部 A: 都市問題ほか 0679-1 都市の結核予防に就て 東京市政調査会編/宮島幹之助 都市問題パンフレット No.28 1936 東京市政調査会 29
第一部 A: 都市問題ほか 0412-1 日本都市概観：附　満州国都市 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 19

第一部 A: 都市問題ほか 0680-1 都市の騒音防止問題
東京市政調査会編/藤原九十郎
著

都市問題パンフレット No.33 1938 東京市政調査会 28

緒言（騒音の害毒）、1.都市騒音実情調査（1.市民
が訴ふる騒音の種類、2.大阪市における街路騒音
の調査）、2.高層建築物内の騒音の調査、3.都市
騒音の防止方策（1.機械的改善方法、2.法律、法
規による取締、3.自制運動による騒音の防止策、
4.紐育市に於ける騒音防止運動の成果）

第一部 A: 都市問題ほか 0778-1 都市の人口 表紙・序・目次 猪間驥一著 市政の基礎知識 第6輯 1939 東京市政調査会 5

第一部 A: 都市問題ほか 0778-2 都市の人口 （その1） 猪間驥一著 市政の基礎知識 第6輯 1939 東京市政調査会 29
1.「都市」の「人口」と云ふ言葉、2.主な市の人口、
3.人口の都市集中、4.都市人口の男女別構成

第一部 A: 都市問題ほか 0778-3 都市の人口 （その2） 猪間驥一著 市政の基礎知識 第6輯 1939 東京市政調査会 24
5.都市人口の年齢別構成、6.都市人口の出生地
別構成、7.都市人口の産業的構成、8.世帯と配偶

第一部 A: 都市問題ほか 0778-4 都市の人口 奥付・裏表紙 市政の基礎知識 第6輯 1939 東京市政調査会 5

第一部 A: 都市問題ほか 0042-1
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 A: 都市問題ほか 0042-2
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

第１議題　「本邦都市発達の動
向と其の諸問題」議題解説

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0042-3
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

わが国の都市発達史 全国都市問題会議/大須賀巌
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0042-4
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

飛鳥都城の制と時代思潮 全国都市問題会議/宮脇泰一
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 10

第一部 A: 都市問題ほか 0042-5
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

封建時代に於ける農民離村と
過大都市

全国都市問題会議/内藤勝
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 A: 都市問題ほか 0042-6
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

江戸の人口の研究 全国都市問題会議/鷹見安二郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 13

第一部 A: 都市問題ほか 0042-7
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

歴史地理学的にみる都市の性
格　－大阪の歴史的性格の研
究に寄せて－

全国都市問題会議/亀井幸次郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11

第一部 A: 都市問題ほか 0042-8
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

戦争と都市　－主として大阪市
の発展について－

全国都市問題会議/日本建築協
会

全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 12

第一部 A: 都市問題ほか 0042-9
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

神戸の市形態の発展過程と今
後の方策

全国都市問題会議/奥中喜代一
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 A: 都市問題ほか 0042-10
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

日本経済史発展過程より見た
る横浜市の発達

全国都市問題会議/島田正司
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 A: 都市問題ほか 0042-11
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

北九州都市の歴史的発展につ
いて

全国都市問題会議/赤岩勝美
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 12

第一部 A: 都市問題ほか 0042-12
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

北海道都市発達の特異性と其
の問題

全国都市問題会議/谷口成之
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 17

第一部 A: 都市問題ほか 0042-13
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

朝鮮に於ける都市の発達とそ
の社会経済的性格

全国都市問題会議/小田忠夫
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 A: 都市問題ほか 0042-14
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

都市膨張の因子としての人口
と住宅の関連性

全国都市問題会議/井上新ニ
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 15

第一部 A: 都市問題ほか 0042-15
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

道路より見たる都市の動向
全国都市問題会議/岡巌一/加
藤清

全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 14

第一部 A: 都市問題ほか 0042-16
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

都市発達史の研究に対する方
法論的一反省

全国都市問題会議/竹中龍雄
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 2

第一部 A: 都市問題ほか 0042-17
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

継続的に論議されたい二つの
テーマ

全国都市問題会議/小田内通敏
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 A: 都市問題ほか 0042-18
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

郷土の歴史と其の発達を市民
に周知せしむべし

全国都市問題会議/井下清
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6
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第一部 A: 都市問題ほか 0042-19
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

渇水に対処する応急水道拡張
に就いて

全国都市問題会議/吉村次郎吉
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0042-20
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

河川の浄化に就いて 全国都市問題会議/酒井勇
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6

第一部 A: 都市問題ほか 0042-21
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

都市の地番整理 全国都市問題会議/重藤魯
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 12

第一部 A: 都市問題ほか 0042-22
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　1　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（上）

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 A: 都市問題ほか 0043-1
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 A: 都市問題ほか 0043-2
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

東京に於ける最近の建築線指
定傾向

全国都市問題会議/池口凌
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 17

第一部 A: 都市問題ほか 0043-3
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

建築行政に於ける土地関係の
諸問題

全国都市問題会議/池口凌
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 A: 都市問題ほか 0043-4
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

国土計画に即応する建築行政
の新展開について

全国都市問題会議/鈴木和夫
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11

第一部 A: 都市問題ほか 0043-5
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

名古屋近郊に於ける建築物の
用途別構成

全国都市問題会議/田中彌一
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 10

第一部 A: 都市問題ほか 0043-6
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

近代都市の発達と都市計画地
域制

全国都市問題会議/中村綗
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 10

第一部 A: 都市問題ほか 0043-7
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

低湿地域より見たる都勢の動
向と其の処理

全国都市問題会議/福西清治
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 15

第一部 A: 都市問題ほか 0043-8
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

大都市の発展と近郊農業 全国都市問題会議/宮出秀雄
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 12

第一部 A: 都市問題ほか 0043-9
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

都市と町村の死亡率比較並に
汚染空気汚染度に就いて

全国都市問題会議/石原房雄
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 A: 都市問題ほか 0043-10
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

統制経済と都市行政 全国都市問題会議/藤田武夫
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 A: 都市問題ほか 0043-11
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

特異性都市の研究 全国都市問題会議/長崎敏音
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 14

第一部 A: 都市問題ほか 0043-12
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

中小都市の振興方策 全国都市問題会議/大須賀巌
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 3

第一部 A: 都市問題ほか 0043-13
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

中小都市の発展と其の統制 全国都市問題会議/幸島禮吉
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 A: 都市問題ほか 0043-14
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

工業立地より観たる土地区画
整理

全国都市問題会議/西出稔
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11

第一部 A: 都市問題ほか 0043-15
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

工業の地方分散を重点とせる
立地研究

全国都市問題会議/経地計画研
究会

全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11

第一部 A: 都市問題ほか 0043-16
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

国内新体制と都市の方向 全国都市問題会議/山崎一雄
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 4

第一部 A: 都市問題ほか 0043-17
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

国土計画方法試論 全国都市問題会議/石川栄耀
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 A: 都市問題ほか 0043-18
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

都市構成の経済化に就いて 全国都市問題会議/後藤曠ニ
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 A: 都市問題ほか 0043-19
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

本邦都市発達の傾向と都市体
系の整備

全国都市問題会議/奥井復太郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 13

第一部 A: 都市問題ほか 0043-20
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

市域にみる都市発達の動向 全国都市問題会議/小古間隆
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 A: 都市問題ほか 0043-21
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

大東京の膨張と其の対策
全国都市問題会議/都市計画東
京地方委員会

全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 21

第一部 A: 都市問題ほか 0043-22
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　2　研究報告　本邦
都市発達の動向と其の諸問題　（下）

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 A: 都市問題ほか 0901-1 我国最近の府県及都市人口　－　昭和15年国勢調査の結果に依る 表紙・目次 東京市政調査会編 （都市問題パンフレット No.41） 1941 東京市政調査会 2

第一部 A: 都市問題ほか 0901-2
我国最近の府県及都市人口　－　昭和15年国勢調査の結果に依る
－

叙述 東京市政調査会編/幸島礼吉 （都市問題パンフレット No.41） 1941 東京市政調査会 6
1.今次国勢調査の特異性、2.我が版図内の総人
口、3.内地の府県別人口、4.内地各都市の人口、
5.内地に於ける人口の集中度、6.都市の分布

第一部 A: 都市問題ほか 0901-3
我国最近の府県及都市人口　－　昭和15年国勢調査の結果に依る
－

統計表
東京市政調査会編/河野信子/
石川直平

（都市問題パンフレット No.41） 1941 東京市政調査会 11
1.各市人口、2.各市世帯及人口の推移、附・男女
割合、3.道府県人口、4.道府県市郡別人口

第一部 A: 都市問題ほか 0901-4 我国最近の府県及都市人口　－　昭和15年国勢調査の結果に依る 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 （都市問題パンフレット No.41） 1941 東京市政調査会 2
第一部 A: 都市問題ほか 0664-1 都市の保健問題 表紙・目次 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 6

第一部 A: 都市問題ほか 0664-2 都市の保健問題 緒言、第1　都市保健の性格 藤原九十郎著 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 7
1.都市の活動要素、2.都市呼吸系の保健、3.都市
消化系の保健、4.都市排泄系の保健

第一部 A: 都市問題ほか 0664-3 都市の保健問題 第2　都市の保健生活難 藤原九十郎著 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 13

1.人口集中と人口密度、2.室内過群の生活、3.都
市住宅の非保健性、4.空地広場の不足、5.作業環
境の非保健性、6.都市雰囲気の汚染、7.生活環境
の喧騒、8.伝染病の原発と流行、9.不健全娯楽の

第一部 A: 都市問題ほか 0664-4 都市の保健問題 第3　都市民保健の様相 藤原九十郎著 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 18
1.出生率の低下、2.死亡率と死亡原因、3.結核の
死亡と蔓延、4.乳児死亡とその原因、5.死流産と性
病の蔓延状況、6.伝染病と脚気、7.発育と体格の

第一部 A: 都市問題ほか 0664-5 都市の保健問題 第4　都市保健の施策 藤原九十郎著 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 42

1.都市保健の基本的問題、2.保健指導網の確立、
3.出生増加と母子保健対策、4.青少年の体力向
上、5.結核の予防撲滅方策、6.花柳病予防方策、
7.伝染病予防の対策、8.塵芥処理の対策、9.屎尿
処理対策、10.生活環境の改善と美化、11.食糧確
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第一部 A: 都市問題ほか 0664-6 都市の保健問題 第5　都市保健事業の経費 藤原九十郎著 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 16
第一部 A: 都市問題ほか 0664-7 都市の保健問題 奥付・裏表紙 市政の基礎知識 第11輯 1942 秦満 3

第一部 A: 都市問題ほか 0681-1 都市住民の生命力 水島治夫著 都市問題パンフレット No.45 1942 秦満 21

1.緒論、2.都鄙別生命表の比較、3.都鄙別生命表
比較の概括、4.六大都市別生命表の比較、5.小
括、6.人口の自然増加率、7.都鄙別人口自然増加
率の比較、8.六大都市の自然増加率、9.総括

第一部 A: 都市問題ほか 0557-1 都市疎開に関する資料 秦満 都市問題パンフレット No.46 1944 東京市政調査会 35

1.国土計画設定要綱、2.工業規制地域及工業建
設地域、3.国土防衛強化に関する閣議決定、4.都
市の防空措置に関する意見、5.空地帯及防空空
地の設定、6.国内体制強化方策、7.都市疎開実施
要綱、8.疎開地の指定（1）、9.疎開地新築禁止令、

第二部 A: 都市問題ほか 0682-1 保健衛生行政の再建に関する調査中間報告 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 30

1.本調査の対象、2.生活環境の衛生化、3.都にお
ける一般医療施設、4.急性伝染病の問題、5.花柳
病の問題、6.結核の問題、7.精神病の問題、8.保
健衛生事業の経費、9.保健衛生行政の機構、10

第二部 A: 都市問題ほか 0683-1 保健衛生行政の再建に関する調査報告書 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 34

1.本調査の対象、2.戦後における都民の保健衛生
生活劣悪化、3.都における一般医療施設、4.急性
伝染病の問題、5.花柳病の問題、6.結核の問題、
7.精神病の問題、8.保健衛生事業の経費、9.保健
衛生行政の機構、10.保健衛生事業の重点

第二部 A: 都市問題ほか 0684-1 保健衛生行政の再建に関する調査報告書　別冊 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 26

第二部 A: 都市問題ほか 0702-1 社会教育に関する調査報告　(都政共同調査報告) 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 23

1.現下に於ける社会教育の課題、2.団体組織とそ
の運営、3.各種社会教育事業の現状とその検討、
4.図書館及美術館、5.行政機構、6.社会教育の経
費、7.将来計画

第二部 A: 都市問題ほか 0715-1 社会事業の整備充実に関する調査 表紙・目次 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 6

第二部 A: 都市問題ほか 0715-2 社会事業の整備充実に関する調査 （その1） 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 38

1.戦後に於ける社会事業の方向、2.本都要生活保
護者の実態、3.要生活保護者の都内分布と濃淡、
4.都下要保護者の生活保護に関する諸問題、5.東
京都社会事業の経費予算の変遷

第二部 A: 都市問題ほか 0715-3 社会事業の整備充実に関する調査 （その2） 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 39
6.東京都主要社会事業の事業成績、7.外廓社会
事業団体の特質、8.福利事業の拡充整備

第二部 A: 都市問題ほか 0715-4 社会事業の整備充実に関する調査 裏表紙 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0716-1 東京都の住宅問題に関する調査報告
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 52

1.序論、2.住宅問題の現況（1.住宅不足の状況、2.
人口及び世帯の異動状況、3.建設難の実態、4.戦
後の住宅建設の一般的状況、5.国及び都の住宅
対策とその実績）、3.住宅復興計画（1.建設計画の
基礎条件、2.住宅復興の基調、3.建設計画）、附表

第二部 A: 都市問題ほか 0717-1 都の社会救済に関する調査報告書 表紙・例言・目次
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 7

第二部 A: 都市問題ほか 0717-2 都の社会救済に関する調査報告書 第1章　総論
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 6
1.戦後の社会問題と社会救済事業の動向、2.東京
都における社会救済の対象、3.東京都社会救済事
業の整備改善策

第二部 A: 都市問題ほか 0717-3 都の社会救済に関する調査報告書 第2章　各論（その1）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 44

1.生活保護対策、2.福祉事業（1.経済的保護事業、
2.住宅事業、3.宿泊事業、4.食堂事業、5.浴場事
業、6.職業補導事業及び授産事業、7.葬祭事業、
8.公設小売市場、9.公益質屋事業）、3.医療保護事

第二部 A: 都市問題ほか 0717-4 都の社会救済に関する調査報告書 第2章　各論（その2）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 37
4.婦人児童保護事業、5.社会救済施設の合理的
配置、6.公私社会事業の連絡対策、7.要保護者、
被保護者の生活更生運動

第二部 A: 都市問題ほか 0717-5 都の社会救済に関する調査報告書 第3章　結論
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 6
1.生活保護、2.福利事業、3.医療保護、4.婦人少年
保護、5.社会救済事業費

第二部 A: 都市問題ほか 0717-6 都の社会救済に関する調査報告書 裏表紙
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0434-1 最近の各国都市連盟 東京市政調査会編 市政調査資料 第30号 1951 東京市政調査会 17
第二部 A: 都市問題ほか 0447-1 日本都市連盟小史 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 23

第二部 A: 都市問題ほか 0073-1
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0073-2
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
社会福祉の発展
方向

全国市長会編/東京市政調査会
編/島田啓一郎

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 A: 都市問題ほか 0073-3
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
生活保護制度か
らみた社会問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/黒木利克

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0073-4
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告

都市の児童福祉
行政の問題とそ
の反省　－とくに
職親制度を中心

全国市長会編/東京市政調査会
編/中川忠治

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

4
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第二部 A: 都市問題ほか 0073-5
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告（その1）
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

13

1.都市の社会構造と福祉の問題、2.都市福祉行政
の組織化活動　－市川市の精神衛生活動例を中
心に－、3.ソシヤルニードと総合社会施設、4.伊予
三島市の社会福祉、5.社会福祉実践と地域社会
の経済基盤、6.札幌市における社会福祉の問題
点、7.広域都市の福祉行政について、8.授産場の
運営その他二、三について、9.鉱工都市の社会福
祉に関する若干問題、10.京都市における失業問
題と失業対策、11.生活保護法運営上の問題点、
12.京都市における外国人の保護状況について、
13.結核対策に望む、14.戦傷病者の福祉につい
て、15.都市における年少労働と社会福祉

第二部 A: 都市問題ほか 0073-6
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告（その2）
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

15

16.青少年指導行政確立についての一構想、17.保
育所児に関する考察、18.武蔵野市における被保
護階層の転落過程、19.町村合併による小都市と
福祉事務所の問題、20.公的扶助のあり方につい
てどのような対策が必要か、21.高率国庫負担の
必要なのはなぜか、22.社会福祉協議会の役割、
23.三浦市の社会福祉について、24.身体障害者福
祉事業、25.都市における児童福祉対策の一考
察、26.東京都における被保護者の諸問題、27.都
市における社会福祉事業のあり方、28.職業紹介
業務上より見たる児童福祉法適用児の就職につ
いて、29.ごみの厚生利用について、30.入院患者
の給食に関する調査と改善について

第二部 A: 都市問題ほか 0073-7
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　1　都市
の社会福祉　主報告ならびに一般報告の要旨

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0074-1
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0074-2
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

社会保障と都市の社会福祉
全国市長会編/東京市政調査会
編/竹中勝男

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0074-3
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における社会福祉の課題
全国市長会編/東京市政調査会
編/木田徹郎

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0074-4
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市の貧困問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/籠山京

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0074-5
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

社会保障の経済
全国市長会編/東京市政調査会
編/仲田良夫

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-6
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市社会福祉の特殊課題とし
ての中小企業

全国市長会編/東京市政調査会
編/山中篤太郎

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-7
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

地方財政と社会福祉
全国市長会編/東京市政調査会
編/野呂八束

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0074-8
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における医療扶助の実態
全国市長会編/東京市政調査会
編/奥村忠雄

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 A: 都市問題ほか 0074-9
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市の社会病理現象
全国市長会編/東京市政調査会
編/土井正徳

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-10
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市老人福祉の課題
全国市長会編/東京市政調査会
編/岡村重夫

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-11
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における老人問題の観察
全国市長会編/東京市政調査会
編/上田耕三

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 A: 都市問題ほか 0074-12
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における児童福祉の課題
全国市長会編/東京市政調査会
編/大久保満彦

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-13
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における保育園の現状と
その問題点

全国市長会編/東京市政調査会
編/浦辺史

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 A: 都市問題ほか 0074-14
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市社会と養護施設の当面せ
る基本的諸問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/松島正儀

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0074-15
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における年少労働と社会
福祉

全国市長会編/東京市政調査会
編/徳永花江

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0074-16
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市の母子福祉問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/植山つる

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

10

第二部 A: 都市問題ほか 0074-17
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における母子家庭と社会
福祉

全国市長会編/東京市政調査会
編/山高しげり

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-18
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における少年不良化の実
態

全国市長会編/東京市政調査会
編/三野亮

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-19
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における社会福祉協議会
の組織と活動

全国市長会編/東京市政調査会
編/牧賢一

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0074-20
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

ソシヤルニードと総合社会施
設

全国市長会編/東京市政調査会
編/塚本哲

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0074-21
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

都市における生活問題と婦人
の組織

全国市長会編/東京市政調査会
編/船田文子

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0074-22
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　2　都市
の社会福祉に関する論文集

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955 1

第二部 A: 都市問題ほか 0075-1
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　3　都市
の社会福祉に関する統計的資料ならびに文献目録

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0075-2
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　3　都市
の社会福祉に関する統計的資料ならびに文献目録

I　一般的状況
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

20
1.都市の社会福祉、2.低所得階層　－いわゆる
ボーダーライン層－、3.人口増加と失業の増加、4.
都市勤労者の生活、5.社会福祉
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第二部 A: 都市問題ほか 0075-3
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　3　都市
の社会福祉に関する統計的資料ならびに文献目録

II　各市の統計的諸資料（その
1）

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

36

1.生活保護法による被保護帯の状況、2.生活保護
法による被保護世帯数および人員、3.生活保護法
による種類別保護人員、4.種類別保護費、5.福祉
事務所、6.社会福祉諸施設

第二部 A: 都市問題ほか 0075-4
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　3　都市
の社会福祉に関する統計的資料ならびに文献目録

II　各市の統計的諸資料（その
2）

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

36
7.社会福祉関係地域団体、8.失業対策事業概況、
9.公営住宅施設

第二部 A: 都市問題ほか 0075-5
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　3　都市
の社会福祉に関する統計的資料ならびに文献目録

III　文献目録
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

14

第二部 A: 都市問題ほか 0075-6
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　3　都市
の社会福祉に関する統計的資料ならびに文献目録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0076-1
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

表紙・口絵・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0076-2
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

I　会議の概況
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0076-3
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

II　会議第1日　開会式
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0076-4
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

II　会議第1日　主報告
都市社会福祉の
発展方向

全国市長会編/東京市政調査会
編/嶋田啓一郎

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0076-5
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

II　会議第1日　主報告
生活保護制度か
らみた社会問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/黒木利克

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0076-6
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

II　会議第1日　主報告
都市社会事業の
組織化

全国市長会編/東京市政調査会
編/重田信一

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0076-7
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

II　会議第1日　主報告

都市の児童福祉
行政の問題とそ
の反省　－京都
市における職親
制度を中心として

全国市長会編/東京市政調査会
編/中川忠治

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0076-8
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

III　会議第2日　部会 第1部会
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

12

1.生活保護法運営上の問題点、2.町村合併による
小都市と福祉事務所の関係、3.三浦市の社会福
祉について、4.武蔵野市における被保護階層の転
落過程、5.札幌市における社会福祉の問題点、6.
東京都における被保護者の諸問題、7.生活困窮者
に対する住宅対策、8.都市社会とスラム、所感

第二部 A: 都市問題ほか 0076-9
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

III　会議第2日　部会 第2部会
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

6

1.都市の社会構造と福祉の問題、2.都市福祉行政
と組織化活動、3.社会福祉協議会の役割、4.ソシ
ヤル・ニードと総合社会施設、5.青少年指導行政
確立についての一構想、6.都市における児童福祉
対策の一考察、7.都市における年少労働と社会福
祉、8.職業紹介業務上より見たる児童福祉法適用
児の就職について、9.保育所児に関する考察、10.
医療保障と完全実施について、11.身体障害者福

第二部 A: 都市問題ほか 0076-10
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

III　会議第2日　部会概要報告
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 A: 都市問題ほか 0076-11
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

III　会議第2日　閉会式、IV　参
加者名簿

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0076-12
第17回全国都市問題会議　第17回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第17回　昭
和30年・京都市)

1955
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0897-1 鎌倉市民生活実態調査・鎌倉市政世論調査集計表 表紙 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 4

第二部 A: 都市問題ほか 0897-2 鎌倉市民生活実態調査・鎌倉市政世論調査集計表
調査の方法・調査結果集計表
索引

東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 8

第二部 A: 都市問題ほか 0897-3 鎌倉市民生活実態調査・鎌倉市政世論調査集計表 鎌倉市民生活実態調査 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 84
第二部 A: 都市問題ほか 0897-4 鎌倉市民生活実態調査・鎌倉市政世論調査集計表 鎌倉市政世論調査 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 36
第二部 A: 都市問題ほか 0897-5 鎌倉市民生活実態調査・鎌倉市政世論調査集計表 裏表紙 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 4
第二部 A: 都市問題ほか 0900-1 東京都における交通事故ならびに道路関係調表 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 15

第二部 A: 都市問題ほか 0081-1
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0081-2
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

主報告
都市における屎
尿および塵埃の
処理方策につい

全国市長会編/東京市政調査会
編/三浦運一

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0081-3
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

主報告
都市における清
掃事業の現状と
今後の課題

全国市長会編/東京市政調査会
編/尾村偉久

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 A: 都市問題ほか 0081-4
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

主報告
清掃事業の公営
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/工藤庄八

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

14

第二部 A: 都市問題ほか 0081-5
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

特別講演
汚物処理の窮状
打開について

全国市長会編/東京市政調査会
編/戸田正三

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

5
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第二部 A: 都市問題ほか 0081-6
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

一般報告
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

32

1.都心部における塵芥系列より発生するハエ類の
撲滅について、2.し尿消化槽による処理分離屎尿
の組成と消化条件の実験的検討、3.海洋投棄と下
水流注、4.し尿汲取許可業者の機械化促進成功
について、5.神戸市における「ごみ」の高速堆肥施
設について、6.し尿じん芥高速堆肥化処理　－平
塚市の処理施設について－、7.塵芥集荷能率の
研究、8.都市中央部のゴミ箱撤去運動について、
9.清掃施設と財源問題、10.下水道の財源問題と
使用料、11.清掃条例の諸問題、12.大気汚染、13.
大気汚染について、14.札幌市の煤煙について、
15.直江津市の住みよい郷土建設運動の展開、16.
都市におけるカとハエ駆除問題の焦点、17.大都市
地域における住宅地の開発と清掃問題　－阪神
地域を例として

第二部 A: 都市問題ほか 0081-7
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　1　都市
の清掃問題　主報告､一般報告特別講演の要旨

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0082-1
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0082-2
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

立地条件から見たごみ処理の
合理的対策について

全国市長会編/東京市政調査会
編/工藤庄八

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0082-3
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

ごみの埋立処理について
全国市長会編/東京市政調査会
編/川畑愛義

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0082-4
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

塵芥焼却炉について
全国市長会編/東京市政調査会
編/松本順一郎

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0082-5
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

ごみ処理を主体とした清掃事
業とその財政分析　－とくに新
潟市の実情について－

全国市長会編/東京市政調査会
編/媚山一彦

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

12

第二部 A: 都市問題ほか 0082-6
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

堆肥化方法について
全国市長会編/東京市政調査会
編/内藤幸穂

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 A: 都市問題ほか 0082-7
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

し尿の収集と運搬について
全国市長会編/東京市政調査会
編/工藤庄八

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0082-8
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

温熱処理、貯留槽薬剤処理等
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/谷川久治

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0082-9
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

屎尿消化槽と共同屎尿浄化槽
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/洞沢勇

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0082-10
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

し尿の海洋投棄について
全国市長会編/東京市政調査会
編/庄司光

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0082-11
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

清掃事業と地方債の問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/及川角寿

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 A: 都市問題ほか 0082-12
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

清掃事業発展の方向とその問
題点

全国市長会編/東京市政調査会
編/楠本正康

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0082-13
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　2　都市
の清掃問題に関する研究

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0083-1
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0083-2
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

1.各市清掃関係組織・予算
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0083-3
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

2.かとはえの駆除
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

12

第二部 A: 都市問題ほか 0083-4
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

3.各市し尿処理方法・収集形
態

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0083-5
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

4.各市ごみ処分方法・収集形
態

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

12

第二部 A: 都市問題ほか 0083-6
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

5.各市ごみ手数料施行状況
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0083-7
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　3　都市
の清掃事業に関する若干の資料

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1957
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0084-1
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

表紙・口絵・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0084-2
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議の概要
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0084-3
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

主報告
都市におけるし
尿および塵芥の
処理方策

全国市長会編/東京市政調査会
編/三浦運一

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 A: 都市問題ほか 0084-4
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

主報告
都市における清
掃事業の現状と
今後の課題

全国市長会編/東京市政調査会
編/尾村偉久

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

10

第二部 A: 都市問題ほか 0084-5
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

主報告
清掃事業の公営
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/工藤庄八

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

13

第二部 A: 都市問題ほか 0084-6
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

特別講演
汚物処理の窮状
打開について

全国市長会編/東京市政調査会
編/戸田正三

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0084-7
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム1　かとはえの駆
除問題

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

7
柳沢徹隆、森下薫、大井成之、橋本正己、大利茂
久、千野純男
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第二部 A: 都市問題ほか 0084-8
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム2　し尿処理問題
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

8
富川保太郎、谷川久治、庄司光、洞沢勇、伊藤喜
代司

第二部 A: 都市問題ほか 0084-9
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム3　ごみ処理問題
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5
白鳥義三郎、児玉威、媚山一彦、海淵養之助、芦
田英雄

第二部 A: 都市問題ほか 0084-10
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム4　清掃事業の財
政および管理上の問題

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

4 荒井源吉、楠本正康、堀家嘉郎

第二部 A: 都市問題ほか 0084-11
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム5　公害問題　－
空気および水質汚染

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5
白木正元、洞沢勇、山本友太郎、庄司光、水本吉
郎

第二部 A: 都市問題ほか 0084-12
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

所感、参加者名簿
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0084-13
第19回全国都市問題会議　第19回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第19回　昭
和32年・金沢市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0085-1
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0085-2
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

議題解説「都市の青少年問
題」

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0085-3
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
青少年問題と教
育

全国市長会編/東京市政調査会
編/駒田錦一

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0085-4
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
八幡市における
青少年の育成と

全国市長会編/東京市政調査会
編/守田道隆

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

13

第二部 A: 都市問題ほか 0085-5
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
青少年対策の現
状と課題

全国市長会編/東京市政調査会
編/河上邦治

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0085-6
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

9

1.旭川市の青少年対策、2.都市の青少年問題処
理に対する一考察、3.青少年非行と体育、4.ボーイ
スカウト教育による青少年の新生活、5.今後の青
少年対策行政に関する構想、6.川口市における青
少年対策について、7.大都市における青少年問題
協議会地区委員会の在り方について

第二部 A: 都市問題ほか 0085-7
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　1　都市
の青少年問題　主報告ならびに一般報告の要旨

裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0086-1
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-2
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市の青少年の成長
全国市長会編/東京市政調査会
編/牛島義友

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-3
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市生活と青少年問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/関計夫

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-4
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

マスコミュニケーションと青少
年

全国市長会編/東京市政調査会
編/磯村英一

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-5
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

社会病理現象としての青少年
問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/高木四郎

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-6
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

社会病理現象としての青少年
問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/新井尚賢

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0086-7
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市における非行少年対策に
ついて

全国市長会編/東京市政調査会
編/菰淵鋭夫

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0086-8
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

青少年対策これからの在り方
全国市長会編/東京市政調査会
編/神崎清

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-9
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市の青少年対策
全国市長会編/東京市政調査会
編/吉田昇

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-10
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

青少年活動の組織化と都市
全国市長会編/東京市政調査会
編/矢口新

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-11
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

青少年諸団体の現状と問題点
全国市長会編/東京市政調査会
編/永井三郎

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0086-12
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市における年少労働問題と
その対策

全国市長会編/東京市政調査会
編/谷野せつ

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0086-13
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

勤労青少年問題と都市
全国市長会編/東京市政調査会
編/籠山京

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0086-14
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市青少年問題対策　社会教
育の立場から

全国市長会編/東京市政調査会
編/福田繁

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-15
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市青少年のレクリエーション
対策について

全国市長会編/東京市政調査会
編/西田泰介

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-16
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市における青少年対策　－
小樽市における経験－

全国市長会編/東京市政調査会
編/安達与五郎

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0086-17
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

青少年を幸福に、健全に
全国市長会編/東京市政調査会
編/宮内三朗

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-18
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市における青少年対策
全国市長会編/東京市政調査会
編/松尾吾策

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-19
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

大阪市における青少年対策
全国市長会編/東京市政調査会
編/松本幸三郎

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0086-20
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

青少年問題の実際について
全国市長会編/東京市政調査会
編/逸見逸ニ

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0086-21
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

都市の青少年対策について
－下松市青少年問題協議会
の組織と目標－

全国市長会編/東京市政調査会
編/石井成就

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5
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第二部 A: 都市問題ほか 0086-22
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　2　都市
の青少年問題論文集

裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0087-1
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　3　都市
の青少年問題に関する統計的資料

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0087-2
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　3　都市
の青少年問題に関する統計的資料

Ｉ　総括的統計資料
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

10

1.年令別・男女別人口、2.勤労青少年総数、3.学校
在籍者数、4.児童生徒の長期欠席状況、5.卒業後
の状況、6.就職状況、7.青年学級数、8.地域青年
団、9.博物館その他施設、10.問題少年保護機構
図、11.過去5年間における青少年刑法犯被疑者
検挙人員、12.青少年教育関係行政、13.青少年保
護育成条例、14.青少年と教育費

第二部 A: 都市問題ほか 0087-3
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　3　都市
の青少年問題に関する統計的資料

II　各市の統計的資料（その1）
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

28
1.小中学校の理由別長期欠席者、2.中学校・高等
学校卒業者の進学就職状況、3.公民館設置状況
および職員数、4.主なる青少年団体の組織状況

第二部 A: 都市問題ほか 0087-4
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　3　都市
の青少年問題に関する統計的資料

II　各市の統計的資料（その2）
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

23

5.青少年問題協議会の委員数と経費、6.青少年問
題協議会に代る組織のある市、7.青少年問題協議
会を設置していない市、8.青少年関係行政機構、
9.青少年問題関係機関団体との連絡調整状況、
10.青少年対策にあたって当面している問題点

第二部 A: 都市問題ほか 0087-5
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　3　都市
の青少年問題に関する統計的資料

裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1958
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0735-1 大社会とテクノロジー
チャールズ・A.・ビーアド著/　大
野木克彦/高木鉦作訳

1958 東京市政調査会 37
ビーアド博士が大正11年10月、東京帝国大学で
行った講演の翻訳

第二部 A: 都市問題ほか 0088-1
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 A: 都市問題ほか 0088-2
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議の概要
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0088-3
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

主報告
青少年問題と教
育

全国市長会編/東京市政調査会
編/駒田錦一

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 A: 都市問題ほか 0088-4
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

主報告
八幡市における
青少年の育成と

全国市長会編/東京市政調査会
編/守田道隆

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 A: 都市問題ほか 0088-5
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

主報告
青少年対策の現
状と問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/河上邦治

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 A: 都市問題ほか 0088-6
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

特別報告
ドイツの青少年運
動

全国市長会編/東京市政調査会
編/佐藤和三郎

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 A: 都市問題ほか 0088-7
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム1　都市青少年対
策の基本問題

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

9 内海清、神崎清、磯村英一、籠山京、駒田錦一

第二部 A: 都市問題ほか 0088-8
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム2　青少年のため
の諸施設

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

11
安達与五郎、高橋眞照、西田泰介、籠山京、神崎
清

第二部 A: 都市問題ほか 0088-9
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

シンポジウム3　青少年の組織
化と行財政

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

10
石井成就、神崎清、西田泰介、河上邦治、駒田錦
一

第二部 A: 都市問題ほか 0088-10
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

総括、参加者名簿
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

7 駒田錦一

第二部 A: 都市問題ほか 0088-11
第20回全国都市問題会議　第20回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第20回　昭
和33年・八幡市)

1959
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 A: 都市問題ほか 0421-1 公害防止関係法令資料 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会編 1960 東京市政調査会 3
第二部 A: 都市問題ほか 0421-2 公害防止関係法令資料 I　国内 東京市政調査会編 1960 東京市政調査会 39 1.ばい煙、2.騒音、3.工場公害、4.水質汚染

第二部 A: 都市問題ほか 0421-3 公害防止関係法令資料 II　国外 東京市政調査会編 1960 東京市政調査会 6
1.西ドイツ、2.フランス、3.チェコスロバキア、4.
ニューヨーク州、5.アメリカ合衆国

第二部 A: 都市問題ほか 0421-4 公害防止関係法令資料 裏表紙 東京市政調査会編 1960 東京市政調査会 1
第二部 A: 都市問題ほか 0228-1 首都の文化と社会 表紙・目次・はしがき 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 3

第二部 A: 都市問題ほか 0228-2 首都の文化と社会
第1章　東京の発展と首都性
の展開

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 15
東京の社会文化的研究の基礎的理論構成の初期
段階として文献資料による’首都性’の変容過程を
とらえる

第二部 A: 都市問題ほか 0228-3 首都の文化と社会
第2章　市街地の拡大と機能
的分化

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 14

東京の発展をみる指標の一つとして市街地の形
成をとらえ、それを年代順に、機能分析を行ってそ
こに東京の機能が分化と統合による社会的理論
によって、展開されつつあることを立証する

第二部 A: 都市問題ほか 0228-4 首都の文化と社会
第3章　人口の増加と社会的
流動性

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 17

東京の発展をダイナミックにみると人口の流動性
－定時的流動と随時的流動－　においてとらえ
る。とくに都市における大衆現象を形成する随時
的人口流動を解明する

第二部 A: 都市問題ほか 0228-5 首都の文化と社会
第4章　人口の増加と社会的
階層

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 15

東京の人口の増加は、地域的分布と地域的移動
と共に階層的分化状態を示している。東京の社会
的吸引力はこの階層化の過程においてその一つ
の要因をとらえる

第二部 A: 都市問題ほか 0228-6 首都の文化と社会
第5章　階層分化と社会病理
の展開

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 13
東京の発展を階層の分化におき、その一つの指
標として低所得階層における病理現象の変遷をと
らえてみた。東京という社会の分析の一つのケー

第二部 A: 都市問題ほか 0228-7 首都の文化と社会 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 1

第二部 A: 都市問題ほか 0797-1
人口移動の経済的ポテンシャルからみた首都　（昭和37年1月26日
第1回研究会研究報告速記録）

人口移動の経済的ポテンシャ
ルからみた首都　（昭和37年1
月26日　第1回研究会研究報
告速記録）

舘稔述 調査研究資料 No.1 1962
東京市政調査会首
都研究所

14
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第二部 A: 都市問題ほか 0243-1 都民生活と社会的適応性　－都民意識形成の研究－ 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.3（社
会文化）

1963 東京市政調査会 31

1.はじめに、2.住居の移動性、3.住居の定着性、4.
住居と土着性、5.職業と移動性、6.現在地への適
応性、7.東京定住の決定理由、8.定住者の人生目
標、9.地域活動への適応性、10.家族生活の適応
性、11.生活適応性の概観、12.おわりに

第二部 A: 都市問題ほか 0244-1 都民の社会的属性と意識に関する実証的研究 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.3（社
会文化）

1963 東京市政調査会 31
はしがき、1.調査の目的と方法、2.職業階層と地域
的定着性、3.地域生活に対する充足性・志向性、4.
東京人の類型と意識の諸特性

第二部 A: 都市問題ほか 0462-1
アメリカにおける都市研究の動向　（昭和38年1月18日研究会研究報
告速記録）

アメリカにおける都市研究の動
向（昭和38年1月18日研究会
研究報告速記録）

磯村英一述 調査研究資料 No.9 1963 15

第二部 A: 都市問題ほか 0464-1
都市の変化とその類型　－タルコット・パーソンズ－　－ケヴィン・リン
チ－

磯村英一訳/東京市政調査会首
都研究所編

調査研究資料 No.11 1963
東京市政調査会首
都研究所

13
1.都市社会とその変化（T.パーソンズ）、2.メトロポ
リスの型（K.リンチ)

第二部 A: 都市問題ほか 0780-1
大都市への人口集中と地方都市の役割　－東京をめぐる人口移動の
実態を中心として－

表紙・目次・まえがき 東京市政調査会編 1963 東京市政調査会 6

第二部 A: 都市問題ほか 0780-2
大都市への人口集中と地方都市の役割　－東京をめぐる人口移動の
実態を中心として－

第1章　東京・地方の人口移動
の実態

東京市政調査会編 1963 東京市政調査会 32
1.最近の東京都人口の増加　－社会増を中心に
－、2.地方出身新規学卒者の東京都内への就職
状況、3.労働力の流出過程、4.人口移動と生活水

第二部 A: 都市問題ほか 0780-3
大都市への人口集中と地方都市の役割　－東京をめぐる人口移動の
実態を中心として－

第2章　人口移動における諸対
策とそれをめぐる問題

東京市政調査会編 1963 東京市政調査会 25

1.東京への人口移動に対する中央・地方の政府機
関の見方と対策、2.生活水準からみた人口移動対
策、3.新規学卒就職者の流出に伴う問題と対策、
4.産業構造の変化と労働力の移動

第二部 A: 都市問題ほか 0780-4
大都市への人口集中と地方都市の役割　－東京をめぐる人口移動の
実態を中心として－

第3章　人口移動の要因と問
題、要約

東京市政調査会編 1963 東京市政調査会 32
1.新規学卒就職者の流出要因、2.第1次産業の変
貌と労働力の流出、3.人口移動の要因と生活水
準、4.人口流出過程における地方都市の役割

第二部 A: 都市問題ほか 0780-5
大都市への人口集中と地方都市の役割　－東京をめぐる人口移動の
実態を中心として－

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1963 東京市政調査会 3

第二部 A: 都市問題ほか 0581-1 超過大都市東京形成の原因と問題点 柴田徳衛 調査研究資料 No.15 1965
東京市政調査会首
都研究所

15
1.超過大都市の形成とその原因、2.集中にともなう
都市計画の混乱、3.解決の方向

第二部 A: 都市問題ほか 0294-1 ロバート･C･ウッド教授の日本の都市問題への提言 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.17 1966 東京市政調査会 44
第二部 A: 都市問題ほか 0689-1 ウィリアム・A・ロブソン夫人の「音楽治療」　(ミュージック・セラピー) 東京都/東京市政調査会編 1967 東京市政調査会 31
第二部 A: 都市問題ほか 0704-1 国立大学都市・地方自治関係の講座及び学科目調 東京市政調査会研究部編 1967 東京市政調査会 6
第二部 A: 都市問題ほか 0705-1 全国大学都市・地方自治関係講座・教員調 東京市政調査会研究部編 1967 東京市政調査会 6
第二部 A: 都市問題ほか 0706-1 地方自治・都市問題関係大学講座一覧　－大学別　(研究内容詳細) 東京市政調査会編 1968 東京市政調査会 17
第二部 A: 都市問題ほか 0903-1 市町村の変遷　(資料)　1969 東京市政調査会編 1969 東京市政調査会 8 ｢都市問題｣第60巻第7号 (昭和44年7月号) 抜刷
第二部 A: 都市問題ほか 0286-1 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告 表紙・目次 東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 7
第二部 A: 都市問題ほか 0286-2 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告 I　東京都の町会の概要 東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 13 1.町会の沿革、2.都の町会

第二部 A: 都市問題ほか 0286-3 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告
II　町会・自治会その他地域住
民組織の実態調査結果の分

東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 31

第二部 A: 都市問題ほか 0286-4 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告
III　町会・自治会その他地域住
民組織に対する住民の意識調
査結果の分析

東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 26

第二部 A: 都市問題ほか 0286-5 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告
IV　町会・自治会の調査と若干
の個別的問題の検討

東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 32
1.町会の政治・行政の問題、2.町会の法制化問
題、3.町会の財政問題、4.町会と行政協力団体（防
犯協会、交通安全協会、防火協会）

第二部 A: 都市問題ほか 0286-6 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告 V　町会文献目録 東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 15
第二部 A: 都市問題ほか 0286-7 東京における地域社会組織：昭和45年度調査報告 裏表紙 東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 2
第二部 A: 都市問題ほか 0290-1 超高層ビルの社会的経済的機能と影響に関する調査 表紙・目次 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 5

第二部 A: 都市問題ほか 0290-2 超高層ビルの社会的経済的機能と影響に関する調査
序、1.東京における都心高層
化の経緯と背景、2.超高層ビ
ルにおける事務所の構造と性

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 41

第二部 A: 都市問題ほか 0290-3 超高層ビルの社会的経済的機能と影響に関する調査
3.超高層ビルにおける水、エネ
ルギー使用の実態、4.超高層
ビルと都市問題

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 31

第二部 A: 都市問題ほか 0290-4 超高層ビルの社会的経済的機能と影響に関する調査 裏表紙 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 2
第二部 A: 都市問題ほか 0690-1 東京都区・市町村における救急医療体制整備についての提言 東京市政調査会研究部編 1977 東京市政調査会 10

第二部 A: 都市問題ほか 0803-1
東京都心　(4区)　の昼間人口増とエネルギー問題　－高層ビルの課
題－

東京市政調査会編 東京問題研究 No.4 1980 東京市政調査会 26
1.東京の昼夜間人口の変動と高層ビル、2.都市機
能の変化とエネルギー消費実態、問題の所在

第二部 A: 都市問題ほか 0306-1 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編 1988 ぎょうせい 10

第二部 A: 都市問題ほか 0306-2 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 1.都市問題論抄 東京市政調査会編/星野光男 1988 ぎょうせい 12
1.資本主義と都市問題、2.社会主義と都市問題、3.
中央集権と都市問題、4.「世界大都市サミット会
議」からの観察

第二部 A: 都市問題ほか 0306-3 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－
2.大都市問題史　－東京の都
市空間と産業変動－

東京市政調査会編/金倉忠之 1988 ぎょうせい 16
1.戦前の大都市化と東京経済、2.戦後大都市化と
東京の産業構造、3.大都市形成とインフラストラク
チュア問題

第二部 A: 都市問題ほか 0306-4 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－
3.地方都市問題史　－地域開
発政策と地方自治－

東京市政調査会編/土岐寛 1988 ぎょうせい 18
1.はじめに、2.戦後地方都市問題の概観、3.地方
都市問題への視角、4.四全総の地方都市政策、5.
地方都市問題の展望

第二部 A: 都市問題ほか 0306-5 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 4.都市社会問題史　－素描－ 東京市政調査会編/吉原直樹 1988 ぎょうせい 18

1.「古典的」都市問題から現代的都市問題へ、2.わ
が国における「古典的」都市問題の存在形態、3.
戦後における都市社会問題の推移、4.都市的生活
様式の浸透、5.地域社会の衰微、6.硬直化する都
市システム、7.労働運動から都市社会運動へ
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第二部 A: 都市問題ほか 0306-6 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 5.都市再開発問題史 東京市政調査会編/三村浩史 1988 ぎょうせい 20
1.通史による問題把握、2.問題別考え方の変化、3.
その現代史

第二部 A: 都市問題ほか 0306-7 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－
6.都市交通問題　－概観と展
望－

東京市政調査会編/岡野行秀 1988 ぎょうせい 19
1.はじめに、2.都市交通の一元化、3.公衆交通機
関優先論　－マイカー抑制論－、4.補助政策、5.都
市交通と都市計画、6.都市の物流、7.問題と展望

第二部 A: 都市問題ほか 0306-8 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 7.近・現代都市環境問題史 東京市政調査会編/飯島伸子 1988 ぎょうせい 18

1.都市環境問題の諸側面、2.都市衛生と都市環境
問題、3.工業化に伴う都市環境問題、4.第二次世
界大戦後の工業都市の環境問題、5.都市化に内
包される都市環境問題

第二部 A: 都市問題ほか 0306-9 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 8.都市住宅問題史概説
東京市政調査会編/早川和男/
大本圭野

1988 ぎょうせい 24

1.住宅問題前史、2.戦時体制（1937～1945年）下
の住宅問題、3.戦後復興期の住宅問題、4.住宅問
題から都市問題へ　ー高度成長前期－、5.住宅政
策と住宅問題　ー高度成長後期－、6.現代の住宅

第二部 A: 都市問題ほか 0306-10 都市問題の軌跡と展望　－都市問題史概説－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1988 ぎょうせい 4
第二部 A: 都市問題ほか 0782-1 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－ 表紙・まえがき・目次 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 7

第二部 A: 都市問題ほか 0782-2 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－
第1章　東京の都市空間と産
業変動

金倉忠之著 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 28
1.戦前の大都市化と東京経済、2.戦後大都市化と
東京の産業構造、3.大都市形成と都市インフラ問

第二部 A: 都市問題ほか 0782-3 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－
第2章　東京の土地需要と地
価問題

金倉忠之著 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 22
1.高度経済成長開始期の地価高騰、2.産業構造
転換調整期の地価高騰、3.国際化・情報化段階の
地価高騰

第二部 A: 都市問題ほか 0782-4 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－
第3章　東京圏における業務機
能の集中と分散

金倉忠之著 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 19
1.東京圏におけるサービス産業と業務機能、2.東
京の「機能分散」政策と東京圏再編、3.東京圏にお
ける業務核都市の形成

第二部 A: 都市問題ほか 0782-5 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－
第4章　東京集中構造と地域
経済

金倉忠之著 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 19
1.東京問題と地域経済構造、2.地域経済における
地場産業の役割、3.地域経済における小売業の役
割、4.地方都市産業の課題

第二部 A: 都市問題ほか 0782-6 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－ 英文目次、索引 金倉忠之著 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 5
第二部 A: 都市問題ほか 0782-7 東京問題の基本構造　－その地域経済的特質－ 奥付・裏表紙 都市問題研究叢書　1 1988 東京市政調査会 5

第二部 A: 都市問題ほか 0309-1 シュテファン･シュネル「ドイツ都市会議」 広田全男訳 都市問題ブックレット 1 1989 東京市政調査会 47
1.ドイツ都市会議の歴史、2.ドイツ都市会議の機
構、3.若干の構造的問題、ドイツ都市会議の任

第二部 A: 都市問題ほか 0904-1 市町村の変遷　(資料)　1989 東京市政調査会編 1989 東京市政調査会 11 ｢都市問題｣第80巻第5号 (1989年5月号) 抜刷
第二部 A: 都市問題ほか 0784-1 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－ 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 5

第二部 A: 都市問題ほか 0784-2 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－
第I部　都心三区における業務
地拡大と定住人口問題

第1章　業務地の
拡大と地域構造

東京市政調査会研究部編/金倉
忠之

都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 11

第二部 A: 都市問題ほか 0784-3 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－
第I部　都心三区における業務
地拡大と定住人口問題

第2章　定住人口
減少がもたらした
諸問題

東京市政調査会研究部編/竹中
英紀/大阪健

都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 24

第二部 A: 都市問題ほか 0784-4 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－ 第II部　区行政の対応
第3章　行政対応
の沿革と区議会
の動向

東京市政調査会研究部編/沼尾
史久/廣田全男

都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 15

第二部 A: 都市問題ほか 0784-5 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－ 第II部　区行政の対応
第4章　都心三区
の定住人口確保

東京市政調査会研究部編/沼尾
史久/竹中英紀/鍛冶智也

都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 34

第二部 A: 都市問題ほか 0784-6 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－ 第II部　区行政の対応 終章、資料一覧 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 17
第二部 A: 都市問題ほか 0784-7 都心人口減少と行政対応　－東京都心三区の定住人口確保策－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　4 1991 東京市政調査会 2
第二部 A: 都市問題ほか 0313-1 大都市問題ヘの挑戦：東京とニューヨーク 表紙・序文・目次 東京市政調査会編 1992 日本評論社 7

第二部 A: 都市問題ほか 0313-2 大都市問題ヘの挑戦：東京とニューヨーク 第1部　都市政策の動向 東京市政調査会編
1.東京の都市政策（東郷尚武、
2.ニューヨークの都市政策（ジョ
ン・キース）

1992 日本評論社 33

第二部 A: 都市問題ほか 0313-3 大都市問題ヘの挑戦：東京とニューヨーク 第2部　個別課題の比較分析 東京市政調査会編

3.都心部の住宅・コミュニティ開
発（デイビッド・マメン）、4.大都
市の経済ベースと都市空間利
用（金倉忠之）、5.歴史的建造
物保全の問題と対策（ジョルダ
ン・サンド）、6.大都市の環境問

1992 日本評論社 52

第二部 A: 都市問題ほか 0313-4 大都市問題ヘの挑戦：東京とニューヨーク 第3部　統治構造の動態 東京市政調査会編

7.東京都の行政構造（ウィリア
ム・カッセラ）、8.ニューヨーク市
の行政構造（鍛冶智也）、9.東
京の政治（土岐寛）、10.ニュー
ヨーク市の政治（ハワード・マン

1992 日本評論社 64

第二部 A: 都市問題ほか 0313-5 大都市問題ヘの挑戦：東京とニューヨーク 英文要約、執筆者照会、索引 東京市政調査会編 1992 日本評論社 21
第二部 A: 都市問題ほか 0313-6 大都市問題ヘの挑戦：東京とニューヨーク 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1992 日本評論社 4
第二部 A: 都市問題ほか 0317-1 都市自治体の環境行政 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 6

第二部 A: 都市問題ほか 0317-2 都市自治体の環境行政
第1章　都市自治体における環
境行政の現状と課題

東京市政調査会研究部編/金倉
忠之

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 10

第二部 A: 都市問題ほか 0317-3 都市自治体の環境行政
第2章　自治体における環境問
題の動向　－何を環境「問題」
として認知しているのか？

東京市政調査会研究部編/高木
恒一

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 9

第二部 A: 都市問題ほか 0317-4 都市自治体の環境行政
第3章　環境管理計画の現状
と課題

東京市政調査会研究部編/沼尾
史久

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 8

第二部 A: 都市問題ほか 0317-5 都市自治体の環境行政
第4章　環境行政における自治
体と事業者の連携・協力体制

東京市政調査会研究部編/奥真
美

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 12

第二部 A: 都市問題ほか 0317-6 都市自治体の環境行政
第5章　大都市地域における自
動車排出ガス対策

東京市政調査会研究部編/廣田
全男

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 12
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第二部 A: 都市問題ほか 0317-7 都市自治体の環境行政 第6章　景観政策と環境行政
東京市政調査会研究部編/土居
直美

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 11

第二部 A: 都市問題ほか 0317-8 都市自治体の環境行政
第7章　循環型都市の形成と
自治体

東京市政調査会研究部編/神山
智行

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 14

第二部 A: 都市問題ほか 0317-9 都市自治体の環境行政
第8章　地球環境保全と自治
体の役割

東京市政調査会研究部編/北村
純

都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 13

第二部 A: 都市問題ほか 0317-10 都市自治体の環境行政
附録　都市自治体の環境行政
に関するアンケート調査

東京市政調査会研究部編 都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 7

第二部 A: 都市問題ほか 0317-11 都市自治体の環境行政 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告 5 1994 東京市政調査会 2
第二部 A: 都市問題ほか 0718-1 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－ 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 6

第二部 A: 都市問題ほか 0718-2 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－
第1章　転換期にたつ都市自
治体の福祉政策

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 8

第二部 A: 都市問題ほか 0718-3 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－

第2章　福祉計画の策定と
サービス供給体制の再編成
－特別区における高齢者福祉
行政を中心に－

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 13

第二部 A: 都市問題ほか 0718-4 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－
第3章　都市における福祉人材
確保と専門職化　－在宅福祉
サービス公的供給主体の動向

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 13

第二部 A: 都市問題ほか 0718-5 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－

第4章　都市における福祉人材
確保とボランティア　－“住民
参加型在宅福祉サービス団
体”の活動を事例として－

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 15

第二部 A: 都市問題ほか 0718-6 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－
第5章　自治体による福祉のま
ちづくり　－バリアフリーの都
市整備－

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 14

第二部 A: 都市問題ほか 0718-7 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－
第6章　都市における高齢者問
題　－高齢化の進行と社会参

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 10

第二部 A: 都市問題ほか 0718-8 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－
第7章　自立生活運動と自治
体　－障害者の自立を巡って

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 9

第二部 A: 都市問題ほか 0718-9 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－
第8章　少子社会における子育
て支援

東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 12

第二部 A: 都市問題ほか 0718-10 都市における福祉の研究　－自立と社会参加の視点から－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　6 1995 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0321-1 ECの環境法制度と環境管理手法 奥真美著 都市問題ブックレット 7 1998 東京市政調査会 50
まえがき、1.EC環境法制度の理念と枠組み、2.環
境管理に向けた政策手法の多様化とＥＭＡＳ、3.地
方自治体の役割と取組み－イギリスの事例を中心

第二部 A: 都市問題ほか 0720-1 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－ 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 6

第二部 A: 都市問題ほか 0720-2 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－
第1章　介護保険の導入と自
治体介護行政の課題

東京市政調査会研究部編/望月
誠

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 9

第二部 A: 都市問題ほか 0720-3 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－
第2章　介護保険と自治体財
政

東京市政調査会研究部編/小倉
波子

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 17

第二部 A: 都市問題ほか 0720-4 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－
第3章　介護保険制度における
広域連携政策－厚生省案の

東京市政調査会研究部編/小林
宏之

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 15

第二部 A: 都市問題ほか 0720-5 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－

第4章　介護サービス供給主体
の多元化と地域におけるネット
ワークの役割－北九州市の事
例を参考に

東京市政調査会研究部編/保井
美樹

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 13

第二部 A: 都市問題ほか 0720-6 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－
第5章　介護保険法における要
介護認定制度の検討

東京市政調査会研究部編/原田
利恵

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 13

第二部 A: 都市問題ほか 0720-7 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－
第6章　市町村介護保険事業
計画と利用者参加

東京市政調査会研究部編/田丸
大

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 12

第二部 A: 都市問題ほか 0720-8 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－
第7章　高齢者の財産保全・管
理サービス

東京市政調査会研究部編/丹羽
恵玲奈

都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 12

第二部 A: 都市問題ほか 0720-9 高齢者福祉行政の課題と展望　－公的介護保険制度をめぐって－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　9 1999 東京市政調査会 3

第二部 A: 都市問題ほか 0326-1 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
表紙・刊行の辞・高木鉦作略
歴・著作目録・目次

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 17

第二部 A: 都市問題ほか 0326-2 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
1.町内会の廃止、2.東京都と町
会問題対策協議会、3.町会問
題対策協議会の活動

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 36

第二部 A: 都市問題ほか 0326-3 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
4.廃止措置の実情、5.廃止措
置後の対策

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 46

第二部 A: 都市問題ほか 0326-4 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
6.政令第15号、7.町会問題対
策協議会の解散

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 28

第二部 A: 都市問題ほか 0326-5 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
8.政令第15号の施行中の変化
（その1）

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 43
1.行政事務の処理－出張所の再編成、2.行政の
運営と住民、3.組織の活用

第二部 A: 都市問題ほか 0326-6 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
8.政令第15号の施行中の変化
（その2）

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 48
4.衛生組合の解散と保健委員、5.保健委員と地区
組織活動

第二部 A: 都市問題ほか 0326-7 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
8.政令第15号の施行中の変化
（その3）

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 30 6.回覧板の廃止と広報紙の発行

第二部 A: 都市問題ほか 0326-8 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
8.政令第15号の施行中の変化
（その4）

高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 39 7.弘報委員会と地区組織

第二部 A: 都市問題ほか 0326-9 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 9.講和独立（その1） 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 32 1.政令15号の廃止、2.第15回全国都市問題会議

第二部 A: 都市問題ほか 0326-10 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 9.講和独立（その2） 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 49
3.町村合併と地区組織、4.新市町村建設と支所、
出張所の統廃合
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第二部 A: 都市問題ほか 0326-11 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 9.講和独立（その3） 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 37 5.連絡員制度の整備
第二部 A: 都市問題ほか 0326-12 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 10.地方自治の近代化（その1） 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 41 1.行政連絡体制の整備、2.市区町村の事務改善

第二部 A: 都市問題ほか 0326-13 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 10.地方自治の近代化（その2） 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 47
3.市区町村の住民把握、4.支所、出張所と集会施
設、5.町内会と各種団体

第二部 A: 都市問題ほか 0326-14 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 10.地方自治の近代化（その3） 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 24 6.町内会と各種団体との連絡調整
第二部 A: 都市問題ほか 0326-15 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 11.行政の運営と町内会 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 18

第二部 A: 都市問題ほか 0326-16 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
解題　町内会部落会の行政的
機能に関する執念の労作

高木鉦作著　東京市政調査会編
/西尾勝

2005 東京大学出版会 10

第二部 A: 都市問題ほか 0326-17 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣
解題　町内会研究の意義と課
題

高木鉦作著　東京市政調査会編
/倉沢進

2005 東京大学出版会 9

第二部 A: 都市問題ほか 0326-18 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 解題　自治体行政史
高木鉦作著　東京市政調査会編
/岡田彰

2005 東京大学出版会 7

第二部 A: 都市問題ほか 0326-19 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 索引 高木鉦作著　東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 5
第二部 A: 都市問題ほか 0326-20 町内会廃止と｢新生活協同体の結成｣ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2005 東京大学出版会 4

第二部 A: 都市問題ほか 0736-1 介護保険制度改革を考える 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 3

2005 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0736-2 介護保険制度改革を考える 基調講演 京極高宣
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 3

2005 東京市政調査会 10
1.介護保険と私、2.介護保険見直しの視点、3.見直
しのいくつかの論点、4.障害者施策への介護保険

第二部 A: 都市問題ほか 0736-3 介護保険制度改革を考える パネルディスカッション
浅野史郎/土屋正忠/藤木則夫/
山本文男/小川泰子/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 3

2005 東京市政調査会 27

第二部 A: 都市問題ほか 0736-4 介護保険制度改革を考える 奥付・裏表紙
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 3

2005 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0710-1 子どもたちの教育をどうするのか 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 8

2006 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0710-2 子どもたちの教育をどうするのか
基調講演～忘れられた教育目
的

東京市政調査会編/小林道雄
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 8

2006 東京市政調査会 10

第二部 A: 都市問題ほか 0710-3 子どもたちの教育をどうするのか パネルディスカッション
東京市政調査会編/西尾理弘/
宗像精/蔭山英男/川上佳美/新
藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 8

2006 東京市政調査会 27

第二部 A: 都市問題ほか 0710-4 子どもたちの教育をどうするのか 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 8

2006 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0665-1 崩壊する地域医療　－命をどう守るか－ 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 10

2007 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0665-2 崩壊する地域医療　－命をどう守るか－
基調講演　崩壊する地域医療
－命をどう守るか－

東京市政調査会編/北岡有喜
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 10

2007 東京市政調査会 16

第二部 A: 都市問題ほか 0665-3 崩壊する地域医療　－命をどう守るか－ パネルディスカッション
東京市政調査会編/森民夫/色
平哲郎/小島明日奈/佐藤かづ
代/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 10

2007 東京市政調査会 24

第二部 A: 都市問題ほか 0665-4 崩壊する地域医療　－命をどう守るか－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 10

2007 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0737-1 退職サラリーマンの社会貢献　－その可能性と限界－ 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 14

2008 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0737-2 退職サラリーマンの社会貢献　－その可能性と限界－
基調講演　退職サラリーマン
の社会貢献？　－その可能性
と限界－

東京市政調査会編/上野千鶴子
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 14

2008 東京市政調査会 9

第二部 A: 都市問題ほか 0737-3 退職サラリーマンの社会貢献　－その可能性と限界－ パネルディスカッション
東京市政調査会編/八島八千代
/楠木孝雄/朽木直文/袖井孝子
/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 14

2008 東京市政調査会 22

第二部 A: 都市問題ほか 0737-4 退職サラリーマンの社会貢献　－その可能性と限界－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 14

2008 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0711-1 これでよいのか!　教育委員会 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 16

2009 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0711-2 これでよいのか!　教育委員会
基調講演　子どもための教
師、教育委員会であるために

東京市政調査会編/山出保
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 16

2009 東京市政調査会 11

第二部 A: 都市問題ほか 0711-3 これでよいのか!　教育委員会 パネルディスカッション
東京市政調査会編/竹下譲/山
中伸一/若月秀夫/福井秀夫/新
藤宗幸/玉木研二

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 16

2009 東京市政調査会 26

第二部 A: 都市問題ほか 0711-4 これでよいのか!　教育委員会 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 16

2009 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0738-1 いま､見直すべき生活保護制度 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 17

2009 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0738-2 いま､見直すべき生活保護制度
基調講演　恥辱を与えない生
活保護制度の作り方

東京市政調査会編/新藤宗幸
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 17

2009 東京市政調査会 11

第二部 A: 都市問題ほか 0738-3 いま､見直すべき生活保護制度 パネルディスカッション
東京市政調査会編/平松邦夫/
道上正寿/斎藤貴男/木村陽子/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 17

2009 東京市政調査会 25

第二部 A: 都市問題ほか 0738-4 いま､見直すべき生活保護制度 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 17

2009 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0480-1 地球温暖化!　－自治体はどう応えるか－ 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 19

2010 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0480-2 地球温暖化!　－自治体はどう応えるか－
基調講演　理解されていない、
世界の温暖化対策の急速な動

東京市政調査会編/浅岡美恵
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 19

2010 東京市政調査会 18
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第二部 A: 都市問題ほか 0480-3 地球温暖化!　－自治体はどう応えるか－ パネルディスカッション
東京市政調査会編/鈴木重男/
飯島博/窪田亜矢/駒宮博男/五
石敬路

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 19

2010 東京市政調査会 24

第二部 A: 都市問題ほか 0480-4 地球温暖化!　－自治体はどう応えるか－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 19

2010 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0726-1 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－ 表紙・目次 東京市政調査会編 都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 4
第二部 A: 都市問題ほか 0726-2 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－ 序論 東京市政調査会編/五石敬路 都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 3

第二部 A: 都市問題ほか 0726-3 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－
第I部　雇用創出のための基金
事業

東京市政調査会編/高山英樹/
高井正/原田利恵/吉清雅英/木
村佳弘/南雲文

都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 40

1.基金事業の政策目的と制度設計の変遷、2.全国
の実施状況、3.「雇用創出に関する都道府県アン
ケート調査」の分析、4.基金事業における介護人
材確保に関する考察

第二部 A: 都市問題ほか 0726-4 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－
第Ⅱ部　自治体の無料職業紹
介事業

東京市政調査会編/棚橋匡/川
手摂/三宅博史/田中暁子/五石
敬路/堀川幸絵

都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 39
5.国、自治体における職業紹介事業の体系、6.自
治体の無料職業紹介事業、7.京都府ジョブパーク
来所者のアンケート調査

第二部 A: 都市問題ほか 0726-5 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－ 第Ⅲ部　雇用と福祉の連携 東京市政調査会編/五石敬路 都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 18
8.失業者、ワーキングプアのセーフティネット、9.雇
用と福祉の連携に関する制度分析

第二部 A: 都市問題ほか 0726-6 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－ 結論と提言
東京市政調査会編/五石敬路/
木村佳弘/棚橋匡

都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 5

第二部 A: 都市問題ほか 0726-7 自治体の就労支援　－そのあり方に関する総合的研究－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 都市調査報告　15 2010 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0692-1 岐路に立つ地域医療 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 21

2011 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0692-2 岐路に立つ地域医療
基調講演　地域医療最前線か
らの報告

東京市政調査会編/貴田岡博史
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 21

2011 東京市政調査会 13

第二部 A: 都市問題ほか 0692-3 岐路に立つ地域医療 パネルディスカッション
東京市政調査会編/千葉茂樹/
天野巡一/熊坂義裕/杉元順子/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 21

2011 東京市政調査会 23

第二部 A: 都市問題ほか 0692-4 岐路に立つ地域医療 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 21

2011 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0739-1 分権なくして福祉なし 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 22

2011 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0739-2 分権なくして福祉なし
基調講演　分権の名の下で、
市場化が進む福祉改革

東京市政調査会編/新藤宗幸
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 22

2011 東京市政調査会 11

第二部 A: 都市問題ほか 0739-3 分権なくして福祉なし パネルディスカッション
東京市政調査会編/村木厚子/
森貞述/浅川澄一/太田修平/五
石敬路

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 22

2011 東京市政調査会 27

第二部 A: 都市問題ほか 0739-4 分権なくして福祉なし 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 22

2011 東京市政調査会 3

第二部 A: 都市問題ほか 1010-1 「消えた老人」はなぜ生まれるのか 表紙・目次 東京市政調査会
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 23

2011 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 1010-2 「消えた老人」はなぜ生まれるのか
基調講演　共同体空洞化の自
覚なく、死が異様な形をとる日

東京市政調査会/宮台眞司
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 23

2011 東京市政調査会 12

第二部 A: 都市問題ほか 1010-3 「消えた老人」はなぜ生まれるのか パネルディスカッション
東京市政調査会/清原慶子/河
合克義/寺田美恵子/真鍋弘樹/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 23

2011 東京市政調査会 25

第二部 A: 都市問題ほか 1010-4 「消えた老人」はなぜ生まれるのか 奥付・裏表紙 東京市政調査会
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 23

2011 東京市政調査会 2

第二部 A: 都市問題ほか 0331-1 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945 表紙・目次・はじめに 新藤宗幸編/松本克夫編 2012 岩波書店 9

第二部 A: 都市問題ほか 0331-2 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
I　「都市問題」にみる都市問
題・概観

新藤宗幸編/松本克夫編/松本
克夫

2012 岩波書店 16

第二部 A: 都市問題ほか 0331-3 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945 II　地方自治と地方制度改革
新藤宗幸編/松本克夫編/新藤
宗幸

2012 岩波書店 16

第二部 A: 都市問題ほか 0331-4 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
III　東京市の人事行政　－そ
の実態と改革論

新藤宗幸編/松本克夫編/川手
摂

2012 岩波書店 18

第二部 A: 都市問題ほか 0331-5 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
IV　地方財政　－両税委譲論
の隆盛と挫折

新藤宗幸編/松本克夫編/高端
正幸

2012 岩波書店 17

第二部 A: 都市問題ほか 0331-6 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
V　公益事業をめぐる相克と公
益企業法案

新藤宗幸編/松本克夫編/魚住
弘久

2012 岩波書店 15

第二部 A: 都市問題ほか 0331-7 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
VI　都市計画事業　－財源、土
地区画整理、「不燃焼都市」

新藤宗幸編/松本克夫編/田中
暁子

2012 岩波書店 15

第二部 A: 都市問題ほか 0331-8 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
VII　公衆衛生　－母子保健、
塵芥屎尿処理、結核

新藤宗幸編/松本克夫編/五石
敬路

2012 岩波書店 15

第二部 A: 都市問題ほか 0331-9 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
VIII　戦時体制下の市民生活と
町内会

新藤宗幸編/松本克夫編/魚住
弘久

2012 岩波書店 17

第二部 A: 都市問題ほか 0331-10 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945
IX　都市経営論　－池田宏と
関一を中心に

新藤宗幸編/松本克夫編/青山
彰久

2012 岩波書店 17

第二部 A: 都市問題ほか 0331-11 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945 おわりに、人名索引
新藤宗幸編/松本克夫編/松本
克夫

2012 岩波書店 4

第二部 A: 都市問題ほか 0331-12 雑誌『都市問題』にみる都市問題　1925-1945 奥付・裏表紙 2012 岩波書店 5
第二部 A: 都市問題ほか 0332-1 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989 表紙・目次・はじめに 新藤宗幸編/松本克夫編 2012 岩波書店 9

第二部 A: 都市問題ほか 0332-2 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
I　都市・都市問題・都市政策
－「都市理論」の混迷

新藤宗幸編/松本克夫編/西尾
勝

2012 岩波書店 10

第二部 A: 都市問題ほか 0332-3 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
II　地方制度　－戦後改革の修
正を中心に

新藤宗幸編/松本克夫編/新藤
宗幸

2012 岩波書店 15
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第二部 A: 都市問題ほか 0332-4 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
III　地方政治　－選挙・住民運
動・住民自治

新藤宗幸編/松本克夫編/魚住
弘久

2012 岩波書店 16

第二部 A: 都市問題ほか 0332-5 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
IV　地方行政　－制度・組織・
人事

新藤宗幸編/松本克夫編/川手
摂

2012 岩波書店 16

第二部 A: 都市問題ほか 0332-6 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
V　地方財政－財政改革の系
譜を中心に

新藤宗幸編/松本克夫編/木村
佳弘

2012 岩波書店 15

第二部 A: 都市問題ほか 0332-7 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989 VI　都市計画と自治
新藤宗幸編/松本克夫編/田中
暁子

2012 岩波書店 14

第二部 A: 都市問題ほか 0332-8 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989 VII　国土計画と地域開発
新藤宗幸編/松本克夫編/松本
克夫

2012 岩波書店 14

第二部 A: 都市問題ほか 0332-9 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
VIII　福祉　－生活保護制度を
中心に

新藤宗幸編/松本克夫編/五石
敬路

2012 岩波書店 15

第二部 A: 都市問題ほか 0332-10 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989 IX　公害と環境
新藤宗幸編/松本克夫編/青山
彰久

2012 岩波書店 14

第二部 A: 都市問題ほか 0332-11 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989
X　流通機構の変遷と都市経
済

新藤宗幸編/松本克夫編/北村
龍行

2012 岩波書店 13

第二部 A: 都市問題ほか 0332-12 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989 おわりに、人名索引
新藤宗幸編/松本克夫編/松本
克夫

2012 岩波書店 5

第二部 A: 都市問題ほか 0332-13 雑誌『都市問題』にみる都市問題　II　1950-1989 奥付・裏表紙 2012 岩波書店 5

第二部 A: 都市問題ほか 0740-1 「女性の活躍推進」の虚実 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 33

2015
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 A: 都市問題ほか 0740-2 「女性の活躍推進」の虚実
基調講演　アベノミクスで女性
は「輝け」るか

後藤・安田記念東京都市研究所
編/竹信三恵子

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 33

2015
後藤・安田記念東
京都市研究所

17

第二部 A: 都市問題ほか 0740-3 「女性の活躍推進」の虚実 パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/海老原嗣生/鴨桃代/東海林
智/湯澤直美/西村美香

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 33

2015
後藤・安田記念東
京都市研究所

30

第二部 A: 都市問題ほか 0740-4 「女性の活躍推進」の虚実 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 33

2015
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0545-1 独逸の都市計画と土地収用
ウィリアム・ハーバット・ドウソン/
東京市政調査会訳

1922 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0556-1 都市計画の経済的価値
ネルソン・P.・レウィス著/弓家七
郎訳

1922 東京市政調査会 16

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0749-1 家屋税改正案調査　(未定稿) 小林丑三郎著 1922 東京市政調査会 60
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0448-1 各官公署所管国有財産　(東京市内)　震災損害調：大正十二年十月 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 19
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0450-1 電気工作物之震災被害状況 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 29
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0496-1 関西諸都市の都市計画（主として土地区画整理に就て） 表紙・目次 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0496-2 関西諸都市の都市計画（主として土地区画整理に就て） （その1） 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 21
1.大阪市上福島方面に於ける土地区画整理事
業、2.大阪市北区大火とその前後、3.神戸市に於
ける土地区画整理事業

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0496-3 関西諸都市の都市計画（主として土地区画整理に就て） （その2） 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 38
4.雑録（1.大阪市、京都市、神戸市、堺市）、5.蒐集
参考資料目録

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0496-4 関西諸都市の都市計画（主として土地区画整理に就て） 裏表紙 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 2
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0535-1 帝都復興ノ議　－後藤内務大臣提案－ 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 9
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0544-1 第47議会ニ提案セル帝都復興予算決定ニ至ル経緯 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0552-1
東京市の高速度鉄道問題に関し後藤会長並に理事会に対するビーア
ド博士のsuggestion

東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0651-1 水力電気の講話 後藤昿二述 1923 東京市政調査会 25 （水力発電所に関する技術的事項を平易に説述）
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0653-1 都市に於ける電気事業の経営に就て アーレン述/東京市政調査会訳 1923 東京市政調査会 20 「独逸都市将来の任務」第9章公営事業の訳出

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1007-1
Memorandum　relative　to　the　Reconstruction　of　Tokyo,
presented　to　Viscount　S.　Goto

Charles A. Beard 1923
Tokyo Institute for
Municipal Research

14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0363-1
第1回後藤子爵記念市民賞入選論文論題「帝都復興と教育者の希
望」

東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 62
小原八一、横田仁郎、安藤謙助、椎名龍徳、丸茂
満つ、大野ふよの

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0495-1 建設計画と土地区画 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 56

1.建設計画の一般的意義、2.都市設計の基本型、
3.街路及び外廓に依る土地区画、4.住居街路、住
居中庭、5.街路の設計と設備、6.街路の建設、7.建
設計画作成に関する法規

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0525-1 ドイツに於ける土地区画整理の実例 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 35
(Handbuch der Architektur第4篇第9巻
Staedtebauの抄訳）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0526-1 ドイツ都市に於ける土地区画整理 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 58
(Die Umlegung staedtischer Grundstuecke und
Zonenenteignungを基礎として訂正増補）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-1 帝都土地区画整理に就て　第1輯 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-2 帝都土地区画整理に就て　第1輯 1.区画整理即行の必要 東京市政調査会編/渡邊鉄蔵 1924 東京市政調査会 7
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-3 帝都土地区画整理に就て　第1輯 2.区画整理に当面して 東京市政調査会編/直木倫太郎 1924 東京市政調査会 8
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-4 帝都土地区画整理に就て　第1輯 3.区画整理案の成立まで 東京市政調査会編/佐野利器 1924 東京市政調査会 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-5 帝都土地区画整理に就て　第1輯 4.区画整理の設計並びに施行 東京市政調査会編/竹内六蔵 1924 東京市政調査会 11
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-6 帝都土地区画整理に就て　第1輯 5.復興の既往及び将来 東京市政調査会編/後藤新平 1924 東京市政調査会 10
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-7 帝都土地区画整理に就て　第1輯 6.15団体の起てる所以 東京市政調査会編/倉橋藤次郎 1924 東京市政調査会 4
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0527-8 帝都土地区画整理に就て　第1輯 裏表紙 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 2
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0528-1 帝都土地区画整理に就て　第2輯 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0528-2 帝都土地区画整理に就て　第2輯
1.区画整理の技術上の諸点に
就いて

東京市政調査会編/伊部貞吉 1924 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0528-3 帝都土地区画整理に就て　第2輯
2.区画整理の事務並びに施行
方法

東京市政調査会編/吉田茂 1924 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0528-4 帝都土地区画整理に就て　第2輯 裏表紙 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 2
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0530-1 現代都市計画 東京市政調査会編 市政調査資料 第3号 1924 東京市政調査会 29
(Adams, Thomas-Modern City Planning, Its
Meaning and Methodsの翻訳)

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0531-1 米国クリーヴランド市土地評価法 東京市政調査会編 市政調査資料 第4号 1924 東京市政調査会 36
(Rules and Principles with Land and Building
Values Controlling the 1947 'Community
Assessment' of Cuyahoga Countyの一部翻訳）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0532-1 米国クリーヴランド市土地評価法　増補再版 東京市政調査会編 市政調査資料 第4号 1924 東京市政調査会 42
(Rules and Principles with Land and Building
Values Controlling the 1947 'Community
Assessment' of Cuyahoga Countyの一部翻訳）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0533-1 ビーアド博士東京復興に関する意見 東京市政調査会編 市政調査資料 第5号 1924 東京市政調査会 24

1.新街路計画、2.土地及び住宅問題、3.土地建物
に関する権利の法律的調節、4.交通運輸組織、5.
復興事業に於ける仕事の前後、6.復興事業執行
機関、7.材料購入及び請負契約に関する公入札、
8.建物の建設及びその設計、9.財政問題、10.確定
的財政計画及びその経済的基礎、11.帝都の尊厳

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0534-1 イギリスの都市計画法 東京市政調査会編 市政調査資料 第6号 1924 東京市政調査会 38
序論、1.イギリス都市計画法の沿革、2.都市計画
運動の勝利、3.現行都市計画法

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0546-1 市街地建築物法改正の要旨 竹内六蔵/東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 21
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0628-1 需用者より見たる電燈料金の改正 後藤昿二著 1924 東京市政調査会 42

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0637-1 東京市中央卸売市場位置選定に関する意見 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 24

1.移転問題の経過、2.日本橋市場の不備、3.移転
の実現されざりし理由、4.ターミナル・ステーション
案、5.ターミナル・ステーション案の欠点、6.芝離宮
沖埋立地案、7.隅田川駅着魚荷の処分、8.節約し
得べき運搬費、9.市内小売商との関係、10.中央市
場の面積、11.市場附属商人の住宅、12.他の5種
の食品、13.芝浦案の欠点、14.埋立速行の急

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0638-1 大東京瓦斯供給ニ関スル意見 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 43

1.焦眉ノ急ニ応ズベキ応急案（1.製造設備、2.供給
設備）、2.将来ノ拡張案（1.将来ニ於ケル瓦斯消費
量、2.瓦斯製造工場、3.供給幹線ノ配置、4.製造方
式ノ選択、5.工場及ビ使用炭量、6.必要ナル経費
及ビ予算）、附表

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0639-1 我国水力電気の利用限度に就て 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 31
1.緒言、2.電気使用量、3.石炭使用量、4.薪炭使用
量、5.瓦斯使用量、6.工場動力、7.東京の電力、8.

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0640-1 電力大都市集中と超電力聯系並に周波数統一に就て 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 22

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0654-1 水力電気の利用に就て 後藤昿二著 1924 東京市政調査会 34
1.緒言、2.電気使用量、3.石炭使用量、4.薪炭使用
量、5.瓦斯使用量、6.工場動力、7.東京の電力、8.

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0741-1 土地増価税と土地未改良価格税の研究 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 12
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0741-2 土地増価税と土地未改良価格税の研究 甲　緒言 1924 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0741-3 土地増価税と土地未改良価格税の研究 乙　土地増価税 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 66
1.土地増価税の実例（1.ドイツの土地増価税、2.イ
ギリスの土地増価税）、2.土地増価税の性質

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0741-4 土地増価税と土地未改良価格税の研究 丙　土地未改良価格税 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 29

1.土地未改良価格税の実例（1.太洋洲における土
地未改良価格税、2.西部カナダ諸州における土地
未改良価格税、3.イギリスの未改良地税、4.北米
合衆国に於ける不動産税、5.我が国における間地
税案）、2.土地未改良価格税の性質

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0741-5 土地増価税と土地未改良価格税の研究 丁　結語 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0741-6 土地増価税と土地未改良価格税の研究 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1924 東京市政調査会 4
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0744-1 ウィーン市財政事情 表紙・序・目次 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0744-2 ウィーン市財政事情 （その1） 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 24
緒言、1.オーストリア連邦に関する一般的報告、2.
ウィーン市の構成、3.ウィーン市会計の一般的状
態、4.最高市行政の行政各部

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0744-3 ウィーン市財政事情 （その2） 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 37
5.公営事業及び公益事業、6.租税、7.財産および
債務、8.結言、附録（ウィーン市の構成、ウィーン市
1924年度予算概要）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0744-4 ウィーン市財政事情 奥付・裏表紙 東京市政調査会資料課編 1924 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0795-1 小額信用制度の研究 東京市政調査会編 市政調査資料 第2号 1924 東京市政調査会 39
緒論　細民と信用制度、1.小額信用制度の発達及
び現況、2.紐育救済貸付協会、3.モーリス案産業

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0523-1 街路樹 東京市政調査会編/井下清 都市講話 第1冊 1925 東京市政調査会 44

1.街路樹の起源、2.都市施設としての街路樹、3.街
路樹の目的又は効果、4.街路樹としての条件、5.
街路樹植栽の設計に就いて、6.街路樹の種類及
び特徴、7.街路樹の使命と市民との関係、8.復興
計画と街路樹、9.街路樹の栽培、10.公園と街路樹

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0529-1 東京の工学的地質研究 東京市政調査会編/岸一太 1925 東京市政調査会 25
1.緒言、2.地層内水分移動と地盤の均重変化、3.
地層の機械的分析、4.地層の化学的分析、5.地層
の含気量、6.結論

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0549-1 帝都復興計画を評す
フリッツ・シユーマッヒァー著/
東京市政調査会訳

1925 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0554-1 ビーコン街81番会社　組織及び加入契約の方法 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0627-1 利益共同団体　－独逸ニ於ケル最近ノ新企業組織－ 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 45
1.緒言、2.利益共同団体及其ノ一般集中形式中ニ
於ケル地位、3.利益共同団体ノ法律的観察、4.利
益共同団体ノ沿革

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0641-1 電力大都市集中と超電力聯系並周波数統一に就て　再版 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 22

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0757-1 都市財政に於ける特別賦課問題 東京市政調査会編 市政調査資料 第1号 1925 東京市政調査会 46
第1編　都市改良事業と特別賦課、第2編　米国都
市改良事業財源としての特別賦課（受益者負担）
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0773-1 都市金融の概況 表紙・序言・目次 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
1編

1925 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0773-2 都市金融の概況
第1章　都市および庶民、第2
章　都市金融機関の概況（１.
資産者的金融機関）

東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
1編

1925 東京市政調査会 40

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0773-3 都市金融の概況
第2章　都市金融機関の概況
（2.庶民金融機関）、第３章　庶
民金融機関の改造

東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
1編

1925 東京市政調査会 23

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0773-4 都市金融の概況 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
1編

1925 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0774-1 市街地信用組合の現況 表紙・序言・目次 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
3編

1925 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0774-2 市街地信用組合の現況 （その1） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
3編

1925 東京市政調査会 64

第1章　市街地信用組合の本質、第2章　信用組合
の沿革（1.産業組合法以前、2.産業組合法以後）、
第3章　信用組合の現況（1.信用事業経営組合の
概況、2.市街地信用組合の現状　第1～6項）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0774-3 市街地信用組合の現況 （その2） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
3編

1925 東京市政調査会 59
第3章　信用組合の現況（2.市街地信用組合の現
状　第7～9項、3.信用組合の連絡機関の概況）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0774-4 市街地信用組合の現況 （その3） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
3編

1925 東京市政調査会 61

第4章　諸外国に於ける庶民銀行の沿革及び現況
（1.総説、2.ドイツの庶民銀行、3.イタリアの庶民銀
行、4.ロシアの庶民銀行、5.アメリカの庶民銀行、6.
その他の諸国の信用組合）、第5章　市街地信用
組合の問題、索引

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0774-5 市街地信用組合の現況 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
3編

1925 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0775-1 市設貯蓄銀行の創設 表紙・序言・目次 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
2編

1925 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0775-2 市設貯蓄銀行の創設 （その1） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
2編

1925 東京市政調査会 53
第1章　貯蓄銀行の本質、第2章　本邦に於ける貯
蓄銀行の発達、第3章　貯蓄銀行の現況（1.貯蓄
銀行の概況、2.都市に於ける貯蓄銀行状況）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0775-3 市設貯蓄銀行の創設 （その2） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
2編

1925 東京市政調査会 59
第3章　貯蓄銀行の現況（3.貯蓄銀行業態一斑）、
第4章　市設貯蓄銀行の創設（1.貯蓄銀行市設の
必要、2.市設貯蓄銀行の組織及び経営）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0775-4 市設貯蓄銀行の創設 （その3） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
2編

1925 東京市政調査会 68

第5章　欧米に於ける貯蓄銀行概観（1.総説、2.イ
ギリスの貯蓄銀行、3.アメリカ合衆国の貯蓄銀行、
4.ドイツの貯蓄銀行、5.オーストリアの貯蓄銀行、6.
フランスの貯蓄銀行、7.イタリアの貯蓄銀行、8.ベ
ルギーの貯蓄銀行）、附録（貯蓄銀行法、貯蓄銀
行法施行細則）、索引

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0775-5 市設貯蓄銀行の創設 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
2編

1925 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0484-1 地帯収用 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第9号 1926 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0484-2 地帯収用 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第9号 1926 東京市政調査会 16
1.地帯収用及び超過収用、2.残地整理のためにす
る地帯収用、3.公共改良事業保護のためにする地

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0484-3 地帯収用 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第9号 1926 東京市政調査会 45
4.建築敷地造成のために行はるる地帯収用、5.財
政的利益を目的とする地帯収用、6.地帯収用の実

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0484-4 地帯収用 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第9号 1926 東京市政調査会 4
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0485-1 イギリスの田園都市 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第10号 1926 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0485-2 イギリスの田園都市 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第10号 1926 東京市政調査会 23
1.都市から田園へ、2.田園都市の先駆者、3.ハ
ワード氏の思想的背景、4.ハワード氏の田園都市

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0485-3 イギリスの田園都市 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第10号 1926 東京市政調査会 38
5.レッチウァースの田園都市、6.レッチウァースの
自治政、7.ウェルウィンの田園都市、8.田園都市運
動の大勢

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0485-4 イギリスの田園都市 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第10号 1926 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0547-1 地帯収用 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 30
1.地帯収用の本質、2.立法、3.実現された地帯収
用の諸実例、4.地帯収用に依る方法

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0548-1 現代都市計画　－　其の意義及方法－
トマス・アダムズ著/　東京市政
調査会訳

1926 東京市政調査会 39
1.緒論、2.都市計画の方法、3.都市計画の諸問
題、4.都市計画法、5.地方の計画に対する中央の
行政若くは監督

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0550-1 共同建築組合法案要項 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0551-1 共同建築に関する法律問題　(画地問題資料) 東京市政調査会編/吉山真棹 1926 東京市政調査会 12
1.共同建築の法律的観察、2.共同建築の実行に当
たって考慮を要すべき問題

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0553-1 地域制の原則
エドワード・M.・バセット著/　東京
市政調査会訳

1926 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0555-1 桑港震災ノ救護及復興ニ関スル分析的報告 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0634-1 大建築物煖房資料
表紙・緒言・凡例・目次、建築
物索引

東京市政調査会資料課編 1926 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0634-2 大建築物煖房資料 煖房調査（その1） 東京市政調査会資料課編 1926 東京市政調査会 45 東京
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0634-3 大建築物煖房資料 煖房調査（その2） 東京市政調査会資料課編 1926 東京市政調査会 50 横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、其他
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0634-4 大建築物煖房資料 附録 東京市政調査会資料課編 1926 東京市政調査会 48
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0634-5 大建築物煖房資料 奥付・裏表紙 東京市政調査会資料課編 1926 東京市政調査会 2
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0652-1 ブロンクスノ中央市場ニ就テ 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 9
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0742-1 東京市財政に関する参考諸表 表紙・目次 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 10
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0742-2 東京市財政に関する参考諸表 （その1） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 56

1.東京市財政の膨張、2.東京市普通会計特別会
計各経済廃置分合系統図表、3.東京市各経済の
職能、4.大正15年度東京市予算総覧、5.東京市歳
入内容一覧表、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0742-3 東京市財政に関する参考諸表 （その2） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 66

17.東京市受益者負担金類別並に累年収入表、18.
東京市各経済歳入中事業並に事業に伴ひて生ず
る収入、19.東京市財産収入、20.東京市財産より
生ずる収入累年表、21.東京市有財産中有価証券

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0742-4 東京市財政に関する参考諸表 （その3） 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 58
41.大正15年3月31日現在東京市継続費明細表、
42.継続費年度割表、43.東京市人件費、44.市吏員
退隠料支給額累年、45.東京市物件購入表、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0742-5 東京市財政に関する参考諸表 裏表紙 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0763-1 土地増価税
フレデリツク・シー・ホウエ著/東
京市政調査会訳

1926 東京市政調査会 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0765-1 独逸国地方税法 東京市政調査会訳 1926 東京市政調査会 19

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0776-1 公設質舗　の助成 表紙・序言・目次 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
4編

1926 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0776-2 公設質舗　の助成 （その1） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
4編

1926 東京市政調査会 82
第1章　都市庶民階級の家計状態と質屋利用、第
2章　質屋業概況（1.本邦質屋の沿革、2.質屋業の
監督及び取締、3.都市に於ける質屋営業の実際）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0776-3 公設質舗　の助成 （その2） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
4編

1926 東京市政調査会 65
第3章　本邦に於ける公益質屋業の発達（1.概説、
2.本邦公益質屋業現況）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0776-4 公設質舗　の助成 （その3） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
4編

1926 東京市政調査会 13
第3章　本邦に於ける公益質屋業の発達（3.公益
質屋の特性）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0776-5 公設質舗　の助成 （その4） 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
4編

1926 東京市政調査会 46

第4章　欧米質屋業概観（1.序説、2.私営主義を採
用する諸国、3.公営主義を採用する諸国、4.公営
私営併用主義を採用する諸国）、第5章　公設質舗
の助成－質屋業改善に関する諸考、索引

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0776-6 公設質舗　の助成 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
都市庶民金融に関する調査 第
4編

1926 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0793-1 都市庶民金融改善ニ関スル意見 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 7
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0794-1 公益質舗ニ関スル参考法律案 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0800-1 モーリス案産業銀行組織
マール･クローウエル著/東京市
政調査会訳

1926 東京市政調査会 22

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0801-1 紐育救済貸付協会　(1894-1919) モーリス案産業銀行組織 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-1 第1回全国都市問題会議録 表紙・口絵・目次 大阪都市協会編
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 38

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-2 第1回全国都市問題会議録 趣意と会議要項、発会式 大阪都市協会編/片岡安
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-3 第1回全国都市問題会議録 会議　第1議題　防火と建築 大阪都市協会編
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 28

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-4 第1回全国都市問題会議録 会議　第2議題　不良住宅改善 大阪都市協会編/小濱淨鑛
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-5 第1回全国都市問題会議録 会議　第3議題　土地区画整理 大阪都市協会編/直木倫太郎
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-6 第1回全国都市問題会議録
会議　第4議題　自由空地並公
園

大阪都市協会編/折下吉延/関
一

全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 38

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-7 第1回全国都市問題会議録
視察、都市問題資料展覧会、
附録

大阪都市協会編
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 22
視察第1班　神戸方面、視察第2班　京都方面、視
察第3班　大阪方面

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0013-8 第1回全国都市問題会議録 奥付・裏表紙 大阪都市協会編
全国都市問題会議(第1回　昭
和2年・大阪市)

1927 大阪都市協会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0483-1 地域制 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第7号 1927 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0483-2 地域制 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第7号 1927 東京市政調査会 23
緒言、1.地域制の沿革、2.地域制の意義、3.地域
制の規定

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0483-3 地域制 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第7号 1927 東京市政調査会 33

4.地域制の実例（1.我が国、2.ニューヨーク、3.シカ
ゴ、4.ミルウォーキー、5.アラメダ、6.イギリス）、付
録（1.バセット氏の地域性原則、2.主要大都市に於
ける建築物の最高限度）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0483-4 地域制 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第7号 1927 東京市政調査会 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0524-1 区画整理の一部及幹線道路拡築の一部廃止案に就て 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 16
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0603-1 報償契約ニ関スル諸家ノ意見 表紙・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 6
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0603-2 報償契約ニ関スル諸家ノ意見 報償契約ノ効力 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 29 毛戸博士、美濃部博士、高根博士、岡村博士

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0603-3 報償契約ニ関スル諸家ノ意見 報償契約ト其覚書 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 84
柿崎欽伍、三谷軌秀、平田譲衛、林龍太郎、菅沼
豊次郎、岸博士、市村博士、高根博士

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0603-4 報償契約ニ関スル諸家ノ意見 報償契約ト道路法 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 242
鳩山博士、原博士、美濃部博士、織田博士、佐々
木博士、岩田博士、石渡博士、中島博士、岡松博

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0603-5 報償契約ニ関スル諸家ノ意見 附録 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 11 美濃部博士、杉山直次郎博士
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0603-6 報償契約ニ関スル諸家ノ意見 裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 2
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0604-1 街路照明 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0604-2 街路照明 （その1） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 63
1.街路照明の変遷、2.都市と街路照明、3.街路照
明の原理、4.灯器の選定と取付方法、5.街灯設置

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0604-3 街路照明 （その2） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 64
6.配電方法と点灯時間、7.点灯費及び財源並に経
営、8.海外諸都市の実例
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0604-4 街路照明 （その3） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 30
9.我国都市の現状、10.街路照明方針確立の急
務、索引

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0604-5 街路照明 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0642-1 東京瓦斯報償契約改訂問題に就て 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 19
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0743-1 東京市財政統計諸表 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0743-2 東京市財政統計諸表 （その1） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 56

1.東京市財政の膨張、2.東京市普通会計特別会
計各経済廃置分合系統図表、3.東京市各経済の
職能、4.大正15年度東京市予算総覧、5.東京市歳
入内容一覧表、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0743-3 東京市財政統計諸表 （その2） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 67

25.基本財産及び積立金の種類並に其の性質、26.
過去三年間東京市有財産一覧表、27.東京市歳入
中市債収入、28.東京市債発行累年表、29.東京市
債の累積、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0743-4 東京市財政統計諸表 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0745-1 東京市予算案管見　昭和2年度 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会資料課編 1927 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0745-2 東京市予算案管見　昭和2年度 （その1） 東京市政調査会資料課編 1927 東京市政調査会 27
1.普通会計歳入歳出予算、2.昭和2年度普通会計
歳入予算、3.税収入、4.市債収入、5.受益者負担
金収入、6.使用料収入、7.其他の収入

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0745-3 東京市予算案管見　昭和2年度 （その2） 東京市政調査会資料課編 1927 東京市政調査会 35
8.普通会計歳出予算、9.普通会計継続費予算、10.
復興並復旧関係、11.其他の歳出、12.結語、付録

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0745-4 東京市予算案管見　昭和2年度 奥付・裏表紙 東京市政調査会資料課編 1927 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0750-1 東京市十五区の財政に関する調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0750-2 東京市十五区の財政に関する調査 （その1） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 30

第1章　序説、第2章　区の行政制度（1.区の地域、
2.区の権利義務、3.区の財政権、4.区の機関、5.東
京市内の区と其他の区との関係）、第3章　区行政
制度の沿革（1.行政区域、2.執行機関、3.区会、4.

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0750-3 東京市十五区の財政に関する調査 （その2） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 28
第4章　区の社会的及び経済的様相（1.区の人口、
2.区民の職業、3.区民の所得）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0750-4 東京市十五区の財政に関する調査 裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 2
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0486-1 帝都復興事業概観 表紙・序・目次 復興局編 1928 東京市政調査会 12
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0486-2 帝都復興事業概観 （その1） 復興局編 1928 東京市政調査会 68 1.緒言、2.東京市に於ける復興事業

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0486-3 帝都復興事業概観 （その2） 復興局編 1928 東京市政調査会 65

3.東京府に於ける復興事業、4.横浜市に於ける復
興事業、5.神奈川県に於ける復興事業、6.地域制
及防火地区、7.震災バラックと復興建築、8.復興事
業の執行に関する機関、9.復興予算、10.復興事業
関係法令、附録（1.大東京道路網計画、2.東京高
速度鉄道、3.大横浜計画）、附表（区画整理事務
一覧表、地方復興事業費一覧表）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0486-4 帝都復興事業概観 奥付・裏表紙 1928 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0536-1 名古屋市の町名番地 東京市政調査会編/富桝健造著 都市問題パンフレット No.4 1928 東京市政調査会 21
緒言、1.碁盤割の町界地番、2.旧市部一般に於け
る町界町名の現状と其の整理、3.新市域耕地整理
及区画整理地に於ける町名計画

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0561-1 帝都の復興事業　－事業の概要と進捗状況－ 東京市政調査会編 市政カード　第4号 1928 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0606-1 我国主要都市に於ける電気事業報償契約 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第17号 1928 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0606-2 我国主要都市に於ける電気事業報償契約 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第17号 1928 東京市政調査会 41

1.概説（1.電気事業の発達、2.企業形態、3.監督方
法、4.報償契約）、2.契約期間、3.事業者の特権（1.
事業の独占、2.道路その他の使用占用、3.使用料
特別税の免除）、4.事業者の負担

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0606-3 我国主要都市に於ける電気事業報償契約 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第17号 1928 東京市政調査会 20
5.事業の移転、6.事業の買収、7.事業の消滅、8.契
約期間の満了、9.其他、10.結語

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0606-4 我国主要都市に於ける電気事業報償契約 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第17号 1928 東京市政調査会 7
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0607-1 我国主要都市に於ける瓦斯事業報償契約 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第18号 1928 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0607-2 我国主要都市に於ける瓦斯事業報償契約 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第18号 1928 東京市政調査会 33

1.概説（1.瓦斯事業の発達、2.企業形態、3.監督方
法、4.報償契約）、2.契約期間、3.事業者の特権（1.
事業の独占、2.道路その他の使用占用、3.使用料
特別税の免除）、4.事業者の負担

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0607-3 我国主要都市に於ける瓦斯事業報償契約 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第18号 1928 東京市政調査会 14
5.事業の移転、6.事業の買収、7.事業の消滅、8.契
約期間の満了、9.其他、10.結語

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0607-4 我国主要都市に於ける瓦斯事業報償契約 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第18号 1928 東京市政調査会 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-1 農村協同組合と大都市中央卸売市場 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-2 農村協同組合と大都市中央卸売市場
前篇　輓近本邦に於ける農産
物取引方法の改革運動

第1章　総論 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 39

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-3 農村協同組合と大都市中央卸売市場
前篇　輓近本邦に於ける農産
物取引方法の改革運動

第2章　出荷組合
運動助成機関と
しての全国農会
連合販売斡旋事

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 47

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-4 農村協同組合と大都市中央卸売市場
前篇　輓近本邦に於ける農産
物取引方法の改革運動

第3章　大都市市
場商人の取引組
織改革運動

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 33

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-5 農村協同組合と大都市中央卸売市場
前篇　輓近本邦に於ける農産
物取引方法の改革運動

第4章　東京市農
産物市場に於け
る共同販売の地

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 48

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-6 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場 第1章　概説 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-7 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場 第2章　東京市 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 8
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-8 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場 第3章　京都市 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 11
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-9 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場 第4章　大阪市 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 25
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-10 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場 第5章　横浜市 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 31
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-11 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場 第6章　神戸市 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-12 農村協同組合と大都市中央卸売市場 後篇　大都市の中央卸売市場
第7章　中央卸売
市場経営に関す
る諸問題

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 20

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-13 農村協同組合と大都市中央卸売市場 附録 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 25
1.中央卸売市場関係法規、2.京都市中央卸売市
場業務規程

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0608-14 農村協同組合と大都市中央卸売市場 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0643-1 市営事業の本質 東京市政調査会編/関一著 都市問題パンフレット No.5 1928 東京市政調査会 24

1.都市財政上の一疑問、2.市営事業の概念、3.英
国に於ける市営事業の概念、4.独逸に於ける市営
事業の概念、5.独逸に於ける市営事業の実況、6.
我国現行法に於ける市営事業、7.我国実際上に於
ける市営事業、8.福田博士の市営事業論、9.安井
英二氏の市営事業論、10.結論

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0657-1 市の電車経済はどうなっているか 東京市政調査会編 市政カード 第2号 1928 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0674-1 下水道事業の経済 関一著 都市問題パンフレット No.7 1928 東京市政調査会 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-1 東京市の区財政に関する調査
表紙・東京市15区実歳出額累
年図表・15区総歳入額累年図
表・序・凡例・目次

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-2 東京市の区財政に関する調査 序説 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-3 東京市の区財政に関する調査 第1編　区の行政 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 25
1.区の行政制度、2.区行政制度の沿革（1.行政区
域、2.執行機関、3.区会、4.教育制度）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-4 東京市の区財政に関する調査
第2編　区民の社会的及経済
的状態

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 32
1.区の人口、2.区民の職業、3.区民の所得、4.各区
民の負担

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-5 東京市の区財政に関する調査 第3編　区の財政 第1章　区の歳出 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 52
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-6 東京市の区財政に関する調査 第3編　区の財政 第2章　区の歳入 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 46
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-7 東京市の区財政に関する調査 第3編　区の財政 第3章　区有財産 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-8 東京市の区財政に関する調査
第4篇　本邦及欧米大都市に
於ける区制度

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 42

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-9 東京市の区財政に関する調査

第5編　結論、補遺、付録統計
表（1.15区現在人口累年表、2.
各区所得人員階級別構成年
度別表、3.15区所得の階級別
構成年度別表、ほか）

東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 26

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0746-10 東京市の区財政に関する調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0758-1 都市財政の根本的改善
東京市政調査会編/小林丑三郎
著

都市問題パンフレツト No.1 1928 東京市政調査会 16

1.改善の根本方針、2.予算及経費問題、3.国庫補
助金問題、4.都市の財源問題、5.都市の租税体
系、6.間地税及土地増価税問題、7.他の都市税問
題、8.都市公債の問題、9.都市の自治的金融問題

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0759-1 昭和3年度東京市予算案を評す 東京市政調査会編/鈴木武雄著 都市問題パンフレツト No.2 1928 東京市政調査会 36
1.普通会計歳入予算、2.普通会計歳出予算並に特
別会計予算

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0760-1 市予算決算等ノ積極的公表ニ関スル建議 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0764-1 復興事業国市分担ニ関スル意見 1928 18
1.復興事業ニ関スル国家ノ責任、2.復興事業ノ国
市分担、3.復興事業ノ費用分担、4.復興事業ノ財
政、付録（1.土地収用面積、2.土地整理方法）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0769-1 東京市の予算　－昭和3年4月から1年間の東京市の収入と支出の見 東京市政調査会編 市政カード 第1号 1928 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-1 本邦都市計画事業と其財政 表紙・序・凡例・目次・緒言 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 18

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-2 本邦都市計画事業と其財政 前編　都市計画事業
第1章　都市計画
の意義

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-3 本邦都市計画事業と其財政 前編　都市計画事業
第2章　各種の
「都市計画」

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-4 本邦都市計画事業と其財政 前編　都市計画事業
第3章　各都市に
於ける都市計画
事業（その1）

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 70
1.総説、2.東京都市計画事業（1.東京市長執行の
都市計画事業、2.東京府知事執行の都市計画事
業、3.内務大臣執行の都市計画事業）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-5 本邦都市計画事業と其財政 前編　都市計画事業
第3章　各都市に
於ける都市計画
事業（その2）

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 22

3.横浜都市計画事業（1.横浜市長執行の都市計画
事業、2.内務大臣執行の都市計画事業）、4.大阪
都市計画事業（1.大阪市長執行の都市計画事業、
2.大阪府知事執行の都市計画事業）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-6 本邦都市計画事業と其財政 前編　都市計画事業
第3章　各都市に
於ける都市計画
事業（その3）

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 28

5.京都都市計画事業（1.京都市長執行の都市計画
事業、2.京都府知事執行の都市計画事業）、6.神
戸都市計画事業、7.名古屋都市計画事業、8.中小
都市計画事業（浜松、堺、岡山、金沢、静岡、清
水、富山、千住、王子、大崎）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-7 本邦都市計画事業と其財政 後編　都市計画事業の財政
緒言、第4章　都
市計画事業の経

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 46
東京市、横浜市、大阪市、京都市、神戸市、名古
屋市、中小都市、国・府・県及び町の都市計画事

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-8 本邦都市計画事業と其財政 後編　都市計画事業の財政
第5章　都市計画
事業費の財源（そ
の1）

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 46 東京市、横浜市、大阪市

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-9 本邦都市計画事業と其財政 後編　都市計画事業の財政
第5章　都市計画
事業費の財源（そ
の2）

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 47
京都市、神戸市、名古屋市、中小都市、国・府・県
及び町
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-10 本邦都市計画事業と其財政 後編　都市計画事業の財政
第6章　結語、補
遺、主要参考書、
索引

東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-11 本邦都市計画事業と其財政 附録 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 75

1.東京市区改正条例、2.東京市区改正土地建物
処分規則、3.都市計画法及施行令、4.特別都市計
画法、5.東京都市計画事業ノ内容、6.復興事業ノ
梗概、7.復興予算年度割一覧、8.府県市執行復興
事業大要、9.都市計画一覧表、10.都市計画事業

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0487-12 本邦都市計画事業と其財政 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 6
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0562-1 帝都の復興と市民の覚悟 東京市政調査会編 市政カード　第8号 1929 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0576-1 帝都復興展覧会ポスター　－風景のイラスト－ 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 1
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0577-1 帝都復興展覧会ポスター　－人物と風景のイラスト－ 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 1
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0592-1 帝都復興展覧会出品目録 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 51
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0593-1 帝都復興展覧会出品目録　分類索引 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 22
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0605-1 街路照明　改訂増訂 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0605-2 街路照明　改訂増訂 （その1） 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 70
1.街路照明の変遷、2.都市と街路照明、3.街路照
明の原理、4.灯器の選定と取付方法、5.街灯設置

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0605-3 街路照明　改訂増訂 （その2） 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 74
6.配電方法と点灯時間、7.点灯費及び財源並に経
営、8.海外諸都市の実例

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0605-4 街路照明　改訂増訂 （その3） 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 65
9.我国都市の現状、10.街路照明方針確立の急
務、索引

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0605-5 街路照明　改訂増訂 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 6
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0609-1 東京瓦斯料金値上承認ニ関スル資料（其ノ1） 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 61 東京市会決議録抄録
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0610-1 東京瓦斯ニ関スル資料　其2　(明治44年瓦斯報償契約締結ノ経過) 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 94 東京市会速記録ニ拠ル

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0644-1 瓦斯問題ニ関スル意見 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 9
1.料金値下ニ就テ、2.増資問題ニ就テ、3.報償契
約ノ破棄ニ就テ、4.買収問題ニ就テ

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0645-1 電気ニ関スル資料　(謄写版)　(明治44年電気報償契約締結ノ経過) 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 28 （東京市会速記録ニ拠ル）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0646-1 瓦斯事業買収市営論 東京市政調査会編/谷川昇著 都市問題パンフレット No.11 1929 東京市政調査会 21
1.瓦斯問題の経緯及其の内容、2.瓦斯市営断行
の急務、3.瓦斯事業の買収、4.結論

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0658-1 瓦斯の値下と増資問題 東京市政調査会編 市政カード 第7号 1929 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1003-1
The　Outline　of　the　Reconstruction　Work　in　Tokyo　&
Yokohama

表紙・写真・まえがき・序文・目
次

Bureau of Reconstruction,
Home Office, Japan/Tokyo
Institute for Municipal Research

1929 22

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1003-2
The　Outline　of　the　Reconstruction　Work　in　Tokyo　&
Yokohama

（その1）
Bureau of Reconstruction,
Home Office, Japan/Tokyo
Institute for Municipal Research

1929 48

I Introduction, II The Nature and Scope of the
Disaster and Immediate Measures taken for Relief
Work, III The Adoption of the Plans of Restoration
and Reconstruction, IV A Summary of the Work of
Reconstruction (1) Municipal Planning

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1003-3
The　Outline　of　the　Reconstruction　Work　in　Tokyo　&
Yokohama

（その2）
Bureau of Reconstruction,
Home Office, Japan/Tokyo
Institute for Municipal Research

1929 36
V A Summary of the Work of Reconstruction (2)
Land Boundary Adjustment,  VI A Summary of the
Work of Reconstruction (3) Public Undertakings

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1003-4
The　Outline　of　the　Reconstruction　Work　in　Tokyo　&
Yokohama

（その3）
Bureau of Reconstruction,
Home Office, Japan/Tokyo
Institute for Municipal Research

1929 39

VII A Summary of the Work of Reconstruction (4)
Common Welfare, VIII Expenditure for the
Reconstruction Work, IX Reconstruction
Undertaking Loan, X Private Reconstruction Work

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1003-5
The　Outline　of　the　Reconstruction　Work　in　Tokyo　&
Yokohama

裏表紙
Bureau of Reconstruction,
Home Office, Japan/Tokyo
Institute for Municipal Research

1929 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-1 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 表紙・目次 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-2 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 開催趣意及会議要項並議題 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-3 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第1議題　都市の郊外地統制
（その1）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 33

市域の拡張と其原因、我国都市郊外人口の増加
趨勢、都市の郊外地に関する行政の実情と其統
制案、都市の郊外地統制案、松山市郊外の現状
と都市計画法に依る統制諸策、京城府郊外地の
概況と之が統制問題、神戸市発達の過程と其郊
外地の現況より其統制論策に及ぶ、都市計画区
域内に於ける都市計画路線に関する私権の制限
緩和と都市計画事業の国庫補助、都市計画の助
成、富山市内街に亘る土地の利用計画に就て、建
築線の指定と公共事業用地の獲得、土地区画整
理に依る郊外地統制、将来の需要を按じ都市公
共施設用地を経済的に獲得するの方策

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-4 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第1議題　都市の郊外地統制
（その2）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 25
大阪市域の拡張と新市域に施行したる諸般の施
設、市町村の合併に就て、市町村併合の条件又
は協定事項履行確保方法

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-5 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第1議題　都市の郊外地統制
（その3）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 19

事務組合に就て、都市の適度論、金沢市の発達と
都市の適度、遊覧地方計画の樹立、水戸市の発
展に伴ふ郊外地都市化の概況と其将来の計画、
都市と郊外との関係、都市郊外地統制に関する研

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-6 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
主報告　東京都市計画区域内
の居住密度に就て

東京市政調査会編/笠原敏郎
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-7 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 主報告　欧米地方計画概観 東京市政調査会編/飯沼一省
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 9
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-8 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
主報告　都市郊外地の研究と
其統制方策概論

東京市政調査会編/池田宏
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 24

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-9 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第2議題　街路交通の統制（そ
の1）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 27

街路交通統制諸問題、大津都市計画区域内に於
ける交通形態、街路交通統制に関する二三の提
案、街路交通統制諸案、自動車の駐車に関する
問題、街路占用許可の適否、交通障害原因除去

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-10 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第2議題　街路交通の統制（そ
の2）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 23
民衆の訓練と踏切の全国的統一標識の設定、交
通整理信号機に就て、交通取締の適否、街路交
通統制諸策、都市計画の立場より見たる街路交通

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-11 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 主報告　街路の整備問題 東京市政調査会編/内山新之助
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 20

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-12 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 主報告　街路交通の整理 東京市政調査会編/藤岡長敏
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-13 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第3議題　受益者負担金（その
1）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 27

受益者負担金制の実施状況、受益者負担金制に
関する研究問題、受益者負担金の性質と其適度、
特に租税との関係について、受益者負担金制の
現状に就て、無租地及都市計画事業として完成し
たる営造物の維持修繕に対する受益者負担金、
受益者負担組合の設立、受益者負担金制度の普
遍化と現行制度の改善意見

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-14 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
第3議題　受益者負担金（その
2）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 26
受益者負担金制の現状と其拡充、受益者負担金
制の拡充、受益者負担金制の研究問題、受益者
負担金制の現状と其改善諸策、受益者負担金の

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-15 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告
主報告　受益者負担金賦課標
準の技術的考察

東京市政調査会編/河北一郎
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-16 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 主報告　受益者負担金 東京市政調査会編/堀切善次郎
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0014-17 第2回全国都市問題会議　第1冊：研究報告 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-1 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-2 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編
第1篇　都市郊外地統制参考
資料（その1）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 46 第1　郊外地都市化の過程並に実情に関する諸調

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-3 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編
第1篇　都市郊外地統制参考
資料（その2）

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 16
第2　市部に編入されたる元町村理事者側の新市
政観

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-4 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編
第2篇　街路交通統制参考資
料

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 44

第1　街路交通事情、第2　街路交通事故、第3　交
通警察、第4　街路統計、第5　交通安全施設、第6
交通安全運動、第7　道路占用規程比較、第8　街
路に関する工事及び維持、第9　街路交通取締に
関する地方庁令比較

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-5 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編
第3篇　受益者負担金制参考
資料

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 42
第1　受益者負担規程比較、第2　受益者負担制の
実情に関する諸調

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-6 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編 奥付 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-7 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編 第4篇　都市膨脹の趨勢一斑 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 15 第1　各市市域拡張一覧、第2　各市戸数及人口

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0015-8 第2回全国都市問題会議　第2冊：参考資料　甲編 裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-1 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-2 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 第1篇　関係法令（その1） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 13 第1　基本的法令抄録

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-3 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 第1篇　関係法令（その2） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 31
第2　受益者負担規程　（甲）都市計画法に依る受
益者負担規程

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-4 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 第1篇　関係法令（その3） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 45
第2　受益者負担規程　（乙）道路法に依る道路受
益者負担規程

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-5 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編
第2篇　独逸に於ける郊外地
統制関係法律

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 7
第1　フランクフルト・アム・マイン市の市域拡張及
ウィースバーデン県の郡新区分に関する法律、第
2　普国事務組合法

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-6 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 奥付 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-7 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 第3篇　参考文献目録 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 25
第1　都市の郊外地統制、第2　街路交通の統制、
第3　受益者負担金

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0016-8 第2回全国都市問題会議　第3冊：参考資料　乙編 裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-1 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 表紙・口絵・凡例・目次 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 16

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-2 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 第1篇　会議準備 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-3 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 第2篇　会議総説 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 28

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-4 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 第3篇　報告討議（その1） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 38
第1　主報告者の研究報告（笠原敏郎、飯沼一省、
池田宏、内山新之助、古川静夫、河北一郎、堀切
善次郎）
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-5 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 第3篇　報告討議（その2） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 56
第2　第一部会討議、第3　第二部会討議、第4　第
三部会討議、第5　各部討議の経過報告（飯沼一
省、中川吉造、堀切善次郎）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-6 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 第4篇　会議追録 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 50

第1　第2回全国都市問題会議参加有志懇談会、
第2　全国都市問題会議の恒久的組織に関する委
員会協定案、第3　第2回全国都市問題会議に於
ける諸提議要旨を関係当局に進言

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0017-7 第2回全国都市問題会議　第4冊　：議事要録 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第2回　昭
和5年・東京)

1930 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0216-1 桑港震災写真帖 東京市政調査会編 1930 東京市政調査会 36

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-1 帝都復興事業大観　上巻 表紙・詔書・序・緒言・目次
日本統計普及会編　東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-2 帝都復興事業大観　上巻
1.復興帝都の沿革、2.地震、3.
火災

日本統計普及会編　東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 56

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-3 帝都復興事業大観　上巻 4.人口、5.罹災及罹災救護
日本統計普及会編　東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 45

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-4 帝都復興事業大観　上巻 6.行政組織、7.財政、8.交通
日本統計普及会編　東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 59

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-5 帝都復興事業大観　上巻 9.都市計画
日本統計普及会編　東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 42

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-6 帝都復興事業大観　上巻 10.区画整理
日本統計普及会編　東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 50

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0489-7 帝都復興事業大観　上巻 奥付・裏表紙 1930 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-1 帝都復興事業大観　下巻 表紙・目次
日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-2 帝都復興事業大観　下巻
11.道路、12.地下埋設物、13.
橋梁

日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 48

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-3 帝都復興事業大観　下巻
14.河川並運河、15.上水道、
16.下水道

日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 44

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-4 帝都復興事業大観　下巻 17.建築、18.公園
日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 59

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-5 帝都復興事業大観　下巻 19.港湾、20.鉄道、21.電気
日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 48

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-6 帝都復興事業大観　下巻 22.産業、23.衛生、24.教育
日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 53

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-7 帝都復興事業大観　下巻 25　社会事業
日本統計普及会編/東京市政調
査会監修

1930 東京市政調査会 37

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0488-8 帝都復興事業大観　下巻 奥付・裏表紙 1930 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-1 帝都復興秘録
表紙・写真・目次・序・帝都復
興座談会芳名・凡例

東京市政調査会編 1930 宝文館 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-2 帝都復興秘録 第一 東京市政調査会編 1930 宝文館 13 山本権兵衛談話、伊東巳代治談話

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-3 帝都復興秘録 第二 東京市政調査会編 1930 宝文館 53
阪谷芳郎、池田宏、河合彌八、中村藤兵衛、長岡
外史、永田秀次郎、宮尾舜治、渡辺勝三郎、丹羽
鋤彦、堀切善次郎

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-4 帝都復興秘録 第三 東京市政調査会編 1930 宝文館 57
宇佐美勝夫、池田宏、月田藤三郎、池辺稲生、福
田重義、荒木孟、牧彦七、岡野昇、近新三郎、水
野錬太郎、松木幹一郎、船田中

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-5 帝都復興秘録 第四 東京市政調査会編 1930 宝文館 56
池田宏、藤村義朗、斯波忠三郎、山田博愛、佐野
利器、井上準之助、笠原敏郎、河北一郎、大岡大
三、折下吉延、中川望

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-6 帝都復興秘録 第五 東京市政調査会編 1930 宝文館 48
池田宏、磯村豊太郎、中川正左、岡本英太郎、星
野錫、関屋貞三郎、湯浅倉平、矢野恒太、松本烝
治、加藤恭平、岡田啓介、西野元、本多静六

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0493-7 帝都復興秘録 復興行進曲、奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1930 宝文館 5
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0611-1 「公益企業の経営に関する調査票」に対する回示資料の概要 表紙・例言 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0611-2 「公益企業の経営に関する調査票」に対する回示資料の概要 （その1） 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 53

1.特許条件、2.買収又は払下に依る創業、3.会社
の合併、4.会社の組織変更、5.事業の拡張又は縮
小、6.料金制、7.料金決定の根拠、8.特許権の放
棄、譲渡若は失効、9.特許権の不履行、10.特許出
願人の名義変更、11.建設費、特に創業費、12.用
地内訳、13.社債、14.受益者負担金、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0611-3 「公益企業の経営に関する調査票」に対する回示資料の概要 （その2） 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 58

19.公社債並株式募集上の不便又は不利と感ぜら
れし実例、20.増資並に社債に関し当該事業法に
於いて認められたる商法上の特例の当否、21.事
業経営資金の梗塞による障碍事例、22.事業資金
調達上における国又は公共団体の支援、23.利益
金処分、24.租税負担、25.積立金（準備金）及基金
の性質、26.欠損を生じたる事例、27.事業経営上
における実費主義と収益主義、並に実費の実態、

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0611-4 「公益企業の経営に関する調査票」に対する回示資料の概要 裏表紙 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 2
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-1 公益企業法規類集 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 27
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-2 公益企業法規類集 第1篇　水道事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 63
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-3 公益企業法規類集 第2篇　瓦斯事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 40
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-4 公益企業法規類集 第3篇　電気事業

法律・勅令、省
令、訓令・通牒及
判例、県令、特許
命令

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 40

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-5 公益企業法規類集 第3篇　電気事業
使用供給条例及
規程、報償契約・
覚書及協定

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 58

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-6 公益企業法規類集 第4篇　軌道事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 44

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-7 公益企業法規類集
第5篇　自動車運輸・自動車道
及無軌道電車事業

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 63

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-8 公益企業法規類集 第6篇　地方鉄道事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 71
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-9 公益企業法規類集 第7篇　運河事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 16
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-10 公益企業法規類集 第8篇　索道事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 8
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-11 公益企業法規類集 第9篇　港湾事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 30
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-12 公益企業法規類集 第10篇　水上運輸事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 36
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-13 公益企業法規類集 第11篇　下水道事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-14 公益企業法規類集 第12篇　市場事業
法律・勅令、省
令・告示、通牒、
庁府県令

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 59

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-15 公益企業法規類集 第12篇　市場事業
使用供給条例・
規程

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 32

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-16 公益企業法規類集 第13篇　屠場事業 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 43
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-17 公益企業法規類集 第14篇　庶民金融並住宅 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 42
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-18 公益企業法規類集 第15篇　関係法令並契約 地方制度 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 46

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-19 公益企業法規類集 第15篇　関係法令並契約
道路・河川及土
地、都市計画

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 25

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-20 公益企業法規類集 第15篇　関係法令並契約 税制・財務 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 44

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-21 公益企業法規類集 第15篇　関係法令並契約
旧法、労働、訴
願・訴訟、特殊会

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0612-22 公益企業法規類集 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0613-1 公益企業法案參照用　現行主要公益企業法規要項比較 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第4冊其1

1931 東京市政調査会 26
水道事業、瓦斯事業、電気事業、軌道事業、自動
車運輸事業、自動車道事業、地方鉄道事業、運河
事業、索道事業

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0614-1 公益企業ニ関スル調査経過報告 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第1冊

1931 東京市政調査会 66

1.公益企業に関する調査報告、2.公益企業に関す
る調査報告顛末概略書、附録（1.公益企業の整備
統制に関する基礎案作製の為にしたる実証研究
要項、2.公益企業法案基礎要項）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0615-1 公益企業法案　附　附属命令案 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第2冊

1931 東京市政調査会 74

1.公益企業法案、2.公益企業法案附属命令案（公
益企業法施行令案、公益企業法ノ施行期日及施
行区域ニ関スル勅令案、公益企業審事院官制
案、公益企業監査会官制案、公益企業資産償却
規程案、公益企業会計規程案

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0616-1 公益企業法案理由書 表紙・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第3冊

1931 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0616-2 公益企業法案理由書 公益企業法案立案の要旨 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第3冊

1931 東京市政調査会 20
1.総説、2.本法案の要綱、3.本法案の実施に伴ひ
て措置するを必要とする諸事項

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0616-3 公益企業法案理由書 公益企業法案理由書（その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第3冊

1931 東京市政調査会 66
第1章　総則、第2章　公益企業ノ特許、第3章　企
業営団、第4章　公私協同株式会社、第5章　企業
ノ共同経営、第6章　企業者ノ権利義務、第7章

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0616-4 公益企業法案理由書 公益企業法案理由書（その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第3冊

1931 東京市政調査会 68
第8章　企業ノ管理、第9章　企業ﾉ買収、第10章
公益企業審事院、第11章　監督及罰則、第12章
訴願及訴訟、附則

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0616-5 公益企業法案理由書 裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第1編第3冊

1931 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0623-1 公益企業の経営に関する質疑要項 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 33

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0636-1 公益企業の概念と其諸問題 池田宏著 都市問題パンフレット No.13 1931 東京市政調査会 21

1.公益企業の概念、2.我国法上に於ける公益企
業、3.我国に於ける公益企業の現在と其の将来の
展望、4.公益企業制度の現在と之が実証研究の
必要、5.公益企業の経営に関する東京市政調査

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0659-1 市電の難局打開の為に 東京市政調査会編 市政カード 第11号 1931 東京市政調査会 3
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0677-1 ミユンヘン市下水道使用条例 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 9
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0747-1 受益者負担制総覧 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第21号 1931 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0747-2 受益者負担制総覧
第1篇　都市計画法ニ依ル受
益者負担規程

東京市政調査会編 市政調査資料 第21号 1931 東京市政調査会 31

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0747-3 受益者負担制総覧
第2篇　道路法ニ依ル受益者
負担規程

東京市政調査会編 市政調査資料 第21号 1931 東京市政調査会 45

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0747-4 受益者負担制総覧
第3篇　都市計画法ニ依ル受
益者負担規程比較

東京市政調査会編 市政調査資料 第21号 1931 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0747-5 受益者負担制総覧
第4篇　道路法ニ依ル受益者
負担規程比較

東京市政調査会編 市政調査資料 第21号 1931 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0747-6 受益者負担制総覧 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第21号 1931 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0018-1
第3回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題編　負担
並税制

表紙・凡例・目次・開催要項 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 15
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0018-2
第3回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題編　負担
並税制

主報告　市町村税制に関する
報告要旨

全国都市問題会議編/神戸正雄
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 3 1.現行市町村税制と其欠点、2.改正案と其長短

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0018-3
第3回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題編　負担
並税制

主報告　戸数割代税の現状 全国都市問題会議編/永安百治
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 14
序説、1.所得税附加税、2.家屋税附加税、3.所得
税、4.戸別割

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0018-4
第3回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題編　負担
並税制

一般報告（その1） 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 51

1.仙台市民の負担状況並地方税制に関する考
察、2.市町村の税制問題、3.市町村税制改正具体
案の若干、4.大都市財政の合理化、5.戸数割負担
の社会的意義、6.区に属する市税に就て、7.夫役

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0018-5
第3回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題編　負担
並税制

一般報告（その2） 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 55

8.市税の滞納に就て、9.租税滞納の累積過程、10.
都市計画特別税の将来、11.市町村各種特別税の
研究、12.家屋税其の附加税の地方税制上に於け
る偏重傾向

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0018-6
第3回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題編　負担
並税制

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-1
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-2
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

第1篇　実情に関する資料

1.都市に於ける
直接税負担調、2.
一部賦課及不均
一賦課調

全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 19

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-3
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

第1篇　実情に関する資料

3.昭和6年度雑種
税調、4.夫役現品
負担調、5.市町村
に於ける各種徴
税費調、6.公共組
合費調

全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 72

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-4
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

第2篇　関係法規
第1　地方制度並
地方税（その1）

全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 49
市制、町村制、市制町村制施行令、市制町村制施
行規則、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-5
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

第2篇　関係法規
第1　地方制度並
地方税（その2）

全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 39
台湾州制、台湾州制施行令、台湾市制、台湾市制
施行令、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-6
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

第2篇　関係法規 第2　国税 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 59
地租法、所得税法、所得税法ノ施行ニ関スル件、
資本利子税法、営業収益税法、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-7
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

第2篇　関係法規
第3　公共組合他
ノ組合

全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 12
水利組合法、北海道土功組合法、北海道土功組
合法施行令、耕地整理法、商工会議所法、ほか

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0020-8
第3回全国都市問題会議総会　第3冊　参考資料　第1議題編　負担
並税制

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0021-1
第3回全国都市問題会議総会　第4冊　参考資料　昭和6年度地方財
政概要

表紙・例言・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0021-2
第3回全国都市問題会議総会　第4冊　参考資料　昭和6年度地方財
政概要

I　歳入歳出総覧、ＩＩ　歳出、III
歳入

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 38

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0021-3
第3回全国都市問題会議総会　第4冊　参考資料　昭和6年度地方財
政概要

IV　地方債、V　地方有財産、
附録

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0021-4
第3回全国都市問題会議総会　第4冊　参考資料　昭和6年度地方財
政概要

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-1
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-2
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第1篇　実情に関する資料 1.汚物掃除 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 53

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-3
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第1篇　実情に関する資料

2.道路清掃、3.下
水道及汚水側
溝、4.公水汚染、
5.空気汚染、6.一
般的事項

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 37

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-4
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第2篇　関係法規 （甲）国ノ法規 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 40
1.汚物掃除、2.下水道、3.道路、4.河川、5.運河・港
湾・公有水面、6.都市計画・建築、7.伝染病予防、

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-5
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第2篇　関係法規
（乙）地方庁ノ命
令規則（その1）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 64 1.汚物掃除（1.汚物掃除一般、2.塵芥、3.屎尿）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-6
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第2篇　関係法規
（乙）地方庁ノ命
令規則（その2）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 20
2.道路、3.下水道、4.河川・港湾、5.空気汚染、6.建
築

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-7
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第2篇　関係法規
（乙）地方庁ノ命
令規則（その1）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 47 7.関係部局ノ組織及服務

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-8
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

第2篇　関係法規
（乙）地方庁ノ命
令規則（その1）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 14 8.警察犯処罰令、9.雑

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-9
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

附録　汚物搬出（昭和5年中） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0022-10
第3回全国都市問題会議総会　第5冊　参考資料　第2議題編　汚物
処理並汚染防止

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-1 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録
表紙・凡例・目次・挿絵目次・
挿絵

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-2 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録 第1篇　総会準備 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-3 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録 第2篇　会議総説 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 16
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-4 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
1）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 45
第1　主報告者の研究報告（神戸正雄、永安百治、
藤原九十郎、池田篤三郎、高野六郎）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-5 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
2）

全国都市問題会議/藤谷謙二/
汐見三郎

全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 34 第2　第一部会報告及討議

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-6 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
3）

全国都市問題会議/大庭士郎
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 40
第3　第二部会報告及討議、第4　各部会に於ける
報告及討議の経過報告（藤岡兵一、神田純一）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-7 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録 第4篇　附記 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 11
第3回全国都市問題会議総会に関する文献、第3
回全国都市問題会議総会参加者名簿

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0023-8 第3回全国都市問題会議総会　第6冊　議事要録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0024-1 第3回全国都市問題会議総会　補冊　研究報告　追録編 表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0024-2 第3回全国都市問題会議総会　補冊　研究報告　追録編
第1議題　市町村民の負担並
市町村の税制問題

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 9
1.耐火構造家屋の諸税率に関する意見、2.都市に
於ける市税負担の適否及之が体系に就て

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0024-3 第3回全国都市問題会議総会　補冊　研究報告　追録編
第2議題　都市に於ける汚物
処理並汚染防止問題

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 77
1.名古屋市に於ける下水と屎尿処理に就て、2.都
市建築物内空気の汚染状態及其の措置に関する
制度に就て、3.塵芥処分の合理化、4.大阪市の下

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0024-4 第3回全国都市問題会議総会　補冊　研究報告　追録編 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第3回　昭
和7年・名古屋)

1932 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-1 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-2 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 自動車運輸事業 （その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 55

緒言、1.現行制度下に於ける自動車運輸事業、2.
事業の概況、3.事業の特許、4.事業の創設及移
転、5.事業の拡張又は縮少、6.特許条件の履行状
態、7.料金制、8.事業のサーヴィスの状態

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-3 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 自動車運輸事業 （その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 78 9.事業の財政

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-4 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 自動車運輸事業 （その3） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 83 10.事業の設備及経営概況、11.事業の管理

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-5 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 自動車運輸事業 （その4） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 7 12.事業者間及事業者と地方公共団体との諸関係

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-6 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 自動車道事業 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 33

緒言、1.現行制度下に於ける自動車道事業、2.事
業の概況、3.事業の特許、4.事業の創設及移転、
5.事業の拡張又は縮少、6.料金制、7.事業のサー
ヴィスの状態、8.事業の財政、9.事業の設備及経
営概況、10.事業の管理、11.事業者間及事業者と
地方公共団体との諸関係

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0490-7 本邦自動車運輸自動車道事業ニ関スル調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第6冊

1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0491-1 本邦地方鉄道事業ニ関スル調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第7冊

1932 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0491-2 本邦地方鉄道事業ニ関スル調査 （その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第7冊

1932 東京市政調査会 44

緒言、1.現行制度下に於ける地方鉄道事業、2.事
業の概況、3.事業の特許、4.事業の創設及移転、
5.事業の拡張及縮小、6.特許条件履行の状態、7.
料金制、8.サーヴィスの状態

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0491-3 本邦地方鉄道事業ニ関スル調査 （その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第7冊

1932 東京市政調査会 69
9.事業の財政、10.事業の設備及経営状況、11.事
業の管理、12.事業者間及事業者と地方公共団体
との諸関係

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0491-4 本邦地方鉄道事業ニ関スル調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第7冊

1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0492-1 本邦運河事業ニ関スル調査 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第8冊

1932 東京市政調査会 48

緒言、1.現行制度下に於ける運河事業、2.運河事
業の概況、3.事業の創設及移転、4.企業特許権履
行の状態、5.料金制、6.サーヴィスの状態、7.事業
の財政、8.事業の管理、9.事業者間及事業者と地
方公共団体との諸関係

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0617-1 公益企業法案 表紙・序言・目次 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 6
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0617-2 公益企業法案 序論　公益企業と之が統制要 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 19

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0617-3 公益企業法案
公益企業法案及其逐条理由
（その1）

東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 49
第1章　総則、第2章　公益企業ノ特許、第3章　企
業営団、第4章　公私協同株式会社、第5章　企業
ノ共同経営

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0617-4 公益企業法案
公益企業法案及其逐条理由
（その2）

東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 79
第6章　企業者ノ権利義務、第7章　企業ノ助成、
第8章　企業ノ管理

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0617-5 公益企業法案
公益企業法案及其逐条理由
（その3）

東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 24 第9章　企業ノ買収

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0617-6 公益企業法案 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-1 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-2 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 緒言 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-3 本邦瓦斯事業ニ関スル調査
第1章　現行制度下に於ける
瓦斯事業

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-4 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 第2章　事業の概況 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 20
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-5 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 第3章　事業の創設及移転 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 16

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-6 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 第4章　料金制 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 17

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-7 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 第5章　サーヴィスの状態 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-8 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 第6章　事業の財政 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 44

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-9 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 第7章　事業の管理 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 23

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-10 本邦瓦斯事業ニ関スル調査
第8章　事業者間及事業者と
地方公共団体との諸関係

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0618-11 本邦瓦斯事業ニ関スル調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第3冊

1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-1 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 8
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-2 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 第1　一般的事項 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 12
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-3 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 第2　企業の形態に関する事 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 30
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-4 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 第3　経営権に関する事項 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 32
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-5 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 第4　事業施設に関する事項 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-6 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 第5　事業経営に関する事項 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 56
（甲）公私営共通の事項、（乙）公営事業に関する
事項、（丙）私営事業に関する事項

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-7 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 第6　統制に関する事項 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-8 公益企業ニ関スル諸家ノ意見
「公益企業法案」に対する世論
一斑

公益企業法案に
付いて

東京市政調査会編/美濃部達吉
公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-9 公益企業ニ関スル諸家ノ意見
「公益企業法案」に対する世論
一斑

公益企業法案に
就いて

東京市政調査会編/上田貞次郎
公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-10 公益企業ニ関スル諸家ノ意見
「公益企業法案」に対する世論
一斑

公益企業統制論 東京市政調査会編/蝋山政道
公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-11 公益企業ニ関スル諸家ノ意見
「公益企業法案」に対する世論
一斑

公益企業の統制
東京市政調査会編/東京朝日新
聞

公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-12 公益企業ニ関スル諸家ノ意見
「公益企業法案」に対する世論
一斑

公益企業法案と
その満州国家に
対する待望

東京市政調査会編/道家齊一郎
公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-13 公益企業ニ関スル諸家ノ意見
「公益企業法案」に対する世論
一斑

公益事業統制案
の実現を期せよ

東京市政調査会編/日刊工業新
聞

公益企業ニ関スル調査報告 附
録

1932 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0619-14 公益企業ニ関スル諸家ノ意見 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 公益企業ニ関スル調査報告 附 1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-1 本邦電気供給事業ニ関スル調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-2 本邦電気供給事業ニ関スル調査 緒言 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-3 本邦電気供給事業ニ関スル調査
第1章　現行制度下に於ける
電気供給事業

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-4 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第2章　電気供給事業の概況 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 26

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-5 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第3章　事業の特許 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 25

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-6 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第4章　事業の創設及移転 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 47

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-7 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第5章　事業の拡張又は縮少 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-8 本邦電気供給事業ニ関スル調査
第6章　企業特許権履行の状
態

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-9 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第7章　料金制 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 29

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-10 本邦電気供給事業ニ関スル調査
第8章　事業のサーヴィスの状
態

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-11 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第9章　事業の財政（その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 48 第１節第１～3款

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-12 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第9章　事業の財政（その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 15 第１節第4款

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-13 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第9章　事業の財政（その3） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 59 第１節第5款、第2節

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-14 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第10章　事業の管理（その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 19 1.事業の管理、2.事業管理の職制

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-15 本邦電気供給事業ニ関スル調査 第10章　事業の管理（その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 58 3.従業員、4.事業の休止廃止、5.事業の事故

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-16 本邦電気供給事業ニ関スル調査
第11章　事業者間及事業者と
地方公共団体との諸関係

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-17 本邦電気供給事業ニ関スル調査 付表　事業の設備及経営状況 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 27 1.事業概要、2.営業成績、3.電灯需要状況

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0620-18 本邦電気供給事業ニ関スル調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第4冊

1932 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-1 本邦軌道事業ニ関スル調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 10
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-2 本邦軌道事業ニ関スル調査 緒言 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-3 本邦軌道事業ニ関スル調査
第1章　現行制度下に於ける
軌道事業

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-4 本邦軌道事業ニ関スル調査 第2章　事業の概況 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-5 本邦軌道事業ニ関スル調査 第3章　事業の特許 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-6 本邦軌道事業ニ関スル調査 第4章　事業の創設及移転 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 53

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-7 本邦軌道事業ニ関スル調査 第5章　事業の拡張又は縮少 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-8 本邦軌道事業ニ関スル調査
第6章　企業特許権行使の状
態

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-9 本邦軌道事業ニ関スル調査 第7章　料金制 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-10 本邦軌道事業ニ関スル調査
第8章　事業のサーヴィスの状
態

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-11 本邦軌道事業ニ関スル調査 第9章　事業の財政（その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 40 第1節第1・2款

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-12 本邦軌道事業ニ関スル調査 第9章　事業の財政（その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 16 第1節第3款

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-13 本邦軌道事業ニ関スル調査 第9章　事業の財政（その3） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 66 第1節第4款、第2節

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-14 本邦軌道事業ニ関スル調査
第10章　事業の設備及経営概
況

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-15 本邦軌道事業ニ関スル調査 第11章　事業の管理（その1） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 79 第1節、第2節、第3節第1款

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-16 本邦軌道事業ニ関スル調査 第11章　事業の管理（その2） 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 30 第3節第2・3款、第4節、第5節

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-17 本邦軌道事業ニ関スル調査
第12章　事業者間及事業者と
地方公共団体との諸関係

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0621-18 本邦軌道事業ニ関スル調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告
第2編第5冊

1932 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0635-1 生鮮食品卸売市場の統制 荒木孟著 都市問題パンフレット No.18 1932 東京市政調査会 18

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0647-1 本会調査「公益企業法案」に対する世論一班 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 23

1.美濃部達吉博士　公益企業法案に付いて、2.上
田貞次郎博士　公益企業法案に就いて、3.蝋山政
道教授　公益企業統制論＝併て「公益企業法案」
を評す、4.東京朝日新聞　公益企業の統制、5.道
家齊一郎教授　公益企業法案とその満州国家に

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-1 本邦水道事業ニ関スル調査 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-2 本邦水道事業ニ関スル調査 緒言 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-3 本邦水道事業ニ関スル調査
第1章　現行制度下に於ける
水道事業

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-4 本邦水道事業ニ関スル調査 第2章　事業の概況 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-5 本邦水道事業ニ関スル調査 第3章　事業の創設及移転 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 29

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-6 本邦水道事業ニ関スル調査 第4章　料金制 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 57

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-7 本邦水道事業ニ関スル調査 第5章　サーヴィスの状態 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-8 本邦水道事業ニ関スル調査 第6章　事業の財政 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 63

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-9 本邦水道事業ニ関スル調査 第7章　事業の管理 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 27

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-10 本邦水道事業ニ関スル調査
第8章　事業者間及事業者と
地方公共団体との諸関係

東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-11 本邦水道事業ニ関スル調査 付表　事業の設備及経営概況 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 16

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0662-12 本邦水道事業ニ関スル調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
公益企業ニ関スル調査報告 第
2編第2冊

1932 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 1008-1 Questionnaire　relating　to　Public　Utility　Services
Tokyo Institute for Municipal
Research

1932
Tokyo Institute for
Municipal Research

48

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0537-1 都市に於ける道路の設計 東京市政調査会編/中村与資平 1933 東京市政調査会 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0558-1 本邦無軌条電車の実績 東京市政調査会編/木村尚一著 都市問題パンフレット No.22 1933 東京市政調査会 27
1.京都市における無軌条電車採用の由来、2.無軌
条電車の特許を得るまで、3.車輌、4.道路、5.運転

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0648-1 報償契約に就て 東京市政調査会編/池田宏著 都市問題パンフレット No.21 1933 東京市政調査会 15

1.報償契約の観点、2.報償契約と其の由来、3.公
物法上に於ける公益企業と地方自治、4.公益企業
の経営と地方自治、5.報償契約の沿革と其の効力
問題に関する論争、6.報償契約問題に関する東京
市政調査会のクヱッショネア
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0678-1 上水道の法律統制 東京市政調査会編/池田宏著 都市問題パンフレット No.23 1933 東京市政調査会 23

1.序論、2.水道条例の長所、3.水道条例の短所、4.
都市環境と水道の職能、5.主要供給条件（水質、
水量、水圧と料金基準）の法定、6.水の質量検査
設備と水道行政監督機関、7.水道市町村営の法
律形態（独立企業）、8.水道の市町村企業原則の

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-1
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-2
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

主報告
都市環境と其改
善問題に対する
衛生学的批判

全国都市問題会議/戸田正三
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-3
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

主報告
都市の社会学的
考察

全国都市問題会議/高田保馬
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-4
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

主報告
地方計画に就て
（要綱）

全国都市問題会議/榧木寛之
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-5
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

主報告
京都市の都市環
境とその改善策
に就て

全国都市問題会議/高田景
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 20

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-6
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

一般報告（その1） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 59

都市環境の社会的影響に就て、東京に於ける人
口増加の状況、都市環境と其の改善問題、保安
林と砂防、東京市江東方面高潮浸水防御計画に
就て、神戸市の発展と水面の利用及山地の開発、
都市空地特に生産緑地の保存に就て、緑地の保

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-7
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

一般報告（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 52
大都市に於ける生産緑地の保存問題、都市緑地
事業、東京緑地計画

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-8
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

一般報告（その3） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 51

京都、滋賀、奈良を中心とする観光道路並景勝区
域計画に就て、京都府に於ける風致地区取締に
就て、日本庭園の保存と都市、都市公園法の制定
に就て、庭園税に就て、地域の指定とその地域の
設備に就て、住宅地の形態統制に就て、工場より
見たる用途地域と都市計画諸施設について

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-9
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

一般報告（その4） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 56
名古屋都市計画区域内に於ける工業適地に関す
る研究、東京に於ける都市計画の地区統制、土地
区画整理及耕地整理、京都市に於ける土地区画

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-10
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

一般報告（その5） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 49

我国不良住宅地区改善方策に関する若干の批判
的考察、街廓統制の問題、交通緩和及自動車駐
車を目的とする建築線後退、自動車を対照とした
る交差点の街路幅員、建築物の突出部に就て、都
市に於ける公共建築の前庭に就て、形像・広告
物・看板の類の統制、市街地建築物法と土地相隣

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0025-11
第4回全国都市問題会議総会　第1冊　研究報告　第1議題甲編　其1
都市環境の改善

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-1
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-2
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

一般報告（その1） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 42

主要駅其の他街路交通に著しき影響を与ふるもの
に関する施設に就て、新宿駅前広場計画、路政上
の若干問題、交通統制上に於ける道路関係の諸
問題、東京市の地盤移動に就て、都市計画道路
の土地の使用制限と補償、都市計画道路拡築に
於ける代地収用制度の創設に就て

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-3
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

一般報告（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 56

循環式交通整理、循環式交通整理に就て、主要
街路交差点広場計画に於ける進行式と循環式の
比較、東京市に於ける交通信号機に関する報告、
街路幅員に関する研究

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-4
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

一般報告（その3） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 53
都市私道の統制、「ネオン・サイン」の統制、都市
の騒音に就て、大阪市に於ける街路騒音、公水汚
染防止問題、大阪市内河川の累年汚染状況

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-5
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

一般報告（その4） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 54

公園地区の空気に就て、大阪市内降煤量の累年
比較、煤煙及有害瓦斯に因る衣服及金属の汚染
並に毀損に就て、下水処理問題、都市塵芥の焼
却実験に就て、都市美のニ要件、路傍美化の問
題、都市環境の整美に関する二三の問題

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-6
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

一般報告（その5） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 73

東京市に於ける都市計画上の色彩改善に就て、
欧米及本邦に於ける都市美政策の主潮並都市美
委員会の現状に就て、都市計画と史跡保存、都市
と史跡名勝天然記念物に対する行政的一考察、
都市と天然記念物、都市と動物に関する天然記念
物の保存、諸外国に於ける観光事業中央機関の
業務規定、国際観光事業と旅館政策、都市観光
事業の基礎的考察、京都市に於ける観光事業に

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-7
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

一般報告（その6） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 20
追補：街路の「照明施設合理化」に対する都市計
画的提案

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0026-8
第4回全国都市問題会議総会　第2冊　研究報告　第1議題甲編　其2
都市環境の改善

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京市)

1934 全国都市問題会議 6
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-1
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-2
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第1　市街地建築物法に関す
る事項　1　地域制

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 38

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-3
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第1　市街地建築物法に関す
る事項　2　生産緑地

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-4
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第1　市街地建築物法に関す
る事項　3　都市の美観

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-5
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第1　市街地建築物法に関す
る事項　4　市街地建築物法の
適用区域

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-6
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第1　市街地建築物法に関す
る事項　5　緩和規定に就いて

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-7
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第2　建築統制に関する事項 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 17 1.関係実例、2.関係地方庁令類（抜粋）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-8
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第3　地域統制に関する事項
1　各市の都心地区

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 18

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-9
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第3　地域統制に関する事項
2　各市の主要商店街施設

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 27

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-10
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第3　地域統制に関する事項
3　各市の盛り場に対する都市
計画的施設

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-11
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第3　地域統制に関する事項
4　各市の教育施設地帯

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-12
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

第3　地域統制に関する事項
5　各港湾都市の臨港地帯施

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-13
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

1　都市計画風致地区並に社
団法人風致協会とその事業一

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-14
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

2　京都市内に於ける社寺殿
堂及風致保存事業に就いて

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-15
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

3　都市美協会の組織並活動
状況

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-16
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

4　土地区画整理事業に就い
て

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 1

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0027-17
第4回全国都市問題会議総会　第3冊　研究報告　第1議題乙編　都
市環境の改善

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0538-1 都市計画の将来と地方計画 東京市政調査会編/池田宏著 都市問題パンフレット No.24 1934 東京市政調査会 29
1．都市計画と其将来、2.聚落の都市計画統制た
る地方計画

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0539-1 山地街路と芸術的街路の設計 中村与資平著 1934 東京市政調査会 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0559-1 函館市の復興計画に就て 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 15
1.函館の地位と之が不幸の意義、2.函館地方の特
殊性と復興計画の重点、3.復興計画の基本的要
項、4.復興諸施設に対する財政措置

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0212-1 （大阪風水害ニ就テ）　今村博士講演速記 今村明恒 1935 東京市政調査会 61
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0397-1 都市災害防備策 東京市政調査会編/池田宏 都市問題パンフレット No.25 1935 東京市政調査会 53 1.自然災害防備策、2.火災防備策

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-1
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-2
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

主報告　大都市交通機関の運
賃

全国都市問題会議/前田穣
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-3
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その1）
全国都市問題会議/小山田小七
/竹中龍雄

全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 35

1.都市の公益企業に関する考察、2.都市の公益企
業、3.地方連合企業に就て、4.ナチス独逸に於け
る公私共同経営に就て、5.市内に於ける水力発電
所経営の特異性

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-4
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 38
6.西陣機業の電力利用に就て、7.市営交通事業よ
り見たる六大都市の交通状況、8.公益企業特に交
通に関する希望、9.東京市に於ける交通企業の動

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-5
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その3） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 46
10.京都市に於ける無軌条電車、11.京都市に於け
る無軌条電車採用の体験、12.乗合電気自動車に
就て、13.公益企業としての中央卸売市場運営の

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-6
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その4） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 39

14.貯蓄銀行市営に就て、15.都市に於ける公益企
業としての住宅経営、16.朝鮮人住宅問題に就て、
17.公益食堂の経営兼東京市設食堂事業報告、
18.東京市設質屋事業の現状

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-7
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その5） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 46

19.京都市電気使用料の推移と現状、20.水道事業
に於ける料金徴収制度に関する考察、21.軌道事
業料金に於ける均一性に就て、22.軌道事業に於
ける均一料金制の沿革

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-8
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その6） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 40

23.公益企業に於ける公益性に就て、24.市営公益
企業管見、25.市営公益企業の財政問題、26.公益
企業の建設改良と受益者負担金制度、27.公益企
業従業員の命免及待遇

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-9
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

一般報告（その7） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 45

28.公益企業に於ける労働争議の原因並措置、29.
公益企業の監査に就て、30.瓦斯報償契約に就
て、31.外国大都市に於ける交通統制、32.公企業
の統制に就て、33.公企業の法的規制に就て

32/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0032-10
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　1　研究報告　都市
の公益企業

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-1
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-2
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

公共企業の組織形態研究 全国都市問題会議/大畑文七
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 20

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-3
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

都市交通事業統制の意義に
就いて

全国都市問題会議/山口喜一
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-4
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

東京市に於ける新市域屎尿処
分市営事業に就いて

全国都市問題会議/岸寿喜恵
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-5
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

屎尿「スラツジ」粉末に就いて 全国都市問題会議/岡本嘉蔵
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-6
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

厨芥利用上適切なる養豚経営
に就いて

全国都市問題会議/永井源二郎
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-7
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

都市に於ける衛生教育に就い
て

全国都市問題会議/山田敏正
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0035-8
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　4　研究報告　都市
の公益企業･都市の保健施設　追録篇

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-1
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-2
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

函館市の函館水電買収問題
の経過　－特に其の報償契約
上の効力の問題に就て－

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 82

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-3
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

東京市の玉川水道買収に関す
る経過　－水道条例の強制買
収規定を適用したる我国最初
の事例－

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-4
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

帝都交通問題研究会の交通
統制案

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-5
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

名古屋市内交通機関買収統
制の経過

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-6
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

ホテル公有私営の事例 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0036-7
第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　5　参考資料　公益
企業経営に関する若干事例

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1936 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0494-1 都市計画 東京市政調査会編/弓家七郎著 市政の基礎知識 第3輯 1936 東京市政調査会 57

1.都市計画の必要、2.都市計画の意義、3.都市計
画の趨勢、4.各国の都市計画の特色、5.わが国の
都市計画、6.都市計画の基本問題（都市計画区
域、地域制、街路系統）、7.大都市計画及小都市
計画、8.地方計画、付録：都市計画標準

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-1 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録 表紙・口絵・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-2 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録 第1篇　総会準備 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-3 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録 第2篇　会議総説 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-4 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

（イ）一般的公経
済化傾向と公益
企業

全国都市問題会議/河田嗣郎
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-5 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

（ロ）公益企業と
都市財政

全国都市問題会議/汐見三郎
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-6 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

（ハ）大都市交通
機関の運賃

全国都市問題会議/前田穣
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-7 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

（ニ）都市保健問
題の特質と其の
対策

全国都市問題会議/挟間茂
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-8 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

（ホ）本邦都市下
水及汚物処分と
魚芥衛生私見

全国都市問題会議/戸田正三
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-9 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

（ヘ）本邦都市の
塵芥処理に就い
て

全国都市問題会議/飯野斐
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-10 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

特別報告　壮丁
の体力より観たる
都鄙衛生問題

全国都市問題会議/小泉親彦
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-11 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

開催市特殊事項
に関する報告内
容　（イ）京都市
の風水害と其の

全国都市問題会議/岩井芳通
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 10
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-12 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告者及特別報告者の
研究報告

開催市特殊事項
に関する報告内
容　（ロ）京都市
公同組合制度に

全国都市問題会議/国島高一
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-13 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
2　第一部会報告及討議

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 43

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-14 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
3　第二部会報告討議

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 39

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-15 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
4　両部会に於ける報告討議
の経過報告、附記、参加者名

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0037-16 第5回全国都市問題会議総会　第5回総会文献　6　第5回総会要録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第5回　昭
和11年・京都)

1937 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0761-1 都市の財政 岡野文之助著 市政の基礎知識 第4輯 1937 東京市政調査会 46

1.都市財政の意義、2.都市の経費、3.都市収入の
輪郭、4.市税、5.私有財産、6.使用料と手数料、7.
市営公益企業の財政、8.補給金、9.受益者負担
金、10.道路損傷負担金、11.報償金その他収入、
12.都市計画の財政、13.市債、14.予算及決算制
度、15.会計監査制度

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0798-1 「地方信用金庫」創設論 鈴木武雄著 都市問題パンフレツト No.30 1937 東京市政調査会 23

1.税制改革案と地方債の前途、2.「地方信用金庫」
創設の必要、3.貧弱地方団体にとり特に切実なる
「地方信用金庫」の必要、4.地方融資機関としての
預金部及び簡易保険局、5.「地方信用金庫」の主
たる業務、6.「地方信用金庫」の付随的業務、7.
「地方信用金庫」の資金、8.「地方信用金庫」の組

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-1
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-2
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

（その1） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 42

第１議題：都市計画の基本問題、都市計画を規制
する基本的要因に関する研究、都市計画再建の
要項、日本都市計画への反省、都市計画に於け
る地理学的基礎、気温・高度に於ける都市の限界

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-3
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 43

東京市に於ける地下水の分布に就いて、東京市
に於ける人口の集中と都市計画、都市計画と精神
的要素、地方計画の理想に関する問題、日本人
口政策と地方計画

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-4
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

（その3） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 37

国土計画制度の確立、事変と本邦都市計画の将
来、過大都市防止対策としての環状緑地帯、都市
計画の基本問題に関する若干考察、土地政策とし
ての都市計画の積極化

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-5
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

（その4） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 34

都市計画法の強化を高調す、都市計画法の改正
に就いて、都市計画法制に就ての管見、適地論に
よる地域決定方法、地域性検討資料としての東京
市工場敷地々価地代に関する一考査、

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-6
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

（その5） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 44

地域制の分化に就いて、都市工業地の発展と専
用地区、工場の原動機馬力数算定の是正、京城
府に於ける土地区画整理の状況、土地区画整理
の本質とそれの公共用地収得及都市計画事業実

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0038-7
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　1　研究報告　都市
計画の基本問題　（上）

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-1
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-2
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

都市構成の単位区画 全国都市問題会議/山岡敬介
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-3
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

日照による都市疎開策に就て 全国都市問題会議/亀井幸次郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-4
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

都市に於ける建築物の採光に
関する当面の問題

全国都市問題会議/伊東憲太郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-5
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

鉄道、軌道の立体化に就て
全国都市問題会議/都市計画東
京地方委員会

全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-6
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

都市空襲に対する市街地建築
物の構へに就いて

全国都市問題会議/梶山浅次郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-7
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

都市建築の防空的分散と土地
住宅経営との関係に関する一

全国都市問題会議/宮田秀穂
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-8
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

防空都市計画上の上水道施
設の拡充

全国都市問題会議/岩崎富久
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-9
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

神戸の災害と復興対策 全国都市問題会議/奥中喜代一
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-10
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

緑地を基本とする計画を論ず 全国都市問題会議/守山春市
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-11
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

東京緑地計画
全国都市問題会議/都市計画東
京地方委員会

全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 19

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-12
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

東京保健道路計画
全国都市問題会議/都市計画東
京地方委員会

全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 19
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-13
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

大阪市東郊の開発状況 全国都市問題会議/中澤誠一郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 16

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-14
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

名古屋市東山公園の開設と付
近地の受益について

全国都市問題会議/花井又太郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-15
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

朝鮮に於ける都市施設の概要 全国都市問題会議/平島洋三
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-16
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

朝鮮都市特殊細民の処置に
就いて

全国都市問題会議/長郷衞ニ
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-17
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

羅津の都市建設に就いて 全国都市問題会議/高倉馨
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-18
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

哈爾濱都市計画の特異性に
就いて

全国都市問題会議/哈爾濱市公
署公務所

全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-19
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

都市水道の防空施設に就いて 全国都市問題会議/木代嘉樹
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0039-20
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　2　研究報告　都市
計画の基本問題　（下）

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-1
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-2
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

第２議題　「都市の経費問題」
解説

全国都市問題会議/全国都市問
題会議事務局

全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-3
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

経費問題管見 全国都市問題会議/亀卦川浩
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-4
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

都市の経費膨張と其の若干対
策

全国都市問題会議/木村利夫
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-5
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

都市経費と都市人口 全国都市問題会議/藤谷謙二
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-6
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

都市経費の配分問題 全国都市問題会議/安井大吉
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 18

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-7
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

地方財政調整交付金と国政事
務

全国都市問題会議/藤田武夫
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-8
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

都市経費の基準算定に就て 全国都市問題会議/梶山浅次郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-9
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

朝鮮に於ける都市経費の動向
に就て

全国都市問題会議/小田忠夫
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-10
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

市域拡張と経費合理化問題 全国都市問題会議/菅原忠治郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-11
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

大都市に於ける企画部局の職
能と予算編成の合理化に就て

全国都市問題会議/芦田勲
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-12
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

東京市の人件費に関する考察 全国都市問題会議/木下浩三郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-13
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

自治体人件費の近況　－プロ
イセンの一例－

全国都市問題会議/倉辻平治
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-14
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

公債費漸増の傾向と之が対策 全国都市問題会議/藤井貞夫
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-15
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

町会の資源池的役割に就て 全国都市問題会議/片岡文太郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-16
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

公企業行政能率の測定に就て 全国都市問題会議/竹中龍雄
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-17
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

経費の吟味と米国市債 全国都市問題会議/大谷政敬
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 11

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-18
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

「会議費」を繞りて 全国都市問題会議/瀧山良一
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-19
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

道路の経費 全国都市問題会議/中村武夫
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0040-20
第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　3　研究報告　都市
の経費問題

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1938 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0622-1 都市の公益企業 表紙・目次 岡野文之助著 市政の基礎知識 第8輯 1938 東京市政調査会 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0622-2 都市の公益企業 （その1） 岡野文之助著 市政の基礎知識 第8輯 1938 東京市政調査会 35

1.都市生活と公益企業、2.本邦都市における公益
企業の発達、3.公益企業経営の動機、4.公益企業
の形態、5.公益企業の特許、6.公益企業の買収問
題、7.公益企業の事業施設、8.公益企業の経営問
題、9.料金の現状並決定方法、10.公益企業の課

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0622-3 都市の公益企業 （その2） 岡野文之助著 市政の基礎知識 第8輯 1938 東京市政調査会 28

11.減価償却の問題、12.公益企業の会計制度、13.
公益企業の助成、14.公益企業の事業管理、15.公
益企業における労働問題、16.公営公益企業経営
に関する特殊問題、17.私営公益企業経営におけ
る特殊問題、18.公益企業の統制、19.公益企業の
監督統制機関、20.公益企業と報償契約問題、21.
公益企業法案の大要、主要参考書目

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0622-4 都市の公益企業 奥付・裏表紙 市政の基礎知識 第8輯 1938 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-1 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録 表紙・口絵・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-2 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録 第1篇　総会準備 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 6

35/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-3 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録 第2篇　会議総説 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 20

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-4 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告並に特別報告

現下都市計画の
緊急問題

全国都市問題会議/松村光磨
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-5 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告並に特別報告

朝鮮に於ける都
市計画の特異性

全国都市問題会議/榛葉孝平
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-6 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告並に特別報告

経費の合理性と
必要性

全国都市問題会議/菊池慎三
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-7 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告並に特別報告

都市経費の実証
的考察

全国都市問題会議/森下政一
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 18

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-8 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告並に特別報告

特別議題報告内
容　事変と都市
厚生（社会・衛

全国都市問題会議/林信夫
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-9 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
１　主報告並に特別報告

特別報告内容
日満支都市の文
化的経済的連携
に就いて

全国都市問題会議/大野緑一郎
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-10 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
2　第一部会報告及討議

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 36

1.関東州々計画令の特異性、2.工業を基調とする
都市計画の再検討、3.大道路建設の可否、4.朝鮮
の都市に就いて、5.国土計画制度を要求する根本
問題、6.都市計画と地方計画の諸傾向に就いて、
7.地域性の分化に就いて、8.都市工業地の発展と
専用地区、9.工場の原動機馬力数算定の是正、
10.都市構成の単位区画に就いて、11.東京緑地計
画、12.風致資源の開発と関係法規に就いて、13.
朝鮮特殊細民の処置に就いて、14.満州国都邑計
画の現状、15.都市に於ける屎尿処理問題に就い
て、16.咸興市街地計画建築敷地造成事業に就い
て、17.都市照明法制定に関する提唱

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-11 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録
第3篇　報告及び討議内容　第
3　第ニ部会報告及討議

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 28

1.京城府の経費に就いて、2.朝鮮に於ける都市経
費の動向に就て、3.受益者負担金に就いて、4.非
常時局下に於ける都市の新経費に就いて、5.公企
業会計に就いて、6.羅津府土地増価税に就いて、
7.都市経費の合理化、8.大都市行政に於ける企画
性の必要と企画部局の使命、9.都市経費の基準
算定に就いて、10.経費の性質に就いて、11.新京
特別市の財政に就いて、12.都市の経費負担に就
いて、13.都市の経費と財源捻出策、14.朝鮮地方
債に就いて、15.物件費と人件費、16.支那の都市
建設の経費支弁方法

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-12 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録

第3篇　報告及び討議内容　第
4　両部会に於ける報告討議
の経過報告、附篇、参加者名
簿、事務分担表

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 23

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0041-13 第6回全国都市問題会議総会　第6回総会文献　4　第6回総会要録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第6回　昭
和13年・京城府)

1939 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-1
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

表紙 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-2
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第1　一般的事項 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 70 第1ノ1～1ノ2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-3
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第2　企業の形態に関する事
項（その1）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 36 第2ノ3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-4
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第2　企業の形態に関する事
項（その2）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 56 第2ノ4、第2ノ5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-5
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第2　企業の形態に関する事
項（その3）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 40 第2ノ6～2ノ８

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-6
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第2　企業の形態に関する事
項（その4）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 66 第2ノ9～2ノ14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-7
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第3　経営権に関する事項（そ
の1）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 72 第3ノ14、第3ノ15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-8
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第3　経営権に関する事項（そ
の2）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 68 第3ノ16～3ノ19

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-9
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第3　経営権に関する事項（そ
の3）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 51 第3ノ20～3ノ21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-10
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

第3　経営権に関する事項（そ
の4）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 58 第3ノ22～3ノ26

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0624-11
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第1冊　自
第1至第3

裏表紙 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-1
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

表紙 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-2
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第４　事業施設に関する事項
（その1）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 65 第4ノ27～4ノ30

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-3
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第４　事業施設に関する事項
（その2）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 53 第4ノ31～4ノ35

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-4
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（甲）公私営共通の事項（その

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 83 第5ノ（甲）ノ36～5ノ（甲）ノ40
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-5
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（甲）公私営共通の事項（その

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 48 第5ノ（甲）ノ41～5ノ（甲）ノ42

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-6
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（甲）公私営共通の事項（その

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 85 第5ノ（甲）ノ43～5ノ（甲）ノ45

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-7
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（甲）公私営共通の事項（その

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 54 第5ノ（甲）ノ46～5ノ（甲）ノ51

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-8
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（乙）公営事業に関する事項
（その1）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 66 第5ノ（乙）ノ52～5ノ（乙）ノ54

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-9
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（乙）公営事業に関する事項
（その2）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 47 第5ノ（乙）ノ55～5ノ（乙）ノ57

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-10
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第５　事業経営に関する事項
（丙）私営事業に関する事項

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 78 第5ノ（丙）ノ58～5ノ（丙）ノ68

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-11
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第６　統制に関する事項（その
1）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 64 第6ノ69～6ノ72

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-12
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

第６　統制に関する事項（その
2）

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 48 第6ノ73～6ノ76

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0625-13
公益企業の経営に関する質疑要項に対する回示意見写　第2冊　自
第4至第6

裏表紙 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0649-1 京都市の新瓦斯報償契約に就て 中村三之助著 都市問題パンフレツト No.35 1939 東京市政調査会 17
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0762-1 地方税制改正案の梗要 挟間茂著 都市問題パンフレット No.36 1939 東京市政調査会 15
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0751-1 地方税制の沿革 表紙・目次・はしがき 藤田武夫著 市政の基礎知識 第9輯 1940 東京市政調査会 4
第一部 B: 財政・都市計画ほか 0751-2 地方税制の沿革 1.制度成立前の地方税 藤田武夫著 市政の基礎知識 第9輯 1940 東京市政調査会 14 1.徳川時代の町村入用割付法、2.明治当初の地

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0751-3 地方税制の沿革 2.地方税制度の成立 藤田武夫著 市政の基礎知識 第9輯 1940 東京市政調査会 25
1.府県税制度の成立、2.区（市）町村費徴収権の
確立、3.自治制による地方税制度の整備

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0751-4 地方税制の沿革 3.地方税制度の変遷 藤田武夫著 市政の基礎知識 第9輯 1940 東京市政調査会 18
1.日露戦争と地方税制、2.世界大戦と地方税制、3.
諸税制整理案と大正15年の整理、4.両税委譲案と
昭和6年の改正

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0751-5 地方税制の沿革 4.主なる地方税制改革案 藤田武夫著 市政の基礎知識 第9輯 1940 東京市政調査会 12
1.臨時財政経済調査会の整理案、2.政友会の両
税委譲案、3.馬場地方財税制改革案、4.今回の地
方税制改正案

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0751-6 地方税制の沿革 奥付・裏表紙 市政の基礎知識 第9輯 1940 東京市政調査会 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0650-1 三新営団法と公益企業営団案 東京市政調査会編/吉山真棹著 都市問題パンフレツト No.39 1941 東京市政調査会 15
1.緒言、2.公益企業営団制成案の経緯、3.新営団
法と公益企業営団案との比較、4.三新営団に対す
る所見、5.結言

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0799-1 生鮮食糧品出荷配給統制問題
荒木孟/草刈孟/天明郁夫/福田
敬太郎/安倍小次郎/木村靖二

都市問題パンフレツト No.40 1941 東京市政調査会 43

1.食糧政策に於ける生鮮食糧品問題、2.中央卸売
市場の機構改革について、3.生鮮食糧品出荷配
給統制への私観、4.魚飢饉と魚類配給機構の問
題、5.青果物の生産配給事情と諸問題、6.青果の
生産及び出荷統制

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-1
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-2
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第1議題　地方計画具体化に
関する諸問題

主報告　地方計
画実現途上の諸

全国都市問題会議/石川栄耀
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-3
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第1議題　地方計画具体化に
関する諸問題

主報告　地方計
画の基調

全国都市問題会議/奥井復太郎
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-4
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第1議題　地方計画具体化に
関する諸問題

特別報告　近畿
地方計画と神戸
の将来

全国都市問題会議/奥中喜代一
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-5
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第1議題　地方計画具体化に
関する諸問題

一般討議・報告 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 51

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-6
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第2議題　都市財政の現状及
将来とその対策

主報告　都市財
政の現状及将来
と其の対策

全国都市問題会議/三樹樹三
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 21

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-7
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第2議題　都市財政の現状及
将来とその対策

主報告　都市財
政の現状及将来
とその対策

全国都市問題会議/汐見三郎
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-8
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第2議題　都市財政の現状及
将来とその対策

特別報告　戦時
都市財政制度確
立の必要と防空
費の問題

全国都市問題会議/山田実
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 2

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-9
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

第2議題　都市財政の現状及
将来とその対策

一般討議・報告 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0047-10
第8回全国都市問題会議総会　第8回総会文献　主報告･一般討議報
告　要旨

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1942 全国都市問題会議 5

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0449-1 一九〇六年桑港大震大火災状況 東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 10

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0541-1 防火防弾不燃都市の建設　決戦下独伊の防空事情－太平洋上の感 東京市政調査会編/田辺平学 都市問題パンフレット No.43 1942 東京市政調査会 23
1.ドイツ・イタリヤの防空事情、2.太平洋上の感－
独伊の防空施設を視察して我国都市将来の防空
対策を思ふ

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0542-1 地方計画区域について 吉田秀夫著 1942
全国都市問題会議
事務局

9 「全国都市問題会議会報」 第28号の一部
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0543-1 地方計画上より見たる全国地域区分 高橋登一著 1942
全国都市問題会議
事務局

14

1.我国地方計画の特殊性、2.地方計画の主要策
定事項、3.地方計画の行政機構と単位区域、4.現
行ブロック行政の地域区分、5.地方計画上より見
たる全国地域区分（試案）、6.地方計画上より見た
る府県及都の区域

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0626-1 アメリカ合衆国に於ける電燈電力事業特許条件 東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 96
Delos Franklin Wilcox著'Municipal Franchises'の
Franchise conditions imposed on electric light and
power companiesを訳出

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0748-1 家屋税改正案調査 東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 47

1.税額及課税標準、2.賃貸価格ノ査定、3.査定控
除及税率、4.課税免除ノ家屋、5.収入概算及負担
程度、6.家屋税課税案要綱、7.外国之立法例、附
録（1.各区地価最高最低調、2.宅地修正地価百坪
当表、3.各区土地最高価格評価表、4.標準賃貸価
格推定法実例、ほか）

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-1 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録 表紙・口絵・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-2 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録 第1　総会準備 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-3 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録 第2　総会概況 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-4 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録 第3　報告及び討議内容 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-5 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　1.主
報告

地方計画の基調 全国都市問題会議/奥井復太郎
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-6 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　1.主
報告

地方計画実現途
上の諸問題

全国都市問題会議/石川栄耀
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 13

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-7 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　1.主
報告

都市財政の現状
及将来とその対

全国都市問題会議/汐見三郎
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 8

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-8 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　1.主
報告

都市財政の現状
及将来と其の対

全国都市問題会議/三樹樹三
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 9

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-9 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　2.特
別報告

近畿地方計画と
神戸の将来

全国都市問題会議/奥中喜代一
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 4

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-10 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　2.特
別報告

戦時都市財政制
度確立の必要と
防空費の問題

全国都市問題会議/山田実
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 7

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-11 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　3.第
1部会一般討議報告（その1）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 19

1.我が国に於ける国土計画並びにその単位地方
計画策定方針、.現行計画体系より国土計画、地
方計画体系への移行、2.地方計画実施運営対策
に就いて、3.地方計画の策定事項と其の実現方策
に就いて、4.地方計画の実施運営に関する問題、
5.地方計画具体化に就いて、6.地方計画に於ける
都市と農村との経済的交流関係、7.地方計画区域
の確定に就いて、8.地方計画地域制に就いて、9.
地方計画地域別と都市計画市域制との関係及其
の運営に就いて

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-12 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　3.第
1部会一般討議報告（その2）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 44

10.地方計画と地域制、11.地方計画の中心課題た
る地域計画に就いて、12.地方計画と行政区画の
整備、13.思想としての地方計画、14.地方計画の
現段階について、15.都市疎開実施対策に関する
一試案、16.小都市を対象とした地方計画職能人
口の分析的考察、17.地方計画との関連に於ける
大都市発展の統制問題に就いて、18.大都市人口
問題と地方計画、19.集団的住居地建設の地方計
画的意義、20.住宅政策と地方計画、21.人口配分
計画と住居施設の供給方策、22.地方計画より観
たる都市計画区域、23.産業立地の動的構想、24.
地方計画と緑地、25.関東地方に於ける工業配分
と地方計画の実際に就いて

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-13 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　3.第
1部会一般討議報告（その3）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 42

26.東京市の緑地的防空対策、27.地方計画具体
化の一例　－白河庄復興に於ける諸問題－、28.
地方の開発振興に就いて留意すべき問題　－相
模原都市建設事業を通じて－、29.近畿地方計画
の策定方針、30.近畿地方計画と健民地、31.地方
計画としての都市蔬菜自給圏の諸問題、32.大阪
地方に於ける国土計画と其原則的考へ方に就い
て、33.部品外注関係より見たる中京の交通機工

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-14 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　4.第
2部会一般討議報告

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 38

1.都市財政政策の基調、2.新税制下の都市財政
力、3.市債発行条件より観たる地方団体中央金庫
制度の必要性、4.時局に即応して国費及地方費の
負担区分を根本的に是正し大都市財政の時局担
当性を強化すること、5.新税制下に於ける弾力性
負担関係より観たる分与税制の改正、6.東京市神
田区長岡田光蔵氏提唱の「国費地方費負担区分
の再検討」に就いて、7.独立税調髪税の提唱と市

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-15 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録
第3　報告及び討議内容　.第2
部会研究円卓会議速記録ほ

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 28
福田虎亀、三樹樹三、吉岡恵一、赤羽九市、斎藤
義家、汐見三郎
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第一部 B: 財政・都市計画ほか 0048-16 第8回全国都市問題会議総会　第8回総会要録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第8回　昭
和17年・神戸)

1943 全国都市問題会議 6

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-1 欧州諸国に於ける公益企業の統制 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 3

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-2 欧州諸国に於ける公益企業の統制
第1　英国に於ける公益企業
の統制

東京市政調査会編/竹中龍雄 1945 東京市政調査会 19

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-3 欧州諸国に於ける公益企業の統制
第2　仏国に於ける公益企業
の統制

東京市政調査会編/竹中龍雄 1945 東京市政調査会 29

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-4 欧州諸国に於ける公益企業の統制
第3　独逸に於ける公益企業
の統制

東京市政調査会編/竹中龍雄 1945 東京市政調査会 14

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-5 欧州諸国に於ける公益企業の統制
第4　瑞典に於ける公益企業
の統制

東京市政調査会編/竹中龍雄 1945 東京市政調査会 15

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-6 欧州諸国に於ける公益企業の統制
第5　諾威に於ける公益企業
の統制

東京市政調査会編/小倉庫次 1945 東京市政調査会 12

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-7 欧州諸国に於ける公益企業の統制
第6　瑞西に於ける公益企業
の統制

東京市政調査会編/小倉庫次 1945 東京市政調査会 24

第一部 B: 財政・都市計画ほか 0629-8 欧州諸国に於ける公益企業の統制 裏表紙 東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0427-1 板船権及平田船補償問題に就て 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 14
（雑誌「都市問題」昭和2年8月号別刷）1.序、2.築
地市設市場へ移転以前、3.築地市設市場へ移転
以後、4.結論

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0630-1 配電事業公営問題に関する研究　－東京都営問題に関聯して－ 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0630-2 配電事業公営問題に関する研究　－東京都営問題に関聯して－ （その1） 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 31
1.配電事業経営主体に関する最近の世論動向、2.
世論にあらはれたる配電事業公営論の検討、3.配
電事業市営論の問題点

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0630-3 配電事業公営問題に関する研究　－東京都営問題に関聯して－ （その2） 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 26

4.配電事業国営論の問題点、5.配電事業の公営を
可とする積極的論拠、6.配電事業都道府県委任経
営論、7.当面の次善的実際的方策、8.配電事業東
京都営の問題、結言

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0630-4 配電事業公営問題に関する研究　－東京都営問題に関聯して－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0631-1 配電事業都営問題に関する研究報告　補論 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 26
（「配電事業公営問題に関する研究」第8章第3節
の補論）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0655-1 東京都交通事業の再建に関する調査　(中間報告) 表紙・目次 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0655-2 東京都交通事業の再建に関する調査　(中間報告)
第1部　東京都交通事業の沿
革及び最近の交通事情

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0655-3 東京都交通事業の再建に関する調査　(中間報告)
第2部　軌道事業の現況及び
戦災復興

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0655-4 東京都交通事業の再建に関する調査　(中間報告) 第3部　乗合自動車事業 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0655-5 東京都交通事業の再建に関する調査　(中間報告)
第4部　東京都交通事業の将
来に対する問題

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0655-6 東京都交通事業の再建に関する調査　(中間報告) 裏表紙 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0656-1 東京都交通事業の再建に関する調査報告書 表紙・目次 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0656-2 東京都交通事業の再建に関する調査報告書
第1部　東京都交通事業の沿
革及び最近の交通事情

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0656-3 東京都交通事業の再建に関する調査報告書
第2部　軌道事業の現況及び
戦災復興

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 16
1.軌道事業の現況と戦災前の比較、2.戦災及復興
計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0656-4 東京都交通事業の再建に関する調査報告書 第3部　乗合自動車事業 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 11
1.事業の現況と戦災前の比較、2.戦災及復興計
画、3.乗合自動車事業の整備改善

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0656-5 東京都交通事業の再建に関する調査報告書
第4部　東京都交通事業の将
来に対する問題

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0656-6 東京都交通事業の再建に関する調査報告書 裏表紙 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0685-1 水道事業の再建に関する調査報告書 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 25
1.給水の現況　－特に戦災前との比較－、2.料金
制度、3.戦災復旧、4.拡張計画の再検討、5.事業
経営の改善

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0686-1 水道財政確立に関する調査報告書 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0688-1 下水道事業の再建に関する調査報告書 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 15
1.事業の現況と戦災前の状況、2.下水道使用料、
3.災害復旧、4.事業及経営の改善拡張

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0766-1 東京都財政確立に関する調査報告書 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 38
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0767-1 自昭和21年度至昭和30年度東京都収支概計書　別表 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 12
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0768-1 自昭和21年度至昭和30年度東京都収支概計説明書　(別表附属) 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 21
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0770-1 東京都一般会計財政確立に関する調査中間報告 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0687-1 第二水道拡張事業　特に小河内問題に関する調査報告書 表紙・目次
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0687-2 第二水道拡張事業　特に小河内問題に関する調査報告書 （その1）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 20
1.本調査の総括的結論要項、2.都水道の現状に関
する調査、3.水道拡張事業の沿革、4.第二水道拡
張事業たる小河内貯水池関係の既定計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0687-3 第二水道拡張事業　特に小河内問題に関する調査報告書 （その2）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 28
5.第二水道拡張事業以外の拡張拡充計画の検
討、6.第二水道拡張事業特に小河内問題の措置
に関する調査

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0687-4 第二水道拡張事業　特に小河内問題に関する調査報告書 裏表紙
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0752-1 都財政の整備確立に関する調査報告書 表紙・例言・目次
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0752-2 都財政の整備確立に関する調査報告書 第1部　総論
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 10
1.都経済の変貌とその再建の方向、2.都財政の新
たなる性格と問題点
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0752-3 都財政の整備確立に関する調査報告書 第2部　分析
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 37 1.市財政の沿革、2.都財政の現状とその実態

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0752-4 都財政の整備確立に関する調査報告書 第3部　計画
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 71
1.昭和23年度東京都一般会計収支概計、2.公租
公課完納施策、3.物資調達制度

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0752-5 都財政の整備確立に関する調査報告書 第4部　都、区財政の調整
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 17
1.都区財政調整の必要性、2.法令上における特別
区の財政権限の考察、3.現在における都、区財政
の関係と区財政の実態

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0752-6 都財政の整備確立に関する調査報告書 裏表紙
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0781-1 東京都の中小工業振興に関する調査 表紙・例言・目次
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0781-2 東京都の中小工業振興に関する調査 （その1）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 36
第1章　日本工業の構成と中小工業、第2章　戦後
に於ける日本経済の再建と中小工業、第3章　東
京都に於ける戦後中小工業の実情

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0781-3 東京都の中小工業振興に関する調査 （その2）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 26
第4章　東京都に於ける中小工業振興の基本方
針、第5章　都下中小工業振興具体策、第6章　結
論　－中小工業振興に対する東京都の行政措置

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0781-4 東京都の中小工業振興に関する調査 裏表紙
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0802-1 東京都家庭燃料対策に関する調査報告 東京市政調査会編 1947 東京市政調査会 42

1.序論－東京都に於ける家庭燃料問題の所在、2.
大都市に於ける家庭用燃料の消費量、3.大都市
家庭燃料の最低必要量の推計、4.昭和22年度に
於ける家庭用燃料配給計画と主要燃料に対する
今後の見透し、5.家庭用燃料応急補給源としての
亜炭コークスと生産状況、6.加工亜炭移入配給計
画具体案、7.加工亜炭配給価格、8.結論

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-1
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

表紙・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-2
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

議題解説 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-3
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

主報告　都市経費合理化の基
本問題

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-4
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

主報告　都市の租税収入に関
する問題

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 18

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-5
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

主報告　都市の税外収入に関
する問題

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-6
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

一般研究報告（その1） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 35
1.都市財政と地方財政、2.地方財政について、3.都
市財政の問題、4.地方財政改革について、5.都市
財政確立方策、6.戦後都市経費の一考察

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-7
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

一般研究報告（その2） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 35

7.インフレーションと都市財政、8.インフレと都市財
政、9.都市の建設と財政問題について、10.都市の
経済力と都市財政政策、11.都市財政支出の経済
的分析、12.都市の経費について、13.都市経費と
市域の相関性、14.都市経費の動きとその分配に
ついて、15.警察官数より見たる自治体警察費の
諸問題、16.地方税制の基本問題、17.地方税及び

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-8
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

一般研究報告（その3） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 32

18.地方財政の一考察、19.財源構成に関する課
題、20.地方税制の現状とその対策、21.国税・地方
税の比率の問題、22.市域拡張問題に関する一試
論、23.都市計画事業財源としての受益者負担制
度と土地増価税、24.所得税付加税復活論、25.東
京都財政の特殊性について

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-9
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

一般研究報告（その4） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 33

26.特別区財政定立の基本問題、27.地方財政の
確立について、28.小都市財政の行詰まり打開策と
しての人事の調整について、29.公企業の独立採
算制について、30.市税滞納の一考察、31.家屋税
及地租の賦課徴収方法改善、32.地方債とこれが
消化について、33.地方債の消化について

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-10
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

一般研究報告（その5） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 36

34.市債に関する若干の問題、35.インフレーション
に於ける使用料及手数料に就いての一考察、36.
戸籍の手数料増徴について、37.公営企業の発展
とその限界、38.都市公営事業の現状について、
39.大阪市水道事業の企業会計経理について、40.
財政統計をめぐる諸問題、41.各市の「財政白書」

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0049-11
第10回全国都市問題会議　都市財政の確立に関する方策　-主報告
および研究報告-

奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0050-1 第10回全国都市問題会議議事要録 表紙・口絵・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0050-2 第10回全国都市問題会議議事要録 前編 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 3
1.全国都市問題会議の沿革、2.第10回会議の開
催準備

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0050-3 第10回全国都市問題会議議事要録 本編 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 29
主報告についての補足（汐見三郎）、部会におけ
る一般研究報告および討議

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0050-4 第10回全国都市問題会議議事要録 後編 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 12
1.第10回全国都市問題会議の成果に関連する会
議内外の諸状況、2.第10回全国都市問題会議参
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0050-5 第10回全国都市問題会議議事要録 奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第10回　昭
和23年・大阪)

1948 日本都市連盟 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0560-1 戦災都市の復興状況等に関する調査 東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 23

1.戦災都市土地区画整理事業の進捗状況、2.戦
災都市土地区画整理事業及び関連の諸問題、3.
戦災復興土木事業の内容及び事業の進捗状況、
4.戦災都市公園、緑地等の施設計画並びに実施
方針、5.上下水道施設の復興計画並に改良拡張
上の所管問題、6.疎開用地の整備並に都市災害
防護事業の助成、附録資料（地方税財政制度改
革案要綱、地方中小都市振興対策要項）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0497-1 街路樹
表紙・写真・刊行にあたって・
序・目次

1952 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0497-2 街路樹 （その1） 井下清著 1952 東京市政調査会 43

大自然を街路へ、街路植樹の歴史、東京の街路
並木、街路並木の性能、都市保安と街路樹、緑陰
樹の科学、街路樹たる資格、街路樹に適する樹
種、郷土樹と世界樹、並木の一生

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0497-3 街路樹 （その2） 井下清著 1952 東京市政調査会 38

街路樹の季節美、夏の整姿と冬の剪定、植栽費と
維持費、宿命的な街路樹、街路樹の病虫害、樹に
も罪あり、国民精神と桜並木、生産街路並木、街
路並木と人、街路樹の愛護と奉仕、街路庭園

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0497-4 街路樹 奥付・裏表紙 1952 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-1 緑地問題：論文集と文献目録 表紙・写真・目次 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 8
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-2 緑地問題：論文集と文献目録 緑地問題の世界的展望 東京市政調査会編/関口鍈太郎 1952 東京市政調査会 12
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-3 緑地問題：論文集と文献目録 都市緑地の本質 東京市政調査会編/井下清 1952 東京市政調査会 7
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-4 緑地問題：論文集と文献目録 緑地の厚生的性格 東京市政調査会編/加藤誠平 1952 東京市政調査会 9
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-5 緑地問題：論文集と文献目録 風景政策概論 東京市政調査会編/黒田鵬心 1952 東京市政調査会 8
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-6 緑地問題：論文集と文献目録 国土に即したる樹木学 東京市政調査会編/上原敬ニ 1952 東京市政調査会 7
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-7 緑地問題：論文集と文献目録 新日本建設と観光事業 東京市政調査会編/田誠 1952 東京市政調査会 7
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-8 緑地問題：論文集と文献目録 復興緑地計画の基本方針私 東京市政調査会編/永見健一 1952 東京市政調査会 4
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-9 緑地問題：論文集と文献目録 都市の葬務緑地 東京市政調査会編/井下清 1952 東京市政調査会 9
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-10 緑地問題：論文集と文献目録 江戸市民と緑地 東京市政調査会編/龍居松之助 1952 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-11 緑地問題：論文集と文献目録
東京市区改正設計に現れたる
公園問題

東京市政調査会編/小寺駿吉 1952 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-12 緑地問題：論文集と文献目録 皇室と東京の緑地 東京市政調査会編/小倉庫次 1952 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-13 緑地問題：論文集と文献目録 都市緑地地帯の農業経営 東京市政調査会編/宮出秀雄 1952 東京市政調査会 12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-14 緑地問題：論文集と文献目録
ポートランド市の公園体系とそ
の育成

東京市政調査会編/チャールズ・
Ｐ・ケイザー/小古間隆蔵訳

1952 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-15 緑地問題：論文集と文献目録
レクリエーションの施設と活動
の計画

東京市政調査会編/ジョージ・
ヒェルテ/内山和訳

1952 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-16 緑地問題：論文集と文献目録
ロス・アンゼルス市におけるレ
クリエーション施設の発展

東京市政調査会編/ジョージ・
ヒェルテ/高木鉦作訳

1952 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-17 緑地問題：論文集と文献目録 市立庭園と花卉
東京市政調査会編/エルナ・マ
シーズ/川島渉訳

1952 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-18 緑地問題：論文集と文献目録
公園・レクリエーション・サー
ヴィスにおける動物園の地位

東京市政調査会編/ロージャー・
コナント/川島渉訳

1952 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-19 緑地問題：論文集と文献目録
将来のレクリエーションのすが
た　－国有林におけるレクリ
エーションの価値－

東京市政調査会編/ジョン・シー
カー/高木鉦作訳

1952 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-20 緑地問題：論文集と文献目録
ウェルウィン田園都市とハット
フィールド　－イギリスにおける
計画都市開発の興味ある一事

東京市政調査会編/R.L.レイス/
小古間隆蔵訳

1952 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-21 緑地問題：論文集と文献目録 あとがき、緑地問題文献目録 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 77
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0498-22 緑地問題：論文集と文献目録 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-1
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-2
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告

産業における地
域的構造　－都
市の産業政策へ
の一指標－

全国市長会編/東京市政調査会
編/山中篤太郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-3
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
国土総合開発と
産業立地

全国市長会編/東京市政調査会
編/奥田亨

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-4
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告 デフレと都市産業
全国市長会編/東京市政調査会
編/記内角一

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-5
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告　第1部　産業開発関
係

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

9

1.地域産業開発の構想とその型、2.産業配分の技
術的考察、3.京都市の工業化対策、4.都市と産
業、5.産業都市の形成手段について、6.川崎市の
労働者住宅と都市の振興、7.都市産業振興の基
本方式としての総合計画の重要性と展開策、8.工
場誘致等の施策について、9.都市の産業政策　－
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-6
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告　第2部　産業振興関
係

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

20

1.大都市産業行政論、2.都市における輸出産業助
成策について、3.都市観光行政について、4.観光
都市の問題　－宝塚市の実例－、5.都市大火と産
業政策、6.都市の産業経済行政に関する若干の
問題点、7.都市予算からみた中小企業対策、8.市
当局の産業育成策の現状について

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0069-7
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　1　都市
の産業政策　主報告ならびに一般報告の要旨

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-1
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-2
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

議題「都市の産業政策」解説
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-3
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

経済政策と生活水準の向上
全国市長会編/東京市政調査会
編/伊藤長正

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-4
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

戦後における都市生活水準の
動向と問題点

全国市長会編/東京市政調査会
編/佐々木民三郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-5
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

人口学的視覚よりみたる都市
産業政策

全国市長会編/東京市政調査会
編/黒田啓

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-6
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

輸出産業の振興と都市
全国市長会編/東京市政調査会
編/竹中龍雄

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-7
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

自立経済の立場からみた都市
産業政策の基本問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/内山和

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-8
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

わが国産業立地の現状と問題
点

全国市長会編/東京市政調査会
編/佐々木義武

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-9
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市と工業立地の問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/小倉庫次

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-10
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

工業立地の整備について
全国市長会編/東京市政調査会
編/江沢譲爾

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-11
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

企業からみた都市産業立地
全国市長会編/東京市政調査会
編/諸井貫一

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-12
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

工業都市論
全国市長会編/東京市政調査会
編/落合林吉

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-13
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

国土計画と都市および地方産
業振興の基礎方策

全国市長会編/東京市政調査会
編/越野太作

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-14
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市経済の発展と地方計画の
基本問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/中沢誠一郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-15
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

産業配分の技術的考察
全国市長会編/東京市政調査会
編/後藤曠ニ

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-16
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市経営に対する実証的研究
全国市長会編/東京市政調査会
編/石川栄耀

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-17
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市・農村関係の発展
全国市長会編/東京市政調査会
編/宮出秀雄

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-18
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地域産業開発の構想とその型
－北海道における農工一体開
発のモデルプランを中心として

全国市長会編/東京市政調査会
編/池田善長

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-19
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市産業政策の行政上の意
義

全国市長会編/東京市政調査会
編/吉富重夫

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-20
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

大都市圏における産業行政の
諸問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/長浜政寿

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-21
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地方開発と地方財政
全国市長会編/東京市政調査会
編/藤田武夫

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-22
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地方経済開発と金融
全国市長会編/東京市政調査会
編/大沢正

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-23
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地方産業助成と租税対策
全国市長会編/東京市政調査会
編/奥野誠亮

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-24
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

中小企業指導の問題点
全国市長会編/東京市政調査会
編/金子有造

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-25
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地方産業生産品の販路拡張
方策について

全国市長会編/東京市政調査会
編/宮沢鉄蔵

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-26
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

労働力の供給対策
全国市長会編/東京市政調査会
編/北川隆吉

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-27
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地方産業と職業教育
全国市長会編/東京市政調査会
編/城戸幡太郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-28
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市の産業振興策と労働教育
全国市長会編/東京市政調査会
編/丸山隆一

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-29
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市の産業振興と民間業界団
体の役割

全国市長会編/東京市政調査会
編/三輪包信

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-30
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市の産業振興と労働組合
全国市長会編/東京市政調査会
編/古賀専

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-31
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

産業振興と労働組合の役割
全国市長会編/東京市政調査会
編/島清丈

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-32
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市産業振興政策の反省
全国市長会編/東京市政調査会
編/森本照夫

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-33
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

調査企画における市と大学と
の協力　－武蔵野市における
一つの経験－

全国市長会編/東京市政調査会
編/関島久雄

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-34
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

東北地方総合開発の諸問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/小川博三

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-35
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

愛知県産業振興計画について
全国市長会編/東京市政調査会
編/松尾信資

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-36
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

広島県産業経済の現状と振興
方策

全国市長会編/東京市政調査会
編/森田正

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-37
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

新生市とその工業力
全国市長会編/東京市政調査会
編/渡辺昌太郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-38
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

地方都市における産業政策の
現状と課題　－新潟市の場合
を中心として－

全国市長会編/東京市政調査会
編/川崎進一

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-39
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

金物の町　－三条市金物業に
ついて－

全国市長会編/東京市政調査会
編/青沼吉松

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-40
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

名古屋市商工振興計画の樹
立について

全国市長会編/東京市政調査会
編/川口忠嘉

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-41
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

都市の産業政策　－大阪府下
Ａ市を例として－

全国市長会編/東京市政調査会
編/押川一郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0070-42
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　2　都市
の産業政策に関する論文集

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0071-1
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　3　都市
の産業政策に関する参考資料

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0071-2
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　3　都市
の産業政策に関する参考資料

この資料の利用のために
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0071-3
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　3　都市
の産業政策に関する参考資料

1.産業別人口（市別）、2.工業
事業所・従業者・製造品および
出荷額（市別）、3.工業部門別
工場数および従業者数（都道

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

25

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0071-4
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　3　都市
の産業政策に関する参考資料

4.工業部門別製造品出荷額
（都道府県別）、5.商店数・従
業者数・商品売上額（市別）、
6.産業経済行政費（付観光事
業費）予算、7.産業経済行政
（付観光）機構および職員数、
8.都市産業指導奨励施設

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

24

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0071-5
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　3　都市
の産業政策に関する参考資料

9.市主催産業関係講習会、10.
各市産業教育施設、11.工場誘
致等についての府県ならびに
市の施策、12.都市計画用途地
域一覧、13.国土総合開発計画
の概況　国土総合開発都道府
県計画の構想と産業立地

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

54

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0071-6
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　3　都市
の産業政策に関する参考資料

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-1
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

表紙・口絵・はしがき・目次・概
況

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-2
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第1日　開会式
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-3
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第1日　主報告
産業における地
域的構造

全国市長会編/東京市政調査会
編/山中篤太郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-4
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第1日　主報告
国土総合開発と
産業立地

全国市長会編/東京市政調査会
編/奥田亨

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-5
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第1日　主報告
都市の産業政策
と商工会議所

全国市長会編/東京市政調査会
編/岡松成太郎

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-6
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第1日　主報告
デフレと都市産業
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/記内角一

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-7
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第2日　部会
第1部会　「都市
産業開発関係」

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

12

1.地域産業開発の構想とその型、2.都市産業振興
の基本方式としての総合計画の重要性と展開策、
3.都市経営における行政区域の問題、4.産業配分
の技術的考察、5.都市と産業、6.福山市の経済開
発調査について、7.福山の都市診断と感想、8.都
市の産業政策　－炭鉱都市の場合－、9.京都市の
工業化対策、10.金物の町　－三条市金物業につ

43/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-8
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第2日　部会
第2部会　「都市
産業振興関係」

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

12

1.都市の産業政策の行政上の意義、2.観光都市
の問題　－宝塚市の実例－、3.都市の産業対策
－参考意見としての彦根市の実例－、4.新潟市の
産業政策について、5.産業政策と国民健康保険制
度、6.新潟市の国民健康保険制度、7.大都市周辺
都市の産業政策、8.山岳田園都市の産業政策に
ついて、9.大都市産業行政論、10.都市における輸
出産業助成策について、11.都市不燃化と都市産
業、12.都市大火と産業政策について、13.都市産
業行政と公立鉱工業試験研究機関

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-9
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第2日　部会経過報告
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-10
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

会議第2日　閉会式、実地視
察、参加者名簿

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0072-11
第16回全国都市問題会議　第16回全国都市問題会議文献　4　会議
要録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第16回　昭
和29年・新潟市)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0568-1 大都市交通問題研究会第1回会合記録 東京市政調査会編 1954 東京市政調査会 17
出席者：蝋山政道、細野日出男、大森一二、金谷
重義、今野源八郎、高宮晋、北久一、清水馨八

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0564-1 大都市交通問題研究会第2回会合記録 東京市政調査会編 1954 東京市政調査会 40
出席者：蝋山政道、細野日出男、大森一二、金谷
重義、高宮晋、国弘員人、北久一、清水馨八郎、

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0565-1 大都市交通問題研究会第3回会合記録 東京市政調査会編 1954 東京市政調査会 30
出席者：蝋山政道、細野日出男、大森一二、金谷
重義、今野源八郎、竹中龍雄、高宮晋、国弘員
人、北久一、清水馨八郎、鈴木武雄、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0586-1 都市交通問題懇談会記録 東京市政調査会編 1954 東京市政調査会 30
出席者：金谷重義、渡辺伊之輔、清水馨八郎、大
迫彦一、藤岡長敏、藤川福衞、町田保、横溝久
安、竹中龍雄、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0660-1 六大都市交通事業懇談会記録 東京市政調査会編 1954 東京市政調査会 51

Ａ　各都市における交通状勢の推移、Ｂ　都市営
交通事業営業報告の大要、Ｃ　都市交通機関整
備拡充計画、Ｄ　地下鉄建設計画、Ｅ　陸上交通
調整法発動後の状況、Ｆ　都市営交通機関合理化
についての諸問題とその実施状況、Ｇ　都市営と
私営との運輸協定、Ｈ　交通機関統制に関する意
見とその対策、Ｉ　ご提案事項とその取りまとめ

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0499-1 東京市交通調整史抜萃 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0499-2 東京市交通調整史抜萃
第2篇　陸上交通事業調整法
制定以後　地域別交通調整案
の成立まで

東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 63
（東京電気局編纂「東京市交通調整史」上巻
1933　の東京市交通調整史）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0499-3 東京市交通調整史抜萃
第3篇　地下高速度交通事業
の調整

東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 4
（東京電気局編纂「東京市交通調整史」上巻
1933　の東京市交通調整史）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0499-4 東京市交通調整史抜萃 裏表紙 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0566-1 大都市交通問題研究会第4回会合記録 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 17
出席者：蝋山政道、細野日出男、大森一二、金谷
重義、占部都美、高宮晋、北久一、清水馨八郎、

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0567-1 大都市交通問題研究会第5回会合記録 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 19
出席者：蝋山政道、島田孝一、細野日出男、大森
一二、金谷重義、竹中龍雄、高宮晋、占部都美、
国弘員人、北久一、清水馨八郎、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0569-1 大都市交通問題研究会第6回会合記録 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 26
出席者：蝋山政道、大森一二、金谷重義、今野源
八郎、高宮晋、北久一、清水馨八郎、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0570-1 大都市交通問題研究会第7回会合記録 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 25
出席者：蝋山政道、島田孝一、細野日出男、内田
祥三、大森一二、今野源八郎、高宮晋、北久一、
清水馨八郎、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0571-1 交通事業関係基本法規抜萃 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 18

鉄道国有法、鉄道敷設法、地方鉄道法、地方鉄道
軌道整備法、帝都高速度交通営団法、軌道法、陸
上交通事業調整法、都市計画法、首都建設法、国
土総合開発法、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0572-1 ニューヨーク交通公団法 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0573-1 首都交通対策に関する意見
東京市政調査会大都市交通問
題研究会編

1955 東京市政調査会 18
1.首都交通の変遷と現状、2.首都交通難の原因、
3.首都交通難対策

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0594-1 東京を中心とする地方鉄道・軌道　・乗合自動車事業要覧 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 8 1.経営主体、2.設備、3.運転成績、4.営業成績

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0777-1
わが国地方公共団体の金融に関する調査　－地方公共団体中央金
庫設置案の参考資料として－

表紙・目次 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0777-2
わが国地方公共団体の金融に関する調査　－地方公共団体中央金
庫設置案の参考資料として－

第1章　地方公共団体に対す
る固有金融機関設置論の発展

東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 28
1.1945年8月以前、2.第2次大戦後、3.中央金庫
案、地方債証券金庫案および財政再建整備案の

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0777-3
わが国地方公共団体の金融に関する調査　－地方公共団体中央金
庫設置案の参考資料として－

第2章　わが国地方公共団体
金融の現状と問題

東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 45

1.地方公共団体の金融受入体制、2.政府および民
間金融機関の地方公共団体金融の融資体制、3.
需要と供給を調整する方策としての地方公共団体
中央金庫案の検討

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0777-4
わが国地方公共団体の金融に関する調査　－地方公共団体中央金
庫設置案の参考資料として－

第3章　外国における地方公共
団体金融の点描

東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 13
1.アメリカとイギリス、2.フランス、3.ドイツその他の
ヨーロッパ諸国

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0777-5
わが国地方公共団体の金融に関する調査　－地方公共団体中央金
庫設置案の参考資料として－

裏表紙 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0787-1 鎌倉市の観光実態調査報告書 東京市政調査会編 1955 東京市政調査会 70
1.調査の目的と方法、2.観光と資源、3.観光客の質
と量、4.観光客の消費実態、5.結び

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0077-1
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　1　都市
計画の諸問題　主報告ならびに一般報告の要旨

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0077-2
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　1　都市
計画の諸問題　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
都市計画法制上
の諸問題につい

全国市長会編/東京市政調査会
編/小林忠雄

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0077-3
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　1　都市
計画の諸問題　主報告ならびに一般報告の要旨

主報告
都市計画事業の
財政上の諸問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/原田与作

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0077-4
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　1　都市
計画の諸問題　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告（その1）
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

25

1.都市計画研究の任務について、2.日本の都市地
域、3.生活態と都市計画の推移、4.都市計画の民
主化について、5.真の「都市計画」とは何か、6.都
市計画の今後、7.アメリカにおける新しい都市計画
への考え方、8.新市域への政策考慮、9.都市計画
の基本方途、10.都市計画の構想、11.我が市の
夢、12..地域制土上のあい路について、13.新潟火
災復興と関係法規の問題点、14.事務配分よりみ
た都市計画、15.一つの大都市圏行政機関として
の阪神都市協議会について、16.都市計画の諸問
題、17.都市計画税の使途について、18.判例から
みた都市計画事業の諸問題、19.東京都における
社会福祉計画、20.広域化した都市の行政機構に
ついて、21.欧米の都市計画に学ぶべきもの、22.
地方都市計画の問題、23.計画策定のための簡易
基礎調査

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0077-5
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　1　都市
計画の諸問題　主報告ならびに一般報告の要旨

一般報告（その2）
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

25

24.土地利用計画と地域制とについて、25.都市計
画よりみた緑地問題、26.阪神地区における住宅
地の計画について、27.都市計画と住宅地の立地
の問題、28.住区計画の社会的基礎、29.都市計画
技法のヒューマニズム、30.小学校と小公園の配置
について、31.都市群地域の共同施設について、
32.都心部の駐車対策について、33.東京都におけ
る地下駐車場の為の公共用地の利用について、
34.交通調査、35.稚内市の都市計画、36.札幌都市
計画の一考察、37.新市としての五所川原都市計
画について、38.伸びゆく四日市、39.都市計画と都
市不燃化、40.大火と都市計画、41.多雪地におけ
る都市計画上の諸問題に関する研究

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0077-6
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　1　都市
計画の諸問題　主報告ならびに一般報告の要旨

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-1
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-2
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市計画をめぐる法制上の諸
問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/吉富重夫

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-3
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

地方自治と都市計画法
全国市長会編/東京市政調査会
編/長浜政寿

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-4
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市計画とその財政
全国市長会編/東京市政調査会
編/中沢誠一郎

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-5
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

国土総合開発と都市計画
全国市長会編/東京市政調査会
編/木村三郎

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-6
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市計画の背景としての総合
化問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/越野太作

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-7
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

広域計画における基礎的問題
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/宮脇泰一

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-8
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

工業配置と工業地帯整備計画
全国市長会編/東京市政調査会
編/渡辺昌太郎

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-9
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市計画と土地政策
全国市長会編/東京市政調査会
編/伊藤通畦

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-10
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

地域制の問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/川名吉衛門

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-11
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

土地区画整理の今後の動向
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/谷口成之

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-12
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市計画よりみた緑地問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/横山光雄

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-13
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市公園法と都市計画
全国市長会編/東京市政調査会
編/佐藤昌

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-14
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市美と都市計画
全国市長会編/東京市政調査会
編/石原憲治

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-15
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市計画と交通政策
全国市長会編/東京市政調査会
編/金谷重義

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-16
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市の交通難とその対策
全国市長会編/東京市政調査会
編/清水馨八郎

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-17
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

コミュニティ・プランニングにつ
いて

全国市長会編/東京市政調査会
編/磯村英一

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-18
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

都市の大気汚染
全国市長会編/東京市政調査会
編/伊東彊自

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-19
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

防災と都市計画
全国市長会編/東京市政調査会
編/藤田金一郎

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-20
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

大火と都市計画
全国市長会編/東京市政調査会
編/亀井幸次郎

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

7
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-21
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

イギリスの新都市について
全国市長会編/東京市政調査会
編/井上孝

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0078-22
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　2　都市
計画の諸問題に関する論文集

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0079-1
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　3　都市
計画に関する文献目録

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0079-2
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　3　都市
計画に関する文献目録

邦文雑誌
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0079-3
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　3　都市
計画に関する文献目録

欧文雑誌
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0079-4
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　3　都市
計画に関する文献目録

図書・パンフレット
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0079-5
第18回全国都市問題会議　第18回全国都市問題会議文献　3　都市
計画に関する文献目録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-1
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

表紙・口絵・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-2
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

会議の概要
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-3
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第1日　開会式
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-4
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第1日　主報告
新しい都市計画
の手法

全国市長会編/東京市政調査会
編/高山栄華

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-5
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第1日　主報告
都市計画法制上
の諸問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/小林忠雄

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-6
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第1日　主報告
都市計画事業の
財政上の諸問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/原田与作

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-7
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第2日 第1部会
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

13

1.計画策定のための簡易基礎調査、2.多雪地にお
ける都市計画上の諸問題について、3.真の「都市
計画」とは何か、4.都市計画の構想、5.わが市の
夢、6.新市としての五所川原都市計画について、7.
伸びゆく四日市、8.稚内市の都市計画、9.稚内市
の都市計画、10.都市計画の基本方途　－鎌倉市
の調査を通じて－、11.土地利用計画と地域制に
ついて、12.都市計画技法のヒューマニズム　－特
に岡山都市計画事業総合運動公園における一例
－、13.小学校と小公園の配置について、14.都市
群地域と共同施設、15.都心部の駐車対策につい
て、16.東京都における地下駐車場のための公共
用地利用について、17.交通調査、18.札幌市都市
計画の一考察、19.大火と都市計画、20.都市計画
と都市不燃化、21.都市の墓地整理と都市公園の

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-8
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第2日 第2部会
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

12

1.都市計画研究の任務について、2.生活態と都市
計画の推移、3.地方都市計画の問題、4.日本の都
市地域、5.新市域への政策配慮、6.都市計画の民
主化について、7.広域化した都市行政機構につい
て、8.住区計画の社会的基礎、9.都市計画と住宅
地の立地の問題、10.都市計画より見た緑地問
題、11.広域都市における農村地域のあり方　－四
日市市をその例として－、12.新潟火災復興と関係
法規の問題点、13.都市計画税の使途について、
14.欧米の都市計画に学ぶべきもの、15.判例から
みた都市計画事業の諸問題

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-9
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

第3日　部会の経過報告、閉会
式参加者名簿

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0080-10
全国都市問題会議　第18回　第18回全国都市問題会議文献　4　会
議要録

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第18回　昭
和31年・札幌市)

1956
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0574-1 ロンドンの交通統制　－その最近の事情－
東京市政調査会大都市交通問
題研究会編/蝋山政道

1956 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0587-1 首都交通に関する法令の整備について　－首都交通に関する資料－ 東京市政調査会編 1956 東京市政調査会 14
大都市交通問題研究会「首都交通対策に関する
意見」の補足的資料

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0588-1 首都交通対策の基本問題 東京市政調査会編 1956 東京市政調査会 10
大都市交通問題研究会「首都交通対策に関する
意見」の補足的提案

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0575-1 大都市交通問題研究会会合記録　－蝋山委員長報告会－ 東京市政調査会編/蝋山政道 1957 東京市政調査会 23 運輸省「都市交通審議会」委員　蝋山先生の報告
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0540-1 万葉植物園の企画資料 東京市政調査会研究部編 1961 東京市政調査会 13
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-1 東京都財政の研究 表紙・目次・はしがき 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-2 東京都財政の研究
第1章　草創期・特別市制時代
の財政（慶応4年～明治22年・
明治22年～31年）

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-3 東京都財政の研究
第2章　進展期（明治31年～大
正12年）

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-4 東京都財政の研究
第3章　復興期（大正12年～昭
和5年）

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-5 東京都財政の研究
第4章　不況期より戦時下へ
（昭和5年～18年）

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-6 東京都財政の研究
第5章　戦後の都財政（昭和20
年～35年）

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 23
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-7 東京都財政の研究 第6章　都財政の現時点 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 9
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-8 東京都財政の研究 補論 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0229-9 東京都財政の研究 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 1
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0230-1 東京における工業発展と立地上の諸問題 表紙・目次・はしがき 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0230-2 東京における工業発展と立地上の諸問題 第1章　東京都工業の概観 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 73
1.現況とその問題点、2.東京の工場分布とその立
地変動、3.統計面からみた地区別工業発展の推

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0230-3 東京における工業発展と立地上の諸問題

第2章　東京における工業発展
の諸段階とその特徴　－中小
企業とその立地移動を中心と
して－

1.近代工業の導
入から第一次大
戦まで、2.第一次
大戦から震災ま
で、3.震災後満州

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 32

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0230-4 東京における工業発展と立地上の諸問題

第2章　東京における工業発展
の諸段階とその特徴　－中小
企業とその立地移動を中心と
して－

4.満州事変、太平
洋戦争期、5.戦後
復興期（昭和30
年頃まで）、6.高
成長下における
産業の集中と周

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 41

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0230-5 東京における工業発展と立地上の諸問題 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-1 東京の首都的中枢施設 表紙・目次・はしがき 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-2 東京の首都的中枢施設 総論 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 9
1.首都における公共施設の考え方、2.首都的中枢
施設の分類

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-3 東京の首都的中枢施設
第1章　首都東京における都市
計画史

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 24
1.第2次大戦前の東京都市計画、2.戦後の都市計
画：特に戦災復興都市計画を中心として

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-4 東京の首都的中枢施設
第2章　明治以後における首都
的施設の建設過程

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 24
1.明治時代の主要施設、2.第一次大戦後の主要
施設

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-5 東京の首都的中枢施設
第3章　首都的中枢機関の変
遷

東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 37
1.戦後における都心の拡大、集積傾向、2.戦後に
おける主要事務所の拡張過程、3.業務施設集中
集積の分布傾向について

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-6 東京の首都的中枢施設 第4章　総括 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0231-7 東京の首都的中枢施設 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-1 東京の人口に関する研究 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-2 東京の人口に関する研究
第1章　日本の国内人口移動
からみた東京への人口集中

東京市政調査会首都研究所編/
上田正夫

1962 東京市政調査会 32

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-3 東京の人口に関する研究
第2章　首都を中心としてみた
人口都市集中に関する’法則’

東京市政調査会首都研究所編/
舘稔

1962 東京市政調査会 53

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-4 東京の人口に関する研究
第3章　人口移動の経済的ポ
テンシャルからみた首都

東京市政調査会首都研究所編/
舘稔

1962 東京市政調査会 60

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-5 東京の人口に関する研究
第4章　東京を中心とする地域
における人口の圏構造

東京市政調査会首都研究所編/
浜英彦

1962 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-6 東京の人口に関する研究
第5章　東京における人口の再
生産と流入人口

東京市政調査会首都研究所編/
黒田俊夫

1962 東京市政調査会 20

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-7 東京の人口に関する研究
第6章　東京の人口の社会経
済的・人口学的構造とその特

東京市政調査会首都研究所編/
岡崎陽一

1962 東京市政調査会 45

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-8 東京の人口に関する研究
第7章　東京を中心とする地域
の昼夜間人口

東京市政調査会首都研究所編/
上田正夫

1962 東京市政調査会 26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0232-9 東京の人口に関する研究 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 1
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0234-1 東京の政治および行政の展開　(追加) 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0234-2 東京の政治および行政の展開　(追加) 第6章　戦後の東京都政 はしがき
東京市政調査会首都研究所編/
佐藤竺

1962 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0234-3 東京の政治および行政の展開　(追加) 第6章　戦後の東京都政
第1節　特別区制
度と東京都政

東京市政調査会首都研究所編/
佐藤竺

1962 東京市政調査会 33
1.特別区制度をめぐる紛争の経過、2.特別区の性
格をめぐる論議の変遷、3.特別区の性格をめぐる

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0234-4 東京の政治および行政の展開　(追加) 第6章　戦後の東京都政
第２節　首都制度
と東京都政

東京市政調査会首都研究所編/
佐藤竺

1962 東京市政調査会 20
1.首都制度の争点化した背景、2.首都制度論議の
問題点、3.首都制度をめぐる論議、4.都の区域を
めぐる論議

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0234-5 東京の政治および行政の展開　(追加) 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0578-1 I　大都市の分散問題の解決策、　II　モスクワ市の都市建設問題
M.O.ハウケ/A.ザスラフスキー著
長谷川信彦訳

調査研究資料 No.5 1962
東京市政調査会首
都研究所

23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-1 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－ 表紙・はじめに・目次 東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-2 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－
I　中央政府の工場（人口）分
散策

東京市政調査会編/星野光男 1962 東京市政調査会 5
1.第2次大戦末までの中央政府の政策、2.最近に
おけるその政策の方向、3.最近におけるその政策
－地方開発計画－、4.諸計画の矛盾と競合

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-3 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－
II　地方自治体における工場誘
致政策の展開

東京市政調査会編/森恒夫/高
木鉦作

1962 東京市政調査会 15

1.工場誘致政策の経済的背景、2.工場誘致政策を
表面化させた契機、3.地方自治体における誘致対
策、4.地方自治体の工場誘致と地方からみた中央
政府の政策

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-4 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－
III　地方自治体の工場誘致の
現状

東京市政調査会編/星野光男/
森恒夫

1962 東京市政調査会 12
1.工場誘致政策の現状、2.工場進出状況とその性
格、3.地方自治体間の工場誘致の競合と矛盾

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-5 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－ IV　工場誘致と自治体経営 東京市政調査会編/黒沼稔 1962 東京市政調査会 10
1.自治体経営の主体と工場誘致、2.自治体経営の
目標と工場誘致、3.自治体経営の管理と工場誘致

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-6 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－
V　工場誘致と雇用構造の変
化

東京市政調査会編/神岡浪子 1962 東京市政調査会 17
1. 工場誘致の進展、2.工場労働者としての労働力
の供給源、3.技術革新と雇用問題

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-7 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－ VI　工場誘致の経済的影響 東京市政調査会編/森恒夫 1962 東京市政調査会 12
1.郡山市における工場誘致の実態、2.栃木県にお
ける工場誘致の近況、3.宇都宮市・小山市におけ
る工場誘致の実態
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0779-8 地方自治体と工場誘致　－その実態と問題点－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0796-1
最近における東京の工場立地の現況について　（昭和37年1月26日
第1回研究会研究報告速記録）

村松一郎述 調査研究資料 No.2 1962
東京市政調査会首
都研究所

10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-1 空間構造からみた東京の性格 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-2 空間構造からみた東京の性格 第1章　東京圏の地域構造
東京市政調査会首都研究所編/
木内信蔵

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-3 空間構造からみた東京の性格
第2章　外部地域への結合機
能から見た東京の空間構造
－東京の外縁構造－

東京市政調査会首都研究所編/
渡辺良雄

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地
域）

1963 東京市政調査会 18

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-4 空間構造からみた東京の性格
第3章　東京23区内の地域構
造　－道路交差点よりみた場

東京市政調査会首都研究所編/
正井泰夫

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-5 空間構造からみた東京の性格
第4章　住宅地の分布からみた
東京の周縁構造

東京市政調査会首都研究所編/
鈴木富志郎

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-6 空間構造からみた東京の性格
第5章　町丁目別人口密度図
と東京の地域構造

東京市政調査会首都研究所編/
木内信蔵

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0235-7 空間構造からみた東京の性格 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0236-1 空間構造からみた東京の性格　附図 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 5 （表紙の書名は「第4部の附図」

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0236-2 空間構造からみた東京の性格　附図 （その1） 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 65 第2章

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0236-3 空間構造からみた東京の性格　附図 （その2） 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 22 第3～5章

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0236-4 空間構造からみた東京の性格　附図 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.4（地

1963 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-1 国と都および都と区の財政関係 表紙・序文・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財

1963 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-2 国と都および都と区の財政関係 総括 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財
政）

1963 東京市政調査会 6

1.報告書の意図及び構成、2.交付税制度以外に補
助金に格差をつける考え方について、3.都の財政
は富裕か否か、4.都の財政需要および経費構造
について（鈴木武雄、柴田徳衛、小沢辰男）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-3 国と都および都と区の財政関係 各論
I　国の都に対す
る財政調整措置
の経過とその意

東京市政調査会首都研究所編/
吉田震太郎

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財
政）

1963 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-4 国と都および都と区の財政関係 各論 II　都財政の概要
東京市政調査会首都研究所編/
松崎来輔

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財

1963 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-5 国と都および都と区の財政関係 各論
III　租税面におけ
る国の調整措置

東京市政調査会首都研究所編/
佐藤進/蝦名賢造

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財

1963 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-6 国と都および都と区の財政関係 各論

IV　事業執行面
における国の調
整措置とそれに
よる超過負担

東京市政調査会首都研究所編/
高橋誠/向山巌/松崎来輔

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財
政）

1963 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-7 国と都および都と区の財政関係 各論
V　起債面におけ
る国の財政統制

東京市政調査会首都研究所編/
岩波一寛

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財

1963 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-8 国と都および都と区の財政関係 各論
付論　都と特別
区との財政関係

東京市政調査会首都研究所編/
小沢辰男

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財

1963 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0237-9 国と都および都と区の財政関係 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.8（財

1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0238-1 東京都における供給処理施設の普及､需要､施設効率および投資 表紙・目次・まえがき
東京市政調査会首都研究所編/
高山英華/川上秀光

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.5（都
市施設）

1963 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0238-2 東京都における供給処理施設の普及､需要､施設効率および投資
第1章　都市施設研究の動向
と問題点

東京市政調査会首都研究所編/
高山英華/川上秀光

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.5（都
市施設）

1963 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0238-3 東京都における供給処理施設の普及､需要､施設効率および投資 第2章　供給処理施設の状況
東京市政調査会首都研究所編/
高山英華/川上秀光

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.5（都
市施設）

1963 東京市政調査会 29

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0238-4 東京都における供給処理施設の普及､需要､施設効率および投資
第3章　首都整備における各都
市施設の比重

東京市政調査会首都研究所編/
高山英華/川上秀光

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.5（都
市施設）

1963 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0238-5 東京都における供給処理施設の普及､需要､施設効率および投資
第4章　都市施設研究の課題
と方向、参考資料

東京市政調査会首都研究所編/
高山英華/川上秀光

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.5（都
市施設）

1963 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0238-6 東京都における供給処理施設の普及､需要､施設効率および投資 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.5（都
市施設）

1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0239-1 東京都における第3次・管理業務集中の実態とその意義 表紙・目次・はしがき 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.2（経

1963 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0239-2 東京都における第3次・管理業務集中の実態とその意義
第1章　東京都経済の構成と
第3次・管理業務集中の意義

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.2（経
済）

1963 東京市政調査会 16

1.都経済の比重と構成、2.職業別にみた東京都の
就業人口、3.経済活動における東京都の比重、4.
教育・文化・マスコミ面での東京都への集中、5.都
市活動の反映としての運輸・通信・建設活動、6.第
3次・管理業務機能集中の意義と問題点
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0239-3 東京都における第3次・管理業務集中の実態とその意義
第2章　東京都における業務機
能の集中

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.2（経
済）

1963 東京市政調査会 27

1.東京都の公務就業者、2.東京都で製造業にした
がっている事業所と従業者、3.法人企業の6大都
市への集中度、4.東証第1部上場会社の本社、5.
東京都に住んでいる民間会社の役員

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0239-4 東京都における第3次・管理業務集中の実態とその意義
第3章　行政機能の集中とその
様態

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.2（経

1963 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0239-5 東京都における第3次・管理業務集中の実態とその意義
第4章　商品流通市場の形成
とその機能

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.2（経

1963 東京市政調査会 24 概況、鉄鋼、木材市場、そ菜・果実、家庭電器

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0239-6 東京都における第3次・管理業務集中の実態とその意義 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.2（経

1963 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-1 東京都23区における交通施設の推移 表紙・前書・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-2 東京都23区における交通施設の推移 第1章　序論 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-3 東京都23区における交通施設の推移 第2章　道路 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-4 東京都23区における交通施設の推移 第3章　鉄道 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-5 東京都23区における交通施設の推移 第4章　港湾 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-6 東京都23区における交通施設の推移 第5章　空港 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-7 東京都23区における交通施設の推移 第6章　考察 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-8 東京都23区における交通施設の推移 第7章　結び 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0240-9 東京都23区における交通施設の推移 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.6（交
通施設）

1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-1 東京の人口集積による構造変動 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人

1963 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-2 東京の人口集積による構造変動
第1章　東京の人口流入率と
流入人口構造

東京市政調査会首都研究所編/
上田正夫

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人
口）

1963 東京市政調査会 81

1.年令別人口流入率と流入人口の年令構造、2.産
業別就業者の流入率と流入就業者の産業構造、
3.職業別就業者の流入率と流入就業者の職業構
造、4.産業別就業者の前住地、5.労働力人口の年
令別変動要因、6.要約と結語

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-3 東京の人口集積による構造変動
第2章　流入人口の分布と構
造に関する研究

東京市政調査会首都研究所編/
上田正夫/河辺宏

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人
口）

1963 東京市政調査会 21
1.序言、2.人口数変化の地域性、3.流入人口の年
令構造とその地域性、4.流入人口の前住地と流入
地、5.要約

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-4 東京の人口集積による構造変動
第3章　東京を中心とする地域
における人口の圏構造（承前）

東京市政調査会首都研究所編/
浜英彦

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人
口）

1963 東京市政調査会 24
1.累積人口の圏構造、2.男女別人口の圏構造、3.
年令別の圏構造、4.産業別就業人口の圏構造、5.
首都圏人口の問題点

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-5 東京の人口集積による構造変動
第4章　東京への人口集中と
人口構造の変化

東京市政調査会首都研究所編/
小林和正

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人

1963 東京市政調査会 12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-6 東京の人口集積による構造変動
第5章　労働力人口の移動と
構造の分析

東京市政調査会首都研究所編/
黒田俊夫

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人
口）

1963 東京市政調査会 40

1.大都市人口変動の構造とその特徴、2.大都市人
口移動の構造、3.’1年前の常住地’調査からみた
大都市人口の地域的、社会経済的特質、4.大都市
人口の人口学的ｖｉｔａｌｉｔｙ、5.労働力人口の地域別
分布と変動における大都市の特徴

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-7 東京の人口集積による構造変動
第6章　東京と周辺都市との人
口交流に関する研究

東京市政調査会首都研究所編/
上田正夫

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人

1963 東京市政調査会 23
1.まえがき、2.東京都内昼間人口移動、3.隣接3県
との間の昼間人口移動

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0241-8 東京の人口集積による構造変動 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.1（人

1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0500-1 「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.1　盛岡 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 34
盛岡市産業・企業現況、岩手県開発状況、新規学
卒者就職状況、季節労働など

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

1.福島県関係 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 11
福島県の人口の推移、福島県の開発、福島県の
農政、新規学卒の労働力需給、青少年の県内外
就職と青年学級

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

2.郡山市関係 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 23

郡山市の特色、郡山市の人口動態、郡山市の昼
間人口の動き、郡山市の都市圏、郡山駅の貨物
取扱状況、郡山商工会議所の事業活動、工場誘
致、専売公社郡山地方局、ほか
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

3.常磐地区問題 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 10

常磐臨海工業地区、産炭地域振興実施計画によ
る常磐地域、産炭地域への企業進出促進のため
の措置、産炭地域振興事業団の業務内容、常磐
臨海工業地区（人口動態、地域別転出入人口、新
規学卒者就職状況）、主要企業の新規求人数、ほ

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-5
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

4.平市関係 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 16
市域図、市役所機構、人口推移、人口動態、転出
入状況、産業別就業人口、財政収支、歳入構成
比、企業立地の伴う収入増加、立地企業の雇用状

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-6
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

5.磐城市関係 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 15

人口推移、人口動態、地域別転出転入状況、産業
別就業人口、商業統計、財政収支、磐城市工場誘
致条例、誘致企業、誘致条例にもとづく財政負
担、企業誘致に伴って起った行財政需要、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0501-7
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.2　郡山・常
磐地区

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0502-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.4　首都圏
市街地開発区域－宇都宮地区

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0502-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.4　首都圏
市街地開発区域－宇都宮地区

栃木県 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 11
1.人口移動、2.工業開発、3.首都圏整備、4.工場誘
致、5.農政、6.労働力の移動

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0502-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.4　首都圏
市街地開発区域－宇都宮地区

宇都宮市 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 15

1.概要、2.首都圏整備法による「市街地開発区
域」、3.宇都宮市街地開発組合、4.宇都宮市の建
設プランと推進、5.商工行政、6.三豊製作所宇都
宮工場、7.パインミシン、8.日電ランコKK、9.日本信

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0502-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.4　首都圏
市街地開発区域－宇都宮地区

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1963 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0245-1
東京における交通施設の参考資料　－英米のポート･オーソリティに
関する研究－

表紙・凡例・目次
東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4－付

1964 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0245-2
東京における交通施設の参考資料　－英米のポート･オーソリティに
関する研究－

Ｉ　アメリカ合衆国のポート・
オーソリティについて

１.総説、2.シアト
ル、3.ポートラン
ド、4.サンフランシ
スコ、5.オークラ

東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4－付

1964 東京市政調査会 27

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0245-3
東京における交通施設の参考資料　－英米のポート･オーソリティに
関する研究－

Ｉ　アメリカ合衆国のポート・
オーソリティについて

6.ロサンゼルス、
7.ロングビーチ、
8.ニューオーリン
ズ、9.ボルチモア

東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4－付

1964 東京市政調査会 25

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0245-4
東京における交通施設の参考資料　－英米のポート･オーソリティに
関する研究－

Ｉ　アメリカ合衆国のポート・
オーソリティについて

10.フィラデルフィ
ア、11.ニューヨー
ク、付　トロント

東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4－付

1964 東京市政調査会 26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0245-5
東京における交通施設の参考資料　－英米のポート･オーソリティに
関する研究－

II　ポート・オブ・ロンドン・オー
ソリティ（ロンドン港庁）につい
て

東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4－付

1964 東京市政調査会 18

１.ロンドン港の歴史、2.ロンドン港の現状、3.ロンド
ン港庁の構成と機能、4.ロンドン港庁の業務管理、
5.ロンドン港庁の施設、6.ロンドン港庁のテームズ
川管理、7.ロンドン港庁の財政、付録（参考統計

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0245-6
東京における交通施設の参考資料　－英米のポート･オーソリティに
関する研究－

裏表紙
東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4－付

1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-1 機能と構造からみた東京の範域と受容力 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-2 機能と構造からみた東京の範域と受容力 I　総括
東京市政調査会首都研究所編/
磯村英一

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-3 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＩ　人口集中と居住地域の関
係

第１章　東京人口
の集中と分散

東京市政調査会首都研究所編/
黒田俊夫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-4 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＩ　人口集中と居住地域の関
係

第２章　東京都に
おける居住の地
域的変化

東京市政調査会首都研究所編/
上田正夫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 52

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-5 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＩ　人口集中と居住地域の関
係

第3章　東京都の
社会経済的発展
と生活環境

東京市政調査会首都研究所編/
岡崎陽一

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-6 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＩ　人口集中と居住地域の関
係

第4章　首都圏地
域の将来人口

東京市政調査会首都研究所編/
浜英彦/上田正夫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-7 機能と構造からみた東京の範域と受容力 ＩＩＩ　産業機能の変化と集合

序、第1章　市場
的側面からみた
首都圏内産業・
企業の集合形成
－大企業本社を
中心として－

東京市政調査会首都研究所編/
村松一郎/山内仁

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-8 機能と構造からみた東京の範域と受容力 ＩＩＩ　産業機能の変化と集合

第2章　首都圏内
における流通市
場と流通機能（組
織）の分析

東京市政調査会首都研究所編/
白柳夏男

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-9 機能と構造からみた東京の範域と受容力 ＩＩＩ　産業機能の変化と集合
第3章　中小企業
の外延部への展
開と企業団地の

東京市政調査会首都研究所編/
西田勲

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 17

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-10 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＶ　東京近郊地帯の発達と構
造

第1章　東京近郊
の市街化

東京市政調査会首都研究所編/
渡辺良雄

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 8
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-11 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＶ　東京近郊地帯の発達と構
造

第2章　Ａ．人口
現象からみた東
京近郊の都市化
Ｂ．昼夜間人口
移動と近郊の都

東京市政調査会首都研究所編/
岸本実

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-12 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＶ　東京近郊地帯の発達と構
造

第3章　近郊地帯
の交通条件の地
域構成

東京市政調査会首都研究所編/
正井泰夫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-13 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＩＶ　東京近郊地帯の発達と構
造

第4章　近郊地帯
における住宅の
分布について

東京市政調査会首都研究所編/
岸本実/鈴木富志郎

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 14

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-14 機能と構造からみた東京の範域と受容力
Ｖ　機能の変化と権力構造の
立地関係

東京市政調査会首都研究所編/
磯村英一

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 14
第1章　東京の発展とその契機、第2章　実質東京
の構成指標、第3章　権力構造の変化と東京の周
辺、第4章　東京と周辺の地域構成と権力構造

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-15 機能と構造からみた東京の範域と受容力
ＶＩ　意識と機能からみた東京
周辺の実態

東京市政調査会首都研究所編/
磯村英一

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（1）

1964 東京市政調査会 17
第1章　人口増加と通勤通学の傾向性、第2章　周
辺市町村の都心への依存性、第3章　周辺都市住
民の自治意識

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0246-16 機能と構造からみた東京の範域と受容力 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0248-1 首都圏の規模､形態と開発､再開発の検討 表紙・まえがき・目次
東京市政調査会首都研究所編/
高山栄華/川上秀光/大村虎一/
室野薫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（2）

1964 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0248-2 首都圏の規模､形態と開発､再開発の検討 第1章　首都圏計画の考え方
東京市政調査会首都研究所編/
高山栄華/川上秀光/大村虎一/
室野薫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（2）

1964 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0248-3 首都圏の規模､形態と開発､再開発の検討
第2章　首都圏土地利用のパ
ターン

東京市政調査会首都研究所編/
高山栄華/川上秀光/大村虎一/
室野薫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（2）

1964 東京市政調査会 32

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0248-4 首都圏の規模､形態と開発､再開発の検討
第3章　大都市圏における新開
発と再開発

東京市政調査会首都研究所編/
高山栄華/川上秀光/大村虎一/
室野薫

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（2）

1964 東京市政調査会 33

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0248-5 首都圏の規模､形態と開発､再開発の検討 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-1 東京からの産業･人口分散策の実態 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-2 東京からの産業･人口分散策の実態
第1章　東京の人口の周辺地
域への分散とその影響

東京市政調査会首都研究所編/
高木鉦作

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 23
1.東京都の人口増加傾向の変化、2.東京都の人
口分散と周辺地域の人口増加、3.人口分散の影

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-3 東京からの産業･人口分散策の実態
第2章　地方における人口移動
と工場の進出　－東京都隣接
県以外の地方を中心に－

第1節　人口の増
減と移動

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/高木鉦作/大川武

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-4 東京からの産業･人口分散策の実態
第2章　地方における人口移動
と工場の進出　－東京都隣接
県以外の地方を中心に－

第2節　工場立地
の状況

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/高木鉦作/大川武

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-5 東京からの産業･人口分散策の実態
第2章　地方における人口移動
と工場の進出　－東京都隣接
県以外の地方を中心に－

第3節　工場の進
出と労働力の移
動

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/高木鉦作/大川武

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 35

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-6 東京からの産業･人口分散策の実態
第2章　地方における人口移動
と工場の進出　－東京都隣接
県以外の地方を中心に－

第4節　工場進出
と地元経済

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/高木鉦作/大川武

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-7 東京からの産業･人口分散策の実態
第2章　地方における人口移動
と工場の進出　－東京都隣接
県以外の地方を中心に－

第5節　工場進出
と自治体財政

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/高木鉦作/大川武

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 17

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-8 東京からの産業･人口分散策の実態
第3章　地方自治体の開発政
策

東京市政調査会首都研究所編/
高木鉦作/大川武

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 28
1.分散政策の展開とその方向、2.地方自治体の開
発体制、3.地方自治体の開発と財政、4.地方自治
体に対する財政上の配慮

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-9 東京からの産業･人口分散策の実態 第4章　地方都市と地域開発
東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 23
1.地方都市の人口変化、2.東京・地方都市間の人
口移動、3.地方都市の新規学卒と対東京人口移
動、4.地方都市における人口流動

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-10 東京からの産業･人口分散策の実態
第5章　大都市人口集中防止
と地方都市の人口停留のため
の実態調査結果と若干の提案

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（4）

1964 東京市政調査会 7

1.東京都・隣接3県人口移動実態と提案、2.工業の
地方進出とその影響の実態と提案、3.中央政府の
地方開発方式と財政上の措置についての実態と
提案、4.人口停留のための地方都市の役割・位置
についての実態と提案

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0249-11 東京からの産業･人口分散策の実態 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0250-1 東京における交通施設の需要量測定の基礎調査 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4

1964 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0250-2 東京における交通施設の需要量測定の基礎調査 Ｉ　住宅地発生交通量調査
東京市政調査会首都研究所編/
八十島義之助/鈴木忠義

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4

1964 東京市政調査会 43

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0250-3 東京における交通施設の需要量測定の基礎調査
ＩＩ　東京都心部における17の建
物の人および自動車の吸引調

東京市政調査会首都研究所編/
八十島義之助/鈴木忠義

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4

1964 東京市政調査会 24

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0250-4 東京における交通施設の需要量測定の基礎調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.4

1964 東京市政調査会 1
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0251-1 東京における都市計画と公営企業 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0251-2 東京における都市計画と公営企業 Ｉ　東京市区改正条例前後
東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（3）

1964 東京市政調査会 5
1.明治初年の東京と銀座煉瓦街の建設、2.田口卯
吉と芳川顕正の意見、3.市区改正をめぐる諸論
議、4.市区改正条例と土地問題

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0251-3 東京における都市計画と公営企業 ＩＩ　都市計画法の論理と構造
東京市政調査会首都研究所編/
赤木須留喜

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 17

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0251-4 東京における都市計画と公営企業 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0252-1 東京における都市計画と公営企業　その2 表紙・目次・まえがき 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0252-2 東京における都市計画と公営企業　その2 Ｉ　公益企業をめぐる問題点
東京市政調査会首都研究所編/
赤木須留喜

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－
（3）

1964 東京市政調査会 8
1.「瓦斯市営など思いも寄らず」、2.「財政権を握る
ものは兵馬の権を握るものより強し」、3.公益企業
をめぐる問題状況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0252-3 東京における都市計画と公営企業　その2
ＩＩ　東京市政調査会の公益企
業法案

東京市政調査会首都研究所編/
赤木須留喜

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 7
1.公益企業法案の性格、2.「一旦誤って私人若しく
は会社の手に委ねんか後日臍を噬むも亦及ばざ

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0252-4 東京における都市計画と公営企業　その2 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.1－

1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0503-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.1　(補足)
岩手県・盛岡市

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0503-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.1　(補足)
岩手県・盛岡市

岩手県 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 15
1.人口移動、2.総合開発、3.農政・農家人口、4.新
規学卒者の就職状況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0503-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.1　(補足)
岩手県・盛岡市

盛岡市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 9
1.人口、2.振興計画、3.工業、4.調査工場、5.商業、
6.市内学卒の就職動向、7.厨川中学、盛岡商業高

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0503-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.1　(補足)
岩手県・盛岡市

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0504-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.3　首都圏
市街地開発区域－熊谷地区

東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 24

1.熊谷市・市域・面積・人口、2.熊谷市・深谷市流
出入人口、3.熊谷市産業構成・所得変化、4.熊谷
市専・兼別農家戸数、5.熊谷市中学新卒者地域別
就職状況、6.高校新卒者の就職状況、7.熊谷市首
都圏整備関係事業、8.国土総合開発事業調整費、
9.熊谷市工場誘致状況、10.熊谷市工場振興条
例、11.産業公害の事例、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0505-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.5　首都圏
市街地開発区域－水戸・勝田地区

東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 38
1.概況、2.産業別人口、3.人口流動（昼夜間人
口）、4.人口移動、5.新規学卒者、6.工場誘致・地
域開発、7.財政

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0506-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.6　首都圏
市街地開発区域－前橋・高崎地区

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0506-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.6　首都圏
市街地開発区域－前橋・高崎地区

群馬県 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 18
1.人口、2.総合開発、3.首都圏整備、4.工業開発、
5.農業・農業人口の変貌、6.新規学卒の就職状況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0506-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.6　首都圏
市街地開発区域－前橋・高崎地区

前橋市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 14
1.概要、2.人口、3.首都圏整備法による「市街地開
発区域」、4.工業、5.調査工場の概要、6.商業、7.財

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0506-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.6　首都圏
市街地開発区域－前橋・高崎地区

高崎市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 21

1.概要・沿革、2.人口、3.首都圏整備法による「市
街地開発区域」、4.都市建設整備の主体、5.「計画
工業団地」および「住宅団地」、6.工業、7.商業、8.
労働力、9.調査工場、10.財政

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0506-5
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.6　首都圏
市街地開発区域－前橋・高崎地区

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0507-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.7　首都圏
市街地開発区域－相模原・藤沢・平塚地区

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0507-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.7　首都圏
市街地開発区域－相模原・藤沢・平塚地区

神奈川県 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 10
1.神奈川県総合計画の構想、2.人口移動状況、3.
県央市町村人口増加状況、4.企業誘致条例の現
況、5.県内への工場進出状況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0507-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.7　首都圏
市街地開発区域－相模原・藤沢・平塚地区

相模原市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 14

1.相模原市の性格と主要な問題点、2.将来人口の
想定、3.市内地区別概況、4.人口の概況、5.産業
構成、6.工業の概況、7.商業の概況、8.農業の概
況、9.駐留軍接収地、10.首都圏整備事業、11.開
発公社、12.財政の概況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0507-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.7　首都圏
市街地開発区域－相模原・藤沢・平塚地区

藤沢市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 6

1.藤沢市の性格と主要な問題点、2.藤沢市の人
口、3.住宅団地居住者と住宅開発計画、4.産業構
成とその推移、5.工業の概況、6.工場進出と財政
の関係、7.商業の概況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0507-5
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.7　首都圏
市街地開発区域－相模原・藤沢・平塚地区

平塚市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 3
1.平塚市の性格と主要な問題点、2.人口概況、3.
工業の概況、4.商業の概況、5.農業の概況

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0507-6
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.7　首都圏
市街地開発区域－相模原・藤沢・平塚地区

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0508-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.8　首都圏
市街地開発区域－八王子市・昭島市

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0508-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.8　首都圏
市街地開発区域－八王子市・昭島市

八王子市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 25
1.市域の沿革、2.人口、3.首都圏整備・開発、4.八
王子市住宅協会、5.東京都新都市開発公社、6.工
業、7.調査工場、8.商業、9.農業・農家の変動、10.

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0508-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.8　首都圏
市街地開発区域－八王子市・昭島市

昭島市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 17
1.市域の沿革、2.人口、3.工業、4.商業、5.農業、6.
住宅、7.附記－騒音問題・その他、8.調査工場
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0508-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.8　首都圏
市街地開発区域－八王子市・昭島市

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0509-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.9　千葉県・
木更津市

表紙・目次 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0509-2
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.9　千葉県・
木更津市

千葉県（その1） 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 16
1.人口動態、2.千葉県と東京都との関係、3.県内各
地域経済の性格、4.農業・農家の変化、5.工業

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0509-3
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.9　千葉県・
木更津市

千葉県（その2） 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 10 6.労働力、7.総合開発、8.首都圏整備関係

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0509-4
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.9　千葉県・
木更津市

木更津市 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 4
1.概況、2.人口動態、3.学卒者の動向、4.工業、5.
商業

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0509-5
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.9　千葉県・
木更津市

裏表紙 東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0510-1
「東京からの産業・人口の分散策の実態」　調査資料　No.　10　首都
圏市街地開発区域－川越地区

東京市政調査会研究部編 1964 東京市政調査会 23
1.市域、2.人口、3.首都圏整備関係、4.工業、5.商
業、6.農業・農家人口の変化、7.財政、8.新規学卒
の就職動向、付表

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0254-1
首都交通に関する調査（1）－　東京都心部の事業所交通発生調査お
よび鉄軌道施設の計画の調査－

表紙・はじめに・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0254-2
首都交通に関する調査（1）－　東京都心部の事業所交通発生調査お
よび鉄軌道施設の計画の調査－

第Ｉ編　東京都心部の事業所
交通発生調査

東京市政調査会首都研究所編/
八十島義之助

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 29

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0254-3
首都交通に関する調査（1）－　東京都心部の事業所交通発生調査お
よび鉄軌道施設の計画の調査－

第ＩＩ編　鉄軌道施設の計画の
調査

東京市政調査会首都研究所編/
八十島義之助

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 35
1.都市交通における鉄道、2.鉄道輸送力、3.運賃
収入と輸送原価

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0254-4
首都交通に関する調査（1）－　東京都心部の事業所交通発生調査お
よび鉄軌道施設の計画の調査－

裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-1 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－ 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-2 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－
総論　交通経営主体別の経営
状態

東京市政調査会首都研究所編/
伊藤善市

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-3 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－ 各論
I　経営主体毎の
業務内容別の企
業経営状態（その

東京市政調査会首都研究所編/
伊藤善市

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－
（2）

1965 東京市政調査会 16
1.まえがき、2.概況、3.輸送量・運賃水準と経営、4.
兼業及び関係会社

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-4 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－ 各論
I　経営主体毎の
業務内容別企業
経営状態（その

東京市政調査会首都研究所編/
伊藤善市

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－
（2）

1965 東京市政調査会 63 5.鉄道経営の総合判定

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-5 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－ 各論
II　経営主体別関
連事業の種類及
び経営状態

東京市政調査会首都研究所編/
伊藤善市

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－
（2）

1965 東京市政調査会 41
1.某大私鉄X社の事業概要及び経営状態、2.H社
（不動産）の経営分析、3.百貨店E社（私鉄系）の経
営分析、4.G社（私鉄系鉄道車両メーカー）の経営

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-6 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－ 各論
III　経営主体別給
与体系・労務管
理の状態

東京市政調査会首都研究所編/
伊藤善市

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－
（2）

1965 東京市政調査会 41
1.都市交通労働の特徴、2.鉄道労働、3.公営交通
労働、4.バス労働

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0255-7 首都交通に関する調査（2）－　交通企業経営状態調査－ 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0256-1
首都交通に関する調査（3）－　交通調整における都の権限に関する
研究－

表紙・はしがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0256-2
首都交通に関する調査（3）－　交通調整における都の権限に関する
研究－

Ｉ　交通行政における都の権限
東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 36
1.法令条文からみた都の権限、2.戦前・戦後の東
京都権限比較

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0256-3
首都交通に関する調査（3）－　交通調整における都の権限に関する
研究－

ＩＩ　交通調整に関連するその他
の都の権限

東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 15
1.都市計画に関連する都の権限、2.道路関係法に
関連する都の権限、3.その他若干の関係法

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0256-4
首都交通に関する調査（3）－　交通調整における都の権限に関する
研究－

裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.5－

1965 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0257-1
東京都区市町村別将来人口および東京を中心とする半径50Km圏内
将来人口の推計

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.2

1965 東京市政調査会 35

1.東京都区市町村別将来推計人口（1965～
1985）、2.年平均人口増加数および人口増加率
（1950～1985）、3.東京都区部、市部、郡部、島部
人口および人口増加の比較（1965～1985）、4.東
京を50Km圏内における将来推計人口、ほか

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-1 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-2 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
Ｉ　東京改造に関する論説・政
策の研究

はしがき・目次 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-3 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
Ｉ　東京改造に関する論説・政
策の研究

Ｉ　東京改造論の
動向と類型（略

東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-4 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
Ｉ　東京改造に関する論説・政
策の研究

ＩＩ　改造論（構造
改革論）

東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 38 1.総説、2.広域改造論、3.再開発論

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-5 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
Ｉ　東京改造に関する論説・政
策の研究

III　分散論（分散・
抑制論）

東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 66 1.総説、2.分散論、3.抑制論

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-6 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移 はしがき・目次 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-7 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移

第1章　概説、第2
章　東京都制（昭
和18年）の成立と
これに対する批

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 16
1.東京都制の成立、2.新聞の論調、3.学識者の批
判

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-8 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移
第3章　戦後の首
都制度に関する
意見（その1）

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 35
1.大都市制度一般論、2.戦前および戦後の両都制
に対する批判

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-9 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移
第3章　戦後の首
都制度に関する
意見（その2）

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 22 3.諸家の意見、4.世論調査の結果
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-10 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移

第4章　最近数年
間に提示された
諸案および論議
（その1）

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 26
1.特別区に関する二つの改革案、2.「岡崎私案」、
3.都制調査会並びに地方制度調査会の答申

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-11 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移

第4章　最近数年
間に提示された
諸案および論議
（その2）

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 19 4.その他の改革案

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-12 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移

第4章　最近数年
間に提示された
諸案および論議
（その3）

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 42 5.諸家の批判および意見

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-13 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移 第5章　総括
東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-14 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） ＩＩ　首都制度改革意見の推移 附録 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 19
1.首都制度審議案、2.首都の区域・性格その他に
関する問題点

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-15 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
ＩＩＩ　歴史的に見た東京府と東
京市政の関係

目次、1.総説、2.
東京府の特異
性、3.東京府政の
機構、4.経費から
みた東京府政、5.
三部経済性と東

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 30

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-16 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
ＩＩＩ　歴史的に見た東京府と東
京市政の関係

6.東京府の指導
監督機能、7.地方
団体としての東
京府の機能、8.時
代区分と現下の
問題点からみた
東京府政の諸相

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

1965 東京市政調査会 19

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-17 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1）
ＩＶ　超過大都市東京形成の原
因と問題点

東京市政調査会首都研究所編/
柴田徳衛

1965 東京市政調査会 14

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0261-18 首都計画に関する基礎調査　参考資料（1） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 1
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-1 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-2 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） I　各国の首都と大都市
東京市政調査会首都研究所編/
柴田徳衛

1965 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-3 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2）
II　1960年、ロンドン改革につ
いての報告に関する諸論

第１部 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 46

1.L.J.シャープ「大ロンドンの地方自治行政に関す
る王室委員会の報告書」（要約）、2.ロンドン地方自
治行政の改革、3.王室委員会のロンドン改革案に
対する別の意見、4.大ロンドンの地方自治行政に
関する王室委員会報告書

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-4 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2）
II　1960年、ロンドン改革につ
いての報告に関する諸論

第２部 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 24

1.ロンドンの地方自治制度、政府の再編成に対す
る提案、2.通達1961年第56号（住宅・地方自治次
官各カウンシル書記宛）ロンドンの地方自治制度、
3.ロンドン改革に関する政府白書をめぐる動き

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-5 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2）
III　ロンドン改革に関する最近
の動きについて

東京市政調査会首都研究所編/
野村鋠市

1965 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-6 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2）
IV　ロンドンの行政改革につい
て

東京市政調査会首都研究所編/
東郷尚武

1965 東京市政調査会 19

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-7 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） V　ロンドン2000

1.ロンドンの諸問
題、2.大ロンドン
反対論と賛成
論、3.西暦2000年
の仕事、4.西暦
2000年の人口と

東京市政調査会首都研究所編/
東郷尚武

1965 東京市政調査会 31

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-8 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） V　ロンドン2000

5.西暦2000年の
交通、6.新旧都
市、7.都市構造を
改革する、8.難点
を解消する、9.西
暦2000年のロン
ドン行政、10.西
暦2000年のロン

東京市政調査会首都研究所編/
東郷尚武

1965 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-9 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2）
VI　大都市の分散問題の解決
策

東京市政調査会首都研究所編
/M.O.ハウケ/長谷川信彦

1965 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-10 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） VII　モスクワの都市建設問題
東京市政調査会首都研究所編
/A.ザスラフスキー/長谷川信彦

1965 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-11 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2）
VIII　アメリカにおける都市研究
の動向

東京市政調査会首都研究所編/
磯村英一

1965 東京市政調査会 14

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-12 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） IX　都市の変化とその類型
東京市政調査会首都研究所編/
磯村英一

1965 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0262-13 首都計画に関する基礎調査　参考資料（2） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0263-1 首都計画に関する基礎調査報告要旨 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 5
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0263-2 首都計画に関する基礎調査報告要旨 昭和36・37年度調査報告要旨 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 28
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0263-3 首都計画に関する基礎調査報告要旨 昭和38・39年度調査報告要旨 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 20
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0263-4 首都計画に関する基礎調査報告要旨 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1965 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0264-1 昭和60年の人口に対応する首都交通のあり方に関する研究（Ｉ） 表紙・はじめに・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.4－

1966 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0264-2 昭和60年の人口に対応する首都交通のあり方に関する研究（Ｉ）
第1章　昭和60年における首都
圏計画と交通計画の基礎

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.4－

1966 東京市政調査会 81

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0264-3 昭和60年の人口に対応する首都交通のあり方に関する研究（Ｉ）
第2章　昭和60年における首都
の交通需給の予測

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.4－

1966 東京市政調査会 34

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0264-4 昭和60年の人口に対応する首都交通のあり方に関する研究（Ｉ） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.4－

1966 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0265-1 昭和60年の人口に対応する首都交通のあり方に関する研究　（ＩＩ）
東京市政調査会首都研究所編/
八十島義之助/北見俊郎

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.4－
（2）

1966 東京市政調査会 28

1.昭和60年における首都圏の公営交通への展
望、2.経済、社会の発展と交通事業、行政、3.公営
交通事業における経営の問題点と危機、4.公営交
通経営の構造と主体、5.公営交通事業の経営方
式、6.交通行政の背景と問題意識、7.交通行政の
統合（分担）と地方自治体の役割、（附）交通行政

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0266-1 施策の基本方針のための調査（報告要旨） 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告〈要旨）

1966 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0266-2 施策の基本方針のための調査（報告要旨） 1.東京改造についての調査 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告〈要旨）

1966 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0266-3 施策の基本方針のための調査（報告要旨）
2.集中防止、分散についての
調査

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告〈要旨）

1966 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0266-4 施策の基本方針のための調査（報告要旨） 3.長期展望上の基礎資料 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告〈要旨）

1966 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0266-5 施策の基本方針のための調査（報告要旨）
4.昭和60年の人口に対応する
首都交通のあり方に関する研

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告〈要旨）

1966 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0266-6 施策の基本方針のための調査（報告要旨） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告〈要旨）

1966 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0268-1 東京改造についての調査 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1

1966 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0268-2 東京改造についての調査
第1章　中心市街地再開発方
針の研究

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1

1966 東京市政調査会 34
1.調査のあらまし、2.東京改造の諸意見・提案の研
究、3.卸・中小企業の問題、4.高層化の問題点、5.
企業分散とその事後処理

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0268-3 東京改造についての調査
第2章　近郊地開発方針の研
究

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1

1966 東京市政調査会 24
1.近郊地開発の実態、2.近郊地開発の影響、3.近
郊地開発政策の検討、4.近郊地開発のあり方

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0268-4 東京改造についての調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1

1966 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-1 東京改造についての調査　（資料編） 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-2 東京改造についての調査　（資料編）
Ｉ　東京都の経済的機能と卸売
業・中小企業

東京市政調査会首都研究所編/
倉野精三

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 16
1.東京都の経済的機能の特質、2.東京の生産的
機能と中小企業、3.東京卸売業の特質と機能、4.
卸売業・中小企業の分散の問題点、

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-3 東京改造についての調査　（資料編）
ＩＩ　東京における卸売業と中小
工場の分布

東京市政調査会首都研究所編/
山崎清

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 20
1.まえがき、2.東京都の地区構成、3.産業地区の
工業的性格と中小企業分布、4.卸売業の業種別
構成と分布、むすび

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-4 東京改造についての調査　（資料編）
ＩＩＩ　東京都における中小企業
集団の形成

東京市政調査会首都研究所編/
山崎清

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 46

まえがき、1.機械工業における企業間結合と中小
企業の集団的立地、2.メリヤス工業における企業
間結合と中小企業の集団的立地、3.労働市場と中
小企業の集団的立地、4.むすび

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-5 東京改造についての調査　（資料編）
ＩＶ　江東地区再開発における
建築物の検討

東京市政調査会首都研究所編/
安東勝男/松井源吾/菊竹清訓

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 37

1.江東地区の再開発、2.建築計画上の問題、3.建
築物と地盤の関係の構造学的検討、4.その問題
点、付属資料（1.早稲田大学理工学部新館研究棟
の深礎に関する計算書、2.人工土地成立条件・効

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-6 東京改造についての調査　（資料編）
Ｖ　高層建築物に対する消防
上の問題点

東京市政調査会首都研究所編/
堀内三郎

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 8
1.まえがき、2.火災の早期発見と通報連絡、3.避難
誘導、4.消火設備、5.消防隊による消防活動、6.要

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-7 東京改造についての調査　（資料編）
ＶＩ　首都圏における工業立地
動向

東京市政調査会首都研究所編/
片桐達夫

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 31
1.首都圏の工業地域構造、2.首都圏における工業
編成の変化、3.業種別立地動向

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-8 東京改造についての調査　（資料編）
ＶＩＩ　団地コミュニティーの成立
と展開　－所沢市新所沢と川
崎市百合ヶ丘の事例を中心に

東京市政調査会首都研究所編/
古屋野正伍/藤永保

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 59
1.団地コミュニティーの特質、2.団地の造成と市政
への影響、3.住民組織、4.商店街の成立と展開、5.
教育問題、むすび

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-9 東京改造についての調査　（資料編）
VIII　開発空間としての近郊農
業地帯の研究

東京市政調査会首都研究所編/
宮出秀雄

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 51

1.はじめに、2.東京都の近郊農業地帯の特質、3.
埼玉県農業と近郊農業地帯、4.神奈川県の農業と
近郊農業地帯、5.千葉県の農業と近郊農業地帯、
6.首都近郊農業地帯の開発、7.近郊開発と地価立
地、8.近郊地域における地価対策、9.都市近郊開

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0269-10 東京改造についての調査　（資料編） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.1－付

1966 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0272-1 首都計画に関する基礎調査：報告書目次(昭和36年度～40年度) 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 1966 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0272-2 首都計画に関する基礎調査：報告書目次(昭和36年度～40年度) 昭和36・37・38年度 東京市政調査会首都研究所編 1966 東京市政調査会 34
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0272-3 首都計画に関する基礎調査：報告書目次(昭和36年度～40年度) 昭和39・40年度 東京市政調査会首都研究所編 1966 東京市政調査会 23
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0272-4 首都計画に関する基礎調査：報告書目次(昭和36年度～40年度) 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1966 東京市政調査会 1
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0582-1 美観地区問題に関する要望書 東京市政調査会編 1966 東京市政調査会 6 建築規制に関する日本公園緑地協会ほかの要望

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0583-1 1965～66年道路・交通委員会事業報告書　(要訳)
グレーター・ロンドン・カウンシル
編/東京市政調査会首都研究所

調査研究資料 No.18 1967 東京市政調査会 21
大ロンドン地域における道路・交通に関する委員
会の業務実績報告
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-1 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-2 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 総括表 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-3 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 I　中央政府関係 （その1）
東京市政調査会首都研究所編/
本田弘

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 40

1.全国総合開発計画、2.鹿島工業整備特別地域
計画、3.低開発地域工業開発促進法、4.首都圏整
備計画、5.国土建設長期構想、6.都市公園整備長
期計画、7.土地改良長期計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-4 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 I　中央政府関係 （その2）
東京市政調査会首都研究所編/
本田弘

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 32

8.新港湾整備5ヵ年計画、9.首都圏内における高速
鉄道網（構想）、10.新東京国際空港計画、11.東京
陸運局自動車運送協議会の件、12.都市交通整備
計画に関する答申、13.道路整備新第5次5ヵ年計
画、14.東京外郭環状線計画（構想）、15.住宅建設
5ヵ年計画、16.水道整備5ヵ年計画、17.下水道整
備5ヵ年計画、18.工業用水道建設計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-5 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 II　中央政府関連諸機関 （その1）
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 41
1.国鉄第3次長期計画、2.電信電話長期拡充計画
（第4次）、3.住宅建設5ヵ年計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-6 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 II　中央政府関連諸機関 （その2）
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 29

4.水資源開発基本計画、5.公害防止事業団法、6.
国民金融公庫、7.首都圏整備計画、8.都市計画
（都市計画法）道路整備第5次5ヵ年計画、9.道路
整備第5次5ヵ年計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-7 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 III　地方団体 神奈川県
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 35

1.第3次総合計画、2.神奈川県住宅供給公社事業
計画、3.神奈川県道路公社事業計画、4.横浜国際
港都建設総合計画、5.横浜市住宅供給公社事業
計画、6.横浜市開発公社事業計画、7.横浜市建築
助成公社事業計画、8.川崎市総合計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-8 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 III　地方団体 埼玉県
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 14
1.埼玉県総合振興計画「修正版」、2.埼玉県住宅
供給公社5ヵ年計画および各年事業計画、3.浦和
市振興計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-9 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 III　地方団体 千葉県
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 29

1.千葉県長期計画、2.千葉県住宅供給公社事業
計画、3.千葉県開発公社事業計画、4.千葉県道路
観光公社事業計画、5.千葉県坂月ニュータウン建
設協会事業計画、6.千葉市総合開発計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-10 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 III　地方団体 茨城県
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 23
1.茨城県総合振興計画、2.茨城県住宅供給公社
事業計画、3.茨城県開発公社事業計画、4.大水戸
市建設基本計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-11 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 III　地方団体 栃木県
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 15
1.栃木県勢振興長期計画、2.栃木県住宅供給公
社事業計画、3.栃木県開発公社事業計画、4.宇都
宮市街地開発組合事業計画、5.宇都宮市振興計

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-12 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 III　地方団体 山梨県、群馬県
東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子/大川武/中村紀一/田
中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 19

1.山梨県新長期開発計画、2.甲府地区開発事業
計画、1.群馬県経済総合後期計画、2.群馬県住宅
供給公社事業計画、3.前橋市総合整備計画、4.高
崎市新市建設計画の変更計画、5.高崎市工業団
地造成組合事業計画

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-13 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 IV　民間団体
東京市政調査会首都研究所編/
小俣孔/谷端政嗣

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 34

1.首都圏内の電力流通設備の近代化計画（東京
電力）、2.第4次5ヵ年計画（東京ガス）、3.流通セン
ター（東京商工会議所）、4.輸送力増強第3次5ヵ年
計画（大手14社）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0278-14 首都圏内における各種機関･団体の開発計画 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.2

1968 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0511-1 大ロンドン開発計画　－予備報告書－　(要約) 表紙・目次
グレーター・ロンドン・カウンシル
編/東京市政調査会首都研究所

調査研究資料 No.20 1968 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0511-2 大ロンドン開発計画　－予備報告書－　(要約) (その1)
グレーター・ロンドン・カウンシル
編/東京市政調査会首都研究所
訳

調査研究資料 No.20 1968 東京市政調査会 15

1.開発計画の策定経過－G.L.C.およびロンドン・バ
ラ・カウンシル、2.報告書の範囲と限界、3.アプロー
チ－家庭、業務および移動、4.経済的、社会的お
よび機能的構造

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0511-3 大ロンドン開発計画　－予備報告書－　(要約) (その2)
グレーター・ロンドン・カウンシル
編/東京市政調査会首都研究所

調査研究資料 No.20 1968 東京市政調査会 18
5.首都構造・物的構成、6.運輸、7.今後のロンドン
開発

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0511-4 大ロンドン開発計画　－予備報告書－　(要約) 裏表紙
グレーター・ロンドン・カウンシル
編/東京市政調査会首都研究所

調査研究資料 No.20 1968 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0584-1 ロンドンにおける交通管理　1965～66年　(要訳)
グレーター・ロンドン・カウンシル
編/東京市政調査会首都研究所

調査研究資料 No.19 1968 東京市政調査会 30
Traffic Management in London 1965-66の翻訳
（表紙の1956－66は誤植）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0512-1 北海道開発庁についての調査 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.22 1970 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0512-2 北海道開発庁についての調査
北海道開発庁（局）についての
調査

東京市政調査会首都研究所編/
蝦名賢造/門間薫吉

調査研究資料 No.22 1970 東京市政調査会 25 1.計画段階、2.実施段階、3.政府機関関連問題

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0512-3 北海道開発庁についての調査 付属資料
東京市政調査会首都研究所編/
蝦名賢造/門間薫吉

調査研究資料 No.22 1970 東京市政調査会 24
1.北海道開発事業沿革大要表、2.北海道総合開
発委員会規程、3.北海道開発法、4.北海道総合開
発第1・2次5ヵ年計画、5.第2期北海道総合開発計

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0512-4 北海道開発庁についての調査 （補足説明）
東京市政調査会首都研究所編/
蝦名賢造/門間薫吉

調査研究資料 No.22 1970 東京市政調査会 38

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0512-5 北海道開発庁についての調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.22 1970 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0691-1 東京都の下水道　－その問題と提言－ 東京市政調査会編 1978 東京市政調査会 17
1.普及率・整備概況、2.下水道不備と河川の汚濁、
3.下水道と水害、4.都市構造の変化と下水道、5.東
京都下水道事業の立案と実施
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0585-1 東京　(23区)　の道路下埋設公共施設　－その現状と問題－ 東京市政調査会編 東京研究報告 No.3 1979 東京市政調査会 25
Ｉ　道路掘削の現況、ＩＩ　道路掘削の調整、問題と
提言、資料

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-1 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－ 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 1988 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-2 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第1章　土浦市における都市化
の進展と都市機能の変化

東京市政調査会研究部編/豊島
忠

1988 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-3 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第2章　「業務核都市」構想と
土浦市の対応

東京市政調査会研究部編/沼尾
史久

1988 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-4 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第3章　土浦のまちづくりと業
務核都市構想

東京市政調査会研究部編/廣田
全男

1988 東京市政調査会 15

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-5 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第4章　「業務核都市」の都市
経済問題

東京市政調査会研究部編/金倉
忠之

1988 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-6 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第5章　土浦市の地域政治と
業務核都市構想

東京市政調査会研究部編/土岐
寛

1988 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-7 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第6章　業務核都市の財政構
造と「行政改革」

東京市政調査会研究部編/大坂
健

1988 東京市政調査会 18

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-8 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－
第7章　「業務核都市」の地域
社会と住民組織

東京市政調査会研究部編/竹中
英紀

1988 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-9 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－ 文献・資料一覧ほか 東京市政調査会研究部編 1988 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0307-10 東京圏再編と業務核都市構想　－土浦市の研究－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 1988 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-1 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－ 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-2 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－ 第1章　開発と地域経済
東京市政調査会研究部編/金倉
忠之

都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 13
1.はじめに、2.地方中核都市の地域間関係、3.産
業立地政策と地方中核都市の工業構造、4.地方
中核都市の再開発と都市経済

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-3 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－
第2章　まちづくりと開発プロ
ジェクト

東京市政調査会研究部編/大阪
健

都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 19
1.はじめに、2.開発プロジェクトとまちづくり、3.開発
プロジェクトの問題と課題、おわりに

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-4 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－
第3章　行政組織における統合
と革新　－都市開発への調整
機能－

東京市政調査会研究部編/鍛冶
智也

都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 15
1.問題の所在、2.新潟市役所の組織編成と人事管
理、3.都市開発における政策の調整過程、4.行政
組織の抵抗と革新

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-5 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－ 第4章　まちづくりと住民団体
東京市政調査会研究部編/廣田
全男

都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 14
1.はじめに、2.新潟西港周辺地域の開発問題と住
民団体、3.鳥屋野潟地域の開発問題と住民団体、

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-6 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－
第5章　都市構造再編と地域
社会　－旧市街地の動向をめ
ぐって－

東京市政調査会研究部編/竹中
英紀

都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 14
1.都市構造再編と地域社会、2.旧市街地の変化－
下町地区を中心に－、3.地域社会の再生－コミュ
ニティセンター建設をめぐって－

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-7 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－ 第6章　市町村再編成の動向
東京市政調査会研究部編/沼尾
史久

都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 13
1.はじめに、2.新潟市、3.盛岡市、4.水戸市、5.おわ
りに

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0311-8 地方中核都市における開発と自治　－新潟市を中心に－ 裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　3 1990 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0632-1 地方公営企業の財政改革 大坂健著 都市問題ブックレット 2 1990 東京市政調査会 59

1.独立採算制の構造と財政改革の課題、2.独立採
算制の展開と経費負担区分、3.財務会計制度の
変遷と構造、4.戦後における水道料金の変遷、5.
地方公営企業経営と「経済性」、資料（1.地方公営
企業の経営健全化の推進について、2.国と地方の
関係等に関する報告）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-1 都市財政構造の変容 表紙・まえがき・目次 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-2 都市財政構造の変容
序　国の地方行財政政策と都
市財政構造の変容

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-3 都市財政構造の変容 第1部　都市財政構造分析
I　業務核都市の
財政構造と「行政
改革」－土浦市

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-4 都市財政構造の変容 第1部　都市財政構造分析

Ⅱ　企業都市に
おける「地域支
配」と財政メカニ
ズム－東海市

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-5 都市財政構造の変容 第1部　都市財政構造分析
Ⅲ　地方中心都
市における財政
の変遷と特質－

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-6 都市財政構造の変容 第1部　都市財政構造分析
IV　温泉観光都
市の財政構造と
特質－伊東市

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-7 都市財政構造の変容 第1部　都市財政構造分析
V　原発都市の財
政構造と特質－
敦賀市

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-8 都市財政構造の変容
第2部　まちづくりと開発プロ
ジェクト

VI　業務核都市
構想と「民間活

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-9 都市財政構造の変容
第2部　まちづくりと開発プロ
ジェクト

VII　地方中核都
市と開発プロジェ
クト－新潟市

大坂健 都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 20

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0753-10 都市財政構造の変容
初出一覧、英文目次、奥付、
裏表紙

都市問題研究叢書　3 1991 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0783-1 都市経済と空間理論 表紙・まえがき・目次 金倉忠之著 都市問題ブックレット 3 1991 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0783-2 都市経済と空間理論
1.都市空間における土地利用
配分と地価理論、2.都市空間
の生産と不動産市場

金倉忠之著 都市問題ブックレット 3 1991 東京市政調査会 14
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0783-3 都市経済と空間理論
3.経済構造調整と不動産投
資、4.大都市圏の地価変動と
地域構造、参考文献

金倉忠之著 都市問題ブックレット 3 1991 東京市政調査会 23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0783-4 都市経済と空間理論 奥付・裏表紙 都市問題ブックレット 3 1991 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-1 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－ 表紙・まえがき・目次 東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-2 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－
第1章　東京の都市改造の視
点

東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 5
1.一点集中型都市構造のひずみの是正、2.考察の
視点と本書の構成

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-3 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－
第2章　東京における多心型都
市構造論の系譜

東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 12
1.第2次大戦までの計画論、2.第2次大戦後の計画
論

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-4 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－
第3章　東京圏計画の策定過
程

東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 11
1.東京圏整備指針としての首都改造計画、2.首都
改造計画を法定化した第4次首都圏基本計画、3.
多心型都市形成の前提として

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-5 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－
第4章　多心型都市づくりの政
策形成

東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 36
1.マイタウン構想懇談会審議過程における論議、2.
東京都長期計画策定過程における論議

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-6 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－ 第5章　東京都庁舎の移転 東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 36
1.都庁舎移転の経緯、2.都庁舎移転と多心型都市
づくり

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-7 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－ 第6章　都市づくり政策の検証 東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 14
1.政策形成過程論からみた検証、2.多心型都市づ
くり政策からみた検証

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-8 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－ むすびにかえて、資料 東郷尚武著 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 20
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0513-9 東京改造計画の軌跡　－多心型都市の形成と都庁舎移転－ 奥付・裏表紙 都市問題研究叢書 5 1993 東京市政調査会 4
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-1 都市経済と地域政策 表紙・まえがき・目次 金倉忠之著 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-2 都市経済と地域政策
第1章　都市の産業経済と地
域政策の視点

金倉忠之著 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 19

1.地域産業政策と地域政策、2.経済地域政策と地
域（都市）経済政策、3.自治体地域政策と内発的
発展論、4.都市の産業経済政策の課題、補論：旧
西ドイツの地域経済政策

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-3 都市経済と地域政策
第2章　都市経済と地域産業
政策

金倉忠之著 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 44

1.不況下の都市経済と地域産業政策、2.大都市に
おける業務地化問題と定住人口確保策、3.地方中
核都市の開発と地域経済、4.地場産業都市の産
業政策　－川口市を事例に－、5.民活型都市再開
発と都市の成長管理政策

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-4 都市経済と地域政策
第3章　戦間期における都市産
業行政の展開

金倉忠之著 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 26
1.戦前における大都市の産業行政制度、2.東京に
おける産業経済行政の変遷、3.都市の産業行政

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-5 都市経済と地域政策
第4章　ニューヨークCBDの産
業経済と都市空間政策

金倉忠之著 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 22

1.ニューヨーク市の構造転換の特徴、2.ニューヨー
クCBDにおけるオフィス空間の生産、3.ジェントリ
フィケーションと不動産放棄、4.ニューヨークとの比
較による東京問題

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-6 都市経済と地域政策 付録、英文目次、初出一覧 金倉忠之著 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 17
1.ストックホルムの都市再開発と土地政策、2.旧西
ベルリンの住宅問題と再開発

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0785-7 都市経済と地域政策 奥付・裏表紙 都市問題研究叢書　6 1994 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0590-1
社会主義市場経済移行期における中国都市計画の課題　－日米中・
都市問題共同プロジェクト－

東京市政調査会編 1995 東京市政調査会 36

1.天津市の経済発展と都市計画、2.社会主義市場
経済下における総合計画の改訂に関する一考
察、3.中国大都市における交通騒音の現状と展
望、4.中国都市交通の現状と未来、5.都市計画管
理情報システムにおける新コンセプトとその応用

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-1 阪神・淡路大震災からの住宅復興 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-2 阪神・淡路大震災からの住宅復興
第1章　住宅の復興を考えるた
めに

東京市政調査会研究部編/高木
恒一

都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-3 阪神・淡路大震災からの住宅復興
第2章　大都市災害における居
住拠点の確保について

東京市政調査会研究部編/樋口
哲也

都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-4 阪神・淡路大震災からの住宅復興
第3章　住宅供給の制度的編
制と震災復興過程

東京市政調査会研究部編/北村
純

都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-5 阪神・淡路大震災からの住宅復興 第4章　住宅復興と公的支援
東京市政調査会研究部編/沼尾
史久

都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-6 阪神・淡路大震災からの住宅復興
第5章　区分所有住宅（マン
ション）の復興をめぐる現状と

東京市政調査会研究部編/奥真
美

都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-7 阪神・淡路大震災からの住宅復興
第6章　住宅再建と復興のまち
づくり

東京市政調査会研究部編/金倉
忠之

都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0719-8 阪神・淡路大震災からの住宅復興 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告　8 1997 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-1 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究 表紙・口絵・まえがき・目次 東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 25
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-2 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究 第1章　序論 東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-3 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究
第2章　交通に関する制度的
枠組み

東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 33 1.ロンドン、2.ニューヨーク、3.パリ、4.東京

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-4 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究
第3章　人口・雇用および自動
車保有率

東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-5 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究 第4章　交通システムの構造 東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 48
1.公共交通と道路の現状、2.地下鉄および地域鉄
道、3.バス、4.道路、5.交通インフラ計画、6.移動の
パターン、7.国際社会との結びつきと空港へのアク

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-6 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究 第5章　結論 東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 13
1.なぜ比較が必要か、2.交通と土地利用の統合、
3.交通システムにおける最適効率

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-7 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究 参考文献 東京市政調査会編訳 1999 日本評論社 4
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0514-8 メトロポリスの都市交通：世界四大都市の比較研究 奥付・裏表紙 1999 日本評論社 4
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-1 都市の再生　－北九州市を事例として－ 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 6

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-2 都市の再生　－北九州市を事例として－
第1章　北九州市の成立と施
策の展開

東京市政調査会/副島建 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 13

58/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-3 都市の再生　－北九州市を事例として－
第2章　「北九州市ルネッサン
ス構想」の政策形成と運用

東京市政調査会/三田啓一 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 20

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-4 都市の再生　－北九州市を事例として－
第3章　北九州市CI運動、仕事
シェイプアップ作戦の検証

東京市政調査会/田丸大 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 18

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-5 都市の再生　－北九州市を事例として－
第4章　北九州市の都市構造
と中心市街地

東京市政調査会/保井美樹 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 14

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-6 都市の再生　－北九州市を事例として－
第5章　地域の産業再生に向
けた自治体の取組

東京市政調査会/小倉波子 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-7 都市の再生　－北九州市を事例として－
第6章　北九州市FAZ事業と
AIM機能の見直し

東京市政調査会/小林宏之 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-8 都市の再生　－北九州市を事例として－
第7章　北九州市の公害・環境
行政

東京市政調査会/原田利恵 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 16

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-9 都市の再生　－北九州市を事例として－ 第8章　北九州市の文化行政 東京市政調査会/丹羽恵玲奈 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 11
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0322-10 都市の再生　－北九州市を事例として－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会 都市調査報告 10 2000 東京市政調査会 3
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0517-1 アジアの主要都市における社会資本整備戦略に関する調査報告書 表紙・目次・はじめに 東京市政調査会編 2000 東京市政調査会 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0517-2 アジアの主要都市における社会資本整備戦略に関する調査報告書
第Ｉ章　都市間競争時代の社
会資本整備戦略

東京市政調査会編 2000 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0517-3 アジアの主要都市における社会資本整備戦略に関する調査報告書

第ＩＩ章　アジアの主要都市にお
ける社会資本整備の現状と将
来戦略　－空港と情報・通信
基盤を中心に－

東京市政調査会編 2000 東京市政調査会 42

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0517-4 アジアの主要都市における社会資本整備戦略に関する調査報告書
第ＩＩＩ章　東京、－課題と今後
の方向性、おわりに、資料

東京市政調査会編 2000 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0517-5 アジアの主要都市における社会資本整備戦略に関する調査報告書 裏表紙 東京市政調査会編 2000 東京市政調査会 2
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0518-1 成田空港利用者にかかる東京の魅力等意向調査報告書 東京市政調査会編 2001 東京市政調査会 23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0591-1
米国における広域的成長管理政策　－成長管理の再考と広域計画の
意義－

東京市政調査会編/西浦定継 2001 東京市政調査会 25 2000年度第3回東京問題研究会講演録

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-1 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－ 表紙・はしがき・目次
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-2 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－
第1章　成長管理のための業
績測定―その変遷と論理展開

吉川富夫
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 24

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-3 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－
第2章　業績測定の理論と実
際

吉川富夫
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 41

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-4 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－
第3章　州政府の成長管理戦
略計画と業績測定

吉川富夫
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 45

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-5 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－
第4章　地方政府による成長管
理の業績測定の連携

吉川富夫
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 40

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-6 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－
第5章　郡と市の成長管理の
計画調整と業績測定

吉川富夫
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 20

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0515-7 米国における地域経営の新展開　－業績測定による成長管理－ 奥付・裏表紙
東京市政調査会都市問題研究
叢書 9

2004 公人社 4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0771-1 三位一体改革を検証する 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 1

2004 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0771-2 三位一体改革を検証する 三位一体改革を検証する 東京市政調査会編/神野直彦
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 1

2004 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0771-3 三位一体改革を検証する
地方財政の課題と「三位一体
の改革」

東京市政調査会編/香山充弘
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 1

2004 東京市政調査会 8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0771-4 三位一体改革を検証する
お金だけの問題ではない－地
方自治の原点から

東京市政調査会編/小寺弘之
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 1

2004 東京市政調査会 9

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0771-5 三位一体改革を検証する 質疑応答、資料 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 1

2004 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0771-6 三位一体改革を検証する 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 1

2004 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0595-1 景観法はまちの魅力を引き出せるか 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 5

2005 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0595-2 景観法はまちの魅力を引き出せるか
基調講演　景観法はまちの魅
力を引き出せるか

東京市政調査会編/西村幸夫
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 5

2005 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0595-3 景観法はまちの魅力を引き出せるか パネルディスカッション
東京市政調査会編/伊藤一長/
神田昌幸/舟橋功一/倉田直道/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 5

2005 東京市政調査会 26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0595-4 景観法はまちの魅力を引き出せるか 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 5

2005 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0754-1
地方に対する公的融資制度･政府保証等に関する調査報告書　－公
営企業金融公庫受託研究－

表紙・目次 東京市政調査会編 2005 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0754-2
地方に対する公的融資制度･政府保証等に関する調査報告書　－公
営企業金融公庫受託研究－

I　現状編 東京市政調査会編 2005 東京市政調査会 19
1.公的金融をめぐる文献調査および調査分析、2.
政府保証のコスト・デメリットに関する文献調査お
よび調査分析

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0754-3
地方に対する公的融資制度･政府保証等に関する調査報告書　－公
営企業金融公庫受託研究－

II　歴史編 東京市政調査会編 2005 東京市政調査会 18

1.政府保証債の歴史的展開、2.戦前における地方
団体金融機関設置論、3.戦後における地方団体金
融機関設置論－公営企業金融公庫成立まで、4.
公営企業金融公庫の成立過程（1957年）、5.公営
企業金融公庫の展開（1957年度～1986年度）

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0754-4
地方に対する公的融資制度･政府保証等に関する調査報告書　－公
営企業金融公庫受託研究－

III　国際比較編 東京市政調査会編 2005 東京市政調査会 20
1.アメリカ、2.イギリス、3.フランス、4.ドイツ、5.ス
ウェーデン、6.国際機関による地方政府向け融資
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0754-5
地方に対する公的融資制度･政府保証等に関する調査報告書　－公
営企業金融公庫受託研究－

IV　総括編 東京市政調査会編 2005 東京市政調査会 6 総括、引き続き検討を要する課題

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0754-6
地方に対する公的融資制度･政府保証等に関する調査報告書　－公
営企業金融公庫受託研究－

裏表紙 東京市政調査会編 2005 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0596-1 開け!　街のシャッター 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 13

2008 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0596-2 開け!　街のシャッター
基調講演　開け!　街のシャッ
ター

東京市政調査会編/増田寛也
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 13

2008 東京市政調査会 10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0596-3 開け!　街のシャッター パネルディスカッション
東京市政調査会編/牧野百男/
高井正/鈴木輝隆/服部年明/山
口乃子

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 13

2008 東京市政調査会 26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0596-4 開け!　街のシャッター 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 13

2008 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0597-1
戦後の100万都市の計画理念と国土縮図型大都市　(政令指定都市)
の誕生

東京市政調査会編/大西隆 2008 指定都市市長会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0755-1 補助金行政にみる規律密度　－農道整備事業を事例として－ 表紙・目次 東京市政調査会編 都市調査報告　13 2008 東京市政調査会 4
第二部 B: 財政・都市計画ほか 0755-2 補助金行政にみる規律密度　－農道整備事業を事例として－ 序章 東京市政調査会編 都市調査報告　13 2008 東京市政調査会 5

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0755-3 補助金行政にみる規律密度　－農道整備事業を事例として－
第I部　戦後農政および補助金
の歴史的変遷

東京市政調査会編 都市調査報告　13 2008 東京市政調査会 19
1.農業基本法成立以降の農政史の展開、2.農業
補助金の歴史的変遷、3.農道整備事業の歴史的

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0755-4 補助金行政にみる規律密度　－農道整備事業を事例として－
第Ⅱ部　農道整備事業の規律
密度

東京市政調査会編 都市調査報告　13 2008 東京市政調査会 38

4.土地改良事業の概要、5.現行体系における農道
整備事業の位置づけ、6.農道整備事業の法制上
の基準、7.農道整備事業の技術上の基準、8.農道
の維持管理、9.農道整備事業に関する規律密度

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0755-5 補助金行政にみる規律密度　－農道整備事業を事例として－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 都市調査報告　13 2008 東京市政調査会 1

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0772-1 自治体破綻!　どう乗り越える 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 12

2008 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0772-2 自治体破綻!　どう乗り越える
基調講演　財政破綻はなぜ起
こるのか

東京市政調査会編/片山義博
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 12

2008 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0772-3 自治体破綻!　どう乗り越える パネルディスカッション
東京市政調査会編/新田谷修司
/岡部謙治/神田誠司/林宣嗣/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 12

2008 東京市政調査会 25

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0772-4 自治体破綻!　どう乗り越える 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 12

2008 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0811-1 自給率を上げて食の安全を守る!　－その課題と方法－ 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 15

2008 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0811-2 自給率を上げて食の安全を守る!　－その課題と方法－
基調講演　食料自給率から日
本の食と農を考える

東京市政調査会編/生源寺眞一
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 15

2008 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0811-3 自給率を上げて食の安全を守る!　－その課題と方法－ パネルディスカッション
東京市政調査会編/大木美智子
/佐藤弘/人見みゐ子/築地原優
二/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 15

2008 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0811-4 自給率を上げて食の安全を守る!　－その課題と方法－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 15

2008 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0812-1 ものづくりとまちづくり 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 18

2010 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0812-2 ものづくりとまちづくり
基調講演　ものづくり都市京都
のものづくり・まちづくり活性化
の取組み

東京市政調査会編/位高光司
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 18

2010 東京市政調査会 17

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0812-3 ものづくりとまちづくり パネルディスカッション
東京市政調査会編/牧野百男/
青木豊彦/中沢孝夫/福井正憲/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 18

2010 東京市政調査会 22

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0812-4 ものづくりとまちづくり 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 18

2010 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0481-1 どう処理する、震災廃棄物 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 26

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0481-2 どう処理する、震災廃棄物
基調講演　宮古市の被災実態
と震災への取り組み

後藤・安田記念東京都市研究所
編/山本正徳

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 26

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0481-3 どう処理する、震災廃棄物 パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/木村尊彦/池田こみち/森口
祐一/谷田部雅嗣/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 26

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0481-4 どう処理する、震災廃棄物 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 26

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0599-1 震災復興と自治 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 24

2012 東京市政調査会 2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0599-2 震災復興と自治
基調講演　被災時に厳守すべ
き規制と、臨機応変に対応す
べき規制

東京市政調査会編/増田寛也
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 24

2012 東京市政調査会 11

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0599-3 震災復興と自治 パネルディスカッション
東京市政調査会編/井伊久美子
/高成田亨/室崎益輝/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 24

2012 東京市政調査会 23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0599-4 震災復興と自治 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 24

2012 東京市政調査会 3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0600-1 老朽化する社会資本　－再生の基本戦略－ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 28

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0600-2 老朽化する社会資本　－再生の基本戦略－
基調講演　インフラストラク
チャー老朽化問題の本質

後藤・安田記念東京都市研究所
編/中村英夫

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 28

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

11
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第二部 B: 財政・都市計画ほか 0600-3 老朽化する社会資本　－再生の基本戦略－ パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/手塚文雄/竹村公太郎/保母
武彦/室﨑千重/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 28

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

24

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0600-4 老朽化する社会資本　－再生の基本戦略－ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 28

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0813-1 能ある農の創造　－地域農業のゆくえ－ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 27

2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0813-2 能ある農の創造　－地域農業のゆくえ－
基調講演　食べる人とつなが
り、地域を考える農業

後藤・安田記念東京都市研究所
編/大江正章

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 27

2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

12

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0813-3 能ある農の創造　－地域農業のゆくえ－ パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/伊藤秀雄/昆吉則/野村一正
/役重眞喜子/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 27

2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0813-4 能ある農の創造　－地域農業のゆくえ－ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 27

2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0482-1 国土強靭化―その内実を問う 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 31

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0482-2 国土強靭化―その内実を問う
基調講演　災害に強い地域づ
くり

後藤・安田記念東京都市研究所
編/大西隆

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 31

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

10

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0482-3 国土強靭化―その内実を問う パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/尾﨑正直/池上岳彦/窪田亜
矢/藤井聡/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 31

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

31

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0482-4 国土強靭化―その内実を問う 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 31

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0601-1 「足」を守る　－地域公共交通の将来－ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 32

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0601-2 「足」を守る　－地域公共交通の将来－
基調講演　地域のための鉄道
であるということ

後藤・安田記念東京都市研究所
編/原武史

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 32

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

8

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0601-3 「足」を守る　－地域公共交通の将来－ パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/市川嘉一/望月正彦/若菜千
穂/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 32

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

26

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0601-4 「足」を守る　－地域公共交通の将来－ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 32

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

3

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0814-1 自治体と観光 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 36

2016
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0814-2 自治体と観光
基調講演　自治体は観光をど
う受け止めるべきか

後藤・安田記念東京都市研究所
編/西村幸夫

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 36

2016
後藤・安田記念東
京都市研究所

13

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0814-3 自治体と観光 パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/今井健太郎/江崎貴久/山出
保/吉山治/梅川智也

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 36

2016
後藤・安田記念東
京都市研究所

23

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0814-4 自治体と観光 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 36

2016
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-1
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

表紙・目次・序章　本研究の目
的と方法

後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

7

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-2
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

第1章　復興推進の制度構造
とその特質

後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

19

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-3
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

第2章　復興体制の全体像 後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

19

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-4
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

第3章　東日本大震災からの
自治体復興

後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

55

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-5
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

第4章　昭和三陸津波からの
復興とその教訓

後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

20

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-6
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

第5章　福島における被災者の
生活実態－富岡町を中心とし

後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

21

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-7
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

終章　各章の結論と本報告書
の課題

後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

4

第二部 B: 財政・都市計画ほか 0522-8
東日本大震災からの復興と自治　－自治体再建・再生のための総合
的研究－

奥付・裏表紙 後藤・安田記念東京都市研究所 都市調査報告　17 2017
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第一部 C: 地方自治ほか 0002-1 特別市制問題ニ関スル調査書(未定稿)
表紙・緒言・現行制度ノ梗概・
現行制度ノ結果・特別制度ノ

池田宏 1922 東京市政調査会 30

第一部 C: 地方自治ほか 0002-2 特別市制問題ニ関スル調査書(未定稿) 首府制案要綱・裏表紙 池田宏 1922 東京市政調査会 38
第一　首府ノ設置、第二　首府ノ行政、第三　首府
ノ財政、第四　首府ノ監督

第一部 C: 地方自治ほか 0189-1 特別市制問題ニ関スル調査資料　第1輯 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 9

第一部 C: 地方自治ほか 0189-2 特別市制問題ニ関スル調査資料　第1輯 （その1） 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 57

1.特別市制問題ニ関スル考査ノ要点、2.東京市特
別自治制ノ根拠及特別自治制ニ対スル他ノ大都
市ノ態度、3.政府及議会ト東京市特別自治制案従
来ノ経過、4.東京市会ト東京市特別自治制案従来
ノ経過、5.特別自治制ト警察行政、6.東京都市計
画区域設定ノ根拠及右区域ト特別自治制施行区
域トノ関係、7.市郡面積及現在戸口ニ関スル調

第一部 C: 地方自治ほか 0189-3 特別市制問題ニ関スル調査資料　第1輯 （その2） 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 52

8.市郡人口ノ将来ニ関スル予測、9.東京市ノ近郊
町村カ東京市ト同一ノ取扱ヲ受クル法令事項、10.
市郡上下水道ニ関スル調、11.市郡瓦斯電灯供給
ニ関スル調、12.市郡営造物等ニシテ域外ニ存ス
ルモノノ調、13.市郡教育ニ関スル調、14.市郡衛生
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第一部 C: 地方自治ほか 0189-4 特別市制問題ニ関スル調査資料　第1輯 （その3） 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 44
15.市郡民負担ニ関スル調、16.市郡財産及負債ニ
関スル調

第一部 C: 地方自治ほか 0189-5 特別市制問題ニ関スル調査資料　第1輯 （その4） 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 40

17.市郡財政ニ関スル調、18.経済上及社会政策的
見地ヨリ観タル市郡ノ関係、19.我国ニ於ケル市町
村併合ノ実例、20.参与制度ニ関スル考究、21.東
京市ノ区ノ沿革及現状

第一部 C: 地方自治ほか 0189-6 特別市制問題ニ関スル調査資料　第1輯 裏表紙 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 1
第一部 C: 地方自治ほか 0190-1 特別市制問題ニ関スル調査資料　第2輯 表紙・目次 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 3

第一部 C: 地方自治ほか 0190-2 特別市制問題ニ関スル調査資料　第2輯 （その1） 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 50

1.東京府ノ存在ト東京市トノ関係、2.東京府経済三
部制ノ沿革及現状、3.東京都市計画区域ニ入ラサ
ル東京府管下ニ関スル調、4.現在ノ市域ニ依ル府
費分別ニ関スル考査

第一部 C: 地方自治ほか 0190-3 特別市制問題ニ関スル調査資料　第2輯 （その2） 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 68 5.市域拡大ノ場合ニ於ケル府費分別ニ関スル考
第一部 C: 地方自治ほか 0190-4 特別市制問題ニ関スル調査資料　第2輯 裏表紙 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 2

第一部 C: 地方自治ほか 0426-1 都市政治に於ける市民の専門家統御
チャールズ･A･ビーアド著/弓家
七郎訳

1922 東京市政調査会 14

第一部 C: 地方自治ほか 1009-1
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

表紙・目次 1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

5

第一部 C: 地方自治ほか 1009-2
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

I　The　Challenge　of　the
Great　Society

Charles A. Beard 1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

14

第一部 C: 地方自治ほか 1009-3
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

II　Changing　Concepts　of
the　State

Charles A. Beard 1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

16

第一部 C: 地方自治ほか 1009-4
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

III　The　Revolt　against
Political　Democracy

Charles A. Beard 1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

22

第一部 C: 地方自治ほか 1009-5
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

IV　Proposed　Roads　to
Freedom

Charles A. Beard 1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

16

第一部 C: 地方自治ほか 1009-6
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

V　The　Answer　of
Technology

1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

22

第一部 C: 地方自治ほか 1009-7
The　Great　Society　and　Technology　－A　Course　of　Five
Lectureｓ

裏表紙 1922
Tokyo Institute for
Municipal Research

3

第一部 C: 地方自治ほか 0003-1 大都市特別制度調査資料　第1輯
表紙・東京都市計画区域図・
東京府管内図・目次

東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0003-2 大都市特別制度調査資料　第1輯 （その1） 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 42

1.諮問、2.帝都ニ関スル特別制度調査要項、3.大
都市特別制度問題ノ経過、4.各種ノ区域ヲ以テス
ル東京都勢一覧、5.大都市ノ面積人口及密度、6.
各種ノ区域ヲ以テスル武蔵県勢一覧、7.種ノ区域
ヲ以テスル武蔵県ノ地位、ほか

第一部 C: 地方自治ほか 0003-3 大都市特別制度調査資料　第1輯 （その2） 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 42
15.東京府市郡二部経済並三部会制度ノ現状、16.
東京市ノ区ニ関スル調、17.市外ニ設置スル東京
市営造物

第一部 C: 地方自治ほか 0003-4 大都市特別制度調査資料　第1輯 （その3） 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 75

18.三多摩ニ関スル資料、19.島嶼ニ関スル資料、
20.東京府及之ト接続セル各県ノ状勢、21.東京都
市計画区域設定理由、22.東京都制案ノ綱要、23.
外国大都市特別制度摘要、24.倫敦地方制度ニ関

第一部 C: 地方自治ほか 0003-5 大都市特別制度調査資料　第1輯 裏表紙 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 2
第一部 C: 地方自治ほか 0004-1 帝都の制度に関する調査資料 表紙・凡例・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 9

第一部 C: 地方自治ほか 0004-2 帝都の制度に関する調査資料

第1　帝都特別制度設定の根
拠、第2　政府及帝国議会と特
別制度案、第3　東京市会とに
関する考査、第4　帝都の区域
と東京都市計画区域との関係

東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 47

第一部 C: 地方自治ほか 0004-3 帝都の制度に関する調査資料

第5　東京都市計画区域に関
する諸調（1.面積及戸口の現
況、2.人口の将来予測、3.近郊
か東京市と同一の取扱を受く
る法令事項、4.交通、5.上下水
道、6.瓦斯電気）

東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 69

第一部 C: 地方自治ほか 0004-4 帝都の制度に関する調査資料

第5　東京都市計画区域に関
する諸調（7.市町村営造物等
域外所在の関係、8.各種議員
及選挙権者、9.教育、10.衛
生、11.負担、12.財政、13.財産
及負債、14.経済上及社会政策
的見地より観たる市郡の関係）

東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 49

第一部 C: 地方自治ほか 0004-5 帝都の制度に関する調査資料
第6　東京都市計画区域に入
らさる東京府管下に関する諸
調、第7　東京府と帝都との関

東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 28

第一部 C: 地方自治ほか 0004-6 帝都の制度に関する調査資料
第8　東京府経済分別に関す
る考査

東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 75

第一部 C: 地方自治ほか 0004-7 帝都の制度に関する調査資料

第9　我国に於ける市町村併
合の実例、第10　帝都の権限
及行政組織に関する考査、第
11　帝都の財政制度に関する
考査、第12　東京市の区

東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 27

62/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考
第一部 C: 地方自治ほか 0004-8 帝都の制度に関する調査資料 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 特別号 1923 東京市政調査会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0005-1 東京市政論
表紙・序・ビーアド博士から後
藤宛令状・目次

チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 18

第一部 C: 地方自治ほか 0005-2 東京市政論 第１章　市政学の基準と組織
チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 6

第一部 C: 地方自治ほか 0005-3 東京市政論 第２章　都会地域と都市行政
チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 13

第一部 C: 地方自治ほか 0005-4 東京市政論
第３章　東京市の権限と行政
組織

チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 14

市の権限並に其の権限行使に対する上級官庁の
管理、行政組織、判断の基準、東京に関する事実
の説述、衛生、不具者・窮民及び不良者に対する
救護、労働者利益の助長と取締、提案及び建言

第一部 C: 地方自治ほか 0005-5 東京市政論 第４章　都市財政の経営
チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 32
第一　歳出制度－予算、第二　租税、第三　市債
借入金政策

第一部 C: 地方自治ほか 0005-6 東京市政論 第５章　物資の購買
チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0005-7 東京市政論 第６章　人事行政
チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 9

第一部 C: 地方自治ほか 0005-8 東京市政論 第７章　都市の公益事業
チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 7 東京市の実情、建言

第一部 C: 地方自治ほか 0005-9 東京市政論
第８章　東京市に於ける自治
の精神と其の実際

チャールズ･エー･ビーアド著　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 15

第一部 C: 地方自治ほか 0005-10 東京市政論
第９章　東京市及び東京市民
に対する事業計画概要

東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 17

第一部 C: 地方自治ほか 0005-11 東京市政論 奥付・裏表紙 1923 東京市政調査会 4
第一部 C: 地方自治ほか 0007-1 ビーアド博士講演集 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 12

第一部 C: 地方自治ほか 0007-2 ビーアド博士講演集 第１　大都市の挑戦
チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 6

1.緒言、2.近世都市の特質、3.都市政庁は配給的
政府なり、4.近世科学に対する都市の挑戦、5.実
務的経営に対する都市の挑戦、6.都市は又大規
模の家政婦なり、7.結論

第一部 C: 地方自治ほか 0007-3 ビーアド博士講演集
第２　米国に於ける市政刷新
戦

チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 9
大阪朝日新聞社講演会におけるビーアド博士の
講演（1.緒言、2.米国市政の病根、3.米国市政に対
する治療、4.結論）

第一部 C: 地方自治ほか 0007-4 ビーアド博士講演集
第３　米国に於ける都市計画
運動

チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 13

1.都市計画の石器時代、2.デモクラシーの時代、3.
社会科学と都市計画、4.都市計画運動に対する大
敵、5.都市計画運動の実行期、6.米国諸都市の実
際的施設、7.都市自治権の拡張郊外地の制御、8.
改良工事費の賦課問題、9.住宅問題と交通問題、
10.都市の美観、11.結論

第一部 C: 地方自治ほか 0007-5 ビーアド博士講演集 第４　市政の財政的方面
チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 7
神戸市におけるビーアド博士の講演（1.緒言、2.都
市財政の重要なる理由、3.米国都市の経験、4.米
国都市の財政方針、5.結論）

第一部 C: 地方自治ほか 0007-6 ビーアド博士講演集 第５　都市計画と都市財政
チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 7

名古屋市におけるビーアド博士の講演（1.緒言、2.
米国都市計画運動に現はれたる四特色、3.都市
計画並びに執行委員会、4.郊外地に対する都市の
制御、5.旧街路の拡張、6.都市改良事業の財政、

第一部 C: 地方自治ほか 0007-7 ビーアド博士講演集 第６　都市美
チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 6

京都市におけるビーアド博士の講演（1.緒言、2.米
国に於ける都市計画観念は最近の発達に属す、3.
最初の都市計画観念は狭隘なりき、4.公共的芸術
の新観念、5.都市計画の実際的方面、6.美術的都
市は協力的都市なり）

第一部 C: 地方自治ほか 0007-8 ビーアド博士講演集
第７　都市改良事業と特別賦
課

チャールズ･エー･ビーアド述　東
京市政調査会編

1923 東京市政調査会 12

大阪市関係者のために試みられたビーアド博士の
講演（1.特別賦課若は受益者負担金の定義、2.特
別賦課金に依りて支弁せらるべき改良事業の種
類、3.特別賦課の割合、4.負担金賦課の方法、5.
特別賦課制度を成功せしむる諸要素、6.米国に於
ける評価機関、7.ブロック並びに屋敷地の図面、8.
地価図、9.土地の評価単位、10.奥行に関する他の
原則、11.角屋敷に関する原則、12.特殊の場合に
対する原則、13.土地評価価格の決定

第一部 C: 地方自治ほか 0007-9 ビーアド博士講演集 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 4
第一部 C: 地方自治ほか 0192-1 都市経営革新の急務 表紙 1923 東京市政調査会 2

第一部 C: 地方自治ほか 0192-2 都市経営革新の急務 都市経営革新の急務 岡実 1923 東京市政調査会 11

1.最高速度の都市集中、2.最も劣悪なる我都市、3.
市民教育の振作、4.財源を如何にする、5.都市計
画の基調、6.財源の行詰、7.時代当然の要求＝地
租営業税の委譲

第一部 C: 地方自治ほか 0192-3 都市経営革新の急務
両税委譲の眼目（地方財源の
涵養）

岡実 1923 東京市政調査会 10 1.四個の先決問題、2.委譲の効果

第一部 C: 地方自治ほか 0192-4 都市経営革新の急務 都市計画事業の齎すべき利益 岡実 1923 東京市政調査会 13

第一部 C: 地方自治ほか 0192-5 都市経営革新の急務 統計諸表 岡実 1923 東京市政調査会 21

1.東京市貨物集散比較表、2.世界大都市人口及
面積表、3.英米大都市の人口、出生率及死亡率、
4.都市計画指定都市ノ人口数及其ノ出生、死亡
率、5.東京市人口、死亡者及死亡率年齢別、ほか

第一部 C: 地方自治ほか 0192-6 都市経営革新の急務 裏表紙 1923 東京市政調査会 1
第一部 C: 地方自治ほか 0366-1 ビーアド博士の東京市政に関する意見概要 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 19

63/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第一部 C: 地方自治ほか 0367-1 帝都ノ制度ニ関スル意見 東京市政調査会編 1923 東京市政調査会 20
帝都ノ制度ニ関スル根本法制ノ大綱説明（1.帝都
ノ構成及区域並之ニ附帯スル諸問題、2.帝都ノ行
政組織、3.帝都ノ財政、4.帝都ノ区）

第一部 C: 地方自治ほか 0403-1 伯林と倫敦との特別市制に就て 東京市政調査会編/三辺長治 1923 東京市政調査会 25
第一部 C: 地方自治ほか 0001-1 我等の東京：第2回後藤子爵記念市民賞論文 表紙・口絵・序・目次 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 13

第一部 C: 地方自治ほか 0001-2 我等の東京：第2回後藤子爵記念市民賞論文 （その1） 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 47
伊藤松三郎、井上愛子、池田政徳、井出恒吉、石
井徳次郎、春木太郎、大橋貞枝、大内光枝、小田

第一部 C: 地方自治ほか 0001-3 我等の東京：第2回後藤子爵記念市民賞論文 （その2） 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 46
高木廣数、竹川義五郎、武田義道、土屋光子、中
泉正、中西愛次郎、中島八重、上野鎮子、野澤信

第一部 C: 地方自治ほか 0001-4 我等の東京：第2回後藤子爵記念市民賞論文 （その3） 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 44
山縣武彦、松島俊子、松本仁、小泉武次、阿藤迪
子、淺山光枝、秋谷健夫、廣瀬忠平、須賀祐子、

第一部 C: 地方自治ほか 0001-5 我等の東京：第2回後藤子爵記念市民賞論文 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0009-1
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

表紙・序・目次 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 10

第一部 C: 地方自治ほか 0009-2
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

緒言、第1章　市民精神 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 9
1.東京市の地位に関する自覚、2.自治観念の徹
底、3.市民道徳の向上

第一部 C: 地方自治ほか 0009-3
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第2章　市政 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 6
1.市の自治権、2.市長、3.市会議員、4.市吏員、5.
市の財政

第一部 C: 地方自治ほか 0009-4
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第3章　都市計画 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 6
1.区画整理、2.地域制、3.町名番地の整理、4.近郊
の編入、5.帝都の防備

第一部 C: 地方自治ほか 0009-5
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第4章　道路 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 15
1.改善要求の諸根拠、2.道路幅員の拡張、3.車道
人道の区別、4.舗装、5.清潔、6.其他路上施設、7.
道路掘返工事、8.街路樹、9.橋梁、10.交通整理

第一部 C: 地方自治ほか 0009-6
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第5章　電車其他諸交通運輸
機関

東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 22

1.電車混雑の苦情、2.混雑緩和策、3.電車の型式
及び構造装置等、4.電車内の清潔、5.電車内の風
紀道徳、6.電車賃金、7.車掌運転手、8.停電、9.停
留場の設備、10.高速度交通機関、11.自動車、12.
荷車馬力其他、13.飛行機、14.鉄道

第一部 C: 地方自治ほか 0009-7
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第6章　諸公益事業 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 7
1.水道、2.下水、3.電気事業、4.電話、5.瓦斯、6.築
港、7.運河

第一部 C: 地方自治ほか 0009-8
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第7章　建物住宅 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 7
1.建物の改良一般、2.市営住宅、家賃取締、3.住
宅設備、4.消防

第一部 C: 地方自治ほか 0009-9
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第8章　公園 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 7
1.公園増設、2.小公園、3.水上公園、4.運動場及び
運動器具の設備

第一部 C: 地方自治ほか 0009-10
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第9章　学校教育 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 16
1.初等教育、2.入学試験、3.中等教育、4.夜学校教
育並びに苦学生の補助、5.高等教育、6.学校街の
設立、7.軍事教育

第一部 C: 地方自治ほか 0009-11
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第10章　社会教育 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 13
1.図書館、2.博物館、展覧会、美術館等、3.公会
堂、4.講演会、5.娯楽機関、6.新聞雑誌、7.少年
団、青年団、婦人会等の組織、8.其他

第一部 C: 地方自治ほか 0009-12
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第11章　社会風教 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 8
1.治安維持、2.不良少年、3.カフェー飲食店の取
締、4.芸娼妓、5.勤倹、6.時間尊重、7.外国人に対
する態度、8.動物愛護

第一部 C: 地方自治ほか 0009-13
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第12章　社会事業 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 9
1.社会政策一般、2.失業者救済、3.社会政策的諸
施設

第一部 C: 地方自治ほか 0009-14
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第13章　衛生 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 5
1.伝染病予防、2.煤煙の防止、3.屎尿の処分、4.共
同便所、5.其他

第一部 C: 地方自治ほか 0009-15
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

第14章　市の美観 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 3 1.名所古跡の保存、2.其他

第一部 C: 地方自治ほか 0009-16
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

総評及び結論 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 5

第一部 C: 地方自治ほか 0009-17
小市民は東京市に何を希望しているか：　第2回後藤子爵市民賞論文
の綜合的調査

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 5

第一部 C: 地方自治ほか 0010-1 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 8
第一部 C: 地方自治ほか 0010-2 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 都市自治権の拡張に就て 東京市政調査会編/松尾楸 1926 東京市政調査会 16
第一部 C: 地方自治ほか 0010-3 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 都市産業教育論 東京市政調査会編/佐久間虎雄 1926 東京市政調査会 23
第一部 C: 地方自治ほか 0010-4 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 東京市と文化的施設 東京市政調査会編/福崎静雄 1926 東京市政調査会 33
第一部 C: 地方自治ほか 0010-5 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 東京市の交通問題 東京市政調査会編/吉村弘義 1926 東京市政調査会 32
第一部 C: 地方自治ほか 0010-6 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 復興後の市外電車に就て 東京市政調査会編/入江弘 1926 東京市政調査会 16

第一部 C: 地方自治ほか 0010-7 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年
自由労働者の失業と其の対策
を論ず

東京市政調査会編/宇田川令三 1926 東京市政調査会 19

第一部 C: 地方自治ほか 0010-8 第3回後藤子爵記念市民賞論文集　大正15年 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 6

第一部 C: 地方自治ほか 0199-1 パリ市行政制度改革諸案 表紙・はしがき・目次
エミール･メートル著/東京市政
調査会訳

1926 東京市政調査会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0199-2 パリ市行政制度改革諸案 第1章　市会案
エミール･メートル著/東京市政
調査会訳

1926 東京市政調査会 15

第一部 C: 地方自治ほか 0199-3 パリ市行政制度改革諸案 第2章　議会案
エミール･メートル著/東京市政
調査会訳

1926 東京市政調査会 14

第一部 C: 地方自治ほか 0199-4 パリ市行政制度改革諸案 第3章　政府案
エミール･メートル著/東京市政
調査会訳

1926 東京市政調査会 9

第一部 C: 地方自治ほか 0199-5 パリ市行政制度改革諸案 裏表紙
エミール･メートル著/東京市政
調査会訳

1926 東京市政調査会 1
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第一部 C: 地方自治ほか 0200-1 パリ市及セーヌ県行政組織 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 40
第１章　パリ市の構成、第２章　パリ市政庁に就
て、第３章　セーヌ県の行政、第４章　県の警察、
第５章　行政事項、第６章　各種の事務、第７章

第一部 C: 地方自治ほか 0201-1 プロシア都市の行政組織 表紙・目次
ヒユーゴー･プロイス著/東京市
政調査会訳

1926 東京市政調査会 5

第一部 C: 地方自治ほか 0201-2 プロシア都市の行政組織
第１章　現行諸市制、第２章
都市の構成要素、第３章　市
の能力

ヒユーゴー･プロイス著/東京市
政調査会訳

1926 東京市政調査会 16

第一部 C: 地方自治ほか 0201-3 プロシア都市の行政組織
第４章　市会、第５章　参事
会、第６章　市長会制に於る市
長、第７章　その他の組織

ヒユーゴー･プロイス著/東京市
政調査会訳

1926 東京市政調査会 29

第一部 C: 地方自治ほか 0201-4 プロシア都市の行政組織 裏表紙
ヒユーゴー･プロイス著/東京市
政調査会訳

1926 東京市政調査会 1

第一部 C: 地方自治ほか 0362-1 市会議員の選挙に際して東京市民諸君に望む 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 13

1.市の財政状態、2.復興事業と区画整理、3.道路
及公園、4.衛生・上水道・下水道、5.社会事業、6.
教育、7.電車事業・乗合自動車事業・地下鉄道・電
灯及電力事業、8.都制の問題

第一部 C: 地方自治ほか 0416-1 東京市会に於ける党派の沿革 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 24
1.進歩党及び自由党、2.政友会の勢力扶植、3.非
政友系諸派の台頭、4.憲政会の勢力挽回、5.市政

第一部 C: 地方自治ほか 0422-1 イタリアに於けるポデスタ並参与制 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 6
第一部 C: 地方自治ほか 0423-1 ローマ市中央政庁 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 6
第一部 C: 地方自治ほか 0425-1 ローマ特別都制 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 17
第一部 C: 地方自治ほか 0849-1 選挙施行方法改良要点 東京市政調査会編 1926 東京市政調査会 16
第一部 C: 地方自治ほか 0008-1 東京市町内会に関する調査 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 14

第一部 C: 地方自治ほか 0008-2 東京市町内会に関する調査 緒言、第1章　町会の組織 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 16
第1節　町会の区域、第2節　会員、第3節　町会の
事務実行の為の機関、第4節　役員の任期選挙及
待遇、第5節　町会主要役員の職業及年齢に関す

第一部 C: 地方自治ほか 0008-3 東京市町内会に関する調査 第2章　町会の事務 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 16

第1節　慶弔に関する事務、第2節　衛生に関する
事務、第3節　兵事に関する事務、第4節　祭事に
関する事務、第5節　自警事務、第6節　救済事
務、第7節　交通補助事務、第8節　商事に関する
事務、第9節　官公庁との交渉布達に関する事務、
第10節　学事教育に関する事務、第11節　人事の
相談調停、第12節　表彰に関する事務、第13節
金融に関する事務、第14節　其他の町会諸事務

第一部 C: 地方自治ほか 0008-4 東京市町内会に関する調査 第3章　町会の経費 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 11
第1節　支出、第2節　収入、第3節　会費、第4節
経費の負担

第一部 C: 地方自治ほか 0008-5 東京市町内会に関する調査 第4章　町会と衛生組合 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 6
第1節　東京市に於ける衛生組合、第2節　東京市
に於ける町会と衛生組合との関係、第3節　東京
府に於ける衛生組合改善に関する意見

第一部 C: 地方自治ほか 0008-6 東京市町内会に関する調査 第5章　町会と氏子団体 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 6

第1節　町会が氏子団体を兼ねるもの、第2節　氏
子団体が町会より別個に存在するもの、第3節　町
内に小神社を祭祀する町会、第4節　大震災に依
る町内氏子団体財産の焼失と町会、第5節　祭礼
に対する異論及非難

第一部 C: 地方自治ほか 0008-7 東京市町内会に関する調査 第6章　町会と選挙活動 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 6
第1節　概説、第2節　選挙運動に関係ありとする
町会の回答、第3節　町会と選挙運動との関係を
示せる其他の資料

第一部 C: 地方自治ほか 0008-8 東京市町内会に関する調査 第7章　町会の連合会 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 8
第1節　区を単位とする町会の連合会、第2節　区
内の部を単位とする町会の連合会、第3節　一部
事務に関する町会連合会及其他の町会連合

第一部 C: 地方自治ほか 0008-9 東京市町内会に関する調査
第8章　町会の事業実行上の
困難と其将来に対する要求及
希望に関する調査

東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 22
第1節　町会の組織に就て、第2節　町会の経費支
弁に就て、第3節　市区役所との連絡に就て、第4
節　其他

第一部 C: 地方自治ほか 0008-10 東京市町内会に関する調査
第9章　東京市隣接及近郊町
村に於ける町内団体

東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 16
第1節　概説、第2節　町村制第68条に依る隣接近
郊町の区、第3節　東京市都市計画区域内町村の
町内団体の数例

第一部 C: 地方自治ほか 0008-11 東京市町内会に関する調査 第10章　京都市の公同組合 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 14

第1節　公同組合の組織、第2節　京都市に於ける
町内及学区内の交隣関係と公同組合の事業、第3
節　公同組合の経費、第4節　公同組合の起源及
発達、第5節　公同組合と衛生組合神社氏子団体
との関係並町内費の考査

第一部 C: 地方自治ほか 0008-12 東京市町内会に関する調査
第11章　大阪市神戸市名古屋
市の町内団体

東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 4
第1節　大阪市の町内団体、第2節　神戸市の交隣
団体としての衛生組合、第3節　名古屋市の町総

第一部 C: 地方自治ほか 0008-13 東京市町内会に関する調査
第12章　江戸の町名主五人組
制度

東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 26
第1節　江戸町政概説、第2節　江戸の町年寄、第
3節　江戸の町名主、第4節　江戸の五人組、第5
節　江戸町政組織の崩壊と町会創立時期に関す

第一部 C: 地方自治ほか 0008-14 東京市町内会に関する調査
第13章　欧米の大都市に於け
る交隣団体

東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 22
第1節　概説、第2節　18世紀頃に於ける倫敦市の
区及町、第3節　伯林市の「小区」、第4節　米国に
於ける「コムミュニテー・センター」運動
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第一部 C: 地方自治ほか 0008-15 東京市町内会に関する調査 附録 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 49

1.東京市内町会名と会員数、2.東京府衛生組合設
置規程、3.東京府下伝染病予防法に依る衛生組
合調、4.東京府下伝染病予防法に依らざる衛生組
合類似団体調、5.渋谷町の区の規約、6.大井町の
区の規約及歳入歳出予算表、7.京都市衛生組合
規定、8.大阪市協和連合会設立趣旨規約申合、9.
神戸市衛生組合規約例

第一部 C: 地方自治ほか 0008-16 東京市町内会に関する調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 7
第一部 C: 地方自治ほか 0012-1 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 11
第一部 C: 地方自治ほか 0012-2 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 （その1） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 36 入選者：小川静子、大塚一心、進藤眞砂
第一部 C: 地方自治ほか 0012-3 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 （その2） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 35 市丸せつ、伊香賀キクノ、開地敏子
第一部 C: 地方自治ほか 0012-4 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 （その3） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 29 中井富士子、村山文子、矢崎ふさを
第一部 C: 地方自治ほか 0012-5 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 （その4） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 32 岡野眞知子、小椋俊子、玉井とく、上野鎮子
第一部 C: 地方自治ほか 0012-6 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 （その5） 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 28 丸岡ひで、榊原文子、三宅美代子
第一部 C: 地方自治ほか 0012-7 婦人の観た東京市政：　第4回後藤子爵記念市民賞論文 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 6
第一部 C: 地方自治ほか 0188-1 東京都制に関する諸案 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料　第15号 1927 東京市政調査会 8
第一部 C: 地方自治ほか 0188-2 東京都制に関する諸案 第1章　序説 東京市政調査会編 市政調査資料　第15号 1927 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0188-3 東京都制に関する諸案 第2章　沿革 東京市政調査会編 市政調査資料　第15号 1927 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0188-4 東京都制に関する諸案 第3章　諸案の内容 東京市政調査会編 市政調査資料　第15号 1927 東京市政調査会 15
1.区域、2.都会、3.都参事会、4.都長その他吏員、
5.都の財務、6.都の監督、7.都の区

第一部 C: 地方自治ほか 0188-5 東京都制に関する諸案 第4章　諸意見 東京市政調査会編 市政調査資料　第15号 1927 東京市政調査会 31
1.政府の意見、2.東京市の意見、3.一木喜徳郎氏
の意見、4.水野錬太郎氏の意見、5.東京市政調査
会の意見

第一部 C: 地方自治ほか 0188-6 東京都制に関する諸案 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料　第15号 1927 東京市政調査会 6
第一部 C: 地方自治ほか 0364-1 普選に依る最初の市会議員選挙 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 8
第一部 C: 地方自治ほか 0364-2 普選に依る最初の市会議員選挙 緒言、第1　浜松市市会議員選 東京市政調査会編/小田垣光之 1927 東京市政調査会 23
第一部 C: 地方自治ほか 0364-3 普選に依る最初の市会議員選挙 第2　北海道各市市会議員選 東京市政調査会編/小田垣光之 1927 東京市政調査会 29
第一部 C: 地方自治ほか 0364-4 普選に依る最初の市会議員選挙 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 5
第一部 C: 地方自治ほか 0368-1 アイオワ州デモイン市の委員会制 東京市政調査会資料課編 1927 東京市政調査会 21

第一部 C: 地方自治ほか 0369-1 米国に於ける市政調査 東京市政調査会編 市政調査資料　第13号 1927 東京市政調査会 35
Twenty Years of Municipal Research, issued by
the Governmental Research Conferenceの抄訳

第一部 C: 地方自治ほか 0424-1 ザクゼン及びブラウンシュワイグ都市の行政組織 東京市政調査会編 1927 東京市政調査会 26

第一部 C: 地方自治ほか 0846-1 英国自治制度の特質 東京市政調査会編 市政調査資料 第14号 1927 東京市政調査会 46
1.序論、2.英国と仏独との比較、3.英国の自治制度
発達の原因

第一部 C: 地方自治ほか 0851-1 フランス地方行政一九二六年改革に関する統令 東京市政調査会資料室編 1927 東京市政調査会 30
1.県行政に関する研究、2.市町村行政並市町村設
置に関する規定、3.諸規定－行政の簡易化

第一部 C: 地方自治ほか 0191-1 市政に於ける委員会制及支配人制 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第16号 1928 東京市政調査会 7

第一部 C: 地方自治ほか 0191-2 市政に於ける委員会制及支配人制
緒言、1.米国市政の発達、2.委
員会制

東京市政調査会編 市政調査資料 第16号 1928 東京市政調査会 45

第一部 C: 地方自治ほか 0191-3 市政に於ける委員会制及支配人制 3.市支配人制、4.市支配人、結 東京市政調査会編 市政調査資料 第16号 1928 東京市政調査会 36
第一部 C: 地方自治ほか 0191-4 市政に於ける委員会制及支配人制 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第16号 1928 東京市政調査会 5

第一部 C: 地方自治ほか 0373-1 東京市会制度改善に関する参考資料 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 16

1.市会議員定員数減少に関する外国の実例、2.市
長に市会議決の拒否権を与ふる外国の実例、3.婦
人の市会議員選挙権並被選挙権に関する外国の
実例、4.我国市会議員被選挙資格制限の変遷、5.
我国市会解散の事例、6.東京市会党派の沿革、7.
東京市会議員職業別調、8.最近東京市疑獄事件
容疑者職業並学業別調

第一部 C: 地方自治ほか 0374-1 市会に関する制度改善諸案　－質問書に対する回答の調査－ 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 19
第一部 C: 地方自治ほか 0375-1 市会特別委員会ノ議事公開ニ関スル建議 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 5
第一部 C: 地方自治ほか 0435-1 市政の浄化は市民の責任 東京市政調査会編 市政カード　第3号 1928 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0436-1 市会解散に際し市民諸君に望む 東京市政調査会編 市政カード　第5号 1928 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0478-1 東京市会解散に関する各紙の論調 東京市政調査会編 1928 東京市政調査会 13
第一部 C: 地方自治ほか 0819-1 英国自治制度の歴史的考察 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第19号 1928 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0819-2 英国自治制度の歴史的考察
第1章　緒論、第2章　村落的
自治の時代、第3章　中央集権
的自治の時代

東京市政調査会編 市政調査資料 第19号 1928 東京市政調査会 43

第一部 C: 地方自治ほか 0819-3 英国自治制度の歴史的考察 第4章　貴族的自治の時代 東京市政調査会編 市政調査資料 第19号 1928 東京市政調査会 40
第一部 C: 地方自治ほか 0819-4 英国自治制度の歴史的考察 第5章　民主的自治の時代 東京市政調査会編 市政調査資料 第19号 1928 東京市政調査会 26
第一部 C: 地方自治ほか 0819-5 英国自治制度の歴史的考察 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第19号 1928 東京市政調査会 7
第一部 C: 地方自治ほか 0365-1 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 表紙・序・補言・目次 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 10
第一部 C: 地方自治ほか 0365-2 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 緒言、第1　浜松市 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 23
第一部 C: 地方自治ほか 0365-3 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 第2　北海道各市 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 29
第一部 C: 地方自治ほか 0365-4 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 第3　東京市付近に於ける普 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 9 西巣鴨町
第一部 C: 地方自治ほか 0365-5 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 第4　関西の諸市 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 6 宇和島市、岸和田市、呉市

第一部 C: 地方自治ほか 0365-6 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 第5　諸問題に就いて 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 4
1.疑義の解決、2.新有権者のための当局の通牒、
3.規定改正意見

第一部 C: 地方自治ほか 0365-7 普選に依る最初の市会議員選挙　増補版 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 6
第一部 C: 地方自治ほか 0376-1 市会に関する制度改善諸案 表紙・目次 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.8 1929 東京市政調査会 3

第一部 C: 地方自治ほか 0376-2 市会に関する制度改善諸案
市会に関する制度改善諸案
－質問書に対する回答の調査

東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.8 1929 東京市政調査会 17
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第一部 C: 地方自治ほか 0376-3 市会に関する制度改善諸案 市会制度改善案私見 東京市政調査会編/前田多門 都市問題パンフレット No.8 1929 東京市政調査会 9

1.市政改善の要点、2.市政商売の議員を排斥せ
よ、3.市会定員減少、4.他より優良分子を容るる途
如何、5.参事会委員会の公開と万年市会、6.市長
の地位を強くせよ、7.レフェレンダム採用の余地あ
りや、8.結局都制の確立

第一部 C: 地方自治ほか 0376-4 市会に関する制度改善諸案 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.8 1929 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0377-1 東京市政当面の諸問題 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 17
第一部 C: 地方自治ほか 0378-1 我国都市行政の大恩人としての後藤伯爵を憶ふ 東京市政調査会編/池田宏著 都市問題パンフレット No.10 1929 東京市政調査会 16
第一部 C: 地方自治ほか 0380-1 巴里中央市庁設置案ニ就テ 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 22
第一部 C: 地方自治ほか 0437-1 かくの如き市会議員を選べ 東京市政調査会編 市政カード　第6号 1929 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0438-1 区会議員選挙に際し区民諸君に警告す 東京市政調査会編 市政カード　第10号 1929 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0455-1 東京市会議員選挙標語ポスター　:　市会選挙粛正 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 5
第一部 C: 地方自治ほか 0456-1 東京市会議員選挙標語ポスター　:　市会議員選挙八則 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 5
第一部 C: 地方自治ほか 0457-1 東京市会議員選挙標語ポスター　:　選挙標語 東京市政調査会編 1929 東京市政調査会 5
第一部 C: 地方自治ほか 0196-1 英国現行の市制と市政 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第20号 1930 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0196-2 英国現行の市制と市政
1.市の歴史、2.市の意義、3.市
会、4.市参事会、5.市長、6.市
吏員、7.市の職務権限

東京市政調査会編 市政調査資料 第20号 1930 東京市政調査会 48

第一部 C: 地方自治ほか 0196-3 英国現行の市制と市政
8.市と裁判権、9.市の財政、10.
県と市の関係、11.市の監督、
12.ロンドン

東京市政調査会編 市政調査資料 第20号 1930 東京市政調査会 37

第一部 C: 地方自治ほか 0196-4 英国現行の市制と市政 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第20号 1930 東京市政調査会 7
第一部 C: 地方自治ほか 0381-1 大都市制度論 表紙・目次 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.12 1930 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0381-2 大都市制度論 先づ帝都の制度を建てよ 東京市政調査会編/池田宏 都市問題パンフレット No.12 1930 東京市政調査会 11
第一部 C: 地方自治ほか 0381-3 大都市制度論 特別市制の問題 東京市政調査会編/次田大三郎 都市問題パンフレット No.12 1930 東京市政調査会 8
第一部 C: 地方自治ほか 0381-4 大都市制度論 我国特別市制問題の沿革 東京市政調査会編/次田大三郎 都市問題パンフレット No.12 1930 東京市政調査会 8
第一部 C: 地方自治ほか 0381-5 大都市制度論 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.12 1930 東京市政調査会 2
第一部 C: 地方自治ほか 0382-1 自治制発布記念日設定論　附：自治政に関する同人の一人一策 表紙・目次 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.14 1931 東京市政調査会 2
第一部 C: 地方自治ほか 0382-2 自治制発布記念日設定論　附：自治政に関する同人の一人一策 自治制発布記念日設定論 東京市政調査会編/池田宏 都市問題パンフレット No.14 1931 東京市政調査会 12

第一部 C: 地方自治ほか 0382-3 自治制発布記念日設定論　附：自治政に関する同人の一人一策
自治政に関する東京市政調査
会研究室同人の一人一策

東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.14 1931 東京市政調査会 16

1.自治政上の責任内閣制、2.指導力の組織、3.確
保を要する理事者の地位、4.一般投票制へ、5.制
度改廃上の用意、6.拡充を要する地方自治費、7.
市町村制上に於ける租税の観念、8.物的技術の
進歩、9.市町村政内容の公開、10.徹底せよ自治

第一部 C: 地方自治ほか 0382-4 自治制発布記念日設定論　附：自治政に関する同人の一人一策 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.14 1931 東京市政調査会 3

第一部 C: 地方自治ほか 0401-1 大東京に於ける時の問題「大都市問題と市町村の統合」 池田宏 都市問題パンフレット No.15 1931 東京市政調査会 16

1.はしがき、2.大都市問題の本質と其の根本対
策、3.併合政策の目標と其の中心問題＝区域の
問題＝区の問題＝三部性の問題、附、課税と公
債の問題、4.大都市社会における自治行政体統合
の妥当性＝行政上の観点より＝財政上の観点よ
り、5.焦眉の急を告ぐる東京

第一部 C: 地方自治ほか 0820-1 明治十一年地方官会議へ付議「地方体制改正案」 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 63

地方官職制、地方会議法並ニ地方費賦課法等ヲ
定メントシタルモノニシテ、当時所謂三大新法ト称
セラレタル、郡区町村編成法、府県会規則及地方
税規則ノ原義ナリ

第一部 C: 地方自治ほか 0193-1
大東京に課せられたる諸問題と其の解決方策：第八回後藤伯爵記念
市民賞入選論文集

表紙・口絵・目次 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 6

第一部 C: 地方自治ほか 0193-2
大東京に課せられたる諸問題と其の解決方策：第八回後藤伯爵記念
市民賞入選論文集

大東京成立の日を迎へて　－
市民賞論文と其の提議要目を
献ぐ－

東京市政調査会編/池田宏 1932 東京市政調査会 14

第一部 C: 地方自治ほか 0193-3
大東京に課せられたる諸問題と其の解決方策：第八回後藤伯爵記念
市民賞入選論文集

第2等入選論文 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 24
大東京市交通事業統制論（沓澤武三郎）、大東京
の社会事業を論ず（村上文子）、東京市の行財政
に就いて（横畠正彦）

第一部 C: 地方自治ほか 0193-4
大東京に課せられたる諸問題と其の解決方策：第八回後藤伯爵記念
市民賞入選論文集

第3等入選論文 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 59

町会制度の確立による市政の浄化（有元正）、大
東京市の防空施設（石井作次郎）、年少者求職群
の職業紹介に関する問題と其の対策（鈴木舜
一）、大東京交通機関の統制に就いて（野坂相
如）、交通統制と経済施設（橋本忠彦）、日雇労働
者の失業対策に就いて（三浦かつみ）、都市美化
政策のための連絡統制機関の設置を提唱す（和
久田實）、東京市自治行政の改革（渡邊五三九）

第一部 C: 地方自治ほか 0193-5
大東京に課せられたる諸問題と其の解決方策：第八回後藤伯爵記念
市民賞入選論文集

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 7

第一部 C: 地方自治ほか 0383-1 東京都の区域論　－東京都制論中篇－ 東京市政調査会編/池田宏 1932 東京市政調査会 23
1.緒論、2.都の区域、3.府の残存部分問題、4.都・
府組合

第一部 C: 地方自治ほか 0384-1 東京都の議会及都長論　－　東京都制論後篇－ 東京市政調査会編/池田宏 1932 東京市政調査会 24
「東京都の自治組織論（上）、承接、1.総論＝東京
市政の現状と都制論、2.都の自治と其の議会、3.
都の自治と其の行政庁

第一部 C: 地方自治ほか 0385-1
東京都制案要綱　(附)　東京都制問題に対する東京府市区町村側等
の意見、東京都制に関する諸案の要綱

表紙・目次 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 2

第一部 C: 地方自治ほか 0385-2
東京都制案要綱　(附)　東京都制問題に対する東京府市区町村側等
の意見、東京都制に関する諸案の要綱

東京都制案要綱 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 27 東京都制案要綱審議経過要録

第一部 C: 地方自治ほか 0385-3
東京都制案要綱　(附)　東京都制問題に対する東京府市区町村側等
の意見、東京都制に関する諸案の要綱

東京都制問題に対する東京府
市区町村側等の意見

東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 21
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第一部 C: 地方自治ほか 0385-4
東京都制案要綱　(附)　東京都制問題に対する東京府市区町村側等
の意見、東京都制に関する諸案の要綱

東京都制に関する諸案の要綱 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 6

第一部 C: 地方自治ほか 0385-5
東京都制案要綱　(附)　東京都制問題に対する東京府市区町村側等
の意見、東京都制に関する諸案の要綱

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 2

第一部 C: 地方自治ほか 0402-1 東京都制諸案提案理由　附　区制案理由 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 45
（議会提出法案に関する提案理由の議事速記録
抜粋）

第一部 C: 地方自治ほか 0415-1 東京都制案要綱審議経過要録 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 25
水野錬太郎、井上孝哉、土岐嘉平、河原田稼吉、
田川大吉郎、高橋亀吉、植原悦次郎、山崎林太

第一部 C: 地方自治ほか 0419-1 東京都制問題に対する東京府市区町村側等の意見 東京市政調査会編 1932 東京市政調査会 23
第一部 C: 地方自治ほか 0194-1 東京市会総選挙に関する各方面の意見 表紙 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 1
第一部 C: 地方自治ほか 0194-2 東京市会総選挙に関する各方面の意見 第1～4項 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 60
第一部 C: 地方自治ほか 0194-3 東京市会総選挙に関する各方面の意見 第5～10項、回答者氏名 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 52
第一部 C: 地方自治ほか 0194-4 東京市会総選挙に関する各方面の意見 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 2
第一部 C: 地方自治ほか 0195-1 東京都制論 表紙・緒言・目次 1933 東京市政調査会 7

第一部 C: 地方自治ほか 0195-2 東京都制論 第1篇　東京都制体制論 池田宏著 1933 東京市政調査会 19

1.序論＝「東京都制案要綱」の由来、2.従来の特
別自治制度諸案と之が基準体制、3.東京都制の
対象たる地方自治政管見、4.「東京都制案要綱」
の新体制、5.東京都制案の主題

第一部 C: 地方自治ほか 0195-3 東京都制論 第2篇　東京都の区域論 池田宏著 1933 東京市政調査会 20
1.総説、2.都の区域、3.府の残存部分問題、4.都・
府組合

第一部 C: 地方自治ほか 0195-4 東京都制論
第3篇　東京都の議会及都長
論

池田宏著 1933 東京市政調査会 21
1.総論＝東京市政の現状と都制論、2.都の自治と
其の議会、3.都の自治と其の行政庁

第一部 C: 地方自治ほか 0195-5 東京都制論 第4篇　東京都の区制論 池田宏著 1933 東京市政調査会 21
1.総論＝東京に於ける区政の一瞥、2.市制上に於
ける区制、3.「要綱」の提議

第一部 C: 地方自治ほか 0195-6 東京都制論
総結末篇、附録篇（東京都制
案要綱）

池田宏著 1933 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0195-7 東京都制論 奥付・裏表紙 1933 東京市政調査会 4
第一部 C: 地方自治ほか 0386-1 東京都制案反対の重点　附　本問題に関する言論機関最近の論評一 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 24

第一部 C: 地方自治ほか 0387-1 選挙を過たぬために 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 75
東京市会総選挙に関する各方面の意見　－クェッ
ショネアに対する回答の全般的観察－

第一部 C: 地方自治ほか 0388-1 東京市政現下の諸問題　－大東京市会最初の総選挙の意義－ 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.19 1933 東京市政調査会 17

第一部 C: 地方自治ほか 0389-1 市吏員の銓衡方法と試験問題　初版 東京市政調査会研究部編 都市問題パンフレット No.20 1933 東京市政調査会 35

（甲）6大都市（採用、昇進、試験内規及試験種目、
試験問題）、（乙）6大都市以外の市（銓衡方法、任
用規程、試験制度、昇進制度）、（丙）市吏員採用
並昇進銓衡試験問題

第一部 C: 地方自治ほか 0393-1 東京市庁舎建設敷地に関する意見 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 10
1.帝都の市庁舎建設敷地としての要件、2.月島埋
立地案に就いて

第一部 C: 地方自治ほか 0439-1 大東京市政の一瞥 東京市政調査会編 市政カード　第12号 1933 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0440-1 我等の目標選挙粛正 東京市政調査会編 市政カード　第13号 1933 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0441-1 区会議員選挙の目標 東京市政調査会編 市政カード　第14号 1933 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0442-1 東京市政の重要問題 東京市政調査会編 市政カード　第15号 1933 東京市政調査会 3

第一部 C: 地方自治ほか 0028-1
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

表紙・凡例・目次・議題 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 11

第一部 C: 地方自治ほか 0028-2
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

主報告　自治公民の根本精神 全国都市問題会議/大島正徳
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 3

第一部 C: 地方自治ほか 0028-3
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

主報告　特に民衆主義の立場
よりする市長制の考察

全国都市問題会議/渡邊宗太郎
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 3

第一部 C: 地方自治ほか 0028-4
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

主報告　地方団体の政治組織
の刷新に就いて

全国都市問題会議/中島賢蔵
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0028-5
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

主報告　公益事業の現状と指
導原理

全国都市問題会議/汐見三郎
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0028-6
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

一般報告（その1） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 38

1.自治体の区域に関する若干考察、2.都市の区域
問題と自治制度の改善問題、3.大阪市に於ける住
民の構成、4.市制第6条の区制に関する考察、5.都
市町内会に対する一考察

第一部 C: 地方自治ほか 0028-7
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

一般報告（その2） 全国都市問題会議/竹中龍雄
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 40

6.判例より観たる市制の改正問題、7.自治体の経
済性に就て、8.我国官公企業行政の合理化に関
する準備的一考察、9.市の経営する各種公共施設
及公益企業の実績に就て、10.大都市に於ける執
行機関並に議決機関の権限の調整に就て

第一部 C: 地方自治ほか 0028-8
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

一般報告（その3） 全国都市問題会議/藤谷謙二
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 34

11.市会の構成及権限に関する若干の改善意見、
12.自治機関の構成及権限に就て、13.都市行政の
刷新に関する考察、14.自治の済美と吏員制度問
題、15.地方自治体に於ける党争に就て、16.地方
財政統計上に於ける二三の問題

第一部 C: 地方自治ほか 0028-9
第4回全国都市問題会議総会　第4冊　研究報告　第2議題甲編　都
市自治の済美

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0029-1
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 9
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第一部 C: 地方自治ほか 0029-2
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

第1　自治体の区域並都市と
他の公共団体との関係に関す
る事項

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 14

1.市町村合併の基準並計画の実例に関する府県
の実情、2.大都市付近市町村の都市計画区域設
定に関する府県の意見、3.市町村財政調整施設
並市町村に対する交付金制度等に関する府県の
回答、4.国、道府県又は私人事業の都市移管に関
する市の回答、5.市費の国又は他公共団体への

第一部 C: 地方自治ほか 0029-3
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

第2　公民、議員選挙並吏員等
に関する事項

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 17
1.住民の構成並資質に関する市の実況、2.市会議
員選挙に関する各市の実状、3.自治振粛団体に
関する市の実状、4.吏員制度に関する各市の実情

第一部 C: 地方自治ほか 0029-4
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

第3　地方制度改善に関する
各方面の意見

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 56

1.市町村会議員選挙に於ける等級制の可否、2.市
会の構成に付官選議員、職能代表制等の可否、3.
市会に第二院を設くるの可否、4.市長の選任方法
及権限、5.委員制及支配人制採用の適否、6.監督
制度、7.町内会の実情並之が措置、8.大都市特別
市制、9.公益企業の公営組織、10.吏員制度、11.
都市自治実績評価の基準、12.地方制度改善に関
し従来発表せられたる府県市町村の意見

第一部 C: 地方自治ほか 0029-5
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

大阪市営電気事業の新会計
組織並経理方法の概要

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 9

第一部 C: 地方自治ほか 0029-6
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

附録 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 37
1.市営バス問題に関する大阪市当局の意見、2.東
京市電気局従業員罷業問題

第一部 C: 地方自治ほか 0029-7
第4回全国都市問題会議総会　第5冊　研究報告　第2議題乙編　都
市自治の済美

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0030-1 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 表紙・凡例・目次・索引 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 11

第一部 C: 地方自治ほか 0030-2 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 市の区域 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 20 各市面積、外地都市境域沿革

第一部 C: 地方自治ほか 0030-3 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 人口 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 20
各市人口、各市男女年齢三階級別人口、各市職
業別人口、各市出生及死亡、大都市乳児死亡及
死産、全国道府県及外地人口、内地台湾関東州

第一部 C: 地方自治ほか 0030-4 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 国及地方議会議員 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 55
最近市会議員総選挙、市会議員年齢並在職年
数、市会議員職業別、名誉職員費用弁償並報酬、
初期以来各種議会選挙棄権調

第一部 C: 地方自治ほか 0030-5 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料
都市計画法適用市町村及市
街地建築物法一部適用市町

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0030-6 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 土地区画整理 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 4

第一部 C: 地方自治ほか 0030-7 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 市域内に於ける森林組合 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0030-8 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 霊地保存並観光保勝施設 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 14

第一部 C: 地方自治ほか 0030-9 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 不良住宅地区 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 17

第一部 C: 地方自治ほか 0030-10 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 諸団体に対する市費補助金 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 21

第一部 C: 地方自治ほか 0030-11 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 国及道府県の委任事務 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 12

第一部 C: 地方自治ほか 0030-12 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料
最近5年間各市地方税納付状
況（昭和4・5年度）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 37

第一部 C: 地方自治ほか 0030-13 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料
最近5年間各市地方税納付状
況（昭和6・7・8年度）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 54

第一部 C: 地方自治ほか 0030-14 第4回全国都市問題会議総会　第6冊　参考資料 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0031-1 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録 表紙・口絵・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 12

第一部 C: 地方自治ほか 0031-2 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録 第1篇　総会準備 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 4

第一部 C: 地方自治ほか 0031-3 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録 第2篇　会議総説 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 15

第一部 C: 地方自治ほか 0031-4 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
1）

全国都市問題会議/渡邊宗太郎
/戸田正三/大島正徳/高田保馬

全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 52
第1　主報告者の研究報告（渡邊宗太郎、戸田正
三、中島賢蔵、大島正徳、榧木寛之、汐見三郎、
高田保馬）

第一部 C: 地方自治ほか 0031-5 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
2）

全国都市問題会議/長岡半太郎
/田邊平学/内田祥三

全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 26
第2　都市災害防備に関する特別報告（岡田武
松、長岡半太郎、田邊平学、内田祥三）

第一部 C: 地方自治ほか 0031-6 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
3）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 39 第3　第一部会報告討議

第一部 C: 地方自治ほか 0031-7 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
4）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 32 第4　第ニ部会報告討議

第一部 C: 地方自治ほか 0031-8 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録
第3篇　報告及討議内容（その
5）

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 31
第5　合併部会報告討議、第6　両部会に於ける報
告討議の経過報告、付記、参加者名簿

第一部 C: 地方自治ほか 0031-9 第4回全国都市問題会議総会　第7冊　議事要録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第4回　昭
和9年・東京)

1934 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0394-1 東京市庁舎建設敷地問題経過 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 7
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第一部 C: 地方自治ほか 0390-1 市吏員の銓衡方法と試験問題　4版 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.20 1935 東京市政調査会 57

（甲）6大都市（採用、昇進、試験内規及試験種目、
試験問題）、（乙）6大都市以外の市（銓衡方法、任
用規程、試験制度、昇進制度）、（丙）市吏員採用
並昇進銓衡試験問題、追補　1.昭和8年度施行、
吏員銓衡試験問題、再追補　昭和9年度施行、吏

第一部 C: 地方自治ほか 0398-1 東京都制問題小史観　－特に区域問題の解決策に就いて－ 東京市政調査会編/近藤操 都市問題パンフレット No.26 1935 東京市政調査会 22

1.都制案の両系統、2.市郡併合と都制問題、3.市
域拡張後の都制案、4.内務省案と時勢の影響、5.
都制要望の主要目的、6.三多摩包容の論拠、7.関
係粗密の程度、8.東京、川崎、横浜と残存郡部、
東京市と五大都市との差別待遇

第一部 C: 地方自治ほか 0391-1 市吏員の銓衡方法と試験問題　5版 東京市政調査会研究編 都市問題パンフレット No.20 1936 東京市政調査会 68

（甲）6大都市（採用、昇進、試験内規及試験種目、
試験問題）、（乙）6大都市以外の市（銓衡方法、任
用規程、試験制度、昇進制度）、（丙）市吏員採用
並昇進銓衡試験問題、追補　1.昭和8年度施行、
吏員銓衡試験問題、再追補　昭和9年度施行、吏
員銓衡試験問題、昭和10年度施行、吏員銓衡試

第一部 C: 地方自治ほか 0399-1 都市制度論 関一 都市問題パンフレット No.27 1936 東京市政調査会 28

1.市制町村制の実施に至るまで、2.市制施行後の
都市の発達、3.市制実施後に於ける其改正の動
向、4.市政の近状、5.大都市の発達と画一主義の
破綻、6.都市機関の問題、7.自治事務と国政事

第一部 C: 地方自治ほか 0400-1 内務省地方局｢東京都制案｣ニ対スル意見 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0392-1 市吏員の銓衡方法と試験問題　6版 東京市政調査会研究編 都市問題パンフレット No.20 1937 東京市政調査会 103

（甲）6大都市（採用、昇進、試験内規及試験種目、
試験問題）、（乙）6大都市以外の市（銓衡方法、任
用規程、試験制度、昇進制度）、（丙）市吏員採用
並昇進銓衡試験問題、追補　1.昭和8年度施行、
市吏員銓衡試験問題、再追補　昭和9年度施行、
市吏員銓衡試験問題、昭和10年度施行、市吏員
銓衡試験問題、昭和11年度施行、市吏員銓衡試

第一部 C: 地方自治ほか 0404-1 東京都制問題 亀卦川浩 市政の基礎知識 第5輯 1937 東京市政調査会 29
1.都制はなぜ必要か、2.都制問題の由来、3.各種
の都制案、4.都制の主要論点、5.結語

第一部 C: 地方自治ほか 0406-1 東京市政の現状　－市会議員選挙と当面の諸問題－ 東京市政調査会編 都市問題パンフレット No.29 1937 東京市政調査会 23
第一部 C: 地方自治ほか 0407-1 新東京市会ヘの期待　－市会議員選挙に対する新聞の論評－ 東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 31

第一部 C: 地方自治ほか 0408-1 大阪市の事務改善運動 東京市政調査会編/大塚辰治著 都市問題パンフレット No.31 1937 東京市政調査会 31

1.事務改善の緊要性、2.事務改善運動の起きる
迄、3.事務改善運動の誕生、4.事務改善運動の計
画内容とその理由、5.運動実施の準備と組織、6.
運動の実施直前の状況、7.各週間の運動実施概
況、8.改善運動実施の効果、9.むすび

第一部 C: 地方自治ほか 0410-1 市制の大要
亀卦川浩著/　東京市政調査会
編

市政の基礎知識 第7輯 1937 東京市政調査会 55
1.市と市制、2.市の構成要素、3.市の機関、4.市の
権能及び負担、5.市の財政、6.市の監督、7.特別
組織、主要参考書

第一部 C: 地方自治ほか 0443-1 国民精神総動員下の区会議員選挙 東京市政調査会編 市政カード　第16号 1937 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0414-1 東京都制案要綱に就て　－東京市政の新発展に関する吾等の考ヘ 東京市政調査会編/坂千秋著 都市問題パンフレット No.34 1938 東京市政調査会 22
第一部 C: 地方自治ほか 0821-1 自治制発布五十周年記念論文集 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 6

第一部 C: 地方自治ほか 0821-2 自治制発布五十周年記念論文集
自治制施行50年の回顧と地方
自治の諸問題

東京市政調査会編/水野錬太郎 1938 東京市政調査会 15

第一部 C: 地方自治ほか 0821-3 自治制発布五十周年記念論文集 地方自治に対する回顧と希望 東京市政調査会編/織田萬 1938 東京市政調査会 14
第一部 C: 地方自治ほか 0821-4 自治制発布五十周年記念論文集 地方自治の回顧と将来 東京市政調査会編/小橋一太 1938 東京市政調査会 7

第一部 C: 地方自治ほか 0821-5 自治制発布五十周年記念論文集
自治史観　－上策は自治に如
くなし－

東京市政調査会編/菊池慎三 1938 東京市政調査会 22

第一部 C: 地方自治ほか 0821-6 自治制発布五十周年記念論文集 地方自治の回顧と展望 東京市政調査会編/坂千秋 1938 東京市政調査会 21
第一部 C: 地方自治ほか 0821-7 自治制発布五十周年記念論文集 三新法時代と自治制の制定 東京市政調査会編/亀卦川浩 1938 東京市政調査会 21
第一部 C: 地方自治ほか 0821-8 自治制発布五十周年記念論文集 文明開化時代の東京 東京市政調査会編/加田哲ニ 1938 東京市政調査会 17

第一部 C: 地方自治ほか 0821-9 自治制発布五十周年記念論文集
市町村における私法関係・公
益企業法の発展　－主として
司法裁判所判例より見たる－

東京市政調査会編/平野義太郎 1938 東京市政調査会 27

第一部 C: 地方自治ほか 0821-10 自治制発布五十周年記念論文集 地方自治と我国の新聞紙 東京市政調査会編/近藤操 1938 東京市政調査会 18
第一部 C: 地方自治ほか 0821-11 自治制発布五十周年記念論文集 公民自治の可能性 東京市政調査会編/前田多門 1938 東京市政調査会 18
第一部 C: 地方自治ほか 0821-12 自治制発布五十周年記念論文集 地方行政組織の基礎 東京市政調査会編/蝋山政道 1938 東京市政調査会 19

第一部 C: 地方自治ほか 0821-13 自治制発布五十周年記念論文集
地方自治組織に於ける執行機
関の強化

東京市政調査会編/渡邊宗太郎 1938 東京市政調査会 14

第一部 C: 地方自治ほか 0821-14 自治制発布五十周年記念論文集 市町村行政の政治化 東京市政調査会編/宇賀田順三 1938 東京市政調査会 17
第一部 C: 地方自治ほか 0821-15 自治制発布五十周年記念論文集 府県論 東京市政調査会編/入江俊郎 1938 東京市政調査会 29

第一部 C: 地方自治ほか 0821-16 自治制発布五十周年記念論文集
東京市に関する特別地方制度
に就いて

東京市政調査会編/清水澄 1938 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0821-17 自治制発布五十周年記念論文集 地方自治制の過・現・未 東京市政調査会編/杉村章三郎 1938 東京市政調査会 12
第一部 C: 地方自治ほか 0821-18 自治制発布五十周年記念論文集 自治制度改革の必要と其の方 東京市政調査会編/岡崎勉 1938 東京市政調査会 14
第一部 C: 地方自治ほか 0821-19 自治制発布五十周年記念論文集 青年学校義務制に就て 東京市政調査会編/関口泰 1938 東京市政調査会 18
第一部 C: 地方自治ほか 0821-20 自治制発布五十周年記念論文集 地方税論 東京市政調査会編/神戸正雄 1938 東京市政調査会 9
第一部 C: 地方自治ほか 0821-21 自治制発布五十周年記念論文集 地方財政調整交付金制度 東京市政調査会編/汐見三郎 1938 東京市政調査会 20
第一部 C: 地方自治ほか 0821-22 自治制発布五十周年記念論文集 地方議会の選挙制度 東京市政調査会編/弓家七郎 1938 東京市政調査会 17
第一部 C: 地方自治ほか 0821-23 自治制発布五十周年記念論文集 地方自治制度改正の根本観 東京市政調査会編/佐々木惣一 1938 東京市政調査会 26
第一部 C: 地方自治ほか 0821-24 自治制発布五十周年記念論文集 自治制50年統計摘要 東京市政調査会編/猪間驥一 1938 東京市政調査会 21
第一部 C: 地方自治ほか 0821-25 自治制発布五十周年記念論文集 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 4
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第一部 C: 地方自治ほか 0852-1 地方自治の沿革 亀卦川浩著 市政の基礎知識 第2輯 1938 東京市政調査会 50
1.はしがき、2.旧幕時代の自治、3.維新後の自治、
4.三新法時代、5.自治制度の確立、6.現行制度の
樹立、7.結語、主要参考書目

第一部 C: 地方自治ほか 0413-1 東京都の区制論　－東京都制論後編続－ 池田宏 1939 東京市政調査会 28
東京都の自治組織論（下）　第1章　総論＝東京に
於ける区政の一瞥、第2章　市制上に於ける区政、
第3章　「要綱」の提議、総結末篇

第一部 C: 地方自治ほか 0815-1 政治倫理及政治教育 表紙・目次・緒言
フリードリッヒ･ウィルヘルム･フェ
ルシュター著/東京市政調査会

1939 東京市政調査会 10

第一部 C: 地方自治ほか 0815-2 政治倫理及政治教育 第1編　国家的文化の本質
第1章　国民の倫
理学、第2章　政
治上の倫理

フリードリッヒ･ウィルヘルム･フェ
ルシュター著/東京市政調査会
訳

1939 東京市政調査会 47

第一部 C: 地方自治ほか 0815-3 政治倫理及政治教育 第1編　国家的文化の本質
第3章　民主政治
及び貴族政治

フリードリッヒ･ウィルヘルム･フェ
ルシュター著/東京市政調査会

1939 東京市政調査会 67

第一部 C: 地方自治ほか 0815-4 政治倫理及政治教育
第2編　政治教育　－政治教育
の方法及び順序－

フリードリッヒ･ウィルヘルム･フェ
ルシュター著/東京市政調査会

1939 東京市政調査会 34

第一部 C: 地方自治ほか 0815-5 政治倫理及政治教育 裏表紙 1939 東京市政調査会 3

第一部 C: 地方自治ほか 0845-1 帝国地方行政発達史論 菊池慎三著/東京市政調査会編 市政調査資料 第22号 1939 東京市政調査会 32
1.序論、2.上古氏族制社会の地方行政、3.中古王
朝時代の地方行政、4.武家政治と地方行政、5.明
治維新以降の地方行政

第一部 C: 地方自治ほか 0044-1
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 C: 地方自治ほか 0044-2
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

第2議題　「都市の人事行政」
解説

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 C: 地方自治ほか 0044-3
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

都市人事行政諸考察 全国都市問題会議/金森徳次郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 C: 地方自治ほか 0044-4
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

都市の人事行政に関する管見 全国都市問題会議/村上恭一
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 C: 地方自治ほか 0044-5
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

都市の人事行政問題管見 全国都市問題会議/岡野文之助
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0044-6
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

人事行政と市民 全国都市問題会議/藤田進一郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 3

第一部 C: 地方自治ほか 0044-7
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

都市吏員制度改革の基本問
題

全国都市問題会議/星野秀雄
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 3

第一部 C: 地方自治ほか 0044-8
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

都市の人事行政 全国都市問題会議/眞坂忠蔵
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0044-9
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

市吏員の任用問題に就いて 全国都市問題会議/藤谷謙ニ
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 3

第一部 C: 地方自治ほか 0044-10
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

「都市に於ける人事行政機関」
に就いて

全国都市問題会議/三宅太郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 C: 地方自治ほか 0044-11
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

何故に今日の自治行政が学
生の関心の対象とならないか

全国都市問題会議/野中武祥
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 4

第一部 C: 地方自治ほか 0044-12
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

市職員の任用資格と銓衡に関
する考察

全国都市問題会議/塩田利
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0044-13
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

市吏員教養施設に就いて 全国都市問題会議/亀卦川浩
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0044-14
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

東京市福利教養施設概要 全国都市問題会議/岸本文博
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11

第一部 C: 地方自治ほか 0044-15
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

東京市健康保険組合被保険
者の職場別傷病に就いて

全国都市問題会議/安田彌太郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 10

第一部 C: 地方自治ほか 0044-16
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

職員の健康と対策について 全国都市問題会議/三井治郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 10

第一部 C: 地方自治ほか 0044-17
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

時局下の職員保健問題　－大
阪市職員健康診断の成績につ
いて－

全国都市問題会議/大阪市人事
課

全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 C: 地方自治ほか 0044-18
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

東京市の給仕の管理に就いて 全国都市問題会議/桐谷博光
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 13

第一部 C: 地方自治ほか 0044-19
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

東京市の退隠料並遺族扶助
料支給状況

全国都市問題会議/佐藤義衞
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0044-20
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

事変下における東京市雇用員
退職死亡給与金に関する調査

全国都市問題会議/泉清/針谷
政輝

全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11

第一部 C: 地方自治ほか 0044-21
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　3　研究報告　都市
の人事行政

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 C: 地方自治ほか 0045-1
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　4　主報告　本邦都
市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 C: 地方自治ほか 0045-2
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　4　主報告　本邦都
市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政

本邦都市の発達 全国都市問題会議/今井登志喜
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7

第一部 C: 地方自治ほか 0045-3
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　4　主報告　本邦都
市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政

わが国都市の現勢概観 全国都市問題会議/弓家七郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 18

第一部 C: 地方自治ほか 0045-4
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　4　主報告　本邦都
市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政

都市人事行政の指標と諸元 全国都市問題会議/入江俊郎
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 17

第一部 C: 地方自治ほか 0045-5
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　4　主報告　本邦都
市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政

都市人事行政の制度と運用 全国都市問題会議/前田賢次
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 26

第一部 C: 地方自治ほか 0045-6
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　4　主報告　本邦都
市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 7
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第一部 C: 地方自治ほか 0046-1
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

表紙・凡例・目次 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 9

第一部 C: 地方自治ほか 0046-2
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

第1章　市吏員の現状 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 C: 地方自治ほか 0046-3
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

第2章　吏員の任免及給与に
関する制度

全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 8

第一部 C: 地方自治ほか 0046-4
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

第3章　各市人事行政の実情 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 6

第一部 C: 地方自治ほか 0046-5
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

統計表 都市階級別 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 11 1.学歴、2.前歴、3.勤続年数、4.年齢、5.報酬給料

第一部 C: 地方自治ほか 0046-6
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

統計表 各市別（その1） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 32
1.吏員定数、2.吏員現員、3.特殊法令に依り市に
設置する職員、4.嘱託員、5.有給職員種別、6.学
歴、7.前歴、8.勤続年数

第一部 C: 地方自治ほか 0046-7
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

統計表 各市別（その2） 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 31

9.年齢、10.報酬給料、11.吏員任免関係規程制定
年月一覧、12.吏員給与関係規程制定年月一覧、
13.吏員任用制種別、14.吏員定年制実施状況、15.
退隠料及遺族扶助料、16.退隠料支給人員並支給
金額、17.退職給与金及死亡給与金、18.臨時手当
支給状況、参考（各都市要覧、各市文書取扱件

第一部 C: 地方自治ほか 0046-8
第7回全国都市問題会議総会　第7回総会文献　5　参考資料　市吏
員に関する調査

奥付・裏表紙 全国都市問題会議
全国都市問題会議(第7回　昭
和15年・東京市)

1940 全国都市問題会議 5

第一部 C: 地方自治ほか 0197-1 アメリカ地方制度の研究 表紙・序・例言・目次 1940 東京市政調査会 12

第一部 C: 地方自治ほか 0197-2 アメリカ地方制度の研究
1.アメリカ地方自治体の概観、
2.アメリカにおける市政府の発

弓家七郎 1940 東京市政調査会 53

第一部 C: 地方自治ほか 0197-3 アメリカ地方制度の研究
3.選挙制度、4.直接民主政治、
5.都市の自治権

弓家七郎 1940 東京市政調査会 38

第一部 C: 地方自治ほか 0197-4 アメリカ地方制度の研究 6.アメリカの市政府組織 弓家七郎 1940 東京市政調査会 73

第一部 C: 地方自治ほか 0197-5 アメリカ地方制度の研究
7.都市の財政組織、8.カウン
ティ（県）、9.地方行政の監督

弓家七郎 1940 東京市政調査会 48

第一部 C: 地方自治ほか 0197-6 アメリカ地方制度の研究 奥付・裏表紙 1940 東京市政調査会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0417-1 市制及府県制改正要綱大意 挟間茂著 都市問題パンフレット No.37 1940 東京市政調査会 19
1.市制改正の目標と改正の要目、2.市制改正要綱
の内容、3.府県制の改正、市制及府県制改正要
綱、農村自治制度改正要綱

第一部 C: 地方自治ほか 0418-1 イギリスに於ける選挙粛清運動 弓家七郎著 都市問題パンフレット No.38 1940 東京市政調査会 31
1.初期における選挙制度、2.1832年の改革以前に
おける腐敗状態、3.1832年の大改革とその以後、
4.現行選挙制度の概観、5.現行選挙運動取締法、

第一部 C: 地方自治ほか 0822-1 イギリスの地方自治制度 表紙・序・目次 東京市政調査会編 市政調査資料 第23号 1940 東京市政調査会 7

第一部 C: 地方自治ほか 0822-2 イギリスの地方自治制度 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第23号 1940 東京市政調査会 40
1.自治制度の発達概観、2.地方行政区画、3.公
民、4.県、5.市、6.町村、7.寺区

第一部 C: 地方自治ほか 0822-3 イギリスの地方自治制度 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第23号 1940 東京市政調査会 39
8.ロンドンの特別制度、9.地方財政、10.司法及び
警察、11.地方行政の監督、附録：主要参考文献

第一部 C: 地方自治ほか 0822-4 イギリスの地方自治制度 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第23号 1940 東京市政調査会 3
第一部 C: 地方自治ほか 0823-1 自治五十年史　第1巻　制度篇 表紙・序・小序・凡例・目次 東京市政調査会編 1940 良書普及会 17 （目次に乱丁あり）

第一部 C: 地方自治ほか 0823-2 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その1） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 55
第1章　概説、第2章　明治初年の府県、第3章　明
治初年の町村、第4章　三新法の制定並に施行の
概況、第5章　自治制制定と市町村制の諸案

第一部 C: 地方自治ほか 0823-3 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その2） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 37
第6章　地方制度編纂綱領の決定、第7章　市制町
村制草案の起草

第一部 C: 地方自治ほか 0823-4 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その3） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 58
第8章　元老院に於ける市制町村制審議、第9章
市制町村制の公布並に施行とその後の改正

第一部 C: 地方自治ほか 0823-5 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その4） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 53
第10章　府県制及郡制の制定施行とその後の改
正、第11章　新制に対する当時の批評、第12章
自治制制定の意義

第一部 C: 地方自治ほか 0823-6 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その5） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 52
第13章　新府県制並に郡制の制定、第14章　新市
制町村制の制定

第一部 C: 地方自治ほか 0823-7 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その6） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 44
第15章　郡制の廃止、第16章　普通選挙の採用と
自治権拡張、第17章　地方分権論と地方制度の

第一部 C: 地方自治ほか 0823-8 自治五十年史　第1巻　制度篇 （その7） 亀卦川浩著　東京市政調査会編 1940 良書普及会 24
第18章　地方制度上の特例、第19章　水利組合制
度の変遷、第20章　地方行政に関する官庁の組
織、第21章　制度の縦断的観察

第一部 C: 地方自治ほか 0823-9 自治五十年史　第1巻　制度篇 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1940 良書普及会 4
第一部 C: 地方自治ほか 0895-1 市吏員に関する調査 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1940 東京市政調査会 8

第一部 C: 地方自治ほか 0895-2 市吏員に関する調査 叙述 東京市政調査会編 1940 東京市政調査会 20
1.市吏員の現状、2.吏員の任免及給与に関する制
度、3.各市人事行政の実情

第一部 C: 地方自治ほか 0895-3 市吏員に関する調査 統計表（都市階級別表） 東京市政調査会編 1940 東京市政調査会 11 1.学歴、2.前歴、3.勤続年数、4.年齢、5.報酬給料

第一部 C: 地方自治ほか 0895-4 市吏員に関する調査 統計表（各市別表） 東京市政調査会編 1940 東京市政調査会 63

1.吏員定数、2.吏員現員、3.特殊法令に依り市に
設置する職員、4.嘱託員、5.有給職員種別、6.学
歴、7.前歴、8.勤続年数、9.年齢、10.報酬給料、11.
吏員任免関係規程制定年月一覧、12.吏員給与関
係規程制定年月一覧、13.吏員任用制種別、14.吏
員停年制実施状況、15.退隠料及遺族扶助料、16.
退隠料支給人員並支給金額、17.退職給与金及死
亡給与金、18.臨時手当支給状況、参考（1.各都市
要覧、2.各市文書取扱件数）
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第一部 C: 地方自治ほか 0895-5 市吏員に関する調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1940 東京市政調査会 4
第一部 C: 地方自治ほか 0198-1 ニューヨーク市憲章 表紙・序・目次 市政調査資料 第24号 1941 東京市政調査会 6

第一部 C: 地方自治ほか 0198-2 ニューヨーク市憲章 ニューヨーク市憲章（その1） 弓家七郎 市政調査資料 第24号 1941 東京市政調査会 43

1.市長、2.市会、3.市理事会、4.区ノ吏員、5.会計監
査員、6.支出予算、7.租税行政、8.都市計画委員
会、9.主要予算、10.市債、11.減債基金、12.負担
附改良事業、13.契約及購入、14.特許、15.市ノ財
産、16.法務部、17.財務部

第一部 C: 地方自治ほか 0198-3 ニューヨーク市憲章 ニューヨーク市憲章（その2） 弓家七郎 市政調査資料 第24号 1941 東京市政調査会 41

18.警察部、19.消防部、20.教育、21.公園部、22.保
健部、23.病院部、24.福利部、25.矯正部、26.住宅
及建築部、27.標準及訴願委員会、28.土木部、29.
船渠部、30.給水、瓦斯及電気部、31.衛生部、ほ

第一部 C: 地方自治ほか 0198-4 ニューヨーク市憲章 ニューヨーク市自治法 弓家七郎 市政調査資料 第24号 1941 東京市政調査会 8
第一部 C: 地方自治ほか 0198-5 ニューヨーク市憲章 奥付・裏表紙 市政調査資料 第24号 1941 東京市政調査会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0847-1 ソ聯の地方自治制度 東京市政調査会訳編 市政調査資料 第25号 1941 東京市政調査会 38
1.革命前の地方自治制度、2.ソビエット組織、3.都
市行政、4.村ソビエット、5.州行政、6.中央対地方
の関係及び執行命令

第一部 C: 地方自治ほか 0420-1
翼賛政治の確立と推薦選挙　－東京市会議員選挙直前における座談
会－

秦満 都市問題パンフレット No.44 1942 東京市政調査会 15
出席者：石渡荘太郎、市川清敏、挟間茂、橋本清
之助、堀切善次郎、太田正孝、下村宏、野村秀
雄、服部亀三郎

第一部 C: 地方自治ほか 0458-1 わが国都市の現勢概観 弓家七郎 市政の基礎知識 第10輯 1942 東京市政調査会 35
1.緒言、2.わが国都市の地位、3.都市発達の現
状、4.都市の分布状態、5.都市人口の構成、6.都
市の衛生状態、7.都市の経済的地位、8.結語

第一部 C: 地方自治ほか 0848-1 議員候補者の推薦制度 弓家七郎著 都市問題パンフレツト No.42 1942 東京市政調査会 19
1.推薦制度の必要、2.先づ候補者を選ぶことの必
要、3.議員候補者届出制度の概観、4.各国の実

第一部 C: 地方自治ほか 0204-1 大都市疎開に関する理論的基礎 表紙・目次 東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 3

第一部 C: 地方自治ほか 0204-2 大都市疎開に関する理論的基礎

1.総論：都市の適正規模に関
する考察、2.産業立地殊に工
業立地上より見たる大都市疎
開の問題、3.防空上より観たる
大都市疎開の問題、4.人口増
強上より見たる大都市の問題

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 22

第一部 C: 地方自治ほか 0204-3 大都市疎開に関する理論的基礎

5.食糧問題より見たる大都市
の限度と都市の適正規模、6.
交通問題より見たる大都市の
限度と都市の適正規模、7.行
政上より見たる大都市の適
度、8.財政上より見たる大都市

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 31

第一部 C: 地方自治ほか 0204-4 大都市疎開に関する理論的基礎 裏表紙 東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 1

第一部 C: 地方自治ほか 0824-1 英国の防衛計画と地方自治体 表紙・序・目次 東京市政調査会訳編 市政調査資料 第26号 1943 東京市政調査会 6
（The British Defense Program and Local
Government, 1941の翻訳）

第一部 C: 地方自治ほか 0824-2 英国の防衛計画と地方自治体 （その1） 東京市政調査会訳編 市政調査資料 第26号 1943 東京市政調査会 30
（The British Defense Program and Local
Government, 1941の翻訳）第1章　地方自治の組
織と権限、第2章　財政、第3章　人事、第4章　防

第一部 C: 地方自治ほか 0824-3 英国の防衛計画と地方自治体 （その2） 東京市政調査会訳編 市政調査資料 第26号 1943 東京市政調査会 41
（The British Defense Program and Local
Government, 1941の翻訳）第5章　公共事業、第6
章　社会施設、第7章　避難問題

第一部 C: 地方自治ほか 0824-4 英国の防衛計画と地方自治体 奥付・裏表紙 市政調査資料 第26号 1943 東京市政調査会 2
第一部 C: 地方自治ほか 0202-1 五大都市町内会に関する調査 表紙・序・凡例・目次 東京市政調査会編 1944 東京市政調査会 7

第一部 C: 地方自治ほか 0202-2 五大都市町内会に関する調査 叙述 東京市政調査会編 1944 東京市政調査会 35
1.大都市町内会の沿革、2.組織と役員、3.部制と事
務職員、4.財政、5.事業、6.常会、7.市区に於ける
指導監督の機構と経費

第一部 C: 地方自治ほか 0202-3 五大都市町内会に関する調査 統計表 各市別 東京市政調査会編 1944 東京市政調査会 10

1.連合会・町内会・隣組組織、2.連合会組織、3.町
内会組織、4.隣組組織、5.連合会正副会長、6.町
内会正副会長、7.職員、8.予算、9.町内会費、10.日
常生活上の共同事業、11.常会、12.事務所又は集
会所を有する連合会・町内会、13.整備前の町内

第一部 C: 地方自治ほか 0202-4 五大都市町内会に関する調査 統計表 各区別 東京市政調査会編 1944 東京市政調査会 23

1.連合会組織、2.町内会組織、3.隣組組織、4.連合
会正副会長、5.町内会正副会長、6.職員、7.予算、
8.町内会費、9.日常生活上の共同事業、10.常会、
11.事務所又は集会所を有する連合会・町内会、
12.整備前の町内会、（参考）東京都35区

第一部 C: 地方自治ほか 0202-5 五大都市町内会に関する調査 各市町内会関係諸規程 東京市政調査会編 1944 東京市政調査会 33
大阪市、名古屋市、京都市、神戸市、横浜市、（参
考）東京都

第一部 C: 地方自治ほか 0202-6 五大都市町内会に関する調査 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1944 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0428-1 区自治権拡充に関する考察 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 28

1.民主体制下に於ける区自治権拡充の意義、2.区
自治権拡充を必要とする理由、3.区及区行政の特
殊なる性格、4.区自治権拡充に対する範囲及限
度、5.区自治権拡充に伴ふ若干の問題

第二部 C: 地方自治ほか 0431-1 東京都の区の再編成に関する調査 表紙 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0431-2 東京都の区の再編成に関する調査
都制再検討に関する中間報告
の一

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0431-3 東京都の区の再編成に関する調査
区再編成調査資料（人口異
動、建物変動、財政関係）

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 8
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第二部 C: 地方自治ほか 0431-4 東京都の区の再編成に関する調査
資料名なし（1.面積・人口、2.地
勢、3.施設、4.財政、5.都議会
議員、区議会議員定数調）

東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 33

第二部 C: 地方自治ほか 0431-5 東京都の区の再編成に関する調査 裏表紙 東京市政調査会編 1946 東京市政調査会 2
第二部 C: 地方自治ほか 0205-1 職員研修制度に関する調査報告 表紙・例言・目次 東京市政調査会編 1947 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0205-2 職員研修制度に関する調査報告
1.序、2.職員研修制度の必要
性、3.都職員研修制度設置要
綱、4.結語

東京市政調査会編 1947 東京市政調査会 13

第二部 C: 地方自治ほか 0205-3 職員研修制度に関する調査報告

付属調査資料：1.わが国にお
ける職員研修制度（中央諸官
庁、五大都市、東京市当時に
おける吏員講習所）、2.英国に
おける吏員研修制度、3.米国
における吏員研修制度、4.ドイ
ツにおける市吏員養成事業

東京市政調査会編 1947 東京市政調査会 36

第二部 C: 地方自治ほか 0205-4 職員研修制度に関する調査報告 裏表紙 東京市政調査会編 1947 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0207-1 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 表紙・例言・目次
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0207-2 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第1　序説
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 6
1.はしがき、2.民主政治と新憲法下における地方
自治、3.都行政の民主化と能率化

第二部 C: 地方自治ほか 0207-3 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第2　都政の変遷とその特質
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 4
1.都制の推移、2.地方自治法における都制、3.都
行政の特質

第二部 C: 地方自治ほか 0207-4 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第3　都に関する行政制度
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 7
1.都に関する行政制度の在り方、2.都制と警察制
度、3.都と特別地方行政機関、4.公団営団等特殊
法人との関係

第二部 C: 地方自治ほか 0207-5 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第4　行政機構と職員配置
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 27 1.行政機構、2.職員配置

第二部 C: 地方自治ほか 0207-6 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第5　行政機能（その1）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 56 1.人事行政、2.職員の福利厚生と職員組織

第二部 C: 地方自治ほか 0207-7 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第5　行政機能（その2）
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 23
3.監査並びに考査制度、4.調査企画並びに統計機
能の整備、5.委員会制度、6.公聴会制度、7.外郭
団体の整備

第二部 C: 地方自治ほか 0207-8 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第6　行政の能率化
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 20
1.行政能率化の必要性、2.行政能率の測定、3.行
政能率化の諸方策、4.結語

第二部 C: 地方自治ほか 0207-9 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第7　特別区制
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 13
1.はしがき、2.制度上における特別区の地位、3.社
会的有機体としての区の特殊性、4.都区の権限の
調整、5.区の行政機構、6.区職員の人事、7.区の

第二部 C: 地方自治ほか 0207-10 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第8　地方事務所
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 5 1.沿革、2.現況、3.地方事務所の統合

第二部 C: 地方自治ほか 0207-11 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 第9　都民と都区行政
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 8
1.都民組織、2.都民教育並びに都民運動、3.世論
調査

第二部 C: 地方自治ほか 0207-12 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書
第10　結語（都政再建運動の
提唱）

東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0207-13 都行政の民主的能率的運営に関する調査報告書 裏表紙
東京市政調査会/東京都総務部
調査課編

1947 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0429-1 独逸市町村制（1935.1.30） 東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 24
第二部 C: 地方自治ほか 0430-1 イタリアの地方制度：審事委員第一委員会参考資料 東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0051-1
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

表紙・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 6

第二部 C: 地方自治ほか 0051-2
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

議題解説 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 6

第二部 C: 地方自治ほか 0051-3
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

主報告　都市行政運営の能率
についての考察（要綱）

日本都市連盟編/蝋山政道
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 2

第二部 C: 地方自治ほか 0051-4
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

主報告　都市行政の科学的能
率的運営

日本都市連盟編/鈴木俊一
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 10

第二部 C: 地方自治ほか 0051-5
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

主報告　自治体警察をめぐる
問題とその批判

日本都市連盟編/田中二郎
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0051-6
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

主報告　自治体警察の問題 日本都市連盟編/小林正基
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 11

第二部 C: 地方自治ほか 0051-7
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

一般研究報告　第1　都市行政
の科学的能率的運営

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 44

第二部 C: 地方自治ほか 0051-8
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

一般研究報告　第2　自治体警
察・消防の問題

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 46

第二部 C: 地方自治ほか 0051-9
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

参考資料 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 16

第二部 C: 地方自治ほか 0051-10
第11回全国都市問題会議　都市行政の科学的能率的運営　;　自治
体警察･消防の問題　－主報告･研究報告･参考資料－

奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1949 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0208-1 東京都制調査報告書　上巻 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

5

第二部 C: 地方自治ほか 0208-2 東京都制調査報告書　上巻 第1部　東京都制施行の沿革
第1章　東京都制
施行の沿革

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

2

第二部 C: 地方自治ほか 0208-3 東京都制調査報告書　上巻 第1部　東京都制施行の沿革
第2章　都制制定
に至るまでの府・
市政の実情

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

5
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第二部 C: 地方自治ほか 0208-4 東京都制調査報告書　上巻 第1部　東京都制施行の沿革
第3章　東京都制
の沿革

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

54

第二部 C: 地方自治ほか 0208-5 東京都制調査報告書　上巻 第1部　東京都制施行の沿革

第4章　都制に対
する国会・府会・
市会・監督官庁そ
の他関係方面の
意見及びその根
拠（その1）

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

42

第二部 C: 地方自治ほか 0208-6 東京都制調査報告書　上巻
第2部　東京都制施行の際の
事情

第1章　旧市と都
との人口、人口
密度、地域の比

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

3

第二部 C: 地方自治ほか 0208-7 東京都制調査報告書　上巻
第2部　東京都制施行の際の
事情

第2章　旧市と都
との権限の比較

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

11

第二部 C: 地方自治ほか 0208-8 東京都制調査報告書　上巻
第2部　東京都制施行の際の
事情

第3章　旧市の区
と都の特別区と
の権限の比較

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

7

第二部 C: 地方自治ほか 0208-9 東京都制調査報告書　上巻
第2部　東京都制施行の際の
事情

第4章　都制施行
の際の人事、給
与の実情

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

34

第二部 C: 地方自治ほか 0208-10 東京都制調査報告書　上巻
第2部　東京都制施行の際の
事情

第5章　都制施行
の際の財政措置

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

20

第二部 C: 地方自治ほか 0208-11 東京都制調査報告書　上巻 裏表紙 東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

1

第二部 C: 地方自治ほか 0209-1 東京都制調査報告書　下巻 表紙・目次 東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

5

第二部 C: 地方自治ほか 0209-2 東京都制調査報告書　下巻 第3部　行政関係事項

第1章　昼間人口
の各区、市郡別
及び区部対市郡
部交流状況

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

6

第二部 C: 地方自治ほか 0209-3 東京都制調査報告書　下巻 第3部　行政関係事項

第2章　都、区、
市町村の各議会
夫々の権限及び
相互調整の関係

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

2

第二部 C: 地方自治ほか 0209-4 東京都制調査報告書　下巻 第3部　行政関係事項
第3章　都議会議
員の構成

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

1

第二部 C: 地方自治ほか 0209-5 東京都制調査報告書　下巻 第3部　行政関係事項

第4章　都制施行
後における都、
区、市町村吏員
の人事行政

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

4

第二部 C: 地方自治ほか 0209-6 東京都制調査報告書　下巻 第3部　行政関係事項

第5章　各区の執
行機関相互、各
区議決機関相
互、都と各区の
執行機関・・・

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

2

第二部 C: 地方自治ほか 0209-7 東京都制調査報告書　下巻 第3部　行政関係事項
第6章　各執行機
関の長の権限及
びその比較

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

7

第二部 C: 地方自治ほか 0209-8 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項

第1章　都制施行
の前後における
各区市町村住民
の負担の変化

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

3

第二部 C: 地方自治ほか 0209-9 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項

第2章　都と区、
市町村の財政権
配分の方法並び
にその根拠

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

10

第二部 C: 地方自治ほか 0209-10 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項
第3章　都と区、
市町村の財政権
の内容

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

16

第二部 C: 地方自治ほか 0209-11 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項
第4章　都・区・市
町村財政運営の
態様

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

20

第二部 C: 地方自治ほか 0209-12 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項
第5章　都と区並
びに区相互間の
財政の調整方法

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

4

第二部 C: 地方自治ほか 0209-13 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項
第6章　区に対す
る都の財政監督

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

2

第二部 C: 地方自治ほか 0209-14 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項

第7章　都及び区
と他の府県並び
に五大都市との
財政権の相違

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

16

第二部 C: 地方自治ほか 0209-15 東京都制調査報告書　下巻 第4部　財政関係事項

第8章　都及び区
の昭和23年度予
算と同昭和22年
度現計の分析表

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

5
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第二部 C: 地方自治ほか 0209-16 東京都制調査報告書　下巻 第5部　事務関係事項

第1章　都・区・市
町村の夫々の固
有事務及び委任
事務の比較並び
にこれらの事務
の監督・連絡調

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

18

第二部 C: 地方自治ほか 0209-17 東京都制調査報告書　下巻 第6部　事業関係事項

第1章　区の独立
して行う事業と都
の独立して行う事
業の比較

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

1

第二部 C: 地方自治ほか 0209-18 東京都制調査報告書　下巻 第6部　事業関係事項
第2章　区の独立
して行う事業及び
事業施設の各区

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

4

第二部 C: 地方自治ほか 0209-19 東京都制調査報告書　下巻 第6部　事業関係事項

第3章　都営各事
業施設の各区、
市、郡別調及び
その運営状況

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

10

第二部 C: 地方自治ほか 0209-20 東京都制調査報告書　下巻 第6部　事業関係事項
第4章　区、市町
村営各事業の市
郡部別概要

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

8

第二部 C: 地方自治ほか 0209-21 東京都制調査報告書　下巻 第7部　都制に対する批判

第1章　都制施行
前とそれ以後と
の比較に於いて
行財政上の欠点
及び長所

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

4

第二部 C: 地方自治ほか 0209-22 東京都制調査報告書　下巻 第7部　都制に対する批判

第2章　区相互
間、都と区の間に
おける行財政上
の相克の事例

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

33

第二部 C: 地方自治ほか 0209-23 東京都制調査報告書　下巻 第7部　都制に対する批判
第3章　都制に対
する総合的批判

東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

10

第二部 C: 地方自治ほか 0209-24 東京都制調査報告書　下巻 裏表紙 東京市政調査会編 1949
五大都市共同事務
局

2

第二部 C: 地方自治ほか 0432-1 東京都の制度に関する所見
磯崎辰五郎著/東京市政調査会
編

1949 東京市政調査会 9
1.日本国憲法と東京都、2.東京都の構造、3.都の
権能、4.警察と消防

第二部 C: 地方自治ほか 0052-1 第11回全国都市問題会議要録 表紙・口絵・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0052-2 第11回全国都市問題会議要録 前編 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 3 1.第11回全国都市問題会議の開催準備

第二部 C: 地方自治ほか 0052-3 第11回全国都市問題会議要録 本編 会議第1～3日 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 13

第二部 C: 地方自治ほか 0052-4 第11回全国都市問題会議要録 本編
主報告　都市行
政運営の能率に
ついての考察

日本都市連盟編/蝋山政道
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 4

第二部 C: 地方自治ほか 0052-5 第11回全国都市問題会議要録 本編
主報告　都市行
政の科学的能率
的運営

日本都市連盟編/鈴木俊一
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 8

第二部 C: 地方自治ほか 0052-6 第11回全国都市問題会議要録 本編
主報告　自治体
警察をめぐる問
題とその批判

日本都市連盟編/田中二郎
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0052-7 第11回全国都市問題会議要録 本編
主報告　自治体
警察の問題

日本都市連盟編/小林正基
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0052-8 第11回全国都市問題会議要録 本編
一般研究報告
第1　都市行政の
科学的能率的運

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 11

第二部 C: 地方自治ほか 0052-9 第11回全国都市問題会議要録 本編
一般研究報告
第2　自治体警
察・消防の問題

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 16

第二部 C: 地方自治ほか 0052-10 第11回全国都市問題会議要録 後編 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 13 1.むすび、2.参加者名簿

第二部 C: 地方自治ほか 0052-11 第11回全国都市問題会議要録 奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第11回　昭
和24年・横浜)

1950 日本都市連盟 3

第二部 C: 地方自治ほか 0053-1
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

表紙・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 6

第二部 C: 地方自治ほか 0053-2
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

議題「行政事務再配分の研
究」の解説

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 3

第二部 C: 地方自治ほか 0053-3
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

主報告
地方行政事務再
配分について

日本都市連盟編/児玉政介
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0053-4
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

主報告
行政事務再配分
についての一提

日本都市連盟編/中尾正平
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0053-5
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

主報告
事務再配分の意
味とその方向（要

日本都市連盟編/長浜政寿
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 3
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第二部 C: 地方自治ほか 0053-6
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

主報告
地方行政調査委
員会議の経過と
その展望

日本都市連盟編/大野連治
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0053-7
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

一般研究報告（その1） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 38

第二部 C: 地方自治ほか 0053-8
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

一般研究報告（その2） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 33

第二部 C: 地方自治ほか 0053-9
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

一般研究報告（その3） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 33

第二部 C: 地方自治ほか 0053-10
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

一般研究報告（その4） 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 22

第二部 C: 地方自治ほか 0053-11
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

参考資料 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 21
1.行政事務再配分にたいする各市の意見、2.行政
事務再配分に関する諸団体の意見、3.新聞の社
説にとりあげられた行政事務再配分問題

第二部 C: 地方自治ほか 0053-12
第12回全国都市問題会議　行政事務再配分の研究　－主報告･研究
報告･参考資料－

奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1950 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0210-1
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

表紙・序・ビーアド博士略歴・
目次

東京市政調査会編 1950 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0210-2
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

首都の構想 東京市政調査会編/原口一次 1950 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0210-3
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

新東京建設の構想 東京市政調査会編/池原眞三郎 1950 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0210-4
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

東京都を分析する 東京市政調査会編/大内正二 1950 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0210-5
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

1960年代を描く 東京市政調査会編/藤澤昌 1950 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0210-6
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

首都再建に先行するもの 東京市政調査会編/手塚龍麿 1950 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0210-7
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

地方計画による首都の造成 東京市政調査会編/岩出進 1950 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0210-8
新しい日本の首都に期待する：ビーアド博士記念第12回都民賞入選
論文集

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1950 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0211-1 瀬戸市振興に関する調査報告 表紙・序文・目次 東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 13
第二部 C: 地方自治ほか 0211-2 瀬戸市振興に関する調査報告 序説 東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 8

第二部 C: 地方自治ほか 0211-3 瀬戸市振興に関する調査報告
第1部　瀬戸窯業の発展史的
事項の調査

東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 31 1.瀬戸市に於ける窯業の発達

第二部 C: 地方自治ほか 0211-4 瀬戸市振興に関する調査報告
第2部　瀬戸窯業の実態及び
振興に関する事項の調査（そ

東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 43 2.瀬戸窯業の現状と実態

第二部 C: 地方自治ほか 0211-5 瀬戸市振興に関する調査報告
第2部　瀬戸窯業の実態及び
振興に関する事項の調査（そ

東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 30
3.瀬戸窯業の振興策、4.陶磁器需要量の測定、5.
世界に於ける陶磁器生産工業の生産事情とその

第二部 C: 地方自治ほか 0211-6 瀬戸市振興に関する調査報告
第3部　窯業都市として瀬戸市
の振興に関する基本事項の調
査

東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 51

6.市域の拡張と都市計画、7.瀬戸市の都市計画的
考察、8.上水道拡張計画、9.都市整備に関するそ
の他の施設、10.窯業立市を基本とする近代都市
としての市行政に関する事項

第二部 C: 地方自治ほか 0211-7 瀬戸市振興に関する調査報告 結論 東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 4
第二部 C: 地方自治ほか 0211-8 瀬戸市振興に関する調査報告 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1950 瀬戸市役所 3

第二部 C: 地方自治ほか 0054-1 第12回全国都市問題会議要録 表紙・口絵・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 6

第二部 C: 地方自治ほか 0054-2 第12回全国都市問題会議要録
1.第12回全国都市問題会議の
意義

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 2

第二部 C: 地方自治ほか 0054-3 第12回全国都市問題会議要録 2.会議の経過概況 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 8

第二部 C: 地方自治ほか 0054-4 第12回全国都市問題会議要録 3.主報告
行政事務再配分
について

日本都市連盟編/児玉政介
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0054-5 第12回全国都市問題会議要録 3.主報告
事務再配分の意
味とその方向

日本都市連盟編/長浜政寿
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0054-6 第12回全国都市問題会議要録 3.主報告
行政事務再配分
についての一提

日本都市連盟編/中尾正平
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 4

第二部 C: 地方自治ほか 0054-7 第12回全国都市問題会議要録 3.主報告
地方行政調査委
員会議の経過と

日本都市連盟編/大野連治
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 4

第二部 C: 地方自治ほか 0054-8 第12回全国都市問題会議要録 4.一般研究報告 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 12

第二部 C: 地方自治ほか 0054-9 第12回全国都市問題会議要録 5.参加者名簿 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 9

第二部 C: 地方自治ほか 0054-10 第12回全国都市問題会議要録 奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第12回　昭
和25年・名古屋)

1951 日本都市連盟 3

第二部 C: 地方自治ほか 0055-1
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

表紙・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0055-2
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第1議題　対市民活動 議題解説 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0055-3
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第1議題　対市民活動
主報告　対市民
活動について

日本都市連盟編/粕谷孝夫
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0055-4
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第1議題　対市民活動
主報告　対市民
活動の実際

日本都市連盟編/村上薫
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 11
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第二部 C: 地方自治ほか 0055-5
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第1議題　対市民活動
一般研究報告（そ
の1）

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 34

1.対市民活動と市民、2.大都市に於ける対市民活
動の問題、3..大都市に於ける対市民活動の展開、
4.東北七県の弘報活動、5.高松市の対市民活動、
6.横浜市における弘報委員会の活動、7.市政とし
ての対市民活動、8.対市民活動、9.対市民活動と
しての広報の焦点、10.広報活動に於ける効果に
ついて、11.対市民活動序説

第二部 C: 地方自治ほか 0055-6
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第1議題　対市民活動
一般研究報告（そ
の2）

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 35

12.広報活動に於ける表現について、13.対市民活
動の方法論的一考察、14.対市民活動の目的と限
界、15.市政の民主化に果す広報活動の意義、16.
組織への対市民活動、17.広報活動の使命とその
機構、18.市政報告書のあり方、19.財政白書の検
討、20.社会科教育と地方自治、21.苦情処理につ
いての諸問題、22.市内農業と対市民活動、23.P.Ｒ

第二部 C: 地方自治ほか 0055-7
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第2議題　行政委員会制度
主報告　行政委
員会制度に関す
る一考察

日本都市連盟編/柳瀬良幹
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0055-8
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第2議題　行政委員会制度
主報告　監査委
員制度における
組織に関する諸

日本都市連盟編/松井精一
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 13

第二部 C: 地方自治ほか 0055-9
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第2議題　行政委員会制度
一般研究報告（そ
の1）

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 37

1.行政委員会制度の諸問題、2.行政委員会制度に
ついて、3.今後の行政委員会のあり方、4.都市行
政委員会の一考察、5.新行政委員会の一提唱、6.
行政委員制度、7.行政委員会制度の基調と限界、
8.行政委員会制度の問題、9.委員会制度運営上
の基本的課題、10.米国州独立規制委員会につい
て、11.教育の基本精神を貫くために、12.教育委員
会制度の本旨とその改革の方向、13.教育委員会

第二部 C: 地方自治ほか 0055-10
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

第2議題　行政委員会制度
一般研究報告（そ
の2）

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 33

14.都市監査委員制度の「反省」と「検討」、15.監査
委員の特質、16.監査委員制度の組織と運営につ
いて、17.監査実施上の諸問題、18.監査委員の監
査の性格について、19.監査委員制度についての
一考察、20.監査委員制度の運営と補助機構につ
いて、21.公安委員会制度について、22.公安委員

第二部 C: 地方自治ほか 0055-11
第13回全国都市問題会議　文献1　研究報告　対市民活動　:　行政委
員会制度

奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0056-1
第13回全国都市問題会議　文献2　参考資料　対市民活動･行政委員
会制度に関する調査

表紙・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0056-2
第13回全国都市問題会議　文献2　参考資料　対市民活動･行政委員
会制度に関する調査

対市民活動に関する調査 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 27

第二部 C: 地方自治ほか 0056-3
第13回全国都市問題会議　文献2　参考資料　対市民活動･行政委員
会制度に関する調査

行政委員会制度に関する調査 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 26

第二部 C: 地方自治ほか 0056-4
第13回全国都市問題会議　文献2　参考資料　対市民活動･行政委員
会制度に関する調査

文献目録 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 3

第二部 C: 地方自治ほか 0056-5
第13回全国都市問題会議　文献2　参考資料　対市民活動･行政委員
会制度に関する調査

奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0057-1
第13回全国都市問題会議　文献　3　参考資料　全国都市監査委員
制度に関する調査

表紙・はしがき・目次・緒言 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0057-2
第13回全国都市問題会議　文献　3　参考資料　全国都市監査委員
制度に関する調査

I　本調査の概況 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 2

第二部 C: 地方自治ほか 0057-3
第13回全国都市問題会議　文献　3　参考資料　全国都市監査委員
制度に関する調査

II　調査結果の概要 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 22
全国都市数と回答状況、監査委員の組織、監査
委員の職務権限、監査委員制度の運営

第二部 C: 地方自治ほか 0057-4
第13回全国都市問題会議　文献　3　参考資料　全国都市監査委員
制度に関する調査

統計表 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 21

第二部 C: 地方自治ほか 0057-5
第13回全国都市問題会議　文献　3　参考資料　全国都市監査委員
制度に関する調査

奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1951 日本都市連盟 2

第二部 C: 地方自治ほか 0213-1 ニューヨーク市の行政 表紙・目次・はしがき 東京市政調査会編 市政調査資料 第29号 1951 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0213-2 ニューヨーク市の行政 （その1） 東京市政調査会編 市政調査資料 第29号 1951 東京市政調査会 26
１.概説、2.名称・紋章・公旗、3.執行部、4.立法部・
行政部、5.財政、6.租税・負担金、7.教育・レクリ
エーション、8.保健・衛生・社会福祉、9.生命・財産

第二部 C: 地方自治ほか 0213-3 ニューヨーク市の行政 （その2） 東京市政調査会編 市政調査資料 第29号 1951 東京市政調査会 20
10.矯正事業、11.公共事業・公益企業、12.法律・司
法、13.雑、14.カウンティの行政、ニューヨーク市の
市政組織、ニューヨーク市予算

第二部 C: 地方自治ほか 0213-4 ニューヨーク市の行政 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 市政調査資料 第29号 1951 東京市政調査会 1
第二部 C: 地方自治ほか 0214-1 明石市市政調査報告書 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 9
第二部 C: 地方自治ほか 0214-2 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第1章　概況調査 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 6
第二部 C: 地方自治ほか 0214-3 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第2章　人口調査 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 3
第二部 C: 地方自治ほか 0214-4 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第3章　都市計画 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 53

第二部 C: 地方自治ほか 0214-5 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査
第4章　交通及び
運輸

東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 21

第二部 C: 地方自治ほか 0214-6 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査
第5章　諸種の施
設

東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 23

第二部 C: 地方自治ほか 0214-7 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第6章　産業調査 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 27
第二部 C: 地方自治ほか 0214-8 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第7章　行政調査 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 29
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第二部 C: 地方自治ほか 0214-9 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第8章　警察・消 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 22
第二部 C: 地方自治ほか 0214-10 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第9章　教育 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 24
第二部 C: 地方自治ほか 0214-11 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第10章　財政調 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 19
第二部 C: 地方自治ほか 0214-12 明石市市政調査報告書 第1編　市政総合調査 第11章　公企業 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 16
第二部 C: 地方自治ほか 0214-13 明石市市政調査報告書 第2編　世論調査 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 40

第二部 C: 地方自治ほか 0214-14 明石市市政調査報告書
第3編　明石市政の改善に関
する勧告

東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0214-15 明石市市政調査報告書 裏表紙 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 2
第二部 C: 地方自治ほか 0297-1 町内会部落会の廃止に伴う金融緊急措置令上の取扱について 東京市政調査会研究部編 1951 東京市政調査会 35
第二部 C: 地方自治ほか 0433-1 首都東京の制度に関する意見 東京市政調査会編 1951 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0058-1 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 表紙・口絵・はしがき・目次 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 7

第二部 C: 地方自治ほか 0058-2 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 前編 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 3
1.第13回全国都市問題会議の開催に至るまで、な
らびにこの会議の意義

第二部 C: 地方自治ほか 0058-3 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編 1.会議の経過 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 12

第二部 C: 地方自治ほか 0058-4 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
2.主報告　都市の
対市民活動につ
いて

日本都市連盟編/粕谷孝夫
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0058-5 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
2.主報告　対市民
活動の実際

日本都市連盟編/村上薫
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 4

第二部 C: 地方自治ほか 0058-6 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
2.主報告　行政委
員会制度に関す
る一考察

日本都市連盟編/柳瀬良幹
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0058-7 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
2.主報告　行政委
員会制度につい

日本都市連盟編/横山実
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0058-8 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
2.主報告　監査委
員制度における
組織に関する諸

日本都市連盟編/松井精一
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 6

第二部 C: 地方自治ほか 0058-9 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
3.一般研究報告
討議　第1　対市
民活動

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 9

第二部 C: 地方自治ほか 0058-10 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
3.一般研究報告
討議　第2　行政
委員会制度

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 5

第二部 C: 地方自治ほか 0058-11 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編
3.一般研究報告
討議　第3　監査
委員制度

日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 4

第二部 C: 地方自治ほか 0058-12 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 本編 附　参加者名簿 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 12

第二部 C: 地方自治ほか 0058-13 第13回全国都市問題会議　文献4　会議要録 奥付・裏表紙 日本都市連盟編
全国都市問題会議(第13回　昭
和26年・仙台)

1952 日本都市連盟 3

第二部 C: 地方自治ほか 0059-1 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0059-2 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策
議題解説　議題「都市自治の
確立方策」の解説

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0059-3 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 主報告
地方制度改正に
関する方策

東京市政調査会編/佐藤和三郎
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0059-4 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 主報告
都市自治確立の
基本的要件

東京市政調査会編/大石信二
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0059-5 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 主報告 道州制の検討 東京市政調査会編/吉富重夫
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0059-6 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 主報告
都市自治の確立
と都市財政

東京市政調査会編/鈴木武雄
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0059-7 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 主報告
都市財政の趨勢
と問題点

東京市政調査会編/下村進
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 25

第二部 C: 地方自治ほか 0059-8 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 特別報告
日本の地方行政
に関する若干の

東京市政調査会編/ジョージ・A・
ワープ

全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0059-9 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その1） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 38

第二部 C: 地方自治ほか 0059-10 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その2） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 40

第二部 C: 地方自治ほか 0059-11 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その3） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 41

第二部 C: 地方自治ほか 0059-12 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その4） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 39

第二部 C: 地方自治ほか 0059-13 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その5） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 43

第二部 C: 地方自治ほか 0059-14 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その6） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 44

第二部 C: 地方自治ほか 0059-15 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 一般研究報告 （その7） 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0059-16 第14回全国都市問題会議　文献1　研究報告　都市自治の確立方策 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 東京市政調査会 3
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第二部 C: 地方自治ほか 0060-1
第14回全国都市問題会議　文献2　参考資料　地方制度改革に関す
る意見集　－主要論文の要約と文献目録－

表紙・はしがき・目次・緒言 全国市長会
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0060-2
第14回全国都市問題会議　文献2　参考資料　地方制度改革に関す
る意見集　－主要論文の要約と文献目録－

第1部　雑誌論説の要約
I　地方制度一
般、　II　選挙・地
方議会

全国市長会
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 26
入江俊郎、柳瀬良幹、林田和博、原竜之助、岸
昌、神戸正雄、佐藤立夫、杉村章三郎、俵静夫、
田中二郎、鈴木俊一、長野士郎、河中ニ講、亀卦

第二部 C: 地方自治ほか 0060-3
第14回全国都市問題会議　文献2　参考資料　地方制度改革に関す
る意見集　－主要論文の要約と文献目録－

第1部　雑誌論説の要約
III　府県・市・町
村、IV　行政委員
会、V　地方財政

全国市長会
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 46
田中二郎、佐久間彊、奥野誠亮、吉富重夫、伊藤
博、小倉庫次、蝋山政道、鈴木俊一、木田宏、藤
田武夫ほか

第二部 C: 地方自治ほか 0060-4
第14回全国都市問題会議　文献2　参考資料　地方制度改革に関す
る意見集　－主要論文の要約と文献目録－

第2部　新聞論調の要約 全国市長会
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 31

第二部 C: 地方自治ほか 0060-5
第14回全国都市問題会議　文献2　参考資料　地方制度改革に関す
る意見集　－主要論文の要約と文献目録－

第3部　参考文献目録 全国市長会
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 20

第二部 C: 地方自治ほか 0060-6
第14回全国都市問題会議　文献2　参考資料　地方制度改革に関す
る意見集　－主要論文の要約と文献目録－

奥付・裏表紙 全国市長会
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0061-1
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

表紙・はしがき・目次・都市名
索引

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0061-2
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

1.市となる要件に関する都道
府県条例

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 4 参考　町となる要件に関する都道府県条例

第二部 C: 地方自治ほか 0061-3
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

2.市域の沿革 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 14

第二部 C: 地方自治ほか 0061-4
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

3.各市面積・人口・人口指数 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0061-5
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

4.各市職員数 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0061-6
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

5.各市市役所事務機構 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0061-7
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

6.昭和25年度各市決算 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 23

第二部 C: 地方自治ほか 0061-8
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

7.昭和27年度各市予算 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0061-9
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

8.昭和27年度各市一般会計歳
入歳出内訳百分比

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0061-10
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

9.昭和25年度各市一般会計決
算財源及市民負担額

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0061-11
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

10.昭和25年度都道府県税調
定額と市の負担概況

東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0061-12
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

11.昭和25年度市税一覧 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0061-13
全国都市問題会議　第14回　文献3　参考資料　都市自治に関する若
干の統計的資料

奥付・裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952 全国市長会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0062-1
第14回全国都市問題会議　文献4　参考資料　府県行政の実態調査
－　市町村行政を通じてみたる－

表紙・序・目次・はしがき 大阪市政研究所
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952
全国市長会　東京
市政調査会

8

第二部 C: 地方自治ほか 0062-2
第14回全国都市問題会議　文献4　参考資料　府県行政の実態調査
－　市町村行政を通じてみたる－

第1章　都市行政 大阪市政研究所
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952
全国市長会　東京
市政調査会

33

第二部 C: 地方自治ほか 0062-3
第14回全国都市問題会議　文献4　参考資料　府県行政の実態調査
－　市町村行政を通じてみたる－

第2章　町村行政 大阪市政研究所
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952
全国市長会　東京
市政調査会

23

第二部 C: 地方自治ほか 0062-4
第14回全国都市問題会議　文献4　参考資料　府県行政の実態調査
－　市町村行政を通じてみたる－

第3章　都市財政 大阪市政研究所
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952
全国市長会　東京
市政調査会

16

第二部 C: 地方自治ほか 0062-5
第14回全国都市問題会議　文献4　参考資料　府県行政の実態調査
－　市町村行政を通じてみたる－

第4章　町村財政　むすび 大阪市政研究所
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952
全国市長会　東京
市政調査会

14

第二部 C: 地方自治ほか 0062-6
第14回全国都市問題会議　文献4　参考資料　府県行政の実態調査
－　市町村行政を通じてみたる－

奥付・裏表紙 大阪市政研究所
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1952
全国市長会　東京
市政調査会

4

第二部 C: 地方自治ほか 0444-1 首都東京の制度に関する意見　－地方自治法の改正に際して－
首都東京の制度に関する意見
－地方自治法の改正に際し

東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0445-1 アメリカ市政改善史 東京市政調査会編 市政調査資料 第31号 1952 東京市政調査会 25

1.初期のアメリカ市政、2.アメリカ市政初期の改
善、3.市政改善の諸団体、4.市政綱領の制定、5.
科学的調査機関の発達、6.新しい市政綱領、7.デ
モクラシーの推進、8.行政水準の高揚、結語

第二部 C: 地方自治ほか 0446-1 市政の管理方法 小倉庫次著/東京市政調査会編 市政調査資料 第32号 1952 東京市政調査会 28

はしがき、1.勤務時間の配分、2.部局長の選定、3.
行政活動の指揮と監督、4.行政記録と行政報告、
5.行政規則、6.行政機能としての研修、7.行政にお
ける調査と計画、8.市議会との関係、9.他の行政
機関との関係、10.対市民活動、結語

第二部 C: 地方自治ほか 0470-1 東京都区の制度に関する最近の新聞論調 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 14
第二部 C: 地方自治ほか 0816-1 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 表紙・目次 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 4 第14回全国都市問題会議の参考資料
第二部 C: 地方自治ほか 0816-2 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 第1部　雑誌論説の要約 I　地方制度一般 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 22 第14回全国都市問題会議の参考資料
第二部 C: 地方自治ほか 0816-3 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 第1部　雑誌論説の要約 II　選挙・地方議 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 5 第14回全国都市問題会議の参考資料
第二部 C: 地方自治ほか 0816-4 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 第1部　雑誌論説の要約 III　府県・市・町村 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 14 第14回全国都市問題会議の参考資料
第二部 C: 地方自治ほか 0816-5 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 第1部　雑誌論説の要約 IV　行政委員会 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 10 第14回全国都市問題会議の参考資料
第二部 C: 地方自治ほか 0816-6 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 第1部　雑誌論説の要約 V　地方財政 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 24 第14回全国都市問題会議の参考資料
第二部 C: 地方自治ほか 0816-7 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 第2部　新聞論調の要約 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 31 第14回全国都市問題会議の参考資料

第二部 C: 地方自治ほか 0816-8 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－
第2部　参考文献目録（雑誌論
説、単行本・パンフレット）

東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 20 第14回全国都市問題会議の参考資料

第二部 C: 地方自治ほか 0816-9 地方制度改革に関する意見集　－主要論文の要約と文献目録－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 3
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第二部 C: 地方自治ほか 0896-1 豊中市実態調査･世論調査結果集計表 表紙・集計表一覧 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 4
第二部 C: 地方自治ほか 0896-2 豊中市実態調査･世論調査結果集計表 第1部　調査の方法 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 5
第二部 C: 地方自治ほか 0896-3 豊中市実態調査･世論調査結果集計表 第2部　実態調査 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 41
第二部 C: 地方自治ほか 0896-4 豊中市実態調査･世論調査結果集計表 第3部　世論調査 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 29
第二部 C: 地方自治ほか 0896-5 豊中市実態調査･世論調査結果集計表 第4部　現住者集計 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 8
第二部 C: 地方自治ほか 0896-6 豊中市実態調査･世論調査結果集計表 裏表紙 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0063-1 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 表紙・口絵・はしがき・目次 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0063-2 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 1.今回の全国都市問題会議 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0063-3 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 2.会議の経過 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0063-4 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 3.主報告者の研究報告
地方制度改正に
関する方策

東京市政調査会編/佐藤和三郎
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0063-5 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 3.主報告者の研究報告
都市自治確立の
基本的要件

東京市政調査会編/大石信二
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0063-6 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 3.主報告者の研究報告
道州制の検討
－地方制度改革
の一環として－

東京市政調査会編/吉富重夫
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0063-7 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 3.主報告者の研究報告 市政譚 東京市政調査会編/阪本勝
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0063-8 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 3.主報告者の研究報告
都市自治の確立
と都市財政

東京市政調査会編/鈴木武雄
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0063-9 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 3.主報告者の研究報告
都市財政の趨勢
と問題点

東京市政調査会編/下村進
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0063-10 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 4.一般研究報告討議 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 7 地方制度一般、行政運営、財政

第二部 C: 地方自治ほか 0063-11 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 5.総括討議 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0063-12 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 附　参加者名簿 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0063-13 第14回全国都市問題会議　文献5　会議要録 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
全国都市問題会議(第14回　昭
和27年・大阪)

1953 全国市長会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0064-1
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0064-2
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

第1議題　市民組織の問題　主
報告

都市社会の特質
からみた市民組

全国市長会編/東京市政調査会
編/磯村英一

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 C: 地方自治ほか 0064-3
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

第1議題　市民組織の問題　主
報告

市民組織の問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/内海清

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 C: 地方自治ほか 0064-4
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

第1議題　市民組織の問題　一
般報告

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

10

1.福祉都市建設のための市民組織の問題、2.大都
市社会と市民組織、3.新しい市民組織はどうある
べきか、4.市民組織の問題、5.市民組織に関する
一考察、6.名古屋市保健委員制度について、7.市
民組織と町内会、8.市民組織の問題について、9.
市民組織としての町内会、10.鎌倉三日会につい
て、11.佐賀市の市民組織について、12.大阪市に
おける市民組織としての赤十字奉仕団

第二部 C: 地方自治ほか 0064-5
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

第2議題　公務能率の向上　主
報告

公務能率の向上
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/京極重次郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 C: 地方自治ほか 0064-6
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

第2議題　公務能率の向上　主
報告

神戸市における
行政の能率化

全国市長会編/東京市政調査会
編/石原次郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 C: 地方自治ほか 0064-7
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

第2議題　公務能率の向上　一
般報告

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

25

1.科学的行政管理と機能的行政管理、2.公務の自
律的能率化へ、3.行政効果の測定、4.大阪市にお
ける帳票管理制度について、5.公務能率の向上、
6.行政能率化への道、7.現代都市行政における能
率の基準、8.行政事務の常例化とその能率化、9.
「公務能率の向上」に関する一考察、10.大阪市に
おける帳票管理の改善、11.区行政機構の能率
的・科学的なあり方、12.市政における課税活動と
その能率化、13.官公庁における作業条件評価基
準案の作成、14.横須賀市における行政事務実態
調査について、15.能率研修は如何に行うべきか、
16.地方公務員の素質とその能率、17.公務員は
立って働け

第二部 C: 地方自治ほか 0064-8
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　1　市民
組織の問題　公務能率の向上　主報告･一般報告　要旨

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 C: 地方自治ほか 0065-1
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-2
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
市民組織に関す
る私見

全国市長会編/東京市政調査会
編/高田保馬

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 C: 地方自治ほか 0065-3
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
近代化と市民組
織

全国市長会編/東京市政調査会
編/鈴木栄太郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-4
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
近隣社会の組織
化

全国市長会編/東京市政調査会
編/奥井復太郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6
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第二部 C: 地方自治ほか 0065-5
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題 都市の社会集団
全国市長会編/東京市政調査会
編/磯村英一

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 C: 地方自治ほか 0065-6
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
町内会組織の歴
史的考察

全国市長会編/東京市政調査会
編/古谷敬二

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-7
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
町内会(部落会）
の成立から解散

全国市長会編/東京市政調査会
編/宮沢弘

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 C: 地方自治ほか 0065-8
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
町内会組織の現
代的意義

全国市長会編/東京市政調査会
編/桂山秀栄

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-9
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
商工会議所と市
政

全国市長会編/東京市政調査会
編/高瀬千波

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-10
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題 都市の青年組織
全国市長会編/東京市政調査会
編/吉田昇

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 C: 地方自治ほか 0065-11
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
婦人組織と都市
行政

全国市長会編/東京市政調査会
編/山高しげり

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-12
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
ひとりの住民の
願い　－鎌倉市
の市民組織につ

全国市長会編/東京市政調査会
編/千早健三郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-13
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
蕨町における市
民組織について

全国市長会編/東京市政調査会
編/高橋庄次郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 C: 地方自治ほか 0065-14
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題 政党と市政
全国市長会編/東京市政調査会
編/星野光男

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-15
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
選挙にあらわれ
る市民の政治意

全国市長会編/東京市政調査会
編/石上良平

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-16
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第1議題　市民組織の問題
アメリカにおける
市政刷新運動と
しての市民組織

全国市長会編/東京市政調査会
編/小倉庫次

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-17
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
行政能率につい
て

全国市長会編/東京市政調査会
編/蝋山政道

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 C: 地方自治ほか 0065-18
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
行政事務の改善
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/上野陽一

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-19
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
自治と行政能率
の諸問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/吉富重夫

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-20
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
地方自治の能率
化とは何か

全国市長会編/東京市政調査会
編/長浜政寿

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-21
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」 都市行政能率論
全国市長会編/東京市政調査会
編/竹中龍雄

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-22
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
公務能率の基本
的事項について

全国市長会編/東京市政調査会
編/広部忠彦

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 C: 地方自治ほか 0065-23
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
行政測定－特に
行政効果の測定
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/新田洋文

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 C: 地方自治ほか 0065-24
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
公務能率と人事
行政

全国市長会編/東京市政調査会
編/三宅太郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-25
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
行政における
ヒューマン・リレー
ションズ

全国市長会編/東京市政調査会
編/兼子宙

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-26
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」 職制と公務能率
全国市長会編/東京市政調査会
編/亀卦川浩

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-27
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
市政における能
率担当部局の役

全国市長会編/東京市政調査会
編/池野武

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

9

第二部 C: 地方自治ほか 0065-28
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
都市行政におけ
る予算統制

全国市長会編/東京市政調査会
編/加藤一明

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-29
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
能率の観点より
見た団体間の関

全国市長会編/東京市政調査会
編/達林正吉

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

8

第二部 C: 地方自治ほか 0065-30
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
市と府県との行
政関係における
能率の問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/黒沼稔

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-31
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
行政の能率化の
問題　－大阪市
の実際について

全国市長会編/東京市政調査会
編/山本健二

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-32
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」

地方行政の民主
的能率化の問題
－中小都市の諸
問題を中心として

全国市長会編/東京市政調査会
編/武田義三

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-33
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
中小都市の財政
実態と財政効率

全国市長会編/東京市政調査会
編/兼子秀夫

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

11

第二部 C: 地方自治ほか 0065-34
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」

都市財政問題に
ついて　－地方
行政の能率化と
の関係について

全国市長会編/東京市政調査会
編/越村安太郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 C: 地方自治ほか 0065-35
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
公益企業におけ
る能率と合理化
の問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/小俣孔

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5
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第二部 C: 地方自治ほか 0065-36
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
市民の立場から
見た公務能率化
の問題

全国市長会編/東京市政調査会
編/加藤愛子

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-37
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
国家行政運営法
案と都市行政

全国市長会編/東京市政調査会
編/岡部史郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

7

第二部 C: 地方自治ほか 0065-38
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
米国における市
政能率化運動の

全国市長会編/東京市政調査会
編/小倉庫次

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-39
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
英国における行
政の能率化の問

全国市長会編/東京市政調査会
編/綿貫芳源

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0065-40
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

第2議題　「公務能率の向上」
ソヴエトにおける
行政能率

全国市長会編/東京市政調査会
編/平竹伝三

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

6

第二部 C: 地方自治ほか 0065-41
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　2　市民
組織･公務能率関係参考論文集

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 C: 地方自治ほか 0066-1
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　3　市民
組織･能率活動　各市の現状調査

表紙・目次・はしがき
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 C: 地方自治ほか 0066-2
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　3　市民
組織･能率活動　各市の現状調査

第1部　市民組織に関する調
査

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

17

第二部 C: 地方自治ほか 0066-3
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　3　市民
組織･能率活動　各市の現状調査

第2部　能率活動に関する調
査

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

14

第二部 C: 地方自治ほか 0066-4
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　3　市民
組織･能率活動　各市の現状調査

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 C: 地方自治ほか 0067-1
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　4　東京
都における事務改善実例

表紙・はしがき・目次・はじめに
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0067-2
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　4　東京
都における事務改善実例

1.事務能率の基礎的な研究実
験例、2.能率の観点からする
教育訓練、3.執務環境の改
善、4.執務の標準化、5.窓口事

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

25

第二部 C: 地方自治ほか 0067-3
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　4　東京
都における事務改善実例

6.文書処理の合理化、7.帳票
を主とした事務手続の改善、8.
その他　附　公務能率に関す
る各市の資料

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

30

第二部 C: 地方自治ほか 0067-4
第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　4　東京
都における事務改善実例

奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和28年・神戸)

1953
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 C: 地方自治ほか 0215-1 豊中市総合調査報告書 表紙・序・序文・口絵・目次 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0215-2 豊中市総合調査報告書 第1部　豊中市の実態 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 58
1.大阪大都市圏と豊中市、2.豊中市の自然的・社
会的構成、3.豊中市民生活、4.大阪大都市圏の範
囲と豊中市の性格

第二部 C: 地方自治ほか 0215-3 豊中市総合調査報告書 第2部　豊中市政に対する考 （その1） 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 44 1.市政機関、2.都市行政（1.警察、2.消防、3.教育）

第二部 C: 地方自治ほか 0215-4 豊中市総合調査報告書
第2部　豊中市政に対する考
察

（その2） 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 42

2.都市行政（4.社会福祉、5.住宅、6.保健衛生、7.
産業経済、8.交通）、3.都市計画、4.財政、5.豊中市
政と大阪府並びに大阪市との関係、6.豊中市政の
改善に関する勧告

第二部 C: 地方自治ほか 0215-5 豊中市総合調査報告書 参考文献・資料目録 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0215-6 豊中市総合調査報告書
附録　豊中市民生活実態調査
および豊中市政世論調査に関
する解説と統計表

第1部　解説 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 26

第二部 C: 地方自治ほか 0215-7 豊中市総合調査報告書
附録　豊中市民生活実態調査
および豊中市政世論調査に関
する解説と統計表

第2部　集計表 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 45

第二部 C: 地方自治ほか 0215-8 豊中市総合調査報告書 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0855-1 府県制度改革に関する意見　(案)
東京市政調査会地方制度研究
会編

1953 東京市政調査会 11
1.基本方針、2.改革要綱（1.性格、2.機能、3.区域、
4.地方自治委員会、5.知事公選制、6.行政委員会
制度、7.府県と国との関係、8.府県と市町村との関

第二部 C: 地方自治ほか 0856-1 地方制度改革意見
東京市政調査会地方制度研究
会編

1953 東京市政調査会 10
東京市政調査会地方制度研究会委員（原龍之
介、柏井象雄、吉富重夫、辻清明、鵜飼信成、藤
田武夫、佐藤功、関口泰、杉村章三郎、鈴木武

第二部 C: 地方自治ほか 0859-1 地方制度研究会　第2回会議要録
地方制度研究会会議要録　第
2回

東京市政調査会編 1953 東京市政調査会 20
委員（関口泰、杉村章三郎、鵜飼信成、佐藤功、
辻清明、藤田武夫、原龍之介、吉富重夫、柏井象

第二部 C: 地方自治ほか 0068-1 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 表紙・はしがき・目次
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 C: 地方自治ほか 0068-2 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 第15回全国都市問題会議
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0068-3 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 主報告と特別講演
都市社会の特質
からみた市民組

全国市長会編/東京市政調査会
編/磯村英一

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

4

第二部 C: 地方自治ほか 0068-4 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 主報告と特別講演 市民組織の問題
全国市長会編/東京市政調査会
編/内海清

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 C: 地方自治ほか 0068-5 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 主報告と特別講演 公務能率の向上
全国市長会編/東京市政調査会
編/京極重次郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 C: 地方自治ほか 0068-6 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 主報告と特別講演
神戸市における
行政の能率化

全国市長会編/東京市政調査会
編/石原次郎

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

2

第二部 C: 地方自治ほか 0068-7 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 主報告と特別講演
地方制度調査会
について

全国市長会編/東京市政調査会
編/前田多門

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

3

第二部 C: 地方自治ほか 0068-8 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 第1部会「市民組織の問題」
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

8
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第二部 C: 地方自治ほか 0068-9 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 第2部会「公務能率の向上」
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

5

第二部 C: 地方自治ほか 0068-10 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録
部会経過報告、閉会式、実地
視察、参加者名簿

全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

10

第二部 C: 地方自治ほか 0068-11 第15回全国都市問題会議　第15回全国都市問題会議文献　5　要録 奥付・裏表紙
全国市長会編/東京市政調査会
編

全国都市問題会議(第15回　昭
和29年・神戸)

1954
全国市長会、 東京
市政調査会

1

第二部 C: 地方自治ほか 0453-1 鎌倉市政に関するアンケート報告書 東京市政調査会編 1954 東京市政調査会 46
1.市政の基本方針と現状批判について、2.都市施
設に関する意見、3.財政に関する意見、4.国・県の
施策に関する意見、5.具体的問題について

第二部 C: 地方自治ほか 0853-1 アメリカ合衆国のカウンティについて 小倉庫次著/東京市政調査会編 市政調査資料 第33号 1954 東京市政調査会 37

1.総説（1.カウンティの歴史、2.カウンティの性格、3.
カウンティの行政機関、4.特殊行政機関、5.裁判所
とその職員、6.カウンティの職員、7.カウンティの行
政機能、8.カウンティの財政、9.州の行政監督）2.
各説（1.ニュー・イングランド諸州、2.東部および中
北部諸州、3.南部諸州、4.西部諸州）、結語

第二部 C: 地方自治ほか 0451-1 フランスの地方行政 東京市政調査会編/小倉庫次 市政調査資料 第34号 1955 東京市政調査会 32
1.序説、2.地方行政単位、3.地方議会、4.地方行
政、5.地方財政、6.行政裁判所、7.地方公共団体
の監督、8.パリの行政制度、結語

第二部 C: 地方自治ほか 0854-1 地方分権と自治確立の意義　－実質的地方分権の観念について－ 表紙・目次 広部忠彦著 1955 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0854-2 地方分権と自治確立の意義　－実質的地方分権の観念について－ （その1） 広部忠彦著 1955 東京市政調査会 27
はしがき、民主政治と地方分権、我国に於ける地
方分権の実状、自治の確立と地方分権、自治確
立のための地方分権

第二部 C: 地方自治ほか 0854-3 地方分権と自治確立の意義　－実質的地方分権の観念について－ （その2） 広部忠彦著 1955 東京市政調査会 22 実質的地方分権の矛盾と調整、むすび
第二部 C: 地方自治ほか 0854-4 地方分権と自治確立の意義　－実質的地方分権の観念について－ 裏表紙 1955 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0452-1 ウェッブ夫妻「地方政治の改革」
ウェッブ夫妻著/星野光男訳/東
京市政調査会編

市政調査資料 第35号 1956 東京市政調査会 19
（ウェッブ夫妻「大英社会主義国の構造」の第2部
第4章「地方政治の改革」を訳出）

第二部 C: 地方自治ほか 0217-1 鎌倉市　－都市構成と財政－ 表紙・序・序文・写真・目次 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 18
第二部 C: 地方自治ほか 0217-2 鎌倉市　－都市構成と財政－ 序説　鎌倉市の概況 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0217-3 鎌倉市　－都市構成と財政－ 第1章　鎌倉市民とその生活 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 38
1.市民の社会成層、2.市民の生産活動、3.市民の
消費生活、4.人口移動、5.総括

第二部 C: 地方自治ほか 0217-4 鎌倉市　－都市構成と財政－
第2章　鎌倉市および鎌倉市
政にたいする市民の意見

東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 27
1.各界代表者と有識者の意見、2.一般市民の態度
と意見

第二部 C: 地方自治ほか 0217-5 鎌倉市　－都市構成と財政－ 第3章　鎌倉市の観光 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 22
1.調査の目的と方法、2.観光資源、3.観光客の量と
質、4.観光客の消費実態、5.結び

第二部 C: 地方自治ほか 0217-6 鎌倉市　－都市構成と財政－
第4章　鎌倉市の都市計画的
考察

東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 10
1.鎌倉市の都市機能の現状と将来、2.鎌倉市の住
宅事情と住宅開発

第二部 C: 地方自治ほか 0217-7 鎌倉市　－都市構成と財政－ 第5章　市民所得の構造 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 34

1.所得調査の目的、2.所得調査の方法、3.市民所
得の概況、4.市民所得の種類別構成、5.給与所得
の支給地別構成、6.所得の種類別階層別構成、7.
個人所得の階層別分布、8.結語

第二部 C: 地方自治ほか 0217-8 鎌倉市　－都市構成と財政－ 第6章　鎌倉市の財政 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 69
1.地方財政の現状、2.赤字財政の概況と運営、3.
歳入の分析、4.歳出の分析、5.赤字対策の問題

第二部 C: 地方自治ほか 0217-9 鎌倉市　－都市構成と財政－ 参考資料、統計表・付図索引 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 22
第二部 C: 地方自治ほか 0217-10 鎌倉市　－都市構成と財政－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1957 東京市政調査会 6
第二部 C: 地方自治ほか 0825-1 明治地方自治制度の成立過程 表紙・序・目次 1957 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0825-2 明治地方自治制度の成立過程 （その1） 亀卦川浩 1957 東京市政調査会 55
はしがき、1.序論、2.制度制定の動機と理由、3.国
家体制の確立と地方の状況、4.三新法の制定、5.
三新法時代の概観、6.新制度への胎動

第二部 C: 地方自治ほか 0825-3 明治地方自治制度の成立過程 （その2） 亀卦川浩 1957 東京市政調査会 63
7.地方制度編纂綱領の決定、8.市制町村制法案
の成立、9.元老院における市制町村制法案の審
議、10.府県制および郡制の制定、11.結論、後記

第二部 C: 地方自治ほか 0825-4 明治地方自治制度の成立過程 奥付・裏表紙 1957 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0218-1 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 表紙・序・凡例・目次
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 16

第二部 C: 地方自治ほか 0218-2 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 第1部　今日の大都市（その1）
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 25

1.近代的現象、2.首都地域社会、3.制度上の特
長、4.公選議会、5.執行機関としての市議会、6.市
議会の選任による執行機関、7.執行機関としての
公選市長、8.執行機関としての公選による委員
会、9.中央政府の任命による執行機関、10.都市行
政事務、11.統合の必要、12.市域拡張の企図

第二部 C: 地方自治ほか 0218-3 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 第1部　今日の大都市（その2）
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 25

13.特殊目的のための特別機関、14.問題解決のた
めのその他の企図、15.大都市の政治、16.市民的
関心と政治的関心との分離、17.上級機関との関
係、18.都市財政、19.大都市の計画、20.問題の要
点、21.明日の首都地域

第二部 C: 地方自治ほか 0218-4 世界の大都市　－その行政と政治と計画－
第2部　アムステルダム、ボン
ベイとカルカッタ、ブエノス・ア

ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 56
J.P.ウィルドシャット、Ｍ.ヴェンカタランガイヤ、ラ
ファエル・ヴィールザ

第二部 C: 地方自治ほか 0218-5 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 第2部　シカゴ、コペンハーゲン
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 44 ロバート・Ａ・ウオーカー、アクセル・ホルム

第二部 C: 地方自治ほか 0218-6 世界の大都市　－その行政と政治と計画－
第2部　ロンドン、ロサンジェル
ス

ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 45
ウイリアム･A･ロブソン、ウィンストン・Ｗ・クロウチ、
ディーン・Ｅ・マックヘンリー

第二部 C: 地方自治ほか 0218-7 世界の大都市　－その行政と政治と計画－
第2部　マンチェスター、モント
リオールとトロント

ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 38 シェナ・Ｄ・サイモン、K.B.キャラード
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第二部 C: 地方自治ほか 0218-8 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 第2部　モスクワ、ニューヨーク
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 47
モーリス・フーカム、ロジャー・サイモン、レックス
フォード・Ｇ・タッグウェル

第二部 C: 地方自治ほか 0218-9 世界の大都市　－その行政と政治と計画－
第2部　パリ、リオ・デ・ジャネイ
ロ、ローマ

ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 61
ブライアン・チャップマン、ヨーゼ・アーサ－・リオ
ス、ジュセッペ・チアレリー

第二部 C: 地方自治ほか 0218-10 世界の大都市　－その行政と政治と計画－
第2部　ストックホルム、シド
ニー、ウェリントン、チューリッ

ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 64
グンナー・ヘクシャー、ベル・ホルム、F.A.ブランド、
ラルフ・Ｈ・ブルックス、マックス・インボーデン

第二部 C: 地方自治ほか 0218-11 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 追補　ケルン、ヨハネスブルグ
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 46
ローレンツ・フィッシャー、ピーター・ヴァン・ホーテ
ン、L.P.グリーン

第二部 C: 地方自治ほか 0218-12 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 追補　東京と大阪
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 20 蝋山政道

第二部 C: 地方自治ほか 0218-13 世界の大都市　－その行政と政治と計画－
主要文献目録、人名・地名索
引、事項索引

ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 40

第二部 C: 地方自治ほか 0218-14 世界の大都市　－その行政と政治と計画－ 奥付・裏表紙
ウイリアム･A･ロブソン編　/蝋山
政道（監修）

1958 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0219-1 チャールズ･A･ビーアド 表紙・口絵・序・目次 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0219-2 チャールズ･A･ビーアド
追憶のなかから拾い出すビー
アド博士の人格・功業

東京市政調査会編/前田多門 1958 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0219-3 チャールズ･A･ビーアド
ビーアド博士をしのぶ　－東京
都政のなかにおいて－

東京市政調査会編/安井誠一郎 1958 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0219-4 チャールズ･A･ビーアド
父、チャールズ・Ａ・ビーアドの
日本との接触

東京市政調査会編/ウィリアム・
ビーアド

1958 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0219-5 チャールズ･A･ビーアド 座談会　ビーアド博士をしのび 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 21 蝋山政道、高木八尺、鶴見祐輔、松本重治、前田

第二部 C: 地方自治ほか 0219-6 チャールズ･A･ビーアド ビーアドと市政改革
東京市政調査会編/ルーサー・
ギューリック

1958 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0219-7 チャールズ･A･ビーアド 「東京市政論」と東京都制 東京市政調査会編/原口一次 1958 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0219-8 チャールズ･A･ビーアド
ビーアド博士の財政思想とそ
の系譜

東京市政調査会編/柴田徳衛 1958 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0219-9 チャールズ･A･ビーアド ビーアド博士の生涯 東京市政調査会編/黒沼稔 1958 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0219-10 チャールズ･A･ビーアド 資料 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 14

1.ビーアド博士の東京市吏員講習所における「市
政府の諸問題に関する六回の講義」について、2.
都市計画と政治（シー・エー・ビーアド）、3.ビーアド
博士への報告、4.ビーアド博士と後藤伯爵記念市

第二部 C: 地方自治ほか 0219-11 チャールズ･A･ビーアド 大社会とテクノロジー
東京市政調査会編/チャールズ･
A･ビーアド

1958 東京市政調査会 35

第二部 C: 地方自治ほか 0219-12 チャールズ･A･ビーアド ビーアド博士と新聞報道 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 34
第二部 C: 地方自治ほか 0219-13 チャールズ･A･ビーアド ビーアド博士著作目録 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 9
第二部 C: 地方自治ほか 0219-14 チャールズ･A･ビーアド 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0454-1 ビーアド博士と新聞報道
表紙・はしがき・凡例・新聞見
出しリスト

東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0454-2 ビーアド博士と新聞報道 第1回来日 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 11
第二部 C: 地方自治ほか 0454-3 ビーアド博士と新聞報道 第2回来日 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 19
第二部 C: 地方自治ほか 0454-4 ビーアド博士と新聞報道 裏表紙 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 2
第二部 C: 地方自治ほか 0220-1 都市：アメリカとヨーロッパ 表紙・序・目次 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0220-2 都市：アメリカとヨーロッパ １.大都市の行政と問題 アメリカとカナダ 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 30
ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、フィラデル
フィア、ワシントン、ボストン、ピッツバーグ、ミネア
ポリス、ハワイ、トロント、モントリオール、ほか

第二部 C: 地方自治ほか 0220-3 都市：アメリカとヨーロッパ １.大都市の行政と問題 ヨーロッパ 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 33
ロンドン、エジンバラ、グラスゴー、パリ、ブラッセ
ル、アムステルダム、コペンハーゲン、ストックホル
ム、ベルリン、デュッセルドルフ、ほか

第二部 C: 地方自治ほか 0220-4 都市：アメリカとヨーロッパ 2.中小都市の行政 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 14
総括、ビバリーヒルズ、ドルース、カルペパ、パロ
アルト、ワイザタ、ヒビング、マイアミ

第二部 C: 地方自治ほか 0220-5 都市：アメリカとヨーロッパ 3.市政調査機関 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 18

インスティチュート・オブ・パブリック・アドミニスト
レーション、ナショナル・ミュニシパル・リーグ、ブ
ルッキングス行政調査研究所、ミシガン市民調査
会議、大クリーブランド市民同盟、ほか

第二部 C: 地方自治ほか 0220-6 都市：アメリカとヨーロッパ 4.大学の行政教育と研究所 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 12
総括、南カリフォルニア大学の行政教育、ミシガン
大学行政学部、ペンシルベニア大学地方行政研
究所、バージニア大学の行政研究所、イギリスの

第二部 C: 地方自治ほか 0220-7 都市：アメリカとヨーロッパ 5.メトロポリタン・エリアの問題 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 20

総括、大ニューヨークの首都圏会議、シカゴの首
都圏計画委員会、大クリーブランドの二つの調査
機関、ボストンの首都圏委員会、デトロイトの地方
計画委員会、マイアミのメトロポリタン・ガバメント、
トロント首都制度

第二部 C: 地方自治ほか 0220-8 都市：アメリカとヨーロッパ
旅と印象、付図、付表、地名索
引

小倉庫次著 1960 東京市政調査会 22

ニューヨークで、ウィリアムスバーグ、ヘンリー・
フォード博物館とグリーンフィールド村、バイニング
夫人と語る、ミネアポリス名誉市民となる、スエー
デンの新都市建設、ヨーロッパの地下鉄

第二部 C: 地方自治ほか 0220-9 都市：アメリカとヨーロッパ 奥付・裏表紙 小倉庫次著 1960 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0222-1
大都市圏行政：東京周辺地域の分析を通じてみた大都市圏行政の現
状と問題点

表紙・目次 東京市政調査会編 1961 東京市政調査会 2
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第二部 C: 地方自治ほか 0222-2
大都市圏行政：東京周辺地域の分析を通じてみた大都市圏行政の現
状と問題点

大都市圏行政の調査報告につ
いて、はじめに、Ｉ　東京と周辺
地域との一般的関連とその特
質、ＩＩ　周辺地域における社
会・経済的な変化、ＩＩＩ　周辺地
方団体の発展策

東京市政調査会編 1961 東京市政調査会 34

第二部 C: 地方自治ほか 0222-3
大都市圏行政：東京周辺地域の分析を通じてみた大都市圏行政の現
状と問題点

ＩＶ　国の大都市圏施策、Ｖ　東
京と周辺地方団体との関係、
資料（大都市圏に関する調査

東京市政調査会編 1961 東京市政調査会 25

第二部 C: 地方自治ほか 0222-4
大都市圏行政：東京周辺地域の分析を通じてみた大都市圏行政の現
状と問題点

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1961 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0850-1 戦後地方自治年表　(1945～1960) 東京市政調査会編 市政調査資料 第36号 1961 東京市政調査会 31
第二部 C: 地方自治ほか 0223-1 1960年､ロンドン改革についての報告に関する諸論 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所訳 調査研究資料 No.4 1962 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0223-2 1960年､ロンドン改革についての報告に関する諸論 第1部
東京市政調査会首都研究所訳
編

調査研究資料 No.4 1962 東京市政調査会 45

1.L.J.シャープ「大ロンドンの地方自治行政に関す
る王室委員会の報告書」（要約）、2.ロンドン地方自
治行政の改革、3.王室委員会のロンドン改革案に
対する別の意見、4.大ロンドンの地方自治行政に
関する王室委員会　－計画に関する諸提案の要
約－、5.大ロンドンの地方自治行政に関する王室
委員会報告書－1961年4月14日都市計画協会か
ら住宅・地方自治大臣に提出された意見の覚書－

第二部 C: 地方自治ほか 0223-3 1960年､ロンドン改革についての報告に関する諸論 第2部
東京市政調査会首都研究所訳
編

調査研究資料 No.4 1962 東京市政調査会 23

1.ロンドンの地方自治制度、政府の再編成に対す
る提案－1961年11月に住宅・自治大臣が議会に
提出したもの－、2.通達1961年第56号（住宅・地方
自治次官－各カウンシル書記宛）ロンドンの地方
自治制度、ロンドン改革に関する政府白書をめぐ

第二部 C: 地方自治ほか 0223-4 1960年､ロンドン改革についての報告に関する諸論 裏表紙 東京市政調査会首都研究所訳 調査研究資料 No.4 1962 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0227-1 東京改造に関する論説･政策の研究 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

6

第二部 C: 地方自治ほか 0227-2 東京改造に関する論説･政策の研究 I　東京改造論の動向と類型 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

4

第二部 C: 地方自治ほか 0227-3 東京改造に関する論説･政策の研究 II　改造論（構造改革論） 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

38 1.総説、2.広域改造論、3.再開発論

第二部 C: 地方自治ほか 0227-4 東京改造に関する論説･政策の研究 III　分散論（分散・抑制論） 1.総説 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

8
1.分散抑制論の性格、2.分散抑制論の台頭の一
般的背景

第二部 C: 地方自治ほか 0227-5 東京改造に関する論説･政策の研究 III　分散論（分散・抑制論） 2.分散論 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

22

1.分散論の対象と区分、2.首都移転論（一般的性
格、皇居移転論、首都的機関の移転論、首都移転
に対する批判）、3.その他の移転論（概要、工場分
散論、大学・研究機関・第二次的官庁の集団移転
論、分散論の問題点）

第二部 C: 地方自治ほか 0227-6 東京改造に関する論説･政策の研究 III　分散論（分散・抑制論） 3.抑制論 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

38

1.都市への流入抑制、2.人口集中とその分散論、
3.工場集中とその分散論、4.工業等制限法（略称）
立法過程における問題点、5.工業等制限法（略
称）実施過程における問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0227-7 東京改造に関する論説･政策の研究 裏表紙 東京市政調査会研究部編 調査研究資料 No.8 1962
東京市政調査会首
都研究所

3

第二部 C: 地方自治ほか 0233-1 東京の政治および行政の展開 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0233-2 東京の政治および行政の展開 第1章　総説
東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

1962 東京市政調査会 9
1.歴史的研究の重要性、2.徳川時代における江
戸、3.江戸の行政制度、4.比較研究の必要性、5.
東京の在り方

第二部 C: 地方自治ほか 0233-3 東京の政治および行政の展開
第2章　制度形成期における東
京府政について

東京市政調査会首都研究所編/
五味比佐子

1962 東京市政調査会 18
1.東京府の成立、2.三新法体制下の東京、3.新制
度の成立と市制施行

第二部 C: 地方自治ほか 0233-4 東京の政治および行政の展開
第3章　確立期における東京市
政

東京市政調査会首都研究所編/
大島太郎

1962 東京市政調査会 10
1.国の政策と市制の確立、2.都市経営の貧困、3.
市政の構造的特徴

第二部 C: 地方自治ほか 0233-5 東京の政治および行政の展開
第4章　体制再編期における東
京市政

東京市政調査会首都研究所編/
大島美津子

1962 東京市政調査会 15
1.行政区画と活動領域の背離の激化、2.行政組織
上の諸問題

第二部 C: 地方自治ほか 0233-6 東京の政治および行政の展開
第5章　普選下における東京市
政の構造

東京市政調査会首都研究所編/
赤木須留喜

1962 東京市政調査会 26 1.市政の構造、2.市政改革運動

第二部 C: 地方自治ほか 0233-7 東京の政治および行政の展開 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 1962 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0459-1
各国の首都と大都市（昭和37年2月12日　第2回研究会研究報告速記
録）

柴田徳衛述 調査研究資料 No.3 1962
東京市政調査会首
都研究所

12

第二部 C: 地方自治ほか 0460-1
ロンドン改革に関する最近の動きについて　(昭和37年4月9日　第5回
研究会研究報告速記録)

野村鋠市述 調査研究資料 No.6 1962
東京市政調査会首
都研究所

14

第二部 C: 地方自治ほか 0461-1
第40国会で成立した都市関係法律について（昭和37年5月24日　第6
回研究会研究報告速記録）

中瀬弘述 調査研究資料 No.7 1962
東京市政調査会首
都研究所

23

第二部 C: 地方自治ほか 0844-1 ｢地方行政国際会議｣参加報告書　1961年6月･ワシントン
全国知事会/全国都道府県議会
議長会/全国市長会/全国市議
会議長会/東京市政調査会編

1962
日本地方自治研究
所

48

第二部 C: 地方自治ほか 0242-1 東京の政治および行政の展開　（続） 表紙・目次・まえがき 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0242-2 東京の政治および行政の展開　（続）
第1章　制度形成期における区
制の諸問題

東京市政調査会首都研究所編/
五味比佐子

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 28 1.明治10年代における区政の諸問題、2.市制施行
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第二部 C: 地方自治ほか 0242-3 東京の政治および行政の展開　（続）
第2章　確立期における東京市
政の構造と機能

東京市政調査会首都研究所編/
大島太郎

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 24 1.東京市政の特徴、2.市街鉄道と東京市政

第二部 C: 地方自治ほか 0242-4 東京の政治および行政の展開　（続）
第3章　再編期における東京市
政の構造と機能（大正3年－昭
和4年）

東京市政調査会首都研究所編/
大島美津子

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 21 １.東京市政の構造、2.主要な政治的諸問題

第二部 C: 地方自治ほか 0242-5 東京の政治および行政の展開　（続）
第4章　東京都制の展開と公
民細胞の組織化

東京市政調査会首都研究所編/
赤木須留喜

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 53
1.特別市制運動の基調、2.東京都制案の抬頭、3.
帝都としての東京都制案

第二部 C: 地方自治ほか 0242-6 東京の政治および行政の展開　（続） 第5章　首都圏と東京都政
東京市政調査会首都研究所編/
佐藤竺

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 21
1.首都圏建設法の制定と問題点、2.首都圏整備法
の制定と問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0242-7 東京の政治および行政の展開　（続）
附　ロンドンの首都区とニュー
ヨークの区

東京市政調査会首都研究所編/
小倉庫次

首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0242-8 東京の政治および行政の展開　（続） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和37年度調査報告No.7（政
治行政）

1963 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0291-1 首都制度改革意見の推移 表紙・はしがき・目次
東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0291-2 首都制度改革意見の推移 第1章　概説
東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0291-3 首都制度改革意見の推移
第2章　東京都制（昭和18年）
の成立とこれに対する批判

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 14

第二部 C: 地方自治ほか 0291-4 首都制度改革意見の推移
第3章　戦後の首都制度に関
する意見

1.大都市制度一
般論、2.戦前およ
び戦後の両都制
に対する批判

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 35

第二部 C: 地方自治ほか 0291-5 首都制度改革意見の推移
第3章　戦後の首都制度に関
する意見

3.諸家の意見、4.
世論調査の結果

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 22

第二部 C: 地方自治ほか 0291-6 首都制度改革意見の推移
第4章　最近数年間に提示され
た諸案および論議

1.特別区に関す
る二つの改革
案、2.「岡崎私
案」、3.都制調査
会並びに地方制
度調査会の答
申、4.その他の改

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 44

第二部 C: 地方自治ほか 0291-7 首都制度改革意見の推移
第4章　最近数年間に提示され
た諸案および論議

5.諸家の批判お
よび意見

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 42

第二部 C: 地方自治ほか 0291-8 首都制度改革意見の推移 第5章　総括
東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0291-9 首都制度改革意見の推移 附録
東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 19
1.首都制度審議案、2.首都の区域・性格その他に
関する問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0291-10 首都制度改革意見の推移 裏表紙
東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

調査研究資料 No.10 1963 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0247-1 国・都と都下市町村との行財政関係 表紙・序文・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.2

1964 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0247-2 国・都と都下市町村との行財政関係 Ａ　総論
東京市政調査会首都研究所編/
柴田徳衛/小沢辰男/佐藤進

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.2

1964 東京市政調査会 16
1.東京の発展と都下市町村の関係、2.国・都と都
下市町村の財政関係、3.都下市町村の行財政の
特徴とその問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0247-3 国・都と都下市町村との行財政関係 Ｂ　各論
東京市政調査会首都研究所編/
高橋誠/向山巌/松崎来輔/岩波

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.2

1964 東京市政調査会 20
1.青梅市財政からみた都下市町村の現状と問題
点、2.東村山市財政からみた都下市町村の現状と

第二部 C: 地方自治ほか 0247-4 国・都と都下市町村との行財政関係
Ｃ　むすび　－都下市町村の
現況と展望－

東京市政調査会首都研究所編/
鈴木武雄/小沢辰男

首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.2

1964 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0247-5 国・都と都下市町村との行財政関係 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.2

1964 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0292-1 ロンドン　2000 表紙・はしがき・目次
ピーター・ホール著/東京市政調
査会首都研究所編

調査研究資料 No.13 1964 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0292-2 ロンドン　2000 （その1）
ピーター・ホール著/東京市政調
査会首都研究所編

調査研究資料 No.13 1964 東京市政調査会 34

はしがき、１.問題の提示（１.ロンドンの諸問題、2.
大ロンドン反対論と賛成論）、2.成長を導く（3.西暦
2000年の仕事、4.西暦2000年の人口と世帯数、5.
西暦2000年の交通）

第二部 C: 地方自治ほか 0292-3 ロンドン　2000 （その2）
ピーター・ホール著/東京市政調
査会首都研究所編

調査研究資料 No.13 1964 東京市政調査会 15

3.新ロンドンづくり（6.新旧都市、7.都市構造を改革
する）、4.新ロンドンを経営する（8.難点を解消す
る、9.西暦2000年のロンドン行政）、5.ロンドンの生
活（10.西暦2000年のロンドン）

第二部 C: 地方自治ほか 0292-4 ロンドン　2000 裏表紙
ピーター・ホール著/東京市政調
査会首都研究所編

調査研究資料 No.13 1964 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0466-1 ロンドンの行政改革について（昭和39年1月20日研究会報告速記録） 東郷尚武述 調査研究資料 No.12 1964
東京市政調査会首
都研究所

21

第二部 C: 地方自治ほか 0467-1 相模原市における総合企画の課題　－若干の問題点と提案－ 黒沼稔著 1964 東京市政調査会 14

1.相模原市発展の現段階と新総合企画体制発足
の意義、2.相模原市における都市機能および都市
構造をめぐる主要な研究課題、3.相模原市の総合
企画に関する若干の提案
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第二部 C: 地方自治ほか 0817-1 歴史的に見た東京府と東京市政の関係 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.14 1964 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0817-2 歴史的に見た東京府と東京市政の関係 （その1） 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.14 1964 東京市政調査会 28
1.総説、2.東京府の特異性、3.東京府政の機構、4.
経費からみた東京府政、5.三部経済制と東京府

第二部 C: 地方自治ほか 0817-3 歴史的に見た東京府と東京市政の関係 （その2） 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.14 1964 東京市政調査会 19
6.東京府の指導監督機能、7.地方団体としての東
京府の機能、8.時代区分と現下の問題点から見た
東京府政の諸相

第二部 C: 地方自治ほか 0817-4 歴史的に見た東京府と東京市政の関係 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.14 1964 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0258-1 東京の基本的性格および各種集中現象 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0258-2 東京の基本的性格および各種集中現象
第1部　東京の基本的性格とそ
の具体的表現

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 39
1.首都の意義並びにそれと大都市との関係、2.制
度問題としての首都性と集中要因としての首都
性、3.東京の空間構造、4.都民生活と都民意識

第二部 C: 地方自治ほか 0258-3 東京の基本的性格および各種集中現象
第2部　東京における各種機能
の集中現象

第1章　政治行政
面の集中現象と
集中要因として
の政治行政

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 13

第二部 C: 地方自治ほか 0258-4 東京の基本的性格および各種集中現象
第2部　東京における各種機能
の集中現象

第2章　産業・経
済にみる集中現

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 31

第二部 C: 地方自治ほか 0258-5 東京の基本的性格および各種集中現象
第2部　東京における各種機能
の集中現象

第3章　社会文化
面からみた集中
現象

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0258-6 東京の基本的性格および各種集中現象
第2部　東京における各種機能
の集中現象

第4章　各種の集
中現象と都市施

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0258-7 東京の基本的性格および各種集中現象
第3部　各種機能集中の総合
現象としての人口集中

第1章　概説、第2
章　国内人口移
動からみた東京
人口の集中、第3
章　流入人口の

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 18

第二部 C: 地方自治ほか 0258-8 東京の基本的性格および各種集中現象
第3部　各種機能集中の総合
現象としての人口集中

第4章　東京の人
口構造、第5章
東京の人口移
動、第6章　東京
の人口の特徴
－6大都市人口

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 31

第二部 C: 地方自治ほか 0258-9 東京の基本的性格および各種集中現象 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.1

1965 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0259-1 東京の収容可能性に関する研究
表紙・まえがき・報告概要・目
次

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.3

1965 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0259-2 東京の収容可能性に関する研究
第1章　水の面からみた東京の
収容可能性

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.3

1965 東京市政調査会 27

第二部 C: 地方自治ほか 0259-3 東京の収容可能性に関する研究
第2章　交通の面からみた東京
の収容可能性

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.3

1965 東京市政調査会 18

第二部 C: 地方自治ほか 0259-4 東京の収容可能性に関する研究
第3章　災害からみた東京の収
容可能性

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.3

1965 東京市政調査会 43

第二部 C: 地方自治ほか 0259-5 東京の収容可能性に関する研究
第4章　社会病理現象からみた
東京の収容可能性

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.3

1965 東京市政調査会 44

第二部 C: 地方自治ほか 0259-6 東京の収容可能性に関する研究 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.3

1965 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0260-1 東京の収容可能性に関する研究（資料編） 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0260-2 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第1章　水の面からみた東京の
収容可能性（資料）

1.東京における水
需給の現状と問
題点、2.将来の東
京における水需
要の予測

東京市政調査会首都研究所編/
奈良忠/山際弘夫/尾林賢治

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 40

第二部 C: 地方自治ほか 0260-3 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第1章　水の面からみた東京の
収容可能性（資料）

3.将来の東京に
おける水供給可
能性の限界、4.研
究開発による海
水利用可能性の
予測と地下水利
用の問題点、5.給
水方式の合理的

東京市政調査会首都研究所編/
奈良忠/山際弘夫/尾林賢治

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 39

第二部 C: 地方自治ほか 0260-4 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第2章　交通の面からみた東京
の収容可能性（資料）

東京市政調査会首都研究所編/
支倉幸二

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 22
1.交通需要の予測、2.輸送力の可能範囲、3.交通
需要に対する輸送力不足の整備費用

第二部 C: 地方自治ほか 0260-5 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

1.火災現象から
みた東京の危険

東京市政調査会首都研究所編/
横井鎮男

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 20

第二部 C: 地方自治ほか 0260-6 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

2.東京の軟弱地
盤と低地帯の災

東京市政調査会首都研究所編/
中野尊正

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 24

第二部 C: 地方自治ほか 0260-7 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

3.災害と都市施
設、避難対策に
ついて

東京市政調査会首都研究所編/
戸川喜久二

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 11
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第二部 C: 地方自治ほか 0260-8 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

4.防災上からみた
都市計画－東京
を中心として－

東京市政調査会首都研究所編/
浅見溍一

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0260-9 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

5.災害の危険度
よりみた都京都
区部の地域区分
について

東京市政調査会首都研究所編/
杉山煕

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0260-10 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

6.東京の地盤構
造

東京市政調査会首都研究所編/
表俊一郎

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0260-11 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第3章　災害からみた東京の収
容可能性（資料）

7.東京付近の地
震活動について

東京市政調査会首都研究所編/
宮村摂三

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 18

第二部 C: 地方自治ほか 0260-12 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第4章　社会病理現象からみた
東京の収容可能性（資料）

1.都市と少年非
行

東京市政調査会首都研究所編/
中田重厚

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 16

第二部 C: 地方自治ほか 0260-13 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第4章　社会病理現象からみた
東京の収容可能性（資料）

2.大都市住民の
生命力　－寿命
と人口再生産率

東京市政調査会首都研究所編/
水島治夫

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 16

第二部 C: 地方自治ほか 0260-14 東京の収容可能性に関する研究（資料編）
第4章　社会病理現象からみた
東京の収容可能性（資料）

3.都市環境悪化
の老令者の寿命
に及ぼす影響

東京市政調査会首都研究所編/
村井隆重

首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 13

第二部 C: 地方自治ほか 0260-15 東京の収容可能性に関する研究（資料編） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和39年度調査報告No.4

1965 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0267-1 長期展望上の基礎資料 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.3

1966 東京市政調査会 54
1.人口、2.産業構造、3.市街地の拡大と工場分布
の推移、4.都市施設、5.交通施設、6.首都圏計画

第二部 C: 地方自治ほか 0270-1 東京への機能の集中と分散 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0270-2 東京への機能の集中と分散
第1章　全国的都市化と東京
の機能の再編成

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 18

1.日本における現代的都市化と全国的都市開発
計画、2.中枢管理機能をめぐる東京と地方都市の
関係、3.管理機能からみた全国的都市化のなかに
おいて占める東京の地位

第二部 C: 地方自治ほか 0270-3 東京への機能の集中と分散
第2章　東京から分散すべき機
能

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 15
1.政治行政機能をめぐる分散の問題、2.産業経済
機能をめぐる分散の問題、3.教育文化機能をめぐ
る分散の問題

第二部 C: 地方自治ほか 0270-4 東京への機能の集中と分散
第3章　分散する機能の東京
からの距離と配置の研究

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 12

1.人口移動現況、2.東京大都市圏の人口集中と工
場分散傾向、3.新産都市の人口変動、4.地域格差
の増大、5.東京から分離すべき機能、6.機能分散
の必要とその方策

第二部 C: 地方自治ほか 0270-5 東京への機能の集中と分散
第4章　地方における人口停留
のための研究

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 12
1.人口停留にはたす都市の位置、2.地方都市の人
口流出抑止要件、3.人口流出抑止力としての都市
要件と提案

第二部 C: 地方自治ほか 0270-6 東京への機能の集中と分散 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0271-1 東京への機能の集中と分散（　資料編） 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0271-2 東京への機能の集中と分散（　資料編）
Ｉ　全国的都市化と東京の機能
の再編成

東京市政調査会首都研究所編/
黒田俊夫

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 43
1.都市化の動向と都市の変動、2.地域人口構造の
変動と地域開発、3.都市の経済構造と機能、4.中
枢管理機能の分布構造と東京

第二部 C: 地方自治ほか 0271-3 東京への機能の集中と分散（　資料編）
II　政治行政機能の集中と分
散

東京市政調査会首都研究所編/
沖田哲也

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 35
1.全国的視野からみた政治行政機能の集中と分
散、2.首都圏内における政治行政機能の集中と分

第二部 C: 地方自治ほか 0271-4 東京への機能の集中と分散（　資料編）
III　産業経済機能の集中と分
散

東京市政調査会首都研究所編/
村松一郎

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 39
1.全国的視野からみた産業経済機能の展開、2.首
都圏内における産業・経済機能の分散

第二部 C: 地方自治ほか 0271-5 東京への機能の集中と分散（　資料編）
IV　教育文化機能の集中と分
散

東京市政調査会首都研究所編/
磯村英一

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 35

1.問題の所在、2.整備計画の根拠、3.首都圏域内
における教育・文化の課題、4.大学の機能の集中
と集積、5.高等教育機能の集中・集積、6.社会教育
機能の集中・集積、7.公共的文化施設の集中と集
積、8.印刷・出版事業の集中・集積、9.美術・音楽・
演劇等の集中・集積、10.対策整備への途

第二部 C: 地方自治ほか 0271-6 東京への機能の集中と分散（　資料編）
V　分散する機能の東京から
の距離と配置の研究

東京市政調査会首都研究所編/
本田弘

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 30

1.東京の都市機能の一般的意義と状況、2.東京の
都市機能分散化の実態に関する分析、3.東京から
の都市機能分散・配置の諸策の検討、4.大都市圏
における機能分散・配置の行政問題

第二部 C: 地方自治ほか 0271-7 東京への機能の集中と分散（　資料編）

VI　東京をめぐる都市圏の構
成について　－特に大都市地
域における工業の活動との関
連から－

東京市政調査会首都研究所編/
渡辺良雄

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 26

1.本邦における巨大都市の都市圏ー物資の地域
間移動指標として、2.東京をめぐる都市圏－関東
地方、3.東京周辺の地域における工場新設の実態
－国道4号線に沿って春日部・小山間の例

第二部 C: 地方自治ほか 0271-8 東京への機能の集中と分散（　資料編） VII　地方都市の人口抑止条件
東京市政調査会首都研究所編/
近江哲男

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 40
1.近年における全国都市人口の趨勢、2.人口増減
諸都市の分析を通じてみた地方都市の人口抑止
条件、3.要約

第二部 C: 地方自治ほか 0271-9 東京への機能の集中と分散（　資料編） VIII　地域格差論の研究
東京市政調査会首都研究所編/
白井和徳

首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 24
1.地域格差論の背景、2.地域格差の内容、3.地域
格差の実態分析、4.地域格差の要因、5.地域格差

第二部 C: 地方自治ほか 0271-10 東京への機能の集中と分散（　資料編） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和40年度調査報告No.2－付

1966 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0273-1 東京都長期基本計画策定のための基本的与件に関する調査 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 6
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第二部 C: 地方自治ほか 0273-2 東京都長期基本計画策定のための基本的与件に関する調査 総論 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 15
1.東京都の人口、2.東京都の就業構造、3.東京都
の産業構造、4.基本的条件の推計上の問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0273-3 東京都長期基本計画策定のための基本的与件に関する調査
第1章　東京都男女年齢5歳階
級別将来人口の推計

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 23
1.推計目的と推計内容、2.推計方法の原則、3.推
計手続の概要、4.推計結果とその問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0273-4 東京都長期基本計画策定のための基本的与件に関する調査
第2章　東京都の就業構造の
将来推計

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 26

第二部 C: 地方自治ほか 0273-5 東京都長期基本計画策定のための基本的与件に関する調査
第3章　東京都の産業構造の
将来推計

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 20

第二部 C: 地方自治ほか 0273-6 東京都長期基本計画策定のための基本的与件に関する調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.2

1966 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0857-1 フランスにおける最近の地方行政改革　(要訳) 東京市政調査会首都研究所編 調査研究資料 No.16 1966 東京市政調査会 22
1.パリ首都圏の再構成、2.地方活動区域における
行政のしくみ、3.県および地方における行政の改

第二部 C: 地方自治ほか 0274-1 長期展望に関する調査 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0274-2 長期展望に関する調査 総論 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 17
1.技術革新と競争社会、2.就業構造の変貌、3.都
市病理現象、4.対策の方向

第二部 C: 地方自治ほか 0274-3 長期展望に関する調査
第1章　都市病理現象の動向
（その1）

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 32
1.貧困、2.失業、3.精神衛生、4.売春、5.スラム、6.
老人問題、7.自殺・殺人・知能犯罪

第二部 C: 地方自治ほか 0274-4 長期展望に関する調査
第1章　都市病理現象の動向
（その2）

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 42
8.青少年非行の形態、9.東京都における犯罪年齢
低下の傾向、10.犯罪・非行に対する社会的監視
の方向、11.20年後のいわゆる公害問題、12.災害

第二部 C: 地方自治ほか 0274-5 長期展望に関する調査 第2章　社会保障制度の動向 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 31
1.国民皆保険の方向、2.児童手当制度の創設と発
展、3.医療保障の充実、4.生活保護、5.社会保障
の国際的な「通算」の方向

第二部 C: 地方自治ほか 0274-6 長期展望に関する調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0275-1 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0275-2 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第1章　首都圏行政の実態　－
政府機関・権限・計画等に関
する概要－

東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 33
1.国の地方開発計画における首都圏内の計画の
位置、2.首都圏内の各政府機関、3.首都圏内の政
府・計画・権限の調整と競合

第二部 C: 地方自治ほか 0275-3 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第2章　首都圏における諸計画
の分析

東京市政調査会首都研究所編/
松井達夫

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 22
1.首都圏整備計画、2.首都圏におけるその他の計
画

第二部 C: 地方自治ほか 0275-4 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第3章　東京圏における住宅建
設

東京市政調査会首都研究所編/
松井達夫

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 12
1.わが国の住宅政策の推移、2.首都圏における住
宅建設、3.住宅建設用地取得造成の手法、4.住宅
用地の選定、5.住宅団地の建設

第二部 C: 地方自治ほか 0275-5 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第4章　東京圏地域内行政の
財政分析

東京市政調査会首都研究所編/
武

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 35
1.圏内市町村の財政の実態と問題点、2.広域的行
政の実態と問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0275-6 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第5章　東京圏内関係団体の
意識　－対東京の事例研究－

東京市政調査会首都研究所編/
沖田哲也

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 25
1.神奈川県、2.千葉県東葛地域、3.東京周辺県市
町のスプロールに対する態度

第二部 C: 地方自治ほか 0275-7 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第6章　東京圏の住民意識　－
政党化と地元意識の分析－

東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 14
1.住民意識の態様、2.東京圏における住民意識、
3.広域行政に対応する東京圏の住民意識の態様

第二部 C: 地方自治ほか 0275-8 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第7章　現行の法制下の各種
協力体制の態様と限界

東京市政調査会首都研究所編/
田中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 31
1.わが国の地方公共団体の協力方式、2.各種協
力方式の実態と問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0275-9 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査
第7章　付属資料：東京都の参
加する協力方式調べ、参考資
料：都市計画の具体的展開方

東京市政調査会首都研究所編/
田中巌/塩原三朗

首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 21

第二部 C: 地方自治ほか 0275-10 東京大都市圏における広域行政の実態と問題点に関する調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和41年度調査報告No.3

1967 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0295-1 ウィリアム･A･ロブソン教授講演集 表紙・口絵・はしがき・目次
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
編/東京市政調査会編

1967 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0295-2 ウィリアム･A･ロブソン教授講演集 （その1）
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
編/東京市政調査会編

1967 東京市政調査会 37

W.A.ロブソン教授について、ロブソン教授日程、1.
大ロンドン地方行政制度について、2.東京都議会
議員との意見交換、3.東京都庁首脳部との意見交
換、4.ロンドンの行政改革と東京の問題

第二部 C: 地方自治ほか 0295-3 ウィリアム･A･ロブソン教授講演集 （その2）
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
編/東京市政調査会編

1967 東京市政調査会 42

5.東京の印象、6.合同記者会見、7.マンモス東京
－空から診断すれば－、8.巨大都市・東京再開発
への提言、9.東京改造　ロブソン博士のカルテ　－
オフィス・ビルの分散を急げ－、10.イギリスにおけ
る地方政治の動向、11.Greater Londonの形成、

第二部 C: 地方自治ほか 0295-4 ウィリアム･A･ロブソン教授講演集 （その3）
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
編/東京市政調査会編

1967 東京市政調査会 35

13.大都市問題について、14.大都市圏問題につい
て　－その行政と計画－、15.大都市圏行政機構
について、16.イギリスにおける公害行政、17.リー
ジョナリズムについて

第二部 C: 地方自治ほか 0295-5 ウィリアム･A･ロブソン教授講演集 裏表紙
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
編/東京市政調査会編

1967 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0468-1 東京都政に関する報告書　－　要約－
ウイリアム･A･ロブソン著/　東京
都訳編/東京市政調査会訳編

1967 東京市政調査会 19

1.東京の膨張と性格、2.時代おくれの地方行政制
度、3.第二層地方公共団体、4.都市計画行政、5.
土地問題、6.東京港、7.地域開発、8.住宅、9.環境
衛生、10.教育、11.公共輸送、12.路面交通と道
路、13.公団・公社、14.財政、15.管理技術、16.中
央政府との関係、17.市民の関心

第二部 C: 地方自治ほか 0818-1 危機に立つ地方自治 表紙・序文・凡例・目次
ウィリアム･A.･ロブソン著/東京
市政調査会研究部訳

1967 勁草書房 10
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第二部 C: 地方自治ほか 0818-2 危機に立つ地方自治 （その1）
ウィリアム･A.･ロブソン著/東京
市政調査会研究部訳

1967 勁草書房 52

１.都市機能の喪失、2.公益事業の喪失、3.地方公
営企業に対する社会主義的信念、4.ニュータウ
ン、5.地方政府が得た若干の権限、6.市町村から
県への権限の委譲、7.市町村への権限の委任、8.
リージョン計画、9.中央統制の増大、10.中央財政
への地方の依存、11.診断、12.1942－1943年の市
制改革に対する地方政府の態度、13.1943年の労
働党の報告書、14.1945年の連立政府の地方自治
に関する白書、15.1945－1949年の地方自治区域
委員会

第二部 C: 地方自治ほか 0818-3 危機に立つ地方自治 （その2）
ウィリアム･A.･ロブソン著/東京
市政調査会研究部訳

1967 勁草書房 48

16.1947年の区域委員会の提案、17.アナイリン・ペ
ヴァン保健大臣と地方自治改革、18.1953年にお
ける地方政府の四つの連合体の提案、19.都市協
会の態度、20.県議会連合の態度、21.1956年の地
方政府連合体間の協定、22.1956年の地方政府の
区域と地位に関する白書、23.1958年の地方自治
法、24.地方自治委員会の業績、25.ラトランドの事
例、26.県勢の高揚、27.ウェールズの状況、
28.1962年のウェールズに関する自由党の構想、
29.地方自治の構造上の主要な欠陥、30.民主的な
リージョン政府、31.ロンドン政府の改革、32.クロス
マン氏の率直な発言、33.結語、訳者あとがき

第二部 C: 地方自治ほか 0818-4 危機に立つ地方自治 奥付・裏表紙 1967 勁草書房 4

第二部 C: 地方自治ほか 0276-1
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0276-2
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第1章　県（市）開発計画の概
要

東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0276-3
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第2章　人口変動状況－隣接3
県を中心として

第1節　都県別の
人口変動状況

東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 18
1.人口増（減）の推移、2.社会増（減）人口の変遷、
3.通勤・通学状況

第二部 C: 地方自治ほか 0276-4
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第2章　人口変動状況－隣接3
県を中心として

第2節　市町村別
の人口変動状況

東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 39 1.人口増（減）の推移、2.通勤・通学状況

第二部 C: 地方自治ほか 0276-5
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第2章　人口変動状況－隣接3
県を中心として

第3節　首都圏の
人口変動の特性
と問題点

東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－
（1）

1968 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0276-6
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第3章　人口変動と公共施設
第1節　隣接3県
の人口急増と総
合計画改定の推

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－
（1）

1968 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0276-7
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第3章　人口変動と公共施設
第2節　隣接3県
の状況

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 16
1.概況、2.公益的供給施設、3.道路の整備、4.生活
環境施設、5.社会福祉施設、6.保健施設、7.消防

第二部 C: 地方自治ほか 0276-8
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第3章　人口変動と公共施設
第3節　隣接都市
の現況、第4節
むすび

東京市政調査会首都研究所編/
神岡浪子

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－
（1）

1968 東京市政調査会 29

第二部 C: 地方自治ほか 0276-9
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第4章　隣接3県の公私住宅の
建設状態と問題

東京市政調査会首都研究所編/
竹下譲

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 24

第二部 C: 地方自治ほか 0276-10
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第5章　教育施設　－義務教育
施設にみる社会増地域の問題

東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 29

第二部 C: 地方自治ほか 0276-11
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第6章　人口変動と地方収入
東京市政調査会首都研究所編/
大川武

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 49
1.人口増加と地方税収、2.人口増加と国庫補助
金、3.人口増加と地方交付税

第二部 C: 地方自治ほか 0276-12
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

第7章　工場の新増設と地方
税収

東京市政調査会首都研究所編/
田中巌

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 42
1.首都圏の工業立地動向、2.首都圏における都
県・市町村税収の変化、3.工場新増設と市税収入

第二部 C: 地方自治ほか 0276-13
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

付表 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 18

第二部 C: 地方自治ほか 0276-14
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
1）

裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0277-1
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
2）

表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0277-2
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
2）

第8章　各県（市町村）農業行
政への影響

まえがき、1.総
論、2.農地転用・
壊廃をめぐって、
3.農家労働力の
動向と対策（その

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－
（2）

1968 東京市政調査会 43

第二部 C: 地方自治ほか 0277-3
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
2）

第8章　各県（市町村）農業行
政への影響

3.農家労働力の
動向と対策（その

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 30

第二部 C: 地方自治ほか 0277-4
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
2）

第8章　各県（市町村）農業行
政への影響

3.農家労働力の
動向と対策（その

東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 36

第二部 C: 地方自治ほか 0277-5
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
2）

第9章　埼玉県及び川口市の
事例研究

東京市政調査会首都研究所編/
沖田哲也

首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 31

第二部 C: 地方自治ほか 0277-6
首都圏諸県　(市町村)　における東京関連問題の現状と行財政（その
2）

裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政に関する基礎調査
昭和42年度調査報告No.1－

1968 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0296-1 東京都政に関する報告書 表紙・はしがき・目次
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
企画調整局編/東京市政調査会

1968 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0296-2 東京都政に関する報告書 （その1）
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
企画調整局編/東京市政調査会
編

1968 東京市政調査会 33

まえがき、1.東京の膨張と性格、2.時代遅れの行
政制度、3.第二層地方公共団体、4.都市計画、5.
土地問題、6.港湾、7.地域開発、8.住宅、9.環境衛
生（下水道及び排水幹線、上水供給、清掃、公害）
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第二部 C: 地方自治ほか 0296-3 東京都政に関する報告書 （その2）
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
企画調整局編/東京市政調査会
編

1968 東京市政調査会 26
10.教育、11.公共輸送、12.路面交通と道路、13.公
団・公社、14.財政、15.管理技術、16.中央政府との
関係、17.市民の関心、ロブソン教授について

第二部 C: 地方自治ほか 0296-4 東京都政に関する報告書 奥付・裏表紙
ウィリアム･A･ロブソン著/東京都
企画調整局編/東京市政調査会

1968 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 1002-1 Report　on　Tokyo　Metropolitan　Government 表紙・目次 1968

Tokyo Metropolitan
Government  /
Tokyo Institute for
Municipal Research

3

第二部 C: 地方自治ほか 1002-2 Report　on　Tokyo　Metropolitan　Government （その1） William A. Robson 1968

Tokyo Metropolitan
Government  /
Tokyo Institute for
Municipal Research

34

Introduction, 1.The Growth and Character of
Tokyo, 2.An Obsolete Structure, 3.The Second
Tier Local Authorities, 4.Planning of Physical
Development, 5.The Land Problem, 6.The Port,
7.Regional Development, 8.Housing,
9.Environmental Health Services

第二部 C: 地方自治ほか 1002-3 Report　on　Tokyo　Metropolitan　Government （その2） William A. Robson 1968

Tokyo Metropolitan
Government  /
Tokyo Institute for
Municipal Research

26

10.Education, 11.Public Transport, 12.Traffic and
Highways, 13.Public Corporations, 14.Finance,
15.Management Techniques, 16.Relations with the
Central Government, 17.Citizen Interest

第二部 C: 地方自治ほか 1002-4 Report　on　Tokyo　Metropolitan　Government 奥付・裏表紙 1968

Tokyo Metropolitan
Government  /
Tokyo Institute for
Municipal Research

2

第二部 C: 地方自治ほか 0279-1 大都市行政方式の実態 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0279-2 大都市行政方式の実態 Ｉ　大ロンドン圏
東京市政調査会首都研究所編/
川俣芳郎

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 12
1.英国地方制度の概要、2.大ロンドン都の計画行
政

第二部 C: 地方自治ほか 0279-3 大都市行政方式の実態 II　ニューヨーク圏
東京市政調査会首都研究所編/
渡辺保男

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 36
1.アメリカにおける広域行政の動向、2.大都市圏評
議会、3.3州交通審議会、4.ニューヨーク港湾庁、5.
大都市交通公社、結論

第二部 C: 地方自治ほか 0279-4 大都市行政方式の実態 ＩＩＩ　パリ圏
東京市政調査会首都研究所編/
兼子仁/磯部力

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 35
1.パリ市行政制度の変遷、2.パリ首都圏とパリ市
の現行行政制度、3.パリのアグロメラシオンと首都
圏整備計画

第二部 C: 地方自治ほか 0279-5 大都市行政方式の実態 IV　大阪圏

1.大阪－その概
念と実態、2.大阪
連たん市街地区
における都市的
施設と都市間の
協力関係、3.国の
レベルにおける

東京市政調査会首都研究所編/
吉富重夫

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 39

第二部 C: 地方自治ほか 0279-6 大都市行政方式の実態 IV　大阪圏

4.大阪地方計画、
5.大阪市総合開
発計画、6.結語－
大阪の課題

東京市政調査会首都研究所編/
吉富重夫

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 32

第二部 C: 地方自治ほか 0279-7 大都市行政方式の実態 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.1

1969 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0280-1 大都市圏行政処理方式（その1） 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0280-2 大都市圏行政処理方式（その1） Ｉ　戦前における広域行政論

1.概説－戦前の
府県区域をめぐ
る改革論の潮
流、2.府県の沿革
および性格、3.府
県分割論、4.府県
合併論の推移

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 18

第二部 C: 地方自治ほか 0280-3 大都市圏行政処理方式（その1） Ｉ　戦前における広域行政論
5.道州制論の展
開、6.戦争中の制
度改革

東京市政調査会首都研究所編/
亀卦川浩

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 40

第二部 C: 地方自治ほか 0280-4 大都市圏行政処理方式（その1） II　戦後における広域行政論議
第1章　戦後にお
ける道州制論

東京市政調査会首都研究所編/
竹下譲

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 34
1.道州制論議の背景と根拠、2.道州制の内容、3.
道州制の利害得失、4.道州制における問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0280-5 大都市圏行政処理方式（その1） II　戦後における広域行政論議
第2章　首都圏庁
案－臨時行政調
査会特別部会の

東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 25
1.発想の背景、2.首都圏庁案の成立過程、3.首都
圏庁案の内容、4.首都圏庁案の利害得失をめぐる
論調

第二部 C: 地方自治ほか 0280-6 大都市圏行政処理方式（その1） II　戦後における広域行政論議
第3章　戦後にお
ける府県合併問
題

東京市政調査会首都研究所編/
田中巌

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 40
1.はじめに、2.府県合併問題の沿革とその背景、3.
府県合併に対する諸意見、4.府県合併の利害得
失と賛否の根拠、5.都県合併、6.おわりに

第二部 C: 地方自治ほか 0280-7 大都市圏行政処理方式（その1） II　戦後における広域行政論議
第4章　地方行政
連絡会議につい

東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 9
1.同会議とその成立経過、2.同会議運営の実態、
3.同会議の問題点、4.まとめ

第二部 C: 地方自治ほか 0280-8 大都市圏行政処理方式（その1） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（1）

1969 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0281-1 大都市圏行政処理方式（その2） 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 6
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第二部 C: 地方自治ほか 0281-2 大都市圏行政処理方式（その2）
III　首都圏・中部圏・近畿圏の
各整備法とその問題

第1章　近畿圏整
備法

東京市政調査会首都研究所編/
田村浩一

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 24
1.発想の背景、2.方式案検討の経過、3.方式の内
容、4.機関の性格、5.主張された利害得失、6.運営
の実態と問題点、むすび

第二部 C: 地方自治ほか 0281-3 大都市圏行政処理方式（その2）
III　首都圏・中部圏・近畿圏の
各整備法とその問題

第2章　中部圏開
発整備法

東京市政調査会首都研究所編/
横越英一

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 23
1.中部圏開発整備法の発想の背景、2.方式案検
討の経過とその内容、3.その機関の性格、4.主張
された利害得失、5.実際の運営と問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0281-4 大都市圏行政処理方式（その2）
III　首都圏・中部圏・近畿圏の
各整備法とその問題

第3章　首都圏整
備法

東京市政調査会首都研究所編/
成田頼明

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 10
1.首都圏整備法制定の経緯、2.首都圏整備委員
会の組織及び機能上の問題点、3.首都圏整備計
画の制度上の問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0281-5 大都市圏行政処理方式（その2） IV　首都圏における公社公団 第1章　概説
東京市政調査会首都研究所編/
大川武

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 23

第二部 C: 地方自治ほか 0281-6 大都市圏行政処理方式（その2） IV　首都圏における公社公団
第2章　各公社・
公団の実態

東京市政調査会首都研究所編/
渡辺清一

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 47
1.日本住宅公団、2.日本道路公団、3.首都高速道
路公団、4.水資源開発公団、5.公害防止事業団、
6.帝都高速度交通営団

第二部 C: 地方自治ほか 0281-7 大都市圏行政処理方式（その2）
付　地方公共団体の共同処理
方式

東京市政調査会首都研究所編/
近藤隆之

首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 35
1.一部事務組合、2.協議会、3.地方公社、4.地方開
発事業団、5.府県連合案

第二部 C: 地方自治ほか 0281-8 大都市圏行政処理方式（その2） 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.2－（2）

1969 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0282-1 東京地域における広域行政方式について 東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和43
年度調査報告No.3

1969 東京市政調査会 31

1.はしがき、2.大東京圏における行政機構の実態、
3.中小東京圏における行政機構の実態、4.まと
め、付表（1.大東京地域関係諸計画一覧、2.地方
公共団体及び関連諸機関の計画、3.民間団体、東
京近郊都市の15才以上通勤・通学者調）、参考
（ニューヨーク圏評議会）

第二部 C: 地方自治ほか 0283-1
第I部　都政と市民関係の調査　－大都市とその所在府県の公聴の実
態－、第II部　指定都市の区の規模に関する調査　－特別区を考える
資料として－

東京市政調査会首都研究所編
首都行政の基礎調査　昭和44
年度調査報告抜刷

1970 東京市政調査会 37

第二部 C: 地方自治ほか 0858-1 イングランドにおける地方行政制度の改革に関する白書 東京市政調査会首都研究所訳 調査研究資料 No.21 1970 東京市政調査会 28

1.王立委員会（モード委員会）とその提案した新制
度、2.主要地方団体の業務、3.図面、4.地区議会と
行政の分権、5.中央政府と地方団体との関係、6.
税制、7.選挙、議会構成および関連事項、8.新制
度実施の日程、9.結論

第二部 C: 地方自治ほか 0284-1 第II部　指定都市の区の規模に関する調査 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0284-2 第II部　指定都市の区の規模に関する調査
第1章　指定都市の区の規模
に関する調査（要綱）　－特別
区を考える資料として－

東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 14

第二部 C: 地方自治ほか 0284-3 第II部　指定都市の区の規模に関する調査 第2章　横浜市の行政区
東京市政調査会首都研究所編/
原田清司

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 27

第二部 C: 地方自治ほか 0284-4 第II部　指定都市の区の規模に関する調査 第3章　名古屋市の行政区
東京市政調査会首都研究所編/
横越英一

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 18

第二部 C: 地方自治ほか 0284-5 第II部　指定都市の区の規模に関する調査
第4章　大阪市における区の現
状と改革の動向

東京市政調査会首都研究所編/
田村浩一

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 16

第二部 C: 地方自治ほか 0284-6 第II部　指定都市の区の規模に関する調査 第5章　北九州の行政区
東京市政調査会首都研究所編/
松岡恒憲

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 34

第二部 C: 地方自治ほか 0284-7 第II部　指定都市の区の規模に関する調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 1
第二部 C: 地方自治ほか 0285-1 第I部　都政と市民関係の調査 表紙・目次 東京市政調査会首都研究所編 首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0285-2 第I部　都政と市民関係の調査
第1章　公聴の実態　－大都市
とその所在府県の比較研究－

東京市政調査会首都研究所編/
星野光男

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0285-3 第I部　都政と市民関係の調査
第2章　東京都の市民組織とそ
の実態

東京市政調査会首都研究所編/
沖田哲也

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 23
1.婦人組織体の体質と現状、2.婦人団体の沿革、
3.婦人団体の実態、4.政治選挙団体、5.市民生活
団体、6.職能団体

第二部 C: 地方自治ほか 0285-4 第I部　都政と市民関係の調査
第3章　神奈川県、愛知県、京
都府、大阪府、兵庫県の直接
民主主義的活動の実態

第1節　神奈川県
東京市政調査会首都研究所編/
大川武

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0285-5 第I部　都政と市民関係の調査
第3章　神奈川県、愛知県、京
都府、大阪府、兵庫県の直接
民主主義的活動の実態

第2節　愛知県
東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0285-6 第I部　都政と市民関係の調査
第3章　神奈川県、愛知県、京
都府、大阪府、兵庫県の直接
民主主義的活動の実態

第3節　京都府
東京市政調査会首都研究所編/
田中巌

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0285-7 第I部　都政と市民関係の調査
第3章　神奈川県、愛知県、京
都府、大阪府、兵庫県の直接
民主主義的活動の実態

第4節　大阪府
東京市政調査会首都研究所編/
竹下譲

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0285-8 第I部　都政と市民関係の調査
第3章　神奈川県、愛知県、京
都府、大阪府、兵庫県の直接
民主主義的活動の実態

第5節　兵庫県
東京市政調査会首都研究所編/
金倉忠之

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0285-9 第I部　都政と市民関係の調査
第4章　横浜市、名古屋市、京
都市、大阪市、神戸市の直接
民主主義的活動の実態

第1節　横浜市
東京市政調査会首都研究所編/
大川武

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0285-10 第I部　都政と市民関係の調査
第4章　横浜市、名古屋市、京
都市、大阪市、神戸市の直接
民主主義的活動の実態

第2節　名古屋市
東京市政調査会首都研究所編/
中村紀一

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 13

93/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第二部 C: 地方自治ほか 0285-11 第I部　都政と市民関係の調査
第4章　横浜市、名古屋市、京
都市、大阪市、神戸市の直接
民主主義的活動の実態

第3節　京都市
東京市政調査会首都研究所編/
田中巌

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0285-12 第I部　都政と市民関係の調査
第4章　横浜市、名古屋市、京
都市、大阪市、神戸市の直接
民主主義的活動の実態

第4節　大阪市
東京市政調査会首都研究所編/
竹下譲

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0285-13 第I部　都政と市民関係の調査
第4章　横浜市、名古屋市、京
都市、大阪市、神戸市の直接
民主主義的活動の実態

第5節　神戸市
東京市政調査会首都研究所編/
中瀬弘

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0285-14 第I部　都政と市民関係の調査
第5章　東京都における直接民
主主義的活動　－東京都にお
ける公聴活動－

第1節　東京都に
おける公聴活動

東京市政調査会首都研究所編/
政治経済研究所

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0285-15 第I部　都政と市民関係の調査
第5章　東京都における直接民
主主義的活動　－東京都にお
ける公聴活動－

第2節　公聴活動
の実態

東京市政調査会首都研究所編/
政治経済研究所

首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 59 1.個別公聴、2.集団公聴、3.調査公聴、4.情報処理

第二部 C: 地方自治ほか 0285-16 第I部　都政と市民関係の調査 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編 首都行政の基礎調査 1971 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0469-1 ニューヨークにおけるリンゼー市政下の市民関係 東京市政調査会編 1971 東京市政調査会 43
1.近隣地区市役所、2.近隣地区政府の構想、3.近
隣地区政府構想に関する協議についての報告、4.
市長行動センター、5.市民団体との連絡

第二部 C: 地方自治ほか 0287-1 特別区の事務：昭和46年度調査 表紙・目次 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0287-2 特別区の事務：昭和46年度調査
第I章　特別区行政の実態と問
題

東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 14
1.戦後の都政改革意見、2.戦後の都政の改定経
過、3.現行特別区行政の実態と問題、4.まとめ

第二部 C: 地方自治ほか 0287-3 特別区の事務：昭和46年度調査 第II章　公害行政 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 37
1.公害の実態と区行政、2.公害行政における国・
都・区の権限

第二部 C: 地方自治ほか 0287-4 特別区の事務：昭和46年度調査 第III章　保健衛生 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 16
1.保健衛生関係事務の移管とその経緯、2.大田区
における保健衛生行政の現況、3.大田区にみる特
別区の保健衛生行政の問題

第二部 C: 地方自治ほか 0287-5 特別区の事務：昭和46年度調査 第IV章　民生福祉 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 32
1.老人福祉、2.身体障害者福祉と精神薄弱者をめ
ぐる問題点、3.保育所・学童保育・家庭福祉員

第二部 C: 地方自治ほか 0287-6 特別区の事務：昭和46年度調査 第V章　中小企業対策 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 24
1.大田区の産業関係業務、2.中小企業対策の運
用と問題点

第二部 C: 地方自治ほか 0287-7 特別区の事務：昭和46年度調査 第VI章　消費者行政 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 6
第二部 C: 地方自治ほか 0287-8 特別区の事務：昭和46年度調査 第VII　社会教育 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 23

第二部 C: 地方自治ほか 0287-9 特別区の事務：昭和46年度調査
付　特別区の特色ある施策・
施設に関する調査

東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0287-10 特別区の事務：昭和46年度調査 裏表紙 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 1
第二部 C: 地方自治ほか 0298-1 都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版] 表紙・序・目次 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0298-2
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
市政学の展開
－東京市政調査
会創立当時を顧

東京市政調査会編/蝋山政道 1972 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0298-3
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
都市行政学説史
概説

東京市政調査会編/吉富重夫 1972 東京市政調査会 14

第二部 C: 地方自治ほか 0298-4
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
都市財政学説史
概説

東京市政調査会編/鈴木武雄 1972 東京市政調査会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0298-5
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
都市社会学説史
概説

東京市政調査会編/磯村英一 1972 東京市政調査会 14

第二部 C: 地方自治ほか 0298-6
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
都市計画学説史
概説

東京市政調査会編/西山卯三/
吉野正治

1972 東京市政調査会 16

第二部 C: 地方自治ほか 0298-7
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
都市人口学説史
概説　－形式人
口学の見地から

東京市政調査会編/舘稔 1972 東京市政調査会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0298-8
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
地理学における
都市学説の展開

東京市政調査会編/木内信蔵 1972 東京市政調査会 16

第二部 C: 地方自治ほか 0298-9 都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版] 第I部　記念論文集 自治学説史概説 東京市政調査会編/須貝脩一 1972 東京市政調査会 13

第二部 C: 地方自治ほか 0298-10
都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版]
－

第I部　記念論文集
都市・自治学説
の理論と実際
－むすびにかえ

東京市政調査会編/星野光男 1972 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0298-11 都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版] 第II部　参考文献目録 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 46
第二部 C: 地方自治ほか 0298-12 都市自治学説史概説　－東京市政調査会50周年記念論文集[初版] 後記、奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1972 東京市政調査会 5
第二部 C: 地方自治ほか 0299-1 後藤新平　－主要論文･講演集－　東京市政調査会50周年記念特集 表紙・目次 1972 東京市政調査会 4 「都市問題」第63巻第2号（昭和47年2月）抜粋

第二部 C: 地方自治ほか 0299-2 後藤新平　－主要論文･講演集－　東京市政調査会50周年記念特集
後藤新平における自治思想の
形成

後藤新平著/大野木克彦編 1972 東京市政調査会 10 「都市問題」第63巻第2号（昭和47年2月）抜粋

第二部 C: 地方自治ほか 0299-3 後藤新平　－主要論文･講演集－　東京市政調査会50周年記念特集
I　自治について、II　市政につ
いて

後藤新平著/大野木克彦編 1972 東京市政調査会 51 「都市問題」第63巻第2号（昭和47年2月）抜粋

第二部 C: 地方自治ほか 0299-4 後藤新平　－主要論文･講演集－　東京市政調査会50周年記念特集
III　復興及び都市計画につい
て、IV　第1回普選市会につい

後藤新平著/大野木克彦編 1972 東京市政調査会 16 「都市問題」第63巻第2号（昭和47年2月）抜粋

第二部 C: 地方自治ほか 0299-5 後藤新平　－主要論文･講演集－　東京市政調査会50周年記念特集 裏表紙 1972 東京市政調査会 2
第二部 C: 地方自治ほか 0288-1 特別区における町づくりと住民参加：昭和47年度調査報告 表紙・目次 東京市政調査会編 1973 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0288-2 特別区における町づくりと住民参加：昭和47年度調査報告
1.各区（世田谷区、新宿区、江
東区、練馬区）の地域特性の
概略、2.特別区における長期

東京市政調査会編 1973 東京市政調査会 33
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第二部 C: 地方自治ほか 0288-3 特別区における町づくりと住民参加：昭和47年度調査報告

3.土地区画整理事業の現状と
問題、4.市街地再開発事業の
現状と問題、5.都市における居
住環境の現状とその整備

東京市政調査会編 1973 東京市政調査会 38

第二部 C: 地方自治ほか 0288-4 特別区における町づくりと住民参加：昭和47年度調査報告

6.特別区における屋外広告物
の現状と規制、7.大都市行政
と特別区制度、8.大都市にお
けるコミュニティ、9.特別区制

東京市政調査会編 1973 東京市政調査会 39

第二部 C: 地方自治ほか 0288-5 特別区における町づくりと住民参加：昭和47年度調査報告
付.特別区における地域社会と
住民参加　－アンケート集計
結果の分析－

東京市政調査会編 1973 東京市政調査会 21

第二部 C: 地方自治ほか 0288-6 特別区における町づくりと住民参加：昭和47年度調査報告 裏表紙 東京市政調査会編 1973 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 1011-1 大都市制度史：資料編　1
表紙・序・刊行によせて・監修
のことば・総目次・凡例・目次

星野光男監修 1975 指定都市事務局 11

第二部 C: 地方自治ほか 1011-2 大都市制度史：資料編　1 第1編　市制町村制の制定ま 星野光男監修 1975 指定都市事務局 4 1.三新法時代の法令等

第二部 C: 地方自治ほか 1011-3 大都市制度史：資料編　1
第2編　市制の施行と三市特
例の時代

星野光男監修 1975 指定都市事務局 22
1.法令関係、2.三市特例廃止に関する建議、請
願、3.三市特例廃止に係る帝国議会の動向、4.こ
の時期における東京市に対する特例制度に関す

第二部 C: 地方自治ほか 1011-4 大都市制度史：資料編　1
第3編　東京市単独の特別市
制運動時代

星野光男監修 1975 指定都市事務局 14
1.法令関係、2.東京市に係る特別制度に関する法
律案

第二部 C: 地方自治ほか 1011-5 大都市制度史：資料編　1
第4編　大正年代における特別
市運動

1.法令関係、2.六
大都市の特別市
制運動、3.六大都
市共同の特別市
制運動、4.各種団
体の動き

星野光男監修 1975 指定都市事務局 27

第二部 C: 地方自治ほか 1011-6 大都市制度史：資料編　1
第4編　大正年代における特別
市運動

5.帝国議会に提
出された特別市
制に関する建議
案及び法案

星野光男監修 1975 指定都市事務局 52

第二部 C: 地方自治ほか 1011-7 大都市制度史：資料編　1
第5編　昭和十年までの特別
市制運動

1.法令関係 星野光男監修 1975 指定都市事務局 3

第二部 C: 地方自治ほか 1011-8 大都市制度史：資料編　1
第5編　昭和十年までの特別
市制運動

2.六大都市共同
の特別市制運
動、3.各市の特別
市制運動

星野光男監修 1975 指定都市事務局 20

第二部 C: 地方自治ほか 1011-9 大都市制度史：資料編　1
第5編　昭和十年までの特別
市制運動

4.特別市制に関
する法案

星野光男監修 1975 指定都市事務局 42

第二部 C: 地方自治ほか 1011-10 大都市制度史：資料編　1
第5編　昭和十年までの特別
市制運動

5.政府の動き（1.
行政制度審議会
の地方自治権拡
充案、2.六大都市
特別市制案原案
に対する批評、3.
内務省地方局長
が六大都市の市
長に帰属せしむ
るを適当と認める
事務に関する照
会文書）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 6

第二部 C: 地方自治ほか 1011-11 大都市制度史：資料編　1
第5編　昭和十年までの特別
市制運動

5.政府の動き（4.
大都市制度調査
会－その1）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 71

第二部 C: 地方自治ほか 1011-12 大都市制度史：資料編　1
第5編　昭和十年までの特別
市制運動

5.政府の動き（4.
大都市制度調査
会－その2）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 73

第二部 C: 地方自治ほか 1011-13 大都市制度史：資料編　1
第6編　昭和十一年から終戦ま
での特別市制運動

1.法令関係、2.六
大都市の特別市
制運動、3.六大都
市共同の特別市
制運動－その1）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 64

第二部 C: 地方自治ほか 1011-14 大都市制度史：資料編　1
第6編　昭和十一年から終戦ま
での特別市制運動

3.六大都市共同
の特別市制運動
－その2）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 31

第二部 C: 地方自治ほか 1011-15 大都市制度史：資料編　1
第6編　昭和十一年から終戦ま
での特別市制運動

4.特別市制に関
する法案、5.政府
の動き

星野光男監修 1975 指定都市事務局 73

第二部 C: 地方自治ほか 1011-16 大都市制度史：資料編　1
第7編　大都市制度の創設過
程から第一次特別市制運動の
終息まで

1.終戦直後から
第90帝国議会開
会までの五大市
による大都市制
度確立の運動、2.
第90帝国議会の
地方制度改革案
の審議と地方制

星野光男監修 1975 指定都市事務局 80
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第二部 C: 地方自治ほか 1011-17 大都市制度史：資料編　1
第7編　大都市制度の創設過
程から第一次特別市制運動の
終息まで

3.地方制度調査
会の審議時期前
後における特別
市問題にかかる
各方面の動き、4.
地方自治法の成
立と第一次特別
市制運動の挫折
まで

星野光男監修 1975 指定都市事務局 44

第二部 C: 地方自治ほか 1011-18 大都市制度史：資料編　1
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

1.事務配分を勧
告したシャウプ三
原則と地方行政
調査委員会議の
成立（その1）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 16

第二部 C: 地方自治ほか 1011-19 大都市制度史：資料編　1
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

1.事務配分を勧
告したシャウプ三
原則と地方行政
調査委員会議の
成立（その2）

星野光男監修 1975 指定都市事務局 140

第二部 C: 地方自治ほか 1011-20 大都市制度史：資料編　1 奥付・裏表紙 1975 指定都市事務局 4
第二部 C: 地方自治ほか 0302-1 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 表紙・はしがき・はじめに・目次 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 5
第二部 C: 地方自治ほか 0302-2 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 序　三多摩問題への視角 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0302-3 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第1部
Ｉ　三多摩の社会
的経済的基盤と
地域区分

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 22

第二部 C: 地方自治ほか 0302-4 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第1部
ＩＩ　三多摩市町村
の行財政

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 15

第二部 C: 地方自治ほか 0302-5 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第1部
ＩＩＩ　都・市町村間
の財政関係

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0302-6 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第1部
ＩＶ　都議会、市町
村にみる三多摩
問題

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 20

第二部 C: 地方自治ほか 0302-7 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第1部
Ｖ　三多摩地域に
おける行政課題

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0302-8 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第1部 付表 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 39

第二部 C: 地方自治ほか 0302-9 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第2部
Ｉ　三多摩地域に
おける市街地整
備の課題

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0302-10 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第2部

ＩＩ　三多摩農林業
の特徴及び行政
上の課題と対策
について

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0302-11 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第2部
ＩＩＩ　三多摩地域
の自然保護問題
について

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0302-12 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第2部 ＩＶ　基地跡地利 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0302-13 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 第2部
Ｖ　多摩ニュータ
ウン関連問題

東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0302-14 三多摩地域における行政上の課題とその対応に関する調査 裏表紙 東京市政調査会編 1976 東京市政調査会 1
第二部 C: 地方自治ほか 1012-1 大都市制度史：資料編　2 表紙・序・凡例・目次 星野光男監修 1976 指定都市事務局 6

第二部 C: 地方自治ほか 1012-2 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その1）1～3

星野光男監修 1976 指定都市事務局 47

第二部 C: 地方自治ほか 1012-3 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その2）4：10
月五大市が発表
した「特別市制理
由書」（その1：序

星野光男監修 1976 指定都市事務局 53

第二部 C: 地方自治ほか 1012-4 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その3）4：10
月五大市が発表
した「特別市制理
由書」（その2：各

星野光男監修 1976 指定都市事務局 73
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第二部 C: 地方自治ほか 1012-5 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その4）5：五
大府県の「特別
市制反対理由
書」（特別市制に
対して反省を求
める、ほか、京都
府）

星野光男監修 1976 指定都市事務局 59

第二部 C: 地方自治ほか 1012-6 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その5）5：五
大府県の「特別
市制反対理由

星野光男監修 1976 指定都市事務局 71

第二部 C: 地方自治ほか 1012-7 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その6）5：五
大府県の「特別
市制反対理由
書」（神奈川県）

星野光男監修 1976 指定都市事務局 52

第二部 C: 地方自治ほか 1012-8 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その7）5：五
大府県の「特別
市制反対理由
書」（兵庫県・愛

星野光男監修 1976 指定都市事務局 48

第二部 C: 地方自治ほか 1012-9 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その8）6から7

星野光男監修 1976 指定都市事務局 55

第二部 C: 地方自治ほか 1012-10 大都市制度史：資料編　2
第8編　地方行政調査委員会
議と第二次特別市運動の展開

2.第一次勧告を
機とした第二次
特別市運動の再
開（その8）8から

星野光男監修 1976 指定都市事務局 32

第二部 C: 地方自治ほか 1012-11 大都市制度史：資料編　2
第9編　警察法の改正経過と
市町村自治体警察の廃止

1.総論、2.昭和28
年の改正法案を
めぐって、3.29年
の警察法改正の

星野光男監修 1976 指定都市事務局 37

第二部 C: 地方自治ほか 1012-12 大都市制度史：資料編　2
第9編　警察法の改正経過と
市町村自治体警察の廃止

4.新警察法案の
提出から成立ま

星野光男監修 1976 指定都市事務局 45

第二部 C: 地方自治ほか 1012-13 大都市制度史：資料編　2
第10編　地方制度調査会の
「地方制度改革に関する答申」
と大都市制度

1.調査会設置の
経緯、2.調査会の
発足

星野光男監修 1976 指定都市事務局 27

第二部 C: 地方自治ほか 1012-14 大都市制度史：資料編　2
第10編　地方制度調査会の
「地方制度改革に関する答申」
と大都市制度

3.調査会の答申
案決定まで

星野光男監修 1976 指定都市事務局 61

第二部 C: 地方自治ほか 1012-15 大都市制度史：資料編　2
第10編　地方制度調査会の
「地方制度改革に関する答申」
と大都市制度

4.第一次地方制
度調査会の答申
と大都市問題

星野光男監修 1976 指定都市事務局 52

第二部 C: 地方自治ほか 1012-16 大都市制度史：資料編　2
第10編　地方制度調査会の
「地方制度改革に関する答申」
と大都市制度

5.第二次及び第
三次地方制度調
査会

星野光男監修 1976 指定都市事務局 76

第二部 C: 地方自治ほか 1012-17 大都市制度史：資料編　2 奥付・裏表紙 1976 指定都市事務局 4
第二部 C: 地方自治ほか 1013-1 大都市制度史：資料編　3 表紙・凡例・目次 星野光男監修 1976 指定都市事務局 7

第二部 C: 地方自治ほか 1013-2 大都市制度史：資料編　3
第11編　昭和30年の地方自治
法改正案の提案から指定都市
制度の誕生まで

1.昭和30年の改
正法案と大都市
特例、2.昭和31年
地方自治法の一
部を改正する法
律案提案の前
後、3.自民党党議
による特別市条

星野光男監修 1976 指定都市事務局 38

第二部 C: 地方自治ほか 1013-3 大都市制度史：資料編　3
第11編　昭和30年の地方自治
法改正案の提案から指定都市
制度の誕生まで

4.法案上程後の
問題点、5.法案の
成立と自治法施
行令改正の経過

星野光男監修 1976 指定都市事務局 68

第二部 C: 地方自治ほか 1013-4 大都市制度史：資料編　3
第11編　昭和30年の地方自治
法改正案の提案から指定都市
制度の誕生まで

6.新立法と大都
市特例

星野光男監修 1976 指定都市事務局 29
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第二部 C: 地方自治ほか 1013-5 大都市制度史：資料編　3
第12編　第四次地方制度調査
会の「地方制度の改革に関す
る答申」の経過

1.第四次地方制
度調査会の経過
の概要、2.自治庁
提出の資料

星野光男監修 1976 指定都市事務局 54

第二部 C: 地方自治ほか 1013-6 大都市制度史：資料編　3
第12編　第四次地方制度調査
会の「地方制度の改革に関す
る答申」の経過

3.府県制度改革
に関する関係団
体の意見、4.調査
会に現れた大都
市問題、5.答申の

星野光男監修 1976 指定都市事務局 37

第二部 C: 地方自治ほか 1013-7 大都市制度史：資料編　3
第13編　経済高度成長下の地
方制度改革の動向と大都市制
度

1.五大市の大都
市事務拡充運
動、2.第五次から
第八次までの地
方制度調査会の

星野光男監修 1976 指定都市事務局 14

第二部 C: 地方自治ほか 1013-8 大都市制度史：資料編　3
第13編　経済高度成長下の地
方制度改革の動向と大都市制
度

3.第九次地方制
度調査会と行政
事務再配分

星野光男監修 1976 指定都市事務局 70

第二部 C: 地方自治ほか 1013-9 大都市制度史：資料編　3
第13編　経済高度成長下の地
方制度改革の動向と大都市制
度

4.第十次地方制
度調査会の二答
申（その1）

星野光男監修 1976 指定都市事務局 57 1.経過の概要、2.自治省提出の資料

第二部 C: 地方自治ほか 1013-10 大都市制度史：資料編　3
第13編　経済高度成長下の地
方制度改革の動向と大都市制
度

4.第十次地方制
度調査会の二答
申（その2）

星野光男監修 1976 指定都市事務局 36

3.第一小委員会における大都市問題に関する各
委員の発言、4.五大市が提出した「大都市事務再
配分の考え方」及び同資料、5.府県合併に関する
答申、6.行政事務再配分に関する第二次答申

第二部 C: 地方自治ほか 1013-11 大都市制度史：資料編　3
第13編　経済高度成長下の地
方制度改革の動向と大都市制
度

5.第十一次及び
第十二次地方制
度調査会、6.北九
州市の誕生

星野光男監修 1976 指定都市事務局 23

第二部 C: 地方自治ほか 1013-12 大都市制度史：資料編　3
第14編　社会経済情勢の変化
に伴う大都市問題

1.第十三次地方
制度調査会と大
都市問題

星野光男監修 1976 指定都市事務局 51

第二部 C: 地方自治ほか 1013-13 大都市制度史：資料編　3
第14編　社会経済情勢の変化
に伴う大都市問題

2.第十四次地方
制度調査会と大
都市制度に関す

星野光男監修 1976 指定都市事務局 68

第二部 C: 地方自治ほか 1013-14 大都市制度史：資料編　3
第14編　社会経済情勢の変化
に伴う大都市問題

3.この時期におけ
る大都市問題

星野光男監修 1976 指定都市事務局 27

第二部 C: 地方自治ほか 1013-15 大都市制度史：資料編　3 第15編　新指定市の誕生

1.国の動向と三
市一体の運動、2.
札幌市の経過、3.
川崎市の経過、4.
福岡市の経過

星野光男監修 1976 指定都市事務局 44

第二部 C: 地方自治ほか 1013-16 大都市制度史：資料編　3
第16編　大都市の特例の現況
一覧

1.大都市の特例
事項、2.都市（大
都市を含む）の特
例事項

星野光男監修 1976 指定都市事務局 12

第二部 C: 地方自治ほか 1013-17 大都市制度史：資料編　3
第16編　大都市の特例の現況
一覧

奥付・裏表紙 1976 指定都市事務局 4

第二部 C: 地方自治ほか 0473-1 市政･選挙の浄化運動と本会 東京市政調査会編 部内用資料シリーズ・第2号 1977 東京市政調査会 13
1.戦前の市政浄化・選挙粛清運動と本会、2.戦後、
公明選挙連盟と本会

第二部 C: 地方自治ほか 0471-1 三多摩地域における東京都の出先機関 東京市政調査会編 東京問題研究 No.5 1981 東京市政調査会 23
第二部 C: 地方自治ほか 0303-1 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 表紙・序・目次 1982 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0303-2 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市政治史概説 1982 東京市政調査会 12
1.都市の復興と自治機能の低下、2.政治の革新、
3.政党政治の衰弱

第二部 C: 地方自治ほか 0303-3 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市行政史概説 横山桂次 1982 東京市政調査会 14

1.都市行政における能率と民主主義、2.都市自治
体の組織と機構の変容、3.都市行政の運営の変
遷、4.都市行政の指導者とその成果、5.市民参加
による都市行政の展開

第二部 C: 地方自治ほか 0303-4 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市計画史概説 本田弘 1982 東京市政調査会 14
1.都市計画の萌芽、2.都市計画体制の確立、3.過
大都市の抑制、4.広域都市計画の復活

第二部 C: 地方自治ほか 0303-5 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市経済史概説 豊島忠 1982 東京市政調査会 17
1.産業資本主義の発展と都市、2.資本主義発展と
都市、3.高度経済成長と都市

第二部 C: 地方自治ほか 0303-6 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市財政史概説 吉岡健次 1982 東京市政調査会 16

1.都市問題と都市財政構造　－いわゆる新しい貧
困の実態－、2.都市政策・国土計画と公共投資
－国の政策の実態－、3.地域的不均等発展と都
市財政　－都市財政危機の実態－、4.大都市の衰
退と大都市財政　－大都市財政危機の実態－

第二部 C: 地方自治ほか 0303-7 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市社会史概説 岩井弘融 1982 東京市政調査会 13
1.はじめに、2.職業・階層の分化、3.家族生活の変
化、4.近隣生活と地域組織、5.都市的文化と生活
様式、6.都市問題

第二部 C: 地方自治ほか 0303-8 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市地理史概説 山鹿誠次 1982 東京市政調査会 13
1.はじめに、2.第1期－胎動期、3.第2期－萌芽期、
4.第3期－推進期、5.第4期－展開期、6.第5期－転
換期、7.都市地理研究の傾向
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第二部 C: 地方自治ほか 0303-9 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市人口史概説 河邊宏 1982 東京市政調査会 19
1.明治以前の日本の都市と人口、2.明治期の都市
と人口、3.大正・昭和戦前の都市と人口、4.昭和戦
後の都市と人口、5.むすびにかえて

第二部 C: 地方自治ほか 0303-10 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第1部　記念論文集 都市制度史概説 星野光男 1982 東京市政調査会 9
1.戦前の都市自治・制度の変遷、2.戦後の都市自
治の変容

第二部 C: 地方自治ほか 0303-11 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 第Ⅱ部　参考文献目録 1982 東京市政調査会 19
第二部 C: 地方自治ほか 0303-12 都市･自治史概説　－東京市政調査会60周年記念論文集－ 奥付・裏表紙 1982 東京市政調査会 4
第二部 C: 地方自治ほか 0305-1 世界の大都市制度 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 10
第二部 C: 地方自治ほか 0305-2 世界の大都市制度 1.ニューヨーク、2.シカゴ 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 34
第二部 C: 地方自治ほか 0305-3 世界の大都市制度 3.ボストン、4.ワシントン 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 27

第二部 C: 地方自治ほか 0305-4 世界の大都市制度
5.メトロポリタン・トロント、6.ウィ
ニペグ

東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 37

第二部 C: 地方自治ほか 0305-5 世界の大都市制度 7.ロンドン、8.マンチェスター 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 36
第二部 C: 地方自治ほか 0305-6 世界の大都市制度 9.パリ、10.ミュンヘン 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 33
第二部 C: 地方自治ほか 0305-7 世界の大都市制度 11.ハンブルク、12.ウィーン 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 41

第二部 C: 地方自治ほか 0305-8 世界の大都市制度
13.ローマ、14.コペンハーゲン、
15.ストックホルム

東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 41

第二部 C: 地方自治ほか 0305-9 世界の大都市制度 16.アムステルダム 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 17
第二部 C: 地方自治ほか 0305-10 世界の大都市制度 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1983 東京市政調査会 3
第二部 C: 地方自治ほか 0310-1 都市政治の可能性 表紙・まえがき・目次 都市問題研究叢書　2 1989 東京市政調査会 6
第二部 C: 地方自治ほか 0310-2 都市政治の可能性 序　都市の時代と都市政治 土岐寛 都市問題研究叢書　2 1989 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0310-3 都市政治の可能性 Ｉ　都市政治と都市政策 土岐寛 都市問題研究叢書　2 1989 東京市政調査会 59

1.都市政治の可能性、2.21世紀を展望した都市政
策、3.地方都市問題と地方都市政策、4.市民運動
と条例、5.東京事務所の政治行政機能、6.首長選
挙と自治体職員

第二部 C: 地方自治ほか 0310-4 都市政治の可能性
ＩＩ　都市政治の諸相　－ケー
ス・スタディ－

土岐寛 都市問題研究叢書　2 1989 東京市政調査会 70

1.土浦市の都市政治と業務核都市構想、2.弘前
市・足利市の都市政治、3.小樽市・敦賀市の都市
政治、4.松本市における都市政治の展開、5.上田
市・会津若松市の都市政治

第二部 C: 地方自治ほか 0310-5 都市政治の可能性 ＩＩＩ　都市政策思想の系譜 土岐寛 都市問題研究叢書　2 1989 東京市政調査会 28
1.片山潜の都市社会主義、2.安部磯雄の都市政
策思想

第二部 C: 地方自治ほか 0310-6 都市政治の可能性 奥付・裏表紙 都市問題研究叢書　2 1989 東京市政調査会 4
第二部 C: 地方自治ほか 0827-1 現代ドイツ地方自治の潮流 表紙・まえがき・目次 都市問題研究叢書　4 1992 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0827-2 現代ドイツ地方自治の潮流 （その1） 広田全男著 都市問題研究叢書　4 1992 東京市政調査会 47
1.民営化問題と地方自治、2.都市計画の決定と参
加、3.地方自治体の平和政策

第二部 C: 地方自治ほか 0827-3 現代ドイツ地方自治の潮流 （その2） 広田全男著 都市問題研究叢書　4 1992 東京市政調査会 71

4.ヨーロッパン地方自治憲章とEC統合、5.都市・周
辺部連合の組織と活動（紹介）、6.環境資源勘定
の構造と機能（紹介）、7.B.ヴァインベルガー「環境
保護と地方自治」（翻訳）、付論（1.デンマークの地
方制度改革と分権化問題、2.V.A.ペストワ/G.O.トッ
テン「コーポレート民主制における自治体連盟の
役割　－スウェーデンを事例に－、初出一覧

第二部 C: 地方自治ほか 0827-4 現代ドイツ地方自治の潮流 奥付・裏表紙 都市問題研究叢書　4 1992 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0314-1 英米における大都市行政の構図
L.J.シャープ/ウィリアム･カッセラ
/ジョン･キース著

都市問題ブックレット 4 1993 東京市政調査会 43
序、大都市行政の将来とGLC（大ロンドン都）の廃
止、米国の地方自治体の政治と行政、大都市圏
計画におけるパートナーシップ

第二部 C: 地方自治ほか 0315-1 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開 表紙・序文・目次 東京市政調査会編 1993 日本評論社 7
第二部 C: 地方自治ほか 0315-2 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開 第1章　特別市制の制定と実 東京市政調査会編/高木鉦作 1993 日本評論社 18

第二部 C: 地方自治ほか 0315-3 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第2章　東京の市政改革－後
藤市政における行政管理

東京市政調査会編/鍛冶智也 1993 日本評論社 22

第二部 C: 地方自治ほか 0315-4 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第3章　戦間期における都市産
業行政の展開

東京市政調査会編/金倉忠之 1993 日本評論社 20

第二部 C: 地方自治ほか 0315-5 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第4章　町内会体制と都市社
会構造－東京市1920～1943

東京市政調査会編/竹中英紀 1993 日本評論社 25

第二部 C: 地方自治ほか 0315-6 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第5章　ロンドンの行政改革－
その変遷と功罪

東京市政調査会編/東郷尚武 1993 日本評論社 21

第二部 C: 地方自治ほか 0315-7 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第6章　1958年のベルリン区制
度改革

東京市政調査会編/廣田全男 1993 日本評論社 17

第二部 C: 地方自治ほか 0315-8 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第7章　市政改革と選挙制度
改革－19世紀末と1970年代の
アメリカ合衆国を事例として

東京市政調査会編/土居直美 1993 日本評論社 19

第二部 C: 地方自治ほか 0315-9 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開
第8章　東京市政調査会と東
京都制問題

東京市政調査会編/沼尾史久 1993 日本評論社 16

第二部 C: 地方自治ほか 0315-10 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開 執筆者紹介、索引、英文目次 東京市政調査会編 1993 日本評論社 5
第二部 C: 地方自治ほか 0315-11 大都市行政の改革と理念：その歴史的展開 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1993 日本評論社 3

第二部 C: 地方自治ほか 0316-1
大都市における地域行政　－指定都市における区政に関する調査結
果－

東京市政調査会編 都市問題ブックレット 5 1994 東京市政調査会 43
はじめに、1.指定都市の区の制度、2.区役所の事
務と組織、3.区長の権限、4.区長の総合調整機
能、5.区役所と住民、試論：指定都市における区政

第二部 C: 地方自治ほか 0318-1 ニューヨーク市選挙の公費補助制度 土居直美 都市問題ブックレット 6 1996 東京市政調査会 51

はじめに、1.ニューヨーク市選挙運動資金法制定
までの経緯、2.公費補助制度の概要、3.選挙運動
資金委員会の機能、4.選挙運動資金改革の効果、
参考資料：.ニューヨーク市選挙運動資金法

第二部 C: 地方自治ほか 0319-1
大都市における区政と区長　－指定都市における区政に関する調査
報告書－

表紙・まえがき・目次 都市問題研究叢書 7 1996 東京市政調査会 11
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第二部 C: 地方自治ほか 0319-2
大都市における区政と区長　－指定都市における区政に関する調査
報告書－

（その1） 沼尾史久 都市問題研究叢書 7 1996 東京市政調査会 45

1.区役所の位置づけ方、2.区長の役割、3.調整の
対象、4.区長の総合調整機能の改善方策、5.調整
が必要な分野、6.区政運営上の改革課題、7.「調
整予算」、8.区長の予算面での権限、9.区長の予
算要求権、追補

第二部 C: 地方自治ほか 0319-3
大都市における区政と区長　－指定都市における区政に関する調査
報告書－

（その2） 沼尾史久 都市問題研究叢書 7 1996 東京市政調査会 23

1.要望・苦情の処理、2.住民の参加・協力を得てい
る分野、3.計画における住民参加、4.計画化すべ
き分野、5.区制度の効果、6.区の自治体化、7.市首
脳との接触、8.議会との関係、9.議員との接触、10.
区長の人事、11.区長の属性、追補

第二部 C: 地方自治ほか 0319-4
大都市における区政と区長　－指定都市における区政に関する調査
報告書－

（その3） 沼尾史久 都市問題研究叢書 7 1996 東京市政調査会 26 資料

第二部 C: 地方自治ほか 0319-5
大都市における区政と区長　－指定都市における区政に関する調査
報告書－

（その4） 沼尾史久 都市問題研究叢書 7 1996 東京市政調査会 31 基本集計

第二部 C: 地方自治ほか 0319-6
大都市における区政と区長　－指定都市における区政に関する調査
報告書－

奥付・裏表紙 都市問題研究叢書 7 1996 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0320-1 都市議員の研究：全国市･区議会議員アンケート調査報告書 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会研究部編 都市調査報告 7 1996 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0320-2 都市議員の研究：全国市･区議会議員アンケート調査報告書 I　アンケート結果分析
東京市政調査会研究部編/北村
純/樋口哲也/沼尾史久/土居直

都市調査報告 7 1996 東京市政調査会 46

第二部 C: 地方自治ほか 0320-3 都市議員の研究：全国市･区議会議員アンケート調査報告書 Ⅱ　論説
東京市政調査会研究部編/北村
純/沼尾史久/土居直美

都市調査報告 7 1996 東京市政調査会 21
1.政界再編・選挙制度改革と都市政治、2.議会機
能と「代表の原理」、3.議員・議会の活動と議会の

第二部 C: 地方自治ほか 0320-4 都市議員の研究：全国市･区議会議員アンケート調査報告書 Ⅲ　基本集計と資料 東京市政調査会研究部編 都市調査報告 7 1996 東京市政調査会 31
第二部 C: 地方自治ほか 0320-5 都市議員の研究：全国市･区議会議員アンケート調査報告書 奥付・裏表紙 東京市政調査会研究部編 都市調査報告 7 1996 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0860-1 ニュー・パブリック･マネジメントの展開 東京市政調査会編/大住荘四郎 2000 東京市政調査会 33

2000年度第1回東京問題研究会講演録（1.ニュー・
パブリック･マネジメント理論とは？、2.行政におけ
るマネジメントの課題、3.NPMによる行政運営の核
心、4.NPMは今やグローバル・スタンダードに）

第二部 C: 地方自治ほか 0334-1
各種行政分野における国際化研修シーズ･ニーズ調査：｢市町村にお
ける研修ニーズ調査｣　－ユニバーサルデザインおよびエコマネーに
関して－

東京市政調査会編 JIAM調査中間報告 2001 東京市政調査会 16
1.ニーズ調査に関する全般的評価、2.ニーズ調査
に関する個別評価、3.今後の新たな研修テーマに
ついてのニーズ

第二部 C: 地方自治ほか 0476-1 自律的都市政策の経験と展望 東京市政調査会編/大西隆 2001 東京市政調査会 23

1.人口減少社会の到来、2.首都機能移転と一極集
中、3.成長管理、4.米国の成長管理、5.自律的なま
ちづくり、6.自立型の事業手法－BID、7.自立型の
事業手法－TIF

第二部 C: 地方自治ほか 0335-1 各種行政分野における国際化研修シーズ･ニーズ調査 表紙・訂正表・目次 東京市政調査会研究部編 JIAM調査最終報告 2002
東京市政調査会研
究部

3

第二部 C: 地方自治ほか 0335-2 各種行政分野における国際化研修シーズ･ニーズ調査
第1部　市町村における研修
ニーズ調査　－ユニバーサル
デザインおよびエコマネーに関

東京市政調査会研究部編 JIAM調査最終報告 2002
東京市政調査会研
究部

11
1.ニーズ調査に関する全般的評価、2.ニーズ調査
に関する個別評価、3.今後の新たな研修テーマに
ついてのニーズ

第二部 C: 地方自治ほか 0335-3 各種行政分野における国際化研修シーズ･ニーズ調査
第2部　シーズを体現したキー
ワード集

東京市政調査会研究部編 JIAM調査最終報告 2002
東京市政調査会研
究部

10
1.まちづくり、2.IT、3.行政と住民との関係、4.環境
政策、5.福祉・教育政策、6.行政経営、7.自治体財
政、8.産業政策

第二部 C: 地方自治ほか 0335-4 各種行政分野における国際化研修シーズ･ニーズ調査
第3部　シーズから組み立てた
政策、巻末資料

東京市政調査会研究部編 JIAM調査最終報告 2002
東京市政調査会研
究部

42

1.欧米の電子政府から見える日本の電子自治体
化、2.地方環境税、3.環境再生型地域計画、4.タウ
ン・マネージメントによる都市再生、5.歴史と文化を
継承するまちづくり、6.福祉オンブズマン

第二部 C: 地方自治ほか 0335-5 各種行政分野における国際化研修シーズ･ニーズ調査 裏表紙 東京市政調査会研究部編 JIAM調査最終報告 2002
東京市政調査会研
究部

2

第二部 C: 地方自治ほか 0336-1
JIAMにおける政策課題研修に関するニーズ調査：｢JIAMにおける政
策課題研修に関するアンケート調査結果｣

東京市政調査会編 JIAM調査中間報告 2002 東京市政調査会 32

第二部 C: 地方自治ほか 0828-1 分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文 表紙・序文・目次 東京市政調査会編 2002 日本評論社 8

第二部 C: 地方自治ほか 0828-2
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第1章　地方自治
の展望と課題

東京市政調査会編/佐藤竺 2002 日本評論社 13

第二部 C: 地方自治ほか 0828-3
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第2章　「地方自
治の本旨」の具
体化方策

東京市政調査会編/西尾勝 2002 日本評論社 11

第二部 C: 地方自治ほか 0828-4
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第3章　90年代の
包括的な地方ガ
バナンス改革

東京市政調査会編/村松岐夫 2002 日本評論社 13

第二部 C: 地方自治ほか 0828-5
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第4章　規制緩
和・地方分権の
役割と意義

東京市政調査会編/吉岡健次 2002 日本評論社 13

第二部 C: 地方自治ほか 0828-6
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第5章　諸井報告
と財政調整

東京市政調査会編/神野直彦 2002 日本評論社 7

1.1920年代の地方分権運動、2.大正デモクラシー
と両税委譲、3.両税委譲と財政調整の実現、4.垂
直的財政調整と水平的財政調整、5.車の両輪とし
ての税源移譲と機関委任事務の廃止、6.諸井報告
の財政調整論、7.ビジョンなき改革の倒錯性

第二部 C: 地方自治ほか 0828-7
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第6章　地方政治
改革の原点

東京市政調査会編/星野光男 2002 日本評論社 12
1.東京市政調査会と行政学会、2.日本地方自治の
先達：日英米の学識経験者、3.地方政治改革の原

第二部 C: 地方自治ほか 0828-8
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第1部　分権改革の構造と特
質

第7章　地方分権
改革と都市自治
制度

東京市政調査会編/新川達郎 2002 日本評論社 17
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第二部 C: 地方自治ほか 0828-9
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相
第8章　都市問題
の認識と都市政
策

東京市政調査会編/柴田徳衛 2002 日本評論社 14
都市問題の認識、1.ロンドン、2.江戸から明治初期
の東京へ、3.米国の都市問題、4.日本における「都
市問題」の紹介

第二部 C: 地方自治ほか 0828-10
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相
第9章　地域づく
り・まちづくりと地
方分権

東京市政調査会編/成田頼明 2002 日本評論社 14

第二部 C: 地方自治ほか 0828-11
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相
第10章　地方分
権と都市計画

東京市政調査会編/大西隆 2002 日本評論社 18

第二部 C: 地方自治ほか 0828-12
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相

第11章　教育行
政と地方分権化
－改革のための
論点整理－

東京市政調査会編/新藤宗幸 2002 日本評論社 11

第二部 C: 地方自治ほか 0828-13
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相
第12章　地方議
会と住民自治

東京市政調査会編/竹下譲 2002 日本評論社 12

第二部 C: 地方自治ほか 0828-14
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相

第13章　地方議
会の実態と課題
－東京都議会を
事例として－

東京市政調査会編/鍛冶智也 2002 日本評論社 20

第二部 C: 地方自治ほか 0828-15
分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文
集

第2部　分権・自治の諸相

第14章　大ロンド
ン行政の再編成
－広域地方政府
の創設とその後
の動向－

東京市政調査会編/東郷尚武 2002 日本評論社 17

第二部 C: 地方自治ほか 0828-16 分権改革の新展開に向けて：東京市政調査会創立80周年記念論文 執筆者紹介、奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2002 日本評論社 7
第二部 C: 地方自治ほか 0832-1 広域行政論の変遷等に関する調査 表紙・目次 東京市政調査会編 2003 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0832-2 広域行政論の変遷等に関する調査 （その1） 東京市政調査会編 2003 東京市政調査会 41
序：調査の目的・内容、1.広域行政論の変遷、2.広
域行政に関する年表

第二部 C: 地方自治ほか 0832-3 広域行政論の変遷等に関する調査 （その2） 東京市政調査会編 2003 東京市政調査会 31

3.東京圏における広域行政体制、参考資料（・民
間団体における現在の議論の内容について、・最
近の他団体等の動き、・都道府県における自治制
度に関する研究等）

第二部 C: 地方自治ほか 0832-4 広域行政論の変遷等に関する調査 裏表紙 東京市政調査会編 2003 東京市政調査会 1

第二部 C: 地方自治ほか 0833-1 JIAMにおける政策課題研修に関するニーズ調査 東京市政調査会編 2003 東京市政調査会 97
1.JIAMで実施する政策課題研修に対する派遣
ニーズの把握、2.研修コース開設を検討する政策
課題に対おける研修ニーズの分析

第二部 C: 地方自治ほか 0324-1 ロンドン行政の再編成と戦略計画 表紙・まえがき・目次 東郷尚武著
東京市政調査会都市問題研究
叢書 8

2004 日本評論社 12

第二部 C: 地方自治ほか 0324-2 ロンドン行政の再編成と戦略計画
第I部　ロンドン行政の再編成
－広域戦略行政庁への道

東郷尚武著
東京市政調査会都市問題研究
叢書 8

2004 日本評論社 64

1.ロンドンにおける二層制行政制度の確立、2.大ロ
ンドン行政制度の発足と歩み、3.GLCの廃止と廃
止後のロンドン行政、4.ブレア政権の誕生と新大ロ
ンドン庁（GLA)の創設、5.市長と議会、6.GLAの執
行体制と財政、7.GLAの行政機能、8.GLA発足後

第二部 C: 地方自治ほか 0324-3 ロンドン行政の再編成と戦略計画
第Ⅱ部　ロンドン計画－空間
開発戦略（SDS)の策定

東郷尚武著
東京市政調査会都市問題研究
叢書 8

2004 日本評論社 73
9.空間開発戦略の策定にむけて、10.ロンドン計画
草案、11.計画草案発表後の動き、12.計画草案の
まとめと評価、13.混雑賦課金制度の導入、むすび

第二部 C: 地方自治ほか 0324-4 ロンドン行政の再編成と戦略計画 追記、参考文献、索引 東郷尚武著
東京市政調査会都市問題研究
叢書 8

2004 日本評論社 6

第二部 C: 地方自治ほか 0324-5 ロンドン行政の再編成と戦略計画 奥付・裏表紙
東京市政調査会都市問題研究
叢書 8

2004 日本評論社 3

第二部 C: 地方自治ほか 0861-1 都道府県制に未来はあるか 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 2

2004 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0861-2 都道府県制に未来はあるか
基調講演　「道州制」につい
て、私はこう考える

東京市政調査会編/西尾勝
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 2

2004 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0861-3 都道府県制に未来はあるか パネルディスカッション
東京市政調査会編/木村良樹/
松沢成文/原勲/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 2

2004 東京市政調査会 23

第二部 C: 地方自治ほか 0861-4 都道府県制に未来はあるか 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 2

2004 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0325-1 市町村合併全データ集：地域はどう変わったのか 表紙・目次・データ概要 市町村自治研究会編 2005 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0325-2 市町村合併全データ集：地域はどう変わったのか （その1） 市町村自治研究会編 2005 東京市政調査会 26

1.合併市町村・人口順、2.「政令指定都市」、「中核
市」、「特例市」、「一般市」、「合併後も町村」の規
模別分類、3.合併関係市町村数順、4.面積順、5.
人口密度順、6.新設合併と編入合併、7.新市町村
役場の形態、8.都道府県提示の合併パターンとの
一致・不一致、9.議員特例の活用状況、10.人口段
階別の市町村数の変動、11.都道府県別の市町村

第二部 C: 地方自治ほか 0325-3 市町村合併全データ集：地域はどう変わったのか （その2） 市町村自治研究会編 2005 東京市政調査会 26

12.都道府県別人口1万人未満の市町村の割合、
13.合併の結果、人口1万人を超えた事例、14.地域
審議会、地域自治区、合併特例区の設置事例、
15.住民投票・アンケートの実施状況、住民発議で
設置された法定協議会、16.合併特例債・推進債
実績、17.市町村合併推進体制整備費補助金、18.
合併算定替えの実績、19.合併補正の実績、20.特
別交付税措置の実績、21.法定協議会、任意協議
会の設置状況、22.条例による事務処理の特例の
状況一覧
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第二部 C: 地方自治ほか 0325-4 市町村合併全データ集：地域はどう変わったのか 奥付・裏表紙 市町村自治研究会編 2005 東京市政調査会 3
第二部 C: 地方自治ほか 0834-1 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－ 表紙・刊行のことば・目次 東京市政調査会編 都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0834-2 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－
序章　東京圏における広域連
携への視角

東京市政調査会編/高端正幸/
三宅博史

都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0834-3 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－ 第1部　広域連携をめぐる諸相
東京市政調査会編/川手摂/三
宅博史

都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 33
1.広域行政制度の変遷と文脈、2.大都市制度の変
遷と文脈、3.首都圏基本計画の系譜と成果、4.八
都県市首脳会議の広域連携

第二部 C: 地方自治ほか 0834-4 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－
第2部　政策領域別にみた広
域連携の現状と課題

5.自動車公害、6.
産業廃棄物－不
法投棄・不適正
処理対策を中心
に、7.防災－震災
対策を中心に－

東京市政調査会編/高端正幸/
神長唯/角田みのり

都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 38

第二部 C: 地方自治ほか 0834-5 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－
第2部　政策領域別にみた広
域連携の現状と課題

8.道路・公共交
通、9.緑地保全、
10.公共・公営住

東京市政調査会編/山﨑俊一/
三田啓一/五石敬路

都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 38

第二部 C: 地方自治ほか 0834-6 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－
終章　東京圏における広域連
携の発展に向けて

東京市政調査会編/三宅博史 都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0834-7 東京圏の広域連携　－その到達点と将来像－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 都市調査報告　11 2005 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0862-1 これでよいのか!　地方議会 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 4

2005 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0862-2 これでよいのか!　地方議会
基調講演　自治体議会のゆく
え

東京市政調査会編/大森彌
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 4

2005 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0862-3 これでよいのか!　地方議会 パネルディスカッション
東京市政調査会編/中島興世/
西寺雅也/若林智子/加藤幸雄/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 4

2005 東京市政調査会 24

第二部 C: 地方自治ほか 0862-4 これでよいのか!　地方議会 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 4

2005 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0300-1 大都市制度史（資料編）IV
表紙・序・監修のことば・凡例・
目次

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 12

第二部 C: 地方自治ほか 0300-2 大都市制度史（資料編）IV 第17編　地方の時代と大都市
第1章　地方の時
代における都市
のあり方

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 71 1.都市政策に関する提言、2.指定都市の将来構想

第二部 C: 地方自治ほか 0300-3 大都市制度史（資料編）IV 第17編　地方の時代と大都市
第2章　都区制度
の改革

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 30
1.第15次地方制度調査会の答申と区長公選制の
復活、2.第22次地方制度調査会の答申と特別区
の基礎的自治体としての位置付け

第二部 C: 地方自治ほか 0300-4 大都市制度史（資料編）IV 第17編　地方の時代と大都市
第3章　第二政令
指定都市構想と
中核市制度の創

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 62
1.全国市長会の第二政令指定都市構想、2.第23
次地方制度調査会の答申、3.中核市制度の発足

第二部 C: 地方自治ほか 0300-5 大都市制度史（資料編）IV
第18編　行財政の改革と国・
地方の関係

第1章　地方財政
の危機と再建へ
の動き

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 26
1.第15次及び第16次地方制度調査会の検討経
緯、2.大都市税源としての事業所税の創設、3.第
17次地方制度調査会答申における行革と分権

第二部 C: 地方自治ほか 0300-6 大都市制度史（資料編）IV
第18編　行財政の改革と国・
地方の関係

第2章　行政改革
から地方分権へ

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 46

1.第18次、第19次及び第20次地方制度調査会の
検討経緯、2.第21次地方制度調査会の検討経
緯、3.第二次臨時行政調査会の行政改革に関す
る答申、4.臨時行政改革推進審議会の地方行政

第二部 C: 地方自治ほか 0300-7 大都市制度史（資料編）IV
第19編　地方分権改革への対
応

第1章　地方分権
推進体制の確立

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 24
1.地方分権の動きと第24次地方制度調査会、2.地
方分権推進法の成立

第二部 C: 地方自治ほか 0300-8 大都市制度史（資料編）IV
第19編　地方分権改革への対
応

第2章　地方分権
に関する指定都
市の意見と地方
分権推進委員会

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 78 1.第1次勧告関係、2.第2・4・5次勧告関係

第二部 C: 地方自治ほか 0300-9 大都市制度史（資料編）IV
第19編　地方分権改革への対
応

第3章　地方分権
推進計画と地方
分権一括法

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 71
1.地方分権推進計画と指定都市要望の措置状
況、2.地方分権一括法の成立、3.中核市制度の拡
充と特例市制度の創設

第二部 C: 地方自治ほか 0300-10 大都市制度史（資料編）IV
第19編　地方分権改革への対
応

第4章　地方行政
体制の整備

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 23
1.市町村合併の推進、2.第25次地方制度調査会と
監査制度の改革、3.第26次地方制度調査会と住
民自治の拡充

第二部 C: 地方自治ほか 0300-11 大都市制度史（資料編）IV
第20編　大都市自治拡充への
動き

第1章　第二次地
方分権改革の始
動

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 33
1.地方分権推進委員会の最終報告、2.国と地方の
事務分担に関する地方分権改革推進会議の検
討、3.三位一体改革方針の確立

第二部 C: 地方自治ほか 0300-12 大都市制度史（資料編）IV
第20編　大都市自治拡充への
動き

第2章　地方税財
政の改革

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 34
1.地方分権改革推進会議の検討経緯、2.第27次
地方制度調査会の検討経緯、3.経済財政諮問会
議の動きと地方団体の対応

第二部 C: 地方自治ほか 0300-13 大都市制度史（資料編）IV
第20編　大都市自治拡充への
動き

第3章　地方自治
体の再編と大都
市制度の検討

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 48

1.第27次地方制度調査会における大都市制度の
検討、2.地方制度調査会「今後の地方自治制度の
あり方に関する答申」、3.地方自治法の一部改正、
4.地方行政体制整備に関する地方分権改革推進

第二部 C: 地方自治ほか 0300-14 大都市制度史（資料編）IV
第20編　大都市自治拡充への
動き

第4章　指定都市
制度の新たな展
開に向けて（その

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 54 1.大都市制度に関する調査研究（その1）

第二部 C: 地方自治ほか 0300-15 大都市制度史（資料編）IV
第20編　大都市自治拡充への
動き

第4章　指定都市
制度の新たな展
開に向けて（その

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 40
1.大都市制度に関する調査研究（その2）、2.指定
都市市長会の誕生
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第二部 C: 地方自治ほか 0300-16 大都市制度史（資料編）IV 第21編　新指定都市の誕生
第1章　広島市の
指定経緯

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 28
1.広域合併の実現、2.移行に向けた運動、3.指定
都市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0300-17 大都市制度史（資料編）IV 第21編　新指定都市の誕生
第2章　仙台市の
指定経緯

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 27
1.指定都市構想の背景、2.合併の実現、3.指定都
市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0300-18 大都市制度史（資料編）IV 第21編　新指定都市の誕生
第3章　千葉市の
指定経緯

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 27
1.指定都市構想の背景、2.準備体制の整備、3.指
定都市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0300-19 大都市制度史（資料編）IV 第21編　新指定都市の誕生
第4章　さいたま
市の指定経緯

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 29
1.指定都市構想の背景、2.三市合併の実現、3.指
定都市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0300-20 大都市制度史（資料編）IV 第21編　新指定都市の誕生
第5章　静岡市の
指定経緯

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 30
1.合併に向けた運動、2.ニ市合併の実現、3.指定
都市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0300-21 大都市制度史（資料編）IV
巻末資料　大都市制度につい
て

東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 23
1.大都市制度の概要、2.指定都市等の現況、3.大
都市における税財政上の特例について、4.指定都
市に関する地方自治法改正経緯

第二部 C: 地方自治ほか 0300-22 大都市制度史（資料編）IV 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2006 指定都市市長会 4
第二部 C: 地方自治ほか 0327-1 大都市のあゆみ 表紙・発刊にあたって・目次 東京市政調査会編 2006 東京市政調査会 6
第二部 C: 地方自治ほか 0327-2 大都市のあゆみ 第1編　序論 東京市政調査会編/天川晃 2006 東京市政調査会 19 第1章　指定都市制度の成立と展開

第二部 C: 地方自治ほか 0327-3 大都市のあゆみ 第2編　大都市の課題と対応
東京市政調査会編/稲継裕昭/
松並潤/橋本信之

2006 東京市政調査会 53
第2章　経済成長期の大都市、第3章　安定成長期
の大都市、第4章　ポストバブル期の大都市

第二部 C: 地方自治ほか 0327-4 大都市のあゆみ 第3編　大都市行政の諸相
東京市政調査会編/木村収/伊
藤正次/前田幸男

2006 東京市政調査会 65
第5章　指定都市財政の軌跡－税財政制度を中心
として、第6章　行政組織の構造と変遷、第7章　大
都市住民と選挙

第二部 C: 地方自治ほか 0327-5 大都市のあゆみ
第4編　分権改革と21世紀の
展望（その1）

東京市政調査会編/小原隆治/
岩崎恭典

2006 東京市政調査会 41
第8章　分権改革と大都市、第9章　大都市のこれ
から－大都市制度の論点

第二部 C: 地方自治ほか 0327-6 大都市のあゆみ
第4編　分権改革と21世紀の
展望（その2）

東京市政調査会編 2006 東京市政調査会 26

第10章　これからの大都市を語る（座談会）司会：
天川晃、出席者：松原武久、関淳一、秋葉忠利、
小嶋善吉、梅原勝彦、西尾勝、松本英昭、岩崎恭
典、座談会に欠席された市長からのコラム

第二部 C: 地方自治ほか 0327-7 大都市のあゆみ 巻末資料、編集後記 東京市政調査会編 2006 東京市政調査会 13
1.年表・指定都市の動き（1956～2005）、2.指定都
市の統計、3.大都市特例の沿革、4.歴代市長、5.
市役所本庁舎所在地・代表電話番号

第二部 C: 地方自治ほか 0327-8 大都市のあゆみ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2006 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0863-1 自治体はみずからリストラできるか 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 6

2006 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0863-2 自治体はみずからリストラできるか
基調講演　自治体はみずから
リストラできるか

東京市政調査会編/草野忠義
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 6

2006 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0863-3 自治体はみずからリストラできるか パネルディスカッション
東京市政調査会編/関淳一/山
崎重孝/北沢栄/君島一宇/新藤

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 6

2006 東京市政調査会 26

第二部 C: 地方自治ほか 0863-4 自治体はみずからリストラできるか 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 6

2006 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0864-1 自治体政治を変える!　ローカル･マニフェスト 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 7

2006 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0864-2 自治体政治を変える!　ローカル･マニフェスト
基調講演　ローカル･マニフェ
ストで自治体政治を変える

東京市政調査会編/石田芳弘
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 7

2006 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0864-3 自治体政治を変える!　ローカル･マニフェスト パネルディスカッション
東京市政調査会編/逢坂誠二/
相澤弥一郎/長谷川朝恵/前田
和敬/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 7

2006 東京市政調査会 28

第二部 C: 地方自治ほか 0864-4 自治体政治を変える!　ローカル･マニフェスト 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 7

2006 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0829-1 検証　構造改革特区 表紙・はしがき・目次
西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著

2007 ぎょうせい 7

第二部 C: 地方自治ほか 0829-2 検証　構造改革特区 序章
西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/三宅博史

2007 ぎょうせい 7

第二部 C: 地方自治ほか 0829-3 検証　構造改革特区
第1章　構造改革特区の成立
過程と制度運用過程

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/川手摂

2007 ぎょうせい 7

第二部 C: 地方自治ほか 0829-4 検証　構造改革特区
第2章　特区制度の評価・検証
システム

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/川手摂

2007 ぎょうせい 11

第二部 C: 地方自治ほか 0829-5 検証　構造改革特区
第3章　構造改革特区のデータ
分析

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/五石敬路/三宅博史/
高井正/齊藤紀明/奥山巧

2007 ぎょうせい 16

第二部 C: 地方自治ほか 0829-6 検証　構造改革特区

第4章　特区制度成立後にお
ける類似制度の形成と変容
－「集中受付月間」と「地域再
生計画」を中心に－

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/木村佳弘/大津志保

2007 ぎょうせい 24

第二部 C: 地方自治ほか 0829-7 検証　構造改革特区
第5章　「構造改革特区に関す
る地方公共団体アンケート調
査」の分析

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/大津志保/奥山巧/五
石敬路/神長唯

2007 ぎょうせい 26

第二部 C: 地方自治ほか 0829-8 検証　構造改革特区
第6章　農業　－特例措置によ
る参入規制－

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/木村佳弘

2007 ぎょうせい 25

第二部 C: 地方自治ほか 0829-9 検証　構造改革特区
第7章　港湾　－縦割り行政の
弊害－

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/五石敬路

2007 ぎょうせい 13

第二部 C: 地方自治ほか 0829-10 検証　構造改革特区
第8章　福祉　－規制の明確化
が生んだ矛盾－

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/齊藤紀明

2007 ぎょうせい 14

第二部 C: 地方自治ほか 0829-11 検証　構造改革特区
第9章　特区制度の運用にお
ける法律上の疑義について

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/五石敬路

2007 ぎょうせい 10
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第二部 C: 地方自治ほか 0829-12 検証　構造改革特区
終章　特区制度の改善に向け
て

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/三宅博史

2007 ぎょうせい 6

第二部 C: 地方自治ほか 0829-13 検証　構造改革特区
補論　海外制度比較の観点か
ら見た特区制度　－北欧諸国
のフリーコミューンを中心に－

西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/木村佳弘

2007 ぎょうせい 13

第二部 C: 地方自治ほか 0829-14 検証　構造改革特区 追記、巻末資料
西尾勝監修　東京市政調査会研
究室編著/三宅博史

2007 ぎょうせい 18

第二部 C: 地方自治ほか 0829-15 検証　構造改革特区 奥付・裏表紙 2007 ぎょうせい 4

第二部 C: 地方自治ほか 0865-1 構造改革特区は分権型社会を創るか 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 9

2007 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0865-2 構造改革特区は分権型社会を創るか
基調講演　構造改革特区は分
権型社会を創るか

東京市政調査会編/並河信乃
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 9

2007 東京市政調査会 15

第二部 C: 地方自治ほか 0865-3 構造改革特区は分権型社会を創るか
研究報告　構造改革特区と
国・地方関係に関する総合的

東京市政調査会編/五石敬路
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 9

2007 東京市政調査会 5

第二部 C: 地方自治ほか 0865-4 構造改革特区は分権型社会を創るか
構造改革特区制度の改善に
向けた提言

東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 9

2007 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0865-5 構造改革特区は分権型社会を創るか パネルディスカッション
東京市政調査会編/小川登美夫
/中山弘子/中村卓/松本英昭/
三宅博史

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 9

2007 東京市政調査会 19

第二部 C: 地方自治ほか 0865-6 構造改革特区は分権型社会を創るか 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 9

2007 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0479-1 地方制度改革･地方分権改革と大都市特例制度 西尾勝述/東京市政調査会編 2008 東京市政調査会 11
はじめに、1.政令市の増設と中核市・特例市の誕
生、2.政令市問題として取り上げられてきた問題
点、3.今後の地方分権改革と大都市特例制度

第二部 C: 地方自治ほか 0598-1 ｢コンクリートから人へ｣の行方 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 20

2010 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0598-2 ｢コンクリートから人へ｣の行方
基調講演　政策として、このよ
うに具体化していく

東京市政調査会編/仙谷由人
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 20

2010 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0598-3 ｢コンクリートから人へ｣の行方 パネルディスカッション
東京市政調査会編/片山虎之助
/森民夫/池上岳彦/鈴木郁子/
新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 20

2010 東京市政調査会 25

第二部 C: 地方自治ほか 0598-4 ｢コンクリートから人へ｣の行方 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 20

2010 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0830-1 地方自治史を掘る：当事者たちの証言 表紙・刊行にあたって・目次 東京市政調査会編 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-2 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第1章　戦後地方税財政制度
の確立　－新地方税法、地方
財政委員会、地方財政平衡交

東京市政調査会編/奥野誠亮 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-3 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第2章　昭和の大合併　－町村
合併促進法と合併推進がもた
らしたもの

東京市政調査会編/佐藤竺 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-4 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第3章　警察法改正　－自治体
警察から都道府県警察へ

東京市政調査会編/成田頼明 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-5 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第4章　自治省設置　－内務省
解体から自治省設置まで

東京市政調査会編/立田清士 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-6 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第5章　教育委員会法の廃止
－戦後の教育行政と地方教育
行政の組織及び運営に関する

東京市政調査会編/犬丸直 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-7 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第6章　飛鳥田横浜市政　－革
新自治体が切り拓いた地平

東京市政調査会編/鳴海正泰 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-8 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第7章　美濃部都政　－現代都
市政策への視座

東京市政調査会編/松下圭一 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-9 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第8章　全国総合開発計画　－
全総は地域をどう変えたのか

東京市政調査会編/下河辺淳 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-10 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第9章　区長準公選運動　－特
別区の区長公選復活へのうね

東京市政調査会編/神原勝 2010 東京市政調査会 11

第二部 C: 地方自治ほか 0830-11 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第10章　新都市計画法制定
－激しい都市化の中でまちづ
くりの基礎法を

東京市政調査会編/宮澤美智雄 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-12 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第11章　革新自治体の時代
－革新自治体時代の終息をど
う見るか

東京市政調査会編/大矢野修 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-13 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第12章　地方の時代　－「地方
の時代」とは何だったのか

東京市政調査会編/後藤仁 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-14 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第13章　情報公開条例　－自
治体が拓いた情報公開の時代

東京市政調査会編/堀部政男 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-15 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第14章　第二臨調と自治体
－行政改革から地方分権へ

東京市政調査会編/並河信乃 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-16 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第15章　1985年度予算・国庫
補助負担率の削減　－国庫補
助負担率と補助金制度改革

東京市政調査会編/石原信雄 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-17 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第16章　宍道湖・中海干拓・淡
水化事業の中止　－公共事業
をどのように中止させたか

東京市政調査会編/保母武彦 2010 東京市政調査会 7
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第二部 C: 地方自治ほか 0830-18 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第17章　ふるさと創生1億円
－「ふるさと創生1億円」はどう
して生まれたか

東京市政調査会編/持永堯民 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-19 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第18章　パイロット自治体　－
自治の実験と地方分権への展

東京市政調査会編/榛村純一 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-20 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第19章　広域連合　－広域連
合の構想がめざしたもの

東京市政調査会編/松本英昭 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-21 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第20章　地方分権推進法　－
地方分権を牽引した国会決議
と地方分権推進法

東京市政調査会編/五十嵐広三 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-22 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第21章　阪神・淡路大震災　－
未曾有の災害と自治体

東京市政調査会編/貝原俊民 2010 東京市政調査会 8

第二部 C: 地方自治ほか 0830-23 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第22章　第一次地方分権改革
－「実行可能な地方分権改
革」の道程

東京市政調査会編/西村清司 2010 東京市政調査会 10

第二部 C: 地方自治ほか 0830-24 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第23章　介護保険制度の創設
－高齢者福祉のパラダイム転

東京市政調査会編/大森彌 2010 東京市政調査会 9

第二部 C: 地方自治ほか 0830-25 地方自治史を掘る：当事者たちの証言
第24章　自治省から総務省へ
－省庁再編と地方自治

東京市政調査会編/二橋正弘 2010 東京市政調査会 7

第二部 C: 地方自治ほか 0830-26 地方自治史を掘る：当事者たちの証言 年表 東京市政調査会編 2010 東京市政調査会 3
第二部 C: 地方自治ほか 0830-27 地方自治史を掘る：当事者たちの証言 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2010 東京市政調査会 4
第二部 C: 地方自治ほか 0359-1 野村鋠市顧問談話録 表紙・はじめに・目次 東京市政調査会編 2011 東京市政調査会 4

第二部 C: 地方自治ほか 0359-2 野村鋠市顧問談話録 第1回ヒヤリング
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 17
ヒヤリングの趣旨、生い立ち、めぐみ幼稚園・入新
井第二小学校時代、府立六中時代、一高時代、東
京大学法学部時代、三高庭球部との対抗試合

第二部 C: 地方自治ほか 0359-3 野村鋠市顧問談話録 第2回ヒヤリング
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 19

ご結婚とご家族、東京都庁へ入庁、総務局文書課
調査係、企画部企画課、財務局主計部予算第一
課、財務局主計部財政調査課、オリンピック東京
大会組織委員会事務局人事課長、企画調整局計
画部第二課長、企画調整局計画部第三課長、企
画調整局計画部第一課長、企画調整局参事、企

第二部 C: 地方自治ほか 0359-4 野村鋠市顧問談話録 第3回ヒヤリング
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 21

都民室長、衛生局長、都民生活局長、蝋山政道先
生を囲む都制研究会、英国及び欧州各国への留
学、ロブソン報告、ニューヨーク市との交換職員、
職員の研究会活動、都庁職員の昇任試験

第二部 C: 地方自治ほか 0359-5 野村鋠市顧問談話録 第4回ヒヤリング
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 24

副知事、東京港埠頭公社理事長、首都高速道路
公団副理事長、東京フロンティア協会事務総長、
東京都生活協同組合連合会会長理事、東京都人
事委員会委員長、東京都済生会会長

第二部 C: 地方自治ほか 0359-6 野村鋠市顧問談話録 第5回ヒヤリング
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 22
東京都交友会、日本法制学会、大田区関係のお
仕事、東京大学行政学研究会、日本行政学会、東
京市政調査会、謡曲と風姿研究会

第二部 C: 地方自治ほか 0359-7 野村鋠市顧問談話録 第6回ヒヤリング
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 17
市政研究会と職員の研究会活動、那覇市職員の
研修派遣、人口問題調査、東京都制と大阪、副知
事就任の経緯、東京港埠頭公社、首都高速道路

第二部 C: 地方自治ほか 0359-8 野村鋠市顧問談話録 奥付・裏表紙
野村鋠市述/東京市政調査会編
/西尾勝

2011 東京市政調査会 2

第二部 C: 地方自治ほか 0360-1
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

表紙・刊行にあたり・例言・目
次

東京市政調査会編 2011 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0360-2
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

第I部　行財政制度史の概観 東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 12
1.東京に関する行政制度の沿革、2.東京に関する
税財政制度の沿革

第二部 C: 地方自治ほか 0360-3
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

第Ⅱ部　東京府、東京市及び
区の行財政制度の実態と変遷
（昭和7年前後）

1.概要、2.事務事
業、3.財政

東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 38

第二部 C: 地方自治ほか 0360-4
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

第Ⅱ部　東京府、東京市及び
区の行財政制度の実態と変遷
（昭和7年前後）

4.首長、5.組織、
6.職員、7.議決機
関、8.議員選挙、
9.議会の議員

東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 34

第二部 C: 地方自治ほか 0360-5
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

第Ⅲ部　東京都及び区の行財
政制度の実態と変遷（昭和22
年前後）

1.概要、2.事務事
業、3.財政

東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 32

第二部 C: 地方自治ほか 0360-6
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

第Ⅲ部　東京都及び区の行財
政制度の実態と変遷（昭和22
年前後）

4.首長、5.組織、
6.職員、7.議会の
権限、8.議員選
挙、9.議会の議員

東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 28

第二部 C: 地方自治ほか 0360-7
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

付録 東京市政調査会編 2011 東京市政調査会 19 1.補注、2.参考文献

第二部 C: 地方自治ほか 0360-8
東京における行財政制度等の変遷に関する調査研究（区の区域再編
との関係について）

奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2011 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0361-1 都と区の制度的変遷に関する調査研究（区の区域の沿革について） 表紙・刊行にあたり・緒言・目 東京市政調査会編 2011 東京市政調査会 6

第二部 C: 地方自治ほか 0361-2 都と区の制度的変遷に関する調査研究（区の区域の沿革について）
第1章　都区制度の変遷の概
要

東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 20
1.区の濫觴から市制まで、2.東京市制化の区、3.
都制と戦後の制度改革

第二部 C: 地方自治ほか 0361-3 都と区の制度的変遷に関する調査研究（区の区域の沿革について） 第2章　昭和7年の市域拡張 東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 30
1.背景、2.経緯、3.北多摩郡千歳村及び砧村の併
合、4.補足及び検討
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第二部 C: 地方自治ほか 0361-4 都と区の制度的変遷に関する調査研究（区の区域の沿革について） 第3章　昭和22年の区域再編 東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 31 1.背景、2.経緯、3.練馬区の成立、4.補足及び検討

第二部 C: 地方自治ほか 0361-5 都と区の制度的変遷に関する調査研究（区の区域の沿革について） 結語、付録 東京市政調査会編/富田博実 2011 東京市政調査会 41
付録（1.補注、2.関係法令抄、3.主要統計、4.区域
の沿革、5.地図、6.参考文献）

第二部 C: 地方自治ほか 0361-6 都と区の制度的変遷に関する調査研究（区の区域の沿革について） 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2011 東京市政調査会 3

第二部 C: 地方自治ほか 0866-1 議会･立法能力･住民投票 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 25

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0866-2 議会･立法能力･住民投票
基調講演　この10年考えてき
たこと－自律自治体の形成を
めざして

後藤・安田記念東京都市研究所
編/神原勝

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 25

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

12

第二部 C: 地方自治ほか 0866-3 議会･立法能力･住民投票 パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/石川寿美/大山礼子/北村喜
宣/谷隆徳/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 25

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

23

第二部 C: 地方自治ほか 0866-4 議会･立法能力･住民投票 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 25

2012
後藤･安田記念東
京都市研究所

3

第二部 C: 地方自治ほか 0839-1 平成の市町村合併　－その影響に関する総合的研究－ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

都市調査報告　16 2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

5

第二部 C: 地方自治ほか 0839-2 平成の市町村合併　－その影響に関する総合的研究－ 序　本研究の目的と方法
後藤・安田記念東京都市研究所
編/新藤宗幸

都市調査報告　16 2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0839-3 平成の市町村合併　－その影響に関する総合的研究－
第I部　「平成の市町村合併」
の政策立案・施策・実施過程

後藤・安田記念東京都市研究所
編/高井正/棚橋匡/川手摂/嶋
﨑健一郎/下田雅己/小石川裕

都市調査報告　16 2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

22
1.市町村合併政策の形成過程、2.合併推進過程に
おける都道府県の役割、3.市町村における合併協
議と合併過程

第二部 C: 地方自治ほか 0839-4 平成の市町村合併　－その影響に関する総合的研究－
第II部　「平成の市町村合併」
と自治－合併のもたらした影
響

後藤・安田記念東京都市研究所
編/畑野勇/下田雅己/川手摂/
棚橋匡/田中暁子/五石敬路/木
村佳弘/道政美央/三宅博史/藤
川雅之/小石川裕介

都市調査報告　16 2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

68
1.行政体制の変化と事態、2.合併と財政、3.地域政
治の変化、4.自治体合併の国際比較

第二部 C: 地方自治ほか 0839-5 平成の市町村合併　－その影響に関する総合的研究－
おわりに　「平成の市町村合
併」とは何であったか

後藤・安田記念東京都市研究所
編/木村佳弘

都市調査報告　16 2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

4

第二部 C: 地方自治ほか 0839-6 平成の市町村合併　－その影響に関する総合的研究－ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

都市調査報告　16 2013
後藤・安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0867-1 見果てぬ夢か?　道州制 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 29

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0867-2 見果てぬ夢か?　道州制
基調講演　道州制推進基本法
案と日本の地方自治制度

後藤・安田記念東京都市研究所
編/大森彌

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 29

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

11

第二部 C: 地方自治ほか 0867-3 見果てぬ夢か?　道州制 パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/浅野史郎/工藤裕子/谷隆徳
/田村秀/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 29

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

25

第二部 C: 地方自治ほか 0867-4 見果てぬ夢か?　道州制 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 29

2013
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0868-1 市町村合併　－その功罪を考える－ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 30

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0868-2 市町村合併　－その功罪を考える－ パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/石垣正夫/浜田一義/小寺幸
治/道上正寿/新藤宗幸

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 30

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

22

第二部 C: 地方自治ほか 0868-3 市町村合併　－その功罪を考える－
研究報告　平成の市町村合併
－その影響に関する総合的研

後藤・安田記念東京都市研究所
編/川手摂/木村佳弘

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 30

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

9

第二部 C: 地方自治ほか 0868-4 市町村合併　－その功罪を考える－ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 30

2014
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0602-1 地方創生、この道しかない？ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 35

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0602-2 地方創生、この道しかない？
基調講演　人口減少と地方創
生

後藤・安田記念東京都市研究所
編/松本克夫

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 35

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

8

第二部 C: 地方自治ほか 0602-3 地方創生、この道しかない？ パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/牧野光朗/下山克彦/松尾雅
彦/山下祐介/西村美香

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 35

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

22

第二部 C: 地方自治ほか 0602-4 地方創生、この道しかない？ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 35

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

3

第二部 C: 地方自治ほか 0869-1 自治体議会は必要か？ 表紙・目次
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 34

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

2

第二部 C: 地方自治ほか 0869-2 自治体議会は必要か？
基調講演　自治体議会がな
かったなら何が起こるのか

後藤・安田記念東京都市研究所
編/金井利之

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 34

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

9

第二部 C: 地方自治ほか 0869-3 自治体議会は必要か？ パネルディスカッション
後藤・安田記念東京都市研究所
編/中本美智子/寺町みどり/根
本良一/東野真和/山口二郎

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 34

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

24

第二部 C: 地方自治ほか 0869-4 自治体議会は必要か？ 奥付・裏表紙
後藤・安田記念東京都市研究所
編

「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト 34

2015
後藤･安田記念東
京都市研究所

4

第二部 C: 地方自治ほか 0301-1 大都市制度史（資料編）V
表紙・序・監修のことば・凡例・
目次

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 17

第二部 C: 地方自治ほか 0301-2 大都市制度史（資料編）V 第22編　地方分権改革の進展
第1章　地方分権
改革推進法の制
定まで

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 28
1.第2期地方分権改革の検討、2.地方6団体の意
見書及び地方分権改革推進法の制定

第二部 C: 地方自治ほか 0301-3 大都市制度史（資料編）V 第22編　地方分権改革の進展
第2章　地方分権
改革推進委員会
の活動（その1）

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 47
1.地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方
及び中間的なとりまとめ、2.第1次勧告
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第二部 C: 地方自治ほか 0301-4 大都市制度史（資料編）V 第22編　地方分権改革の進展
第2章　地方分権
改革推進委員会
の活動（その2）

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 50 3.第2次勧告、4.第3次及び第4次勧告

第二部 C: 地方自治ほか 0301-5 大都市制度史（資料編）V 第22編　地方分権改革の進展
第3章　民主党政
権の地域主権改
革

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 36
1.地方分権改革推進計画及び地域主権戦略大綱
に基づく制度改革、2.義務付け・枠付けの更なる見
直し及び出先機関の改革

第二部 C: 地方自治ほか 0301-6 大都市制度史（資料編）V 第22編　地方分権改革の進展
第4章　地方分権
改革の新たな展
開

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 56
1.推進体制の再編と第3次及び第4次一括法の制
定、2.地方の発意に基づく分権改革、3.指定都市
市長会、中核市市長会及び全国特例市市長会の

第二部 C: 地方自治ほか 0301-7 大都市制度史（資料編）V
第23編　地方税財政制度の改
革

第1章　三位一体
の改革（承前）

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 33
1.平成17年度の税制改正、2.国庫補助負担金改
革の調整過程、3.三位一体の改革に関する政府・
与党合意と平成18年度の税制改革

第二部 C: 地方自治ほか 0301-8 大都市制度史（資料編）V
第23編　地方税財政制度の改
革

第2章　地方税制
の改革

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 30
1.税制抜本改革と地方消費税、2.税源の偏在是正
問題と地方法人課税

第二部 C: 地方自治ほか 0301-9 大都市制度史（資料編）V
第23編　地方税財政制度の改
革

第3章　地域自主
戦略交付金制度

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 13
1.補助金の一括交付金化と指定都市の意見、2.地
域自主戦略交付金の指定都市への拡大から政権
交代による廃止まで

第二部 C: 地方自治ほか 0301-10 大都市制度史（資料編）V
第23編　地方税財政制度の改
革

第4章　大都市財
源問題

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 36
1.道路特定財源の一般財源化、2.直轄事業負担
金制度の改革、3.県費負担教職員制度の見直し
に係る財政措置

第二部 C: 地方自治ほか 0301-11 大都市制度史（資料編）V
第24編　地方制度調査会及び
地方行財政検討会議における
審議と地方自治法の改正

第1章　第28次地
方制度調査会に
おける審議及び
地方自治法の改

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 12
1.第28次地方制度調査会における審議の経緯、2.
地方自治法の一部改正

第二部 C: 地方自治ほか 0301-12 大都市制度史（資料編）V
第24編　地方制度調査会及び
地方行財政検討会議における
審議と地方自治法の改正

第2章　第29次地
方制度調査会に
おける審議及び
地方自治法の改

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 9
1.第29次地方制度調査会における審議の経緯、2.
地方自治法の一部改正

第二部 C: 地方自治ほか 0301-13 大都市制度史（資料編）V
第24編　地方制度調査会及び
地方行財政検討会議における
審議と地方自治法の改正

第3章　地方行財
政検討会議にお
ける地方自治法
抜本改正の審議

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 24
1.地方行財政検討会議における審議の経緯、2.地
方自治法の一部改正

第二部 C: 地方自治ほか 0301-14 大都市制度史（資料編）V
第24編　地方制度調査会及び
地方行財政検討会議における
審議と地方自治法の改正

第4章　第30次地
方制度調査会に
おける審議及び
地方自治法の改

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 48
1.第30次地方制度調査会における審議の経緯、2.
地方自治法の一部改正、3.連携中枢都市圏構想

第二部 C: 地方自治ほか 0301-15 大都市制度史（資料編）V
第24編　地方制度調査会及び
地方行財政検討会議における
審議と地方自治法の改正

第5章　地方創成
と第31次地方制
度調査会の答申

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 15
1.人口減少社会と地方創成、2.第31次地方制度調
査会における審議経過

第二部 C: 地方自治ほか 0301-16 大都市制度史（資料編）V
第25編　大都市制度に関する
新しい構想

第1章　大阪府・
市制度改革の試
み

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 30
1.大阪府及び大阪市における制度改革の検討、2.
大都市地域特別区設置法、3.大阪市地域における
特別区設置に係る協議の経緯

第二部 C: 地方自治ほか 0301-17 大都市制度史（資料編）V
第25編　大都市制度に関する
新しい構想

第2章　新しい大
都市制度の構想

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 71
1.指定都市の改革構想、2.都区制度の検討及び改
革の構想

第二部 C: 地方自治ほか 0301-18 大都市制度史（資料編）V
第25編　大都市制度に関する
新しい構想

第3章　道州制に
関する論議

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 45
1.第28次地方制度調査会における検討、2.法制化
の動きと地方の対応

第二部 C: 地方自治ほか 0301-19 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第1章　市町村合
併と指定都市

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 13
1.市町村合併の新展開、2.市町村合併推進の見
直し

第二部 C: 地方自治ほか 0301-20 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第2章　堺市の指
定経緯

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 23
1.指定都市への助走、2.合併の経緯、3.指定都市
への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0301-21 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第3章　新潟市の
指定経緯

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 25
1.指定都市の構想、2.合併の経緯、3.指定都市へ
の移行

第二部 C: 地方自治ほか 0301-22 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第4章　浜松市の
指定経緯

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 27
1.指定都市の構想、2.合併の経緯、3.指定都市へ
の移行

第二部 C: 地方自治ほか 0301-23 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第5章　岡山市の
指定経緯

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 20 1.合併の経緯、2.指定都市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0301-24 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第6章　相模原市
の指定経緯

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 24 1.合併の経緯、2.指定都市への移行

第二部 C: 地方自治ほか 0301-25 大都市制度史（資料編）V 第26編　新指定都市の誕生
第7章　熊本市の
指定経緯

後藤・安田記念東京都市研究所
編

2016 指定都市市長会 28
1.地域再編の構想、2.合併の経緯、3.指定都市へ
の移行

第二部 C: 地方自治ほか 0301-26 大都市制度史（資料編）V 資料出所一覧 後藤・安田記念東京都市研究所 2016 指定都市市長会 7
第二部 C: 地方自治ほか 0301-27 大都市制度史（資料編）V 奥付・裏表紙 後藤・安田記念東京都市研究所 2016 指定都市市長会 4

第一部 C: 地方自治ほか 0411-1 上海市の沿革とその特殊性 東京市政調査会編/馬場鍬太郎 都市問題パンフレット No.32 1938 東京市政調査会 28
1.上海港繁栄の特殊性、2.上海港の重要性、3.上
海の行政（公共租界、仏国租界、支那側区域）、4.

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0011-1 財団法人東京市政調査会発会式概要 東京市政調査会編 1922 東京市政調査会 66

後藤会長挨拶、加藤友三郎閣下祝辞、清浦奎吾
閣下祝辞、水野錬太郎閣下祝辞、宇佐美勝夫閣
下祝辞、柳沢保恵君演説、阪谷芳郎君演説、徳富
猪一郎君演説

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0902-1 英米主要都市財政統計表 東京市政調査会編 1925 東京市政調査会 23

ベルリン（1924）、ロンドン府（1920－21）、グラスゴ
ウ（1922－23）、バーミンガム（1922－23）、リヴァ
プル（1922－23）、マンチェスター（1923－24）、エ
ディンバラ（1922）、ニューヨーク（1923）、ロス・アン
ゼルス（1923－24）、デトロイト（1923－24）、米国
の人口50万人以上の都市（1919）
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第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0878-1 日本都市年鑑　1　(昭和6年)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 18

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0878-2 日本都市年鑑　1　(昭和6年) I　各市要覧、II　土地、III　人口 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 41
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0878-3 日本都市年鑑　1　(昭和6年) IV　市会及市役所、V　財政 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 63

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0878-4 日本都市年鑑　1　(昭和6年)
VI　都市計画、VII　道路及河
川港湾

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 41

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0878-5 日本都市年鑑　1　(昭和6年)
VIII　電気供給事業、IX　電車
事業

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 53

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0878-6 日本都市年鑑　1　(昭和6年)
X　乗合自動車事業、XI　瓦斯
事業、XII　市場及屠場

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 29

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0878-7 日本都市年鑑　1　(昭和6年) XIII　上水道、XIV　下水道 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 34
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0878-8 日本都市年鑑　1　(昭和6年) XV　汚物処理、XVI　衛生 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 36

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0878-9 日本都市年鑑　1　(昭和6年)
XVII　教育、XVIII　社会事業、
IXX　警察及消防、XX　産業

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 51

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0878-10 日本都市年鑑　1　(昭和6年)
追補　昭和5年国勢調査各市
人口速報

東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 13

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0878-11 日本都市年鑑　1　(昭和6年) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 5
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0907-1 公益企業ニ関スル参考資料目録 東京市政調査会編 1931 東京市政調査会 108

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0915-1
市町村民の負担並市町村の税制問題　/　都市に於ける汚物処理並
汚染防止問題　－議題参考文献目録－

表紙・目次・創刊の辞 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第1号 1931 全国都市問題会議 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0915-2
市町村民の負担並市町村の税制問題　/　都市に於ける汚物処理並
汚染防止問題　－議題参考文献目録－

会告 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第1号 1931 全国都市問題会議 8

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0915-3
市町村民の負担並市町村の税制問題　/　都市に於ける汚物処理並
汚染防止問題　－議題参考文献目録－

総会議題解説 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第1号 1931 全国都市問題会議 7
第1議題：市町村民の負担並市町村の税制問題、
第2議題：都市に於ける汚物処理並汚染防止問題

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0915-4
市町村民の負担並市町村の税制問題　/　都市に於ける汚物処理並
汚染防止問題　－議題参考文献目録－

会務記事 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第1号 1931 全国都市問題会議 8

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0915-5
市町村民の負担並市町村の税制問題　/　都市に於ける汚物処理並
汚染防止問題　－議題参考文献目録－

議題参考文献目録 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第1号 1931 全国都市問題会議 43

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0915-6
市町村民の負担並市町村の税制問題　/　都市に於ける汚物処理並
汚染防止問題　－議題参考文献目録－

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第1号 1931 全国都市問題会議 2

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0879-1 日本都市年鑑　2　(昭和8年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 15

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0879-2 日本都市年鑑　2　(昭和8年用)
I　都市問題概観、II　各市要
覧、III　市域及土地

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 44

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-3 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) IV　人口、V　市会及市役所 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 39
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-4 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) VI　財政 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 52

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0879-5 日本都市年鑑　2　(昭和8年用)
VII　都市計画、VIII　道路、運
河及港湾

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 47

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0879-6 日本都市年鑑　2　(昭和8年用)
IX　電気供給事業、　X　電車
事業

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 61

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0879-7 日本都市年鑑　2　(昭和8年用)
XI　乗合自動車事業、XII　瓦
斯事業、XIII　上水道、XIV　下

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 60

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-8 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) XV　衛生　、XVI　市場及屠場 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 42

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0879-9 日本都市年鑑　2　(昭和8年用)
XVII　住宅、XVIII　社会事業、
XIX　教育

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 58

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-10 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) XX　慰楽、XXI　警察及消防 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 35
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-11 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) XXII　経済 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 34
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-12 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) 附録　各市市債明細、その他 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 58
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0879-13 日本都市年鑑　2　(昭和8年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0880-1 日本都市年鑑　3　(昭和9年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 18

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0880-2 日本都市年鑑　3　(昭和9年用)
I　総説、II　市域・人口、III　都
市計画、IV　国有鉄道、V　道
路・道路交通

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 50

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0880-3 日本都市年鑑　3　(昭和9年用)

VI　運河、VII　河川・港湾、VIII
航空、IX　通信、X　上水道事
業、XI　瓦斯事業、XII　電気事
業、XIII　軌道・地方鉄道事業、
XIV　乗合自動車事業　、XV

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 45

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0880-4 日本都市年鑑　3　(昭和9年用)
XVI　教育、XVII　慰楽、XVIII
社会事業

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 31

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0880-5 日本都市年鑑　3　(昭和9年用)
XIX　伝染病・医療施設、XX
汚物処分、XXI　警察及消防、
XXII　経済

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 39

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0880-6 日本都市年鑑　3　(昭和9年用) XXIII　財政 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 54
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0880-7 日本都市年鑑　3　(昭和9年用) XXIV　各市市政事情 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 12

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0880-8 日本都市年鑑　3　(昭和9年用)

附録　I　都市計画法適用町村
調、　II　最近に於ける市政関
係主要行政実例・裁判例、　III
都市問題関係主要文献、その

東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 34

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0880-9 日本都市年鑑　3　(昭和9年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0916-1
都市環境と其の改善問題　/　都市自治の現状と其の済美問題　－議
題参考文献目録－

表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第3号 1933 全国都市問題会議 3

108/116



「都市問題と地方自治　オンライン版」件名目録 2019年12月

パート カテゴリー名 資料番 書名 章 節 著者（編者） シリーズ名 発行年 発行所 画像数 備考

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0916-2
都市環境と其の改善問題　/　都市自治の現状と其の済美問題　－議
題参考文献目録－

会告 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第3号 1933 全国都市問題会議 8

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0916-3
都市環境と其の改善問題　/　都市自治の現状と其の済美問題　－議
題参考文献目録－

総会議題解説 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第3号 1933 全国都市問題会議 11
第1議題：都市環境と其の改善問題、第2議題：都
市自治の現状と其の済美問題

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0916-4
都市環境と其の改善問題　/　都市自治の現状と其の済美問題　－議
題参考文献目録－

会務記事 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第3号 1933 全国都市問題会議 8

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0916-5
都市環境と其の改善問題　/　都市自治の現状と其の済美問題　－議
題参考文献目録－

議題参考文献目録 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第3号 1933 全国都市問題会議 61

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0916-6
都市環境と其の改善問題　/　都市自治の現状と其の済美問題　－議
題参考文献目録－

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第3号 1933 全国都市問題会議 1

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0992-1 各市主要職員録 東京市政調査会編 1933 東京市政調査会 17

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0881-1 日本都市年鑑　4　(昭和10年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 19

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0881-2 日本都市年鑑　4　(昭和10年用) I　総説、II　市の区域、III　人口 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 49
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0881-3 日本都市年鑑　4　(昭和10年用) IV　国及地方議会議員 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 55

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0881-4 日本都市年鑑　4　(昭和10年用)

V　都市計画、VI　国有鉄道、
VII　道路・道路交通、VIII　河
川・運河・港湾、IX　航空、X
軌道及地方鉄道事業

東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 49

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0881-5 日本都市年鑑　4　(昭和10年用)
XI　乗合自動車事業、XII　上
水道事業、XIII　瓦斯事業、XIV
電気事業

東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 49

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0881-6 日本都市年鑑　4　(昭和10年用)
XV　市場、XVI　教育、XVII　慰
楽、XVIII　霊地保存並観光保
勝施設

東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 39

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0881-7 日本都市年鑑　4　(昭和10年用) XIX　住宅、XX　社会事業 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 48

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0881-8 日本都市年鑑　4　(昭和10年用)
XXI　衛生、XXII　警察・消防、
XXIII　経済

東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 49

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0881-9 日本都市年鑑　4　(昭和10年用) XXIV　財政 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 83
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0881-10 日本都市年鑑　4　(昭和10年用) XXV　国及道府県の委任事務 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 12

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0881-11 日本都市年鑑　4　(昭和10年用)

附録　I　最近に於ける市政関
係主要訓令・通牒・行政実例・
裁判例、　II　都市問題関係主
要文献、III　世界各都市の面
積及人口、その他

東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 39

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0881-12 日本都市年鑑　4　(昭和10年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1934 東京市政調査会 4
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0908-1 都市･農村関係文献目録 東京市政調査会資料室編 1935 東京市政調査会 49
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0939-1 地方財政改善策に関する文献目録 東京市政調査会資料室編 1935 東京市政調査会 25

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-1 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
表紙・緒言・凡例・目次・第5回
版に欠如せる既往版収録事項
概目、各種索引

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 20

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-2 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
I　総説、II　市域、III　人口、IV
市会・市役所

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 44

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-3 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
V　都市計画、VI　土木・建築、
VII　道路・道路交通、VIII　河

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 45

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-4 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
IX　航空、X　通信、XI　軌道及
地方鉄道事業、XII　乗合自動
車事業

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 26

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0882-5 日本都市年鑑　5　(昭和11年用) XIII　電気事業、XIV　瓦斯事業 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 49

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-6 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
XV　上水道事業、XVI　下水
道・汚物処分、XVII　保健衛生

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 38

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-7 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
XVIII　社会事業、XIX　市場・
屠場、XX　勧業

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 53

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-8 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
XXI　教育、XXII　警察・保安、
XXIII　娯楽・歓興

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 29

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0882-9 日本都市年鑑　5　(昭和11年用) XXIV　経済 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 37
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0882-10 日本都市年鑑　5　(昭和11年用) XXV　財政 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 63

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0882-11 日本都市年鑑　5　(昭和11年用)
附録　I　満洲国都市、　II　都
市問題関係主要参考文献、そ

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 36

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0882-12 日本都市年鑑　5　(昭和11年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-1 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 14

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-2 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
I　総説、II　市域、III　人口、IV
市会・市役所

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 53

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-3 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
V　都市計画、VI　土木・建築、
VII　道路・道路交通、VIII　河
川・運河・港湾

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 49

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-4 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
IX　航空、X　通信、XI　国有鉄
道、XII　軌道及地方鉄道事
業、XIII　乗合自動車事業

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 43

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0883-5 日本都市年鑑　6　(昭和12年用) XIV　電気事業、XV　瓦斯事業 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 42

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-6 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
XVI　上水道事業、XVII　下水
道・汚物処分

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 27
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第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-7 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
XVIII　保健衛生、XIX　市場・
屠場

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 53

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0883-8 日本都市年鑑　6　(昭和12年用) XX　住宅、XXI　社会事業 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 40

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-9 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
XXII　教育、XXIII　警察・保安、
XXIV　娯楽・歓興

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 27

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0883-10 日本都市年鑑　6　(昭和12年用) XXV　経済 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 34
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0883-11 日本都市年鑑　6　(昭和12年用) XXVI　財政 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 85
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0883-12 日本都市年鑑　6　(昭和12年用) XXVII　道府県 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 12

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0883-13 日本都市年鑑　6　(昭和12年用)
附録　都市問題関係主要参考
文献、その他

東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 24

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0883-14 日本都市年鑑　6　(昭和12年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1936 東京市政調査会 4
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0917-1 我国都市公益企業の現状概観　－都市の公益企業関係参考文献目 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第7号 1936 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0917-2 我国都市公益企業の現状概観　－都市の公益企業関係参考文献目 会告・会務記事 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第7号 1936 全国都市問題会議 3
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0917-3 我国都市公益企業の現状概観　－都市の公益企業関係参考文献目 我国都市公益企業の現状概 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第7号 1936 全国都市問題会議 19

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0917-4
我国都市公益企業の現状概観　－都市の公益企業関係参考文献目
録－

都市の公益企業関係参考文
献目録

全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第7号 1936 全国都市問題会議 51

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0917-5 我国都市公益企業の現状概観　－都市の公益企業関係参考文献目 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第7号 1936 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0918-1 我国都市保健衛生の現状概観　－都市の保健施設関係参考文献目 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第8号 1936 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0918-2 我国都市保健衛生の現状概観　－都市の保健施設関係参考文献目 会告 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第8号 1936 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0918-3 我国都市保健衛生の現状概観　－都市の保健施設関係参考文献目 我国都市保健衛生の現状概 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第8号 1936 全国都市問題会議 10

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0918-4
我国都市保健衛生の現状概観　－都市の保健施設関係参考文献目
録－

都市の保健施設関係参考文
献目録

全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第8号 1936 全国都市問題会議 43

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0918-5 我国都市保健衛生の現状概観　－都市の保健施設関係参考文献目 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第8号 1936 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0938-1 勤労者教育関係文献目録 東京市政調査会資料室編 1936 東京市政調査会 15
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0959-1 都市問題関係主要参考文献　昭和12年用 東京市政調査会編 日本都市年鑑 昭和12年用分 1936 東京市政調査会 18

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-1 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
表紙・緒言・凡例・目次・第7回
版に欠如せる既往版収録事項
概目、各種索引

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 19

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-2 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
I　総説、II　市域、III　人口、IV
市会・市役所

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 54

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-3 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
V　都市計画、VI　土木・建築、
VII　道路・道路交通、VIII　河
川・運河・港湾

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 51

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-4 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
IX　航空、X　通信、XI　国有鉄
道、XII　軌道及地方鉄道事
業、XIII　乗合自動車事業

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 48

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0884-5 日本都市年鑑　7　(昭和13年用) XIV　電気事業、XV　瓦斯事業 東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 32

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-6 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
XVI　上水道事業、XVII　下水
道・汚物処分

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 29

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-7 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
XVIII　保健衛生、XIX　市場・
屠場

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 40

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0884-8 日本都市年鑑　7　(昭和13年用) XX　住宅、XXI　社会事業 東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 38

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-9 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
XXII　教育、XXIII　警察・保安、
XXIV　娯楽・歓興

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 30

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0884-10 日本都市年鑑　7　(昭和13年用) XXV　経済、XXVI　勧業 東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 53
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0884-11 日本都市年鑑　7　(昭和13年用) XXVII　財政 東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 86

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-12 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
XXVIII　道府県、XXIX　満洲国
都市、XXX　外国都市

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 27

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0884-13 日本都市年鑑　7　(昭和13年用)
附録　都市問題関係主要参考
文献、その他

東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 30

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0884-14 日本都市年鑑　7　(昭和13年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1937 東京市政調査会 4
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0960-1 都市問題関係主要参考文献　昭和13年用 東京市政調査会編 日本都市年鑑 昭和13年用分 1937 東京市政調査会 22

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-1 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 17

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-2 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
I　総説、II　市域、III　人口、IV
市役所・市会

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 59

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-3 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
V　都市計画、VI　土木・建築、
VII　道路・道路交通、VIII　河
川・運河・港湾

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 49

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-4 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
IX　航空、X　通信、XI　国有鉄
道、XII　軌道及地方鉄道事
業、XIII　乗合自動車事業

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 39

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-5 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
XIV　電気事業、XV　瓦斯事
業、XVI　上水道事業、XVII　下
水道・汚物処分

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 53

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-6 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
XVIII　保健衛生、XIX　市場・
屠場

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 35

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0885-7 日本都市年鑑　8　(昭和14年用) XX　住宅、XXI　社会事業 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 42

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-8 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
XXII　教育、XXIII　警察・保安、
XXIV　娯楽・歓興

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 30

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0885-9 日本都市年鑑　8　(昭和14年用) XXV　経済、XXVI　勧業 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 55
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0885-10 日本都市年鑑　8　(昭和14年用) XXVII　財政 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 68
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第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-11 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
XXVIII　道府県、XXIX　満洲国
都市、XXX　支那都市、XXXI
外国都市

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 30

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0885-12 日本都市年鑑　8　(昭和14年用)
附録　都市問題関係主要文献
目録、その他

東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 20

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0885-13 日本都市年鑑　8　(昭和14年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1938 東京市政調査会 11
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0927-1 日本地方史誌文献目録 表紙・まえがき 東京市政調査会資料室編 1938 東京市政調査会 3

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0927-2 日本地方史誌文献目録
1.　府県道市　(区)　史誌.　外
地之部

東京市政調査会資料室編 1938 東京市政調査会 20

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0927-3 日本地方史誌文献目録 2.　郡史誌之部 東京市政調査会資料室編 1938 東京市政調査会 25
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0927-4 日本地方史誌文献目録 裏表紙 東京市政調査会資料室編 1938 東京市政調査会 1
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0956-1 都市計画の基本問題関係文献目録 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第12 1938 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0956-2 都市計画の基本問題関係文献目録 巻頭言・会告・会務記事 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第12 1938 全国都市問題会議 5

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0956-3 都市計画の基本問題関係文献目録
第1議題　都市計画の基本問
題参考文献目録

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第12
号

1938 全国都市問題会議 56

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0956-4 都市計画の基本問題関係文献目録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第12 1938 全国都市問題会議 1

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0961-1 都市問題関係主要文献目録　昭和14年用
都市問題関係主要参考文献
昭和14年用

東京市政調査会編
日本都市年鑑 昭和14年用分
冊

1938 東京市政調査会 24

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0977-1 全国都市問題会議　－其の目的と事業－ 東京市政調査会編 市政カード 第17号 1938 東京市政調査会 3

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-1 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 17

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-2 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
I　総説、II　市域、III　人口、IV
市役所・市会

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 61

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-3 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
V　都市計画、VI　土木・建築、
VII　道路・道路交通、VIII　河
川・運河・港湾

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 43

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-4 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
IX　通信・航空、X　鉄道・軌
道・乗合自動車事業

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 37

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-5 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
XI　電気事業、XII　瓦斯事業、
XIII　上水道事業、XIV　保健衛

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 66

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-6 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
XV　市場・屠場、XVI　住宅　、
XVII　社会事業

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 59

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-7 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
XVIII　教育、XIX　警察・保安、
XX　娯楽・歓興

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 34

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0886-8 日本都市年鑑　9　(昭和15年用) XXI　経済、XXII　勧業 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 55
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0886-9 日本都市年鑑　9　(昭和15年用) XXIII　財政 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 71

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-10 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
XXIV　満洲国都市、XXV　支那
都市、XXVI　外国都市

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 25

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0886-11 日本都市年鑑　9　(昭和15年用)
附録　都市問題関係主要文献
目録、その他

東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 20

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0886-12 日本都市年鑑　9　(昭和15年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1939 東京市政調査会 8
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0910-1 都市計画 東京市政調査会編 文献目録 第1輯 1939 東京市政調査会 79

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-1
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

表紙・目次 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 3

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-2
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

会告・会務記事 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-3
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

都市計画の基本問題に就て 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 42

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-4
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

都市の経費問題に就て 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 15

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-5
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

ストックホルムに於ける第17回
国際住宅及都市計画会議

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 3

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-6
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

リエージュに開催される第2回
国際内陸港会議

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 2

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-7
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

第6回総会の反響、ほか 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-8
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

都市の経費問題に関する最近
文献目録

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 6

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-9
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

都市計画の基本問題に関する
最近文献目録

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 20

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0919-10
都市計画の基本問題と都市の経費問題に関する諸論　－都市計画
の基本問題と都市の経費問題に関する最近文献目録

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第16
号

1939 全国都市問題会議 2

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0941-1 都市経費 東京市政調査会編 文献目録 第2輯 1939 東京市政調査会 29
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0942-1 地方税制 東京市政調査会編 文献目録 第3輯 1939 東京市政調査会 22

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0962-1 都市問題関係主要文献目録　昭和15年用
都市問題関係主要参考文献
昭和15年用

東京市政調査会編
日本都市年鑑 昭和15年用分
冊

1939 東京市政調査会 23

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0943-1 都市発達 東京市政調査会編 文献目録 第4輯 1940 東京市政調査会 39
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0944-1 吏員問題 東京市政調査会編 文献目録 第5輯 1940 東京市政調査会 17
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0945-1 支那都市 東京市政調査会編 文献目録 第6輯 1940 東京市政調査会 11
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0946-1 内閣文庫蔵「府県史料目録」 東京市政調査会編 1940 東京市政調査会 38
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0955-1 本邦都市発達の動向と其の諸問題に関する文献目録 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第19 1940 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0955-2 本邦都市発達の動向と其の諸問題に関する文献目録 会告・会務記事 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第19 1940 全国都市問題会議 3

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0955-3 本邦都市発達の動向と其の諸問題に関する文献目録
第2議題　都市の人事行政に
関する文献目録

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第19
号

1940 全国都市問題会議 13
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第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0955-4 本邦都市発達の動向と其の諸問題に関する文献目録
第1議題　本邦都市発達の動
向と其の諸問題に関する文献

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第19
号

1940 全国都市問題会議 34

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0955-5 本邦都市発達の動向と其の諸問題に関する文献目録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第19 1940 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0957-1 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第21 1940 全国都市問題会議 3
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0957-2 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録 会告・会務記事 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第21 1940 全国都市問題会議 5

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0957-3 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録
古代における都市の発達　－
欧米都市発達の研究（二）

全国都市問題会議編/弓家七郎
全国都市問題会議会報 第21
号

1940 全国都市問題会議 9

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0957-4 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録
都市の発達が農村に及ぼす影
響に就いて

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第21
号

1940 全国都市問題会議 4

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0957-5 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録
都市に於ける新旧文化の調和
－京都に開催された第3回全
国都市美協議会－

全国都市問題会議編/小古間隆
三

全国都市問題会議会報 第21
号

1940 全国都市問題会議 1

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0957-6 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録 新に誕生の六市紹介 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第21 1940 全国都市問題会議 2

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0957-7 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録
第1議題　都市計画の基本問
題参考文献目録、第2議題　都
市の人事行政

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第21
号

1940 全国都市問題会議 5

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0957-8 本邦都市発達の動向と其の諸問題　都市の人事行政　文献目録追録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第21 1940 全国都市問題会議 2

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0887-1 日本都市年鑑　10　(昭和16年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 16

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0887-2 日本都市年鑑　10　(昭和16年用)
I　総説、II　市域、III　人口、IV
市役所・市会

東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 60

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0887-3 日本都市年鑑　10　(昭和16年用) V　都市計画、VI　交通・運輸 東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 46

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0887-4 日本都市年鑑　10　(昭和16年用)
VII　瓦斯事業、VIII　上水道事
業、IX　保健衛生

東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 42

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0887-5 日本都市年鑑　10　(昭和16年用) X　住宅　、XI　社会事業 東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 46

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0887-6 日本都市年鑑　10　(昭和16年用)
XII　教育、XIII　警察・保安、
XIV　娯楽・歓興

東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 32

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0887-7 日本都市年鑑　10　(昭和16年用) XV　経済、XVI　経済行政 東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 52
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0887-8 日本都市年鑑　10　(昭和16年用) XVII　財政 東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 48

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0887-9 日本都市年鑑　10　(昭和16年用)
XVIII　満洲国都市、XIX　支那
都市、XX　外国都市

東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 24

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0887-10 日本都市年鑑　10　(昭和16年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1941 東京市政調査会 8

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-1 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 18

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-2 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
I　総説、II　市域・人口、III　市
政組織

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 61

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-3 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
IV　都市計画・地方計画・国土
計画、V　交通・運輸

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 38

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-4 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
VI　瓦斯事業、VII　上水道事
業、VIII　保健衛生

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 43

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-5 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
IX　住宅・土地　、X　社会事業
及軍人援護事業

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 44

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-6 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
XI　教育・文化、XII　娯楽・歓
興XIII　警察・保安

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 36

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0888-7 日本都市年鑑　11　(昭和17年用) XIV　経済 東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 42
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0888-8 日本都市年鑑　11　(昭和17年用) XV　財政 東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 74

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0888-9 日本都市年鑑　11　(昭和17年用)
XVI　大町村、XVII　満洲国都
市、XVIII　支那都市、XIX　外

東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 31

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0888-10 日本都市年鑑　11　(昭和17年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1942 東京市政調査会 11
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0909-1 地方計画･国土計画 東京市政調査会編 文献目録 第8輯 1942 東京市政調査会 45

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0920-1
地方計画の現段階について　－地方計画具体化に関する諸問題文
献目録－

表紙・目次 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第26
号

1942 全国都市問題会議 2

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0920-2
地方計画の現段階について　－地方計画具体化に関する諸問題文
献目録－

会告・会務記事 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第26
号

1942 全国都市問題会議 7

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0920-3
地方計画の現段階について　－地方計画具体化に関する諸問題文
献目録－

地方計画の現段階について
－金谷・平両氏「地方計画の
基本問題」を読む－

全国都市問題会議編/幸島禮吉
全国都市問題会議会報 第26
号

1942 全国都市問題会議 8

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0920-4
地方計画の現段階について　－地方計画具体化に関する諸問題文
献目録－

地方計画具体化に関する諸問
題文献目録

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第26
号

1942 全国都市問題会議 42

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0920-5
地方計画の現段階について　－地方計画具体化に関する諸問題文
献目録－

奥付・裏表紙 全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第26
号

1942 全国都市問題会議 2

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0921-1 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第27 1942 全国都市問題会議 3
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0921-2 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録 会告 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第27 1942 全国都市問題会議 8
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0921-3 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録 防火防弾不燃都市の建設 全国都市問題会議編/田邊平学 全国都市問題会議会報 第27 1942 全国都市問題会議 12

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0921-4 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録
太平洋上の感　－独伊の防空
施設を視察して我国都市将来
の防空対策を思ふ－

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第27
号

1942 全国都市問題会議 7

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0921-5 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録
新税制下の大都市収入　－東
京・大阪両市の税収入を中心
として－

全国都市問題会議編/藤田武夫
全国都市問題会議会報 第27
号

1942 全国都市問題会議 6 （乱丁あり）

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0921-6 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第27 1942 全国都市問題会議 16 （乱丁あり）
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0921-7 都市財政の現状及将来とその対策に関する諸問題文献目録 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第27 1942 全国都市問題会議 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0947-1 地方計画具体化に関する諸問題文献目録　第2輯 表紙・目次 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第28 1942 全国都市問題会議 3
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0947-2 地方計画具体化に関する諸問題文献目録　第2輯 会告 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第28 1942 全国都市問題会議 8
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第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0947-3 地方計画具体化に関する諸問題文献目録　第2輯 地方計画区域について 全国都市問題会議編/吉田秀夫 全国都市問題会議会報 第28 1942 全国都市問題会議 6

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0947-4 地方計画具体化に関する諸問題文献目録　第2輯
地方計画上より見たる全国地
域区分

全国都市問題会議編/高橋登一
全国都市問題会議会報 第28
号

1942 全国都市問題会議 12

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0947-5 地方計画具体化に関する諸問題文献目録　第2輯
第一研究委員会経過の大要、
会員、文献目録

全国都市問題会議編
全国都市問題会議会報 第28
号

1942 全国都市問題会議 22

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0947-6 地方計画具体化に関する諸問題文献目録　第2輯 奥付・裏表紙 全国都市問題会議編 全国都市問題会議会報 第28 1942 2
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0954-1 大都市制度 東京市政調査会編 文献目録 第7輯 1942 東京市政調査会 19

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0889-1 日本都市年鑑　12　(昭和18年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 18

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0889-2 日本都市年鑑　12　(昭和18年用)
I　総説、II　市域・人口、III　市
政組織

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 58

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0889-3 日本都市年鑑　12　(昭和18年用)
IV　都市計画・地方計画・国土
計画、V　交通・運輸、VI　瓦
斯・上水道、VII　保健衛生

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 75

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0889-4 日本都市年鑑　12　(昭和18年用)
VIII　住宅・土地　、IX　社会事
業及軍人援護事業、X　教育・

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 76

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0889-5 日本都市年鑑　12　(昭和18年用) XI　経済、XII　財政 東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 70

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0889-6 日本都市年鑑　12　(昭和18年用)
XIII　大町村、XIV　満洲国都
市、XV　支那及南方都市、XVI
外国都市

東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 27

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0889-7 日本都市年鑑　12　(昭和18年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1943 東京市政調査会 7
第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0890-1 日本都市年鑑　12　(特別号)　(昭和19年版） 表紙・目次・各種索引 東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 8 （1976年文生書院刊行の復刻版より）

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0890-2 日本都市年鑑　12　(特別号)　(昭和19年版）
I　総説、II　市域・人口、III　市
政組織

東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 60 （1976年文生書院刊行の復刻版より）

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0890-3 日本都市年鑑　12　(特別号)　(昭和19年版） IV　財政 東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 46 （1976年文生書院刊行の復刻版より）

第一部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0890-4 日本都市年鑑　12　(特別号)　(昭和19年版）
V　外国都市(満洲国都市、支
那都市、南方都市、欧米都市）

東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 20 （1976年文生書院刊行の復刻版より）

第一部 D: 統計・調査会関係ほ 0890-5 日本都市年鑑　12　(特別号)　(昭和19年版） 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1945 東京市政調査会 4 （1976年文生書院刊行の復刻版より）
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0206-1 本会の事業と都市行政の受託調査：附　最近調査した研究報告の概 表紙・はしがき・目次 東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 5

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0206-2
本会の事業と都市行政の受託調査：附　最近調査した研究報告の概
要

1.本会の事業と都市行政の受
託調査、2.六大都市より公益
企業の調査委託、3.第1次東京
都政の受託調査、4.第2次東京
都政の受託調査

東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 20

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0206-3
本会の事業と都市行政の受託調査：附　最近調査した研究報告の概
要

5.最近における受託調査の報
告概要（1.配電事業都営問題、
2.都の家庭燃料対策、3.都職
員研修制度、4.都の第2水道拡
張事業、5.都の中小工業振
興、6.都財政の整備確立に関
する調査報告概要）

東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 40

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0206-4
本会の事業と都市行政の受託調査：附　最近調査した研究報告の概
要

5.最近における受託調査の報
告概要（7.都の住宅問題、8.都
の社会救済、9.都行政の民主
的・能率的運営に関する調査

東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 47

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0206-5 本会の事業と都市行政の受託調査：附　最近調査した研究報告の概 裏表紙 東京市政調査会編 1948 東京市政調査会 3

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0891-1 日本都市年鑑　13　(昭和24年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1948 日本都市連盟 11

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0891-2 日本都市年鑑　13　(昭和24年用) I　総説、II　市域・人口、III　市 東京市政調査会編 1948 日本都市連盟 35

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0891-3 日本都市年鑑　13　(昭和24年用)
IV　都市計画、V　交通・運輸、
VI　ガス・上水道、VII　保健衛

東京市政調査会編 1948 日本都市連盟 28

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0891-4 日本都市年鑑　13　(昭和24年用)

VIII　住宅・土地　、IX　社会事
業、X　警察・消防、XI　教育・
文化、XII　経済、XIII　財政、附
録（外国都市）

東京市政調査会編 1948 日本都市連盟 39

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0891-5 日本都市年鑑　13　(昭和24年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1948 日本都市連盟 6
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0968-1 東京市政調査会とその事業 東京市政調査会 1948 15

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0892-1 日本都市年鑑　14　(昭和25年用)
表紙・緒言・凡例・目次・各種
索引

東京市政調査会編 1949 日本都市連盟 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0892-2 日本都市年鑑　14　(昭和25年用)
I　総説、II　市域・人口、III　市
政、IV　都市計画、V　市営事

東京市政調査会編 1949 日本都市連盟 35

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0892-3 日本都市年鑑　14　(昭和25年用)
VI　保健衛生、VII　住宅・土地
、VIII　社会事業、IX　警察・消

東京市政調査会編 1949 日本都市連盟 37

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0892-4 日本都市年鑑　14　(昭和25年用)
X　教育・文化、XI　労働、XII
経済、

東京市政調査会編 1949 日本都市連盟 47

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0892-5 日本都市年鑑　14　(昭和25年用)

XIII　財政、附録（1.各市市長・
市議会正副議長氏名、2.政府
の地方組織所在一覧、3.外国
都市面積・人口）

東京市政調査会編 1949 日本都市連盟 44

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0892-6 日本都市年鑑　14　(昭和25年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1949 日本都市連盟 5

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0893-1 日本都市年鑑　15　(昭和26年用)
表紙・緒言・凡例・目次・都市
索引

東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 10

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0893-2 日本都市年鑑　15　(昭和26年用)
I　総説、II　市域・面積、III　人
口、IV　市政、V　都市計画

東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 42
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第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0893-3 日本都市年鑑　15　(昭和26年用)
VI　道路・交通、VII　水道・ガ
ス、VIII　河川・港湾、IX　保健

東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 45

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0893-4 日本都市年鑑　15　(昭和26年用)
X　住宅　、XI　社会福祉、XII
警察・消防、XIII　教育・文化、
XIV　労働

東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 48

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0893-5 日本都市年鑑　15　(昭和26年用) XV　経済 東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 31
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0893-6 日本都市年鑑　15　(昭和26年用) XVI　財政 東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 38
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0893-7 日本都市年鑑　15　(昭和26年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1951 日本都市連盟 5
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0974-1 13-13　(サーティン･サーティン)　について 東京市政調査会編/小倉庫次 市政調査資料 第28号 1951 東京市政調査会 11
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0894-1 日本都市年鑑　16　(昭和27年用) 表紙・序・凡例・目次・都市索 東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 10
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0894-2 日本都市年鑑　16　(昭和27年用) I　総説、II　市域・人口、III　市 東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 41
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0894-3 日本都市年鑑　16　(昭和27年用) IV　都市計画、V　市営事業 東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 40

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0894-4 日本都市年鑑　16　(昭和27年用)
VI　河川・港湾、VII　保健衛
生、VIII　住宅　、IX　社会福祉

東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 53

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0894-5 日本都市年鑑　16　(昭和27年用)
X　警察・消防、XI　教育・文
化、XII　労働

東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 44

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0894-6 日本都市年鑑　16　(昭和27年用) XIII　経済 東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 22
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0894-7 日本都市年鑑　16　(昭和27年用) XIV　財政 東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 43
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0894-8 日本都市年鑑　16　(昭和27年用) 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1952 日本都市連盟 4
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0924-1 緑地問題 表紙・まえがき・目次 東京市政調査会編 文献目録 第9集 1952 東京市政調査会 3
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0924-2 緑地問題 第1部　邦文文献 東京市政調査会編 文献目録 第9集 1952 東京市政調査会 32
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0924-3 緑地問題 第2部　外国文献 東京市政調査会編 文献目録 第9集 1952 東京市政調査会 44
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0924-4 緑地問題 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 文献目録 第9集 1952 東京市政調査会 1
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0978-1 米国行政学参考文献　－行政学一般－ 東京市政調査会編 1952 東京市政調査会 14
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0979-1 都市の社会福祉 東京市政調査会編 文献目録 第10集 1955 東京市政調査会 17
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0898-1 鎌倉市民所得調査集計表 東京市政調査会編 1956 東京市政調査会 41
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0980-1 町村合併関係文献目録 東京市政調査会編 1956 東京市政調査会 22 ｢都市問題｣ 第47巻第5号 抜刷
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0981-1 都市計画 東京市政調査会編 文献目録 第11集 1956 東京市政調査会 41
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0982-1 地方行財政 東京市政調査会編 文献目録 第12集 1956 東京市政調査会 19
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0983-1 地方史誌 東京市政調査会編 文献目録 第13集 1957 東京市政調査会 32
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0984-1 中小企業 東京市政調査会編 文献目録 第14集 1957 東京市政調査会 19
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0985-1 都市関係調査 東京市政調査会編 文献目録 第15集 1958 東京市政調査会 12
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0986-1 ビーアド博士著作目録 東京市政調査会編 1958 東京市政調査会 11
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0937-1 監査 東京市政調査会編 文献目録 第16集 1959 東京市政調査会 11
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0987-1 都市社会学 東京市政調査会編 文献目録 第17集 1959 東京市政調査会 23
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0988-1 町内会 東京市政調査会編 文献目録 第18集 1960 東京市政調査会 22
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0224-1 東京市政調査会四十年史 表紙・口絵・序・目次・凡例 東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 12

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-2 東京市政調査会四十年史 第1編　総説
第1章　財団法人
東京市政調査会
の創設

東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 32

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-3 東京市政調査会四十年史 第1編　総説
第2章　本会の組
織と機構

東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 7

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-4 東京市政調査会四十年史 第1編　総説
第3章　本会の運
営概観

東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-5 東京市政調査会四十年史 第2編　本会の活動
第1章　調査研究
活動

東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 20

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-6 東京市政調査会四十年史 第2編　本会の活動
第2章　市政専門
図書館

東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 8

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0224-7 東京市政調査会四十年史 第2編　本会の活動 第3章　出版活動 東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-8 東京市政調査会四十年史 第2編　本会の活動
第4章　東京都
（市）と本会

1962 東京市政調査会 39

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0224-9 東京市政調査会四十年史 第2編　本会の活動
第5章　実践（啓
蒙）その他の活動

東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 40

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0224-10 東京市政調査会四十年史 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 5
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0463-1 東京市政調査会首都研究所の組織と研究活動 東京市政調査会編 1962 東京市政調査会 13
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0870-1 前田多門　その文･その人 表紙・写真・目次 東京市政調査会編 1963 前田多門刊行会 7

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0870-2 前田多門　その文･その人 その文　－著作と講演－
堀切善次郎編　/東京市政調査
会編

1963 前田多門刊行会 56
1.山荘の記、2.視界を越えて、3.道草の跡、4.日本
よ、本来の吾に還れ、5.青年学徒に告ぐ、6.「人間
宣言」のうちそと、7.政治と民主主義

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0870-3 前田多門　その文･その人 その人　－追悼集－
堀切善次郎編　/東京市政調査
会編

1963 前田多門刊行会 80

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0870-4 前田多門　その文･その人
永眠前後のこと、略年譜、主
要著作目録、あとがき

堀切善次郎編　/東京市政調査
会編

1963 前田多門刊行会 14

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0870-5 前田多門　その文･その人 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1963 前田多門刊行会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0875-1 前田多門氏追憶会
東京市政調査会編/堀切善次郎
/石井光次郎/松村謙三/森戸辰
男/中山伊知郎

1963 東京市政調査会 27  (昭和38年6月4日 日本工業倶楽部において)

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0253-1 東京に関する文献目録 表紙・まえがき・凡例・目次 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.3

1964 東京市政調査会 11

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0253-2 東京に関する文献目録
1.一般、2.制度および運営、3.
人口

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.3

1964 東京市政調査会 46

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0253-3 東京に関する文献目録
4.一般行政、5.都市計画・地方
計画・国土計画、6.警察・消
防、7.建設事業、8.運輸・交通

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.3

1964 東京市政調査会 47
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第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0253-4 東京に関する文献目録
9.公益企業、10.保健・衛生、
11.教育、12.社会問題

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.3

1964 東京市政調査会 44

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0253-5 東京に関する文献目録
13.労働問題、14.経済、15.産
業、16.財政、追補

東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.3

1964 東京市政調査会 40

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0253-6 東京に関する文献目録 裏表紙 東京市政調査会首都研究所編
首都計画に関する基礎調査
昭和38年度調査報告No.3

1964 東京市政調査会 1

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0940-1 地域開発関係文献目録　(I)～(IV･完) 東京市政調査会編 1964 東京市政調査会 37 ｢都市問題｣ 第55巻第2-5号抜刷
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0958-1 都市関係調査研究機関 東京市政調査会編 1967 東京市政調査会 14

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0990-1 明治期地方自治関係図書展示会目録
東京市政調査会市政専門図書
館編

1968 東京市政調査会 24 昭和43年11月11､12日　資料展示開催

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0991-1 都市･自治学 東京市政調査会編 文献目録 第19集 1972 東京市政調査会 49
東京市政調査会50周年記念出版 ｢都市･自治学
説史概説｣ 第2部 参考文献目録 抜刷

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0225-1 東京市政調査会六十年史 表紙・口絵・序・目次・凡例 東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 11

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0225-2 東京市政調査会六十年史 第1編　総説
第1章　本会創設
の経緯

東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 21

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0225-3 東京市政調査会六十年史 第1編　総説
第2章　本会の組
織と機構

東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0225-4 東京市政調査会六十年史 第1編　総説
第3章　本会の運
営概観

東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0225-5 東京市政調査会六十年史 第2編　本会の活動
第1章　調査研究
活動

東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 44

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0225-6 東京市政調査会六十年史 第2編　本会の活動 第2章　出版活動 東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0225-7 東京市政調査会六十年史 第2編　本会の活動
第3章　市政専門
図書館

東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 7

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0225-8 東京市政調査会六十年史 第2編　本会の活動
第4章　実践（啓
蒙）その他の活動

東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 30

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0225-9 東京市政調査会六十年史 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 1982 東京市政調査会 3

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0993-1 都市･自治史 東京市政調査会編 文献目録 第20集 1982 東京市政調査会 22
東京市政調査会60周年記念出版 ｢都市･自治史
概説｣ 第2部 参考文献目録 抜刷

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0474-1 本会が招請した外人学者に関する記録 東京市政調査会編 部内用資料シリーズ・第4号 1983 東京市政調査会 25
チャールズ・Ａ・ビーアド、ジョージ・Ａ・ワープ、ウイ
リアム・Ａ・ロブソン

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0876-1 池田宏と東京市政調査会 幸島礼吉 1983 東京市政調査会 35

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0925-1 東京に関する文献目録　雑誌文献編 表紙・まえがき・凡例・目次
東京市政調査会市政専門図書
館編

1992 東京市政調査会 10

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0925-2 東京に関する文献目録　雑誌文献編 分類篇 江戸・東京市
東京市政調査会市政専門図書
館編

1992 東京市政調査会 36

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0925-3 東京に関する文献目録　雑誌文献編 分類篇 東京都
東京市政調査会市政専門図書
館編

1992 東京市政調査会 69

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0925-4 東京に関する文献目録　雑誌文献編 追加篇
東京市政調査会市政専門図書
館編

1992 東京市政調査会 5

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0925-5 東京に関する文献目録　雑誌文献編 索引篇、あとがき
東京市政調査会市政専門図書
館編

1992 東京市政調査会 35

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0925-6 東京に関する文献目録　雑誌文献編 奥付・裏表紙
東京市政調査会市政専門図書
館編

1992 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0994-1
関東大震災に関する文献目録　－　図書編・　雑誌編・　雑誌｢都市問
題｣掲載論文編－

東京市政調査会市政専門図書
館編

1996 東京市政調査会 29 ｢都市問題｣ 第86巻第9号、 第87巻第4号抜刷

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0874-1 ｢故田邊定義氏を偲ぶ会｣記録 東京市政調査会編/野村鋠市 2000 東京市政調査会 17
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-1 東京市政調査会八十年史 表紙・口絵・序・目次・凡例 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 14
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-2 東京市政調査会八十年史 第1章　本会創設の趣旨と経 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 42
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-3 東京市政調査会八十年史 第2章　調査研究活動 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 40
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-4 東京市政調査会八十年史 第3章　出版活動 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 9
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-5 東京市政調査会八十年史 第4章　その他の事業 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 18
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-6 東京市政調査会八十年史 第5章　市政専門図書館 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 8
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-7 東京市政調査会八十年史 第6章　市政会館の経営 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0226-8 東京市政調査会八十年史
第7章　本会の組織・機構及び
財務

東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 16

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0226-9 東京市政調査会八十年史
東京市政調査会年表（1920－
2002）、資料

東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 34

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0226-10 東京市政調査会八十年史 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2002 東京市政調査会 3
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-1 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 表紙・ごあいさつ・目次 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 5
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-2 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 序章　後藤新平の生涯 東京市政調査会編/星亮一 2007 東京市政調査会 6
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-3 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 第1章　生い立ちから青年期 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 8
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-4 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 第2章　行政・政治の舞台へ 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 25
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-5 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 第3章　東京市政改革と震災 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 29

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0871-6
日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展
図録－

第4章　晩年－未来の市民の
ために

東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 9

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-7 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 後藤新平略年譜、図版リスト 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 8
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0871-8 日本の近代をデザインした先駆者　－生誕150周年記念後藤新平展 奥付・裏表紙 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-1 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－ 表紙・目次 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 2

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-2 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－
主催者挨拶（経世家･後藤新
平　－その生涯と業績を語る

東京市政調査会編/西尾勝
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 2

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-3 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－
講演　I　後藤新平と東京都市
計画

東京市政調査会編/越澤明
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 18
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第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-4 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－
講演　II　公衆衛生家・後藤新
平

東京市政調査会編/小野寺伸夫
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 11

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-5 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－
講演　III　絶滅危惧種の政治
家：棲霞　後藤新平

東京市政調査会編/前田康博
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 25

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-6 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－ 後藤新平年譜 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 3

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0872-7 経世家･後藤新平　－その生涯と業績を語る－ 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題｣公開講座ブックレッ
ト11

2007 東京市政調査会 2

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-1 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相 表紙・目次・口絵 東京市政調査会編
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 6

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-2 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
I　後藤新平を読み解く15の
キーワード

東京市政調査会編/星亮一/尾
崎耕司/野村明宏/宮崎隆次/川
西崇行

「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 17

1.戊辰戦争、賊軍の士族、2.医師である後藤新
平、3.内務省医系技官・衛生局長、4.植民地経営、
5.産業国策調査機関創設構想、6.関東大震災と帝
都復興、7.新旧大陸対持論、8.日本の放送開始と
後藤新平、9.女婿・鶴見祐輔の「後藤新平」、ほか

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-3 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
II　座談会「東京市・市政改革・
市政調査会」

基調報告I
チャールズ・A・
ビーアドの市政学
と「東京市政論」

東京市政調査会編/西尾勝
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-4 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
II　座談会「東京市・市政改革・
市政調査会」

基調報告II　震災
復興と都市空間
の近代化－震災
復興土地区画整
理を手がかりに

東京市政調査会編/羽貝正美
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 6

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-5 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
II　座談会「東京市・市政改革・
市政調査会」

座談会
東京市政調査会編/西尾勝/羽
貝正美/鍛冶智也/新藤宗幸

「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 10

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-6 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
III　現代に生きる後藤新平　－
都市行政の課題

来たるべき大震
災に備えた東京
の都市計画

東京市政調査会編/室崎益輝
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-7 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
III　現代に生きる後藤新平　－
都市行政の課題

都市型社会の新
たな健康問題と
政策－衛生行政
はいかに問題を
解決するか

東京市政調査会編/石井敏弘
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 5

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-8 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
III　現代に生きる後藤新平　－
都市行政の課題

大都市圏行政体
制の制度設計

東京市政調査会編/村上芳夫
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 6

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-9 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
III　現代に生きる後藤新平　－
都市行政の課題

自治体の統計・
調査・政策立案
体制を問う

東京市政調査会編/前田幸男
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-10 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
III　現代に生きる後藤新平　－
都市行政の課題

東京市長・後藤
新平と町内会
－1920年代「市
民総がかり市政」
の展開

東京市政調査会編/竹中英紀
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 7

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-11 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相
III　現代に生きる後藤新平　－
都市行政の課題

後藤新平の「創
作」と「批評」

東京市政調査会編/牧原出
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 4

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-12 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相 後藤新平著作目録 東京市政調査会編
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 2

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0873-13 後藤新平･｢大風呂敷｣の実相 奥付・裏表紙 東京市政調査会編
「都市問題」後藤新平生誕150
周年記念 8月号特別増刊

2007 東京市政調査会 2

第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0995-1 幸島禮吉著作目録 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 13
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0996-1 星野光男著作目録 東京市政調査会編 2007 東京市政調査会 15
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0997-1 神岡浪子著作目録 東京市政調査会編 2008 東京市政調査会 13
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0998-1 吉岡健次著作目録 東京市政調査会編 2008 東京市政調査会 17
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 0999-1 東郷尚武著作目録 東京市政調査会編 2008 東京市政調査会 17
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 1000-1 野村鋠市著作目録 東京市政調査会編 2009 東京市政調査会 16
第二部 D: 統計・調査会関係ほ 1001-1 金倉忠之著作目録 東京市政調査会編 2010 東京市政調査会 13

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0931-1 蔵のなか　－市政専門図書館蔵書紹介　I－ 表紙・はしがき・目次
東京市政調査会市政専門図書
館編

2011 東京市政調査会 8

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0931-2 蔵のなか　－市政専門図書館蔵書紹介　I－ （その1）
東京市政調査会市政専門図書
館編

2011 東京市政調査会 31
関東大震災復興、都市経営、社会事業、都市計
画、地方制度、海外地方自治制度研究、大都市制
度、公益事業等に関する意見

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0931-3 蔵のなか　－市政専門図書館蔵書紹介　I－ （その2）
東京市政調査会市政専門図書
館編

2011 東京市政調査会 39
人事行政、都市と農村、選挙粛清、教育行政、土
木事業、最下層労働、市政会館80周年、治水、都
市交通、都制、水道

第二部
D: 統計・調査会関係ほ
か

0931-4 蔵のなか　－市政専門図書館蔵書紹介　I－ 奥付・裏表紙
東京市政調査会市政専門図書
館編

2011 東京市政調査会 2
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