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桑島 安太郎 1933年 讃岐の諸島嶼　大、小豊島 香川県地誌　上巻　地文編 香川県教育図書株式会社 66-67

アチックミューゼアム 1940年 豊島 瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチックミューゼアム 164-170

三木 春露 1944年 豊島 讃岐風土記 旅行文化社 161

布田 源之助 1952年 随筆・瀬戸内海　豊島 随筆　瀬戸内海 海洋旅行株式会社 196-202

香川県教育委員会 1953年 第2部　小豆郡豊島村横引遺跡　/松浦 正一 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 2 9-18

香川県教育委員会 1953年 第2部　小豆郡豊島村神子浜遺跡　/松浦 正一 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 2 19-34

香川県教育委員会 1953年 第3部　小豆郡豊島家の浦の民俗聞書　/武田 明 香川県文化財調査報告 香川県教育委員会 2 57-66

中国新聞社 1959年 島の暮らし編　豊島（香川県小豆郡）　/満田 祐三 瀬戸内海　上巻 株式会社 中国新聞社 28-31

離島実態調査委員会 1966年 豊島・小豊島 離島　その現況と対策 全国離島振興協議会 299-300

香川民俗学会 1970年 小豆郡豊島の民間信仰素描　/国遠 一夫 香川の民俗 香川民俗学会 12 2-6

香川民俗学会 1970年 小豆郡豊島の民間信仰素描2　/国遠 一夫 香川の民俗 香川民俗学会 13 2-6

瀬戸内海歴史民俗資料館 1978年 香川県豊島神子ヶ浜遺跡の縄文土器　/大平 要 瀬戸内海歴史民俗資料館年報 瀬戸内海歴史民俗資料館 3 21-26

香川県広報協会 1980年 石材細工と酪農の島　豊島 広報　香川 香川県広報協会 33(6) 8-9

安川 満俊 1980年 豊島灯ろう　/伊音 幸一 続　讃岐の手仕事 讃岐写真作家の会 64-65

瀬戸内海歴史民俗資料館 1981年 片山家資料（香川県小豆郡土庄町豊島・甲生） 瀬戸内の海事史資料調査報告（香川県・岡山県） 瀬戸内海歴史民俗資料館 3 100

瀬戸内海総合研究会 1982年 漁村農村の特性　小豆島及豊島 瀬戸内海研究 株式会社 国書刊行会 4 198-200

四国新聞社 1984年 家浦　庭園用に人気特産石灯籠 港・みなと町　東瀬戸内海74港の探訪 株式会社 丸山学芸図書 172-174

緑川 洋一 1984年 瀬戸の島々2　豊島 瀬戸内海 日本文教出版株式会社 14 30-33

香川県県史編さん室 1986年 小豆郡土庄町豊島の縄文時代遺跡群　/丹羽 佑一 香川の歴史 香川県 5 96-101

香川民俗学会 1986年 土庄町豊島の建築礼儀　家浦・唐櫃の事例　/森本 嘉訓 香川の民俗 香川民俗学会 47 1-2

徳島文理大学比較文化研究会年
報編集委員会

1986年 豊島の民俗 比較文化調査報告 徳島文理大学比較文化研究所 1 156p

日本離島センター 1990年
離島青年の交流会を終えて　― 産業廃棄物問題にゆれる香川県
豊島から　/石井 亨

しま 財団法人 日本離島センター 36(2) 22-29

日本離島センター 1990年 豊島産廃不法投棄場から PCB しま 財団法人 日本離島センター 36(3) 51

香川県企画部地域計画課 1993年 豊島 香川の離島 香川県企画部地域計画課 10-13

瀬戸内海歴史民俗資料館 1993年 3.海の道の確定の現状　豊島 香川県歴史の道調査報告　海の道調査報告書 瀬戸内海歴史民俗資料館 11 48-49

廃棄物対策豊島住民会議 1993年 ーーー ふる里を守る 廃棄物対策豊島住民会議 15p

公害等調整委員会 1994年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成6年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 56-57

小林 恵 1994年 ーーー 心の島　ふるさと豊島 有限会社 鯨吼社 63p

「SHIMADAS」編集委員会 1994年 豊島 島情報ガイド　SHIMADAS'94 財団法人 日本離島センター 194-195

香川大学教育学部地理学教室 1995年 香川県島嶼の水利用体系と水需要の変化　/石橋 育代 地理学研究 香川大学教育学部地理学教室 44 88-89

梶山 正三 1995年 瀬戸内・豊島　産廃不法投棄告発 闘う住民のためのごみ問題紛争事典 株式会社 リサイクル文化社 318-343

金曜日 1995年
不法投棄は捨て得！？豊島の有害廃棄物は誰がどう処理する　/
中地 重晴

金曜日 株式会社 金曜日 3(41) 32-34

公害等調整委員会 1995年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成7年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 41-42
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金曜日 1996年 香川県はゴミにふたをするのか　― 豊島産廃問題　/中地 重晴 金曜日 株式会社 金曜日 4(43) 70-71

公害等調整委員会 1996年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成8年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 54-55

毎日新聞社 1996年
産廃不法投棄（香川・豊島）　“県の犯罪”が示すここまできた「官」
の無責任　/山中 俊市

エコノミスト 株式会社 毎日新聞社 74(40) 100-103

公害等調整委員会 1997年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成9年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 42-44

財界研究所 1997年 豊島・香川 財界 株式会社 財界研究所 45(29) 65-67

税務経済社 1997年 法律家の目　豊島産廃不法投棄事件　/鬼塚 賢太郎 法令ニュ-ス 官庁法令出版 32(7) 57-59

自治体問題研究所 1997年 住民は全面勝訴をかちとったが…　/藤目 千代子 住民と自治 自治体研究社 409 36-37

JCJ97 全国交流集会in香川の記
録する委員会

1998年 ーーー
豊島からなにが見えるか　97全国交流集会in香
川の記録

日本ジャーナリスト会議香川支
部

115p

朝日新聞社 1998年 罪なくして罰せず(6)香川県豊島の産廃問題の巻　/中坊 公平 論座 株式会社 朝日新聞社 36 66-71

朝日新聞社 1998年 ゴミは弱きに流れる　― 豊島産廃事件　/曽根 英二 論座 株式会社 朝日新聞社 39 42-49

技術と人間 1998年 豊島産廃問題を深刻化させた香川県　/もり すぐる 技術と人間 技術と人間 27(4) 39-42

公害等調整委員会 1998年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成10年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 43-47

自治体問題研究所 1998年 豊島事件の歴史が見せたこの国の形　/石井 享 住民と自治 自治体研究社 426 19-22

自治体問題研究所 1998年 豊島で産廃行政の縮図を見た　/金田 貞之 住民と自治 自治体研究社 426 23-24

中国新聞「新せとうち学」取材班 1998年
ダイオキシン　生殖能力むしばむ猛毒土壌や地下水脈も汚染（香
川県豊島ルポ）

海からの伝言　新せとうち学 株式会社 中国新聞社 54-55

読売新聞大阪本社 1998年 ーーー 豊島の叫び　地方パワーの断面 ㈱読売新聞大阪本社 25p

全国産業廃棄物連合会 1999年
特集 環境犯罪　―不法投棄を考える　その後の豊島（前編）　/黒
井 尚志

Indust
公益社団法人 全国産業廃棄物
連合会

14(8) 28-35

全国産業廃棄物連合会 1999年
特集 環境犯罪　―不法投棄を考える　その後の豊島（後編）　/黒
井 尚志

Indust
公益社団法人 全国産業廃棄物
連合会

14(9) 25-32

香川地理学会 1999年 豊島巡検報告（1998年度第2回研究会）　/稲田 道彦 香川地理学会会報 香川地理学会 19 69-70

香川民俗学会 1999年 小豆郡豊島の村祈祷　/川井 和朗 香川の民俗 香川民俗学会 62 1-4

公害等調整委員会 1999年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成11年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 40-43

実近 昭紀 1999年 ーーー 汚染の代償　豊島事件の23年 かもがわ出版 261p

曽根 英二 1999年 ーーー ゴミが降る島　香川・豊島産廃との「20年戦争」 株式会社 日本経済新聞社 302p

中嶋 信・橋本 了一 1999年
地域の環境問題と維持可能な発展　産業廃棄物問題の地方圏へ
の投影　/橋本 了一

転換期の地域づくり 株式会社 ナカニシヤ出版 51-71

鳴門教育大学 1999年
瀬戸内海小豆島及び豊島の土庄層群について　/奥村 清・佐藤
昭義

鳴門教育大学研究紀要 鳴門教育大学 14 1-14

南労会・環境監視研究所 1999年
処理方法の検討終わった豊島産業廃棄物　環境を汚染する廃棄
物処分場(12)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 67 1-13

明治学院大学 1999年
産業廃棄物問題における自治体の対応と責任　― 香川県豊島の
事例を中心に　/藤川 賢

明治学院論叢 明治学院大学 624 15-40

香川県広報協会 2000年 県政あらかると　豊島問題の早期解決に向けて 県政だより　香川 香川県広報協会 53(10) 8-9

香川県広報協会 2000年 公害調停が成立しました 県政だより　香川 香川県広報協会 54(5) 4-7

香川大学経済研究所 2000年
豊島産業廃棄物不法投棄問題についてのコンフリクト解析　/曽
道智・宍戸 栄徳・山崎 章子

香川大学経済論叢 香川大学経済学会 73(1) 217-240

香川大学法学部 2000年 豊島産業廃棄物不法投棄事件における法の役割　/中山 充 香川法学 香川大学経済学会 20(1) 65-141

環瀬戸内海会議 2000年 豊島事件と未来の森　/石井 亨 住民が見た瀬戸内海　海をわれらの手に 技術と人間 161-178

金曜日 2000年
産廃を受け入れた企業城下町「直島」　― 勝者なき「豊島」の闘い
/岸田 隆

金曜日 株式会社 金曜日 8(27) 24-26
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公害等調整委員会 2000年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成12年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

大蔵省印刷局 46-56

小柳 康彦 2000年 第3章　不法投棄増大を予見する
廃棄物で日本列島の環境が破壊されている　ゴ
ミの不法投棄は大変な社会問題である

心泉社

自治体問題研究所 2000年
豊島2000年春　島民の苦渋の選択逆なでする香川県　/刎田 鉱
造

住民と自治 自治体研究社 444 52-55

自治体問題研究所 2000年 続・豊島2000年春　/刎田 鉱造 住民と自治 自治体研究社 446 45

政経社 2000年
豊島産廃問題解決が残した教訓　― 被害に目をつぶった行政の
責任 　/若留 明

政経人 株式会社 政経社 47(7) 24-27

中坊 公平 2000年 ケース13　産業廃棄物の不法投棄・豊島事件 中坊公平・私の事件簿 株式会社 集英社 167-189

辻川 季三郎 2000年 丁頭仏（でうす）の信仰 隠れキリシタンこぼれ話（下） 辻川 季三郎 292p

東京市政調査会 2000年
廃棄物処理行政の今日的課題　― 自治体行政は何を求められて
いるのか　/礒野 弥生

都市問題 財団法人 東京市政調査会 91(3) 3-14

東京市政調査会 2000年 都市　― 農村問題としての廃棄物処理行政の課題　/藤川 賢 都市問題 財団法人 東京市政調査会 91(3) 15-25

東京市政調査会 2000年
ごみ「広域移動」と紛争の拡大紛争の多発と「広域行政」の問題
/田口 正己

都市問題 財団法人 東京市政調査会 91(3) 27-40

東京市政調査会 2000年
豊島問題と住民自治　― わが国最大の有害廃棄物虞法投棄事
件から　/石井 亨

都市問題 財団法人 東京市政調査会 91(3) 55-71

南労会・環境監視研究所 2000年
豊島産廃不法投棄事件・公害調停成立の評価と今後の課題 　/
中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 74 1-7

和田 仁 2000年 豊嶋尋常高等小学校の卒業記念 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 18

和田 仁 2000年 豊島尋常高等小学校の模範生たち 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 42

和田 仁 2000年 豊島神子ヶ浜 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 79

和田 仁 2000年 「愛校の華」の品々 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 87

和田 仁 2000年 誉の家 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 87

和田 仁 2000年 神愛館保養農園 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 93

和田 仁 2000年 豊島青年団による芝居 目で見る　小豆島の100年 株式会社 郷土出版社 96

飯島 伸子 2001年 第5章　産業廃棄物問題と企業責任　4.香川県豊島事件の概要
廃棄物問題の環境社会学的研究　― 事業所・行
政・消費者の関与と対処

東京都立大学出版会 138-140

大川 真郎 2001年 ーーー
豊島産業廃棄物不法投棄事件　― 巨大な壁に
挑んだ二五年のたたかい

株式会社 日本評論社 244p

公害等調整委員会 2001年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成13年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

財務省印刷局 19-39

国土社 2001年 豊島産業廃棄物不法投棄に対する住民運動　/平井 由基 月刊社会教育 株式会社 国土社 45(11) 63-71

自治体問題研究所 2001年 安岐登志一さん（豊島住民会議議長）の死をいたむ　/刎田 鉱造 住民と自治 自治体研究社 459 50-53

日経BP社 2001年
産廃による汚染土壌を復元（香川県・豊島）　不法投棄された産廃
50万tを撤去

日経コンストラクション 株式会社 日経BP 286 46-49

南労会・環境監視研究所 2001年
豊島の現状報告(1)　環境保全工事が進む豊島産廃不法投棄地
/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 81 7-11

廃棄物学会 2001年
豊島産業廃棄物事件の公害調停成立　― その経過と合意内容
/佐藤 雄也・端 二三彦

廃棄物学会誌 廃棄物学会 12(2) 106-116

廃棄物学会 2001年
豊島廃棄物に対する処理技術の検討　/香川県豊島廃棄物等処
理技術検討委員会

廃棄物学会誌 廃棄物学会 12(2) 117-124

フォーラム平和・人権・環境 2001年 香川県・豊島の不法投棄現場を見る 平和と民主々義 フォーラム平和・人権・環境 638 7

舩橋 晴俊 2001年 産業廃棄物問題　香川県豊島事件の教訓　/藤川 賢 講座　環境社会学　加害・被害と解決過程 株式会社 有斐閣 2 235-260

大内 兵衛・向坂 逸郎 2002年 豊島産廃直島処理の取り組みを振り返る　/那須 澄雄 社会主義 社会主義協会 481 43-47

岡山大学環境管理センター 2002年
瀬戸内海の豊島産業廃棄物堆積場の重金属汚染　― 有害廃棄
物撤去前後　/村本 茂樹・大塚 和重

環境制御 岡山大学保健環境センター 24 29-34

香川県政策部地域振興課 2002年 「学びの島」豊島　/尾原 義則 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 32-45
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香川県政策部地域振興課 2002年 豊かな島“豊島”の再生を願って　/川野 恵司 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 46-54

香川県政策部地域振興課 2002年 自給自足出来る？豊かな島「豊島」　/田辺 貢 平成13年度さぬき瀬戸塾報告書 香川県政策部地域振興課 103-108

香川地理学会 2002年 豊島を歩く　/新見 治 讃岐地図散歩 香川地理学会 30-35

公害等調整委員会 2002年 豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件
公害紛争処理白書　平成14年度　我が国の公害
紛争処理・土地利用調整の現況

財務省印刷局 17-19

財界展望新社 2002年
あの「豊島」の産廃を移送、沿岸住民は激しい怒り　三菱マテリア
ル「瀬戸内海・産廃施設」建設のペテン　/安田 浩一

財界展望 株式会社 財界展望新社 46(6) 74-77

時事通信社 2002年
ECONOMY 豊島の再生品、環境JIS 対象に　― 経産省産廃不法
投棄の解決策提示へ

Jiji top confidential 株式会社 時事通信社 10971 13

全国産業廃棄物連合会 2002年 産廃公共関与、豊島問題で揺れた香川県の苦悩　/宮崎 文雄 Indust
公益社団法人 全国産業廃棄物
連合会

17(1) 7-13

地域地理科学会 2002年
香川県土庄町豊島における産業廃棄物不法投棄事件と地方自治
― 地域の再生における住民自治の役割　/横山 哲朗

瀬戸内地理 地域地理科学会 11 32-47

南労会・環境監視研究所 2002年
環境保全工事が完了し、施設建設が進む豊島現地　豊島の現状
報告(2)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 87 10-14

明治学院大学 2002年
産業廃棄物問題と消費社会からの脱却　― 香川県豊島の事例を
通して　/藤川 賢

明治学院論叢 明治学院大学 672 77-108

香川県広聴広報課 2003年 「豊島産廃」処理へ 元気種かがわ 香川県広聴広報課 56(11) 2-5

香川県広聴広報課 2003年 豊島公害調停から3年　/真鍋 武紀 THEかがわ　6月号 香川県広聴広報課 20

香川県広聴広報課 2003年 10年かけて完全撤去　「豊島産廃」本格処理始まる THEかがわ　11月号 香川県広聴広報課 10

季報「唯物論研究」刊行会 2003年
豊島の産廃問題と自治の可能性　― リパブリック・ミッション　/石
井 亨

季報唯物論研究 季報「唯物論研究」刊行会 85 21-33

瀬戸内海歴史民俗資料館 2003年
瀬戸大橋周辺島しょ部の民俗芸能(4)豊島唐櫃浜の盆踊り　/溝渕
茂樹

瀬戸内海歴史民俗資料館紀要 瀬戸内海歴史民俗資料館 16 13-16

高杉 晋吾 2003年 第5章　「撤去」か「封じ込め」か　― 豊島事件のその後 崩壊する産廃政策 株式会社 日本評論社 141-167

南労会・環境監視研究所 2003年
豊島廃棄物等処理施設が本格稼動始める　豊島の現状報告(3)
/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 93 1-7

日本環境衛生センター 2003年 豊島産廃の処理　/窪 保彦 生活と環境 日本環境衛生センター 48(9) 19-22

日本研究研究会 2003年
視察報告　しまなみ海道、呉、直島・豊島　/小野寺 真一・浅野 敏
久

日本研究 日本研究研究会 2 109-116

日本島嶼学会 2003年
島民女性の人災への対応とガバナビリティ　/長坂 弘美・長嶋 俊
介・安達 浩昭

日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 65-69

日本島嶼学会 2003年
住民参加による産業廃棄物不法投棄地の原状回復への取り組み
― 香川県豊島の事例　/中地 重晴

日本島嶼学会2003年次　香川大会 香川大学 99-101

林 巍 2003年 檀山　土庄町豊島 里山に遊ぶ　さぬきの里山88話 里山悠遊クラブ・自然探訪の会 88-89

毎日新聞社 2003年
豊島産業廃棄物不法投棄事件の教訓　― なぜ、50万トンもの不
法投棄を防げなかったのか　/内山 勢

エコノミスト 株式会社 毎日新聞社 81(15) 94-95

歴史環境を考える会 2003年 島と持続　― ツバメそして豊島　/小椋 博 歴史環境を考える 株式会社 美巧社 14-24

浅井 愼平 2004年 豊島 風の中の島々 株式会社 山と溪谷社
66-67/104-
105

岩波書店 2004年 現状報告 豊島の環境再生　/堀畑 まなみ 環境と公害 株式会社 岩波書店 33(4) 56-59

香川県環境保健研究センター 2004年
生石灰の添加による豊島産業廃棄物等からの水素発生　/西原
幸一・藤田 久雄・岩﨑 幹男・藤田 淳二・岡市 友利

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 3 205-207

香川県環境保健研究センター 2004年
豊島産業廃棄物の掘削・混合作業中の発火に係る原因究明　/藤
田 久雄・山本 務・西原 幸一・藤田 淳二・岡市 友利・高木 茂

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 3 208-210

香川県広聴広報課 2004年 豊島を再び美しく THEかがわ　3月号 香川県広聴広報課 10

香川大学教育学部 2004年
こどもメディア開発　香川県土庄町立豊島小学校との交流開始
/村山 聡・松村 雅文・青木 昌三・小池 和男・渡邊 安男

香川大学教育実践総合研究 香川大学教育学部 9 57-72

ぎょうせい 2004年
どうする産廃不法投棄の後始末　― 岐阜市、香川県・豊島、青
森・岩手県境事件の教訓 　/杉本 裕明

ガバナンス 株式会社 ぎょうせい 38 101-103

高月 紘 2004年 産業廃棄物　― 豊島事件を中心に
ごみ問題とライフスタイル　こんな暮らしは続かな
い

株式会社 日本評論社 8 139-152

長嶋 俊介・仲田 成徳・齋藤 潤・
河田 真智子

2004年 豊島　本来の姿を取り戻すまで　/長嶋 俊介 島　日本編 株式会社 講談社 74-75
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南労会・環境監視研究所 2004年
前途多難な豊島廃棄物の無害化処理　豊島の現状報告(4)　/中
地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 96 11-14

日本離島センター 2004年
瀬戸内海の今を歩く　第14景　豊島（香川県土庄町）　本当の豊か
さが凝縮されたお接待　/齋藤 潤

しま 財団法人 日本離島センター 50(2) 72-76

廃棄物学会 2004年
豊島産業廃棄物不法投棄事件の公的負担と住民の直接・間接負
担　/長嶋 俊介・安達 浩昭・長坂 弘美

廃棄物学会研究発表会講演論文集 廃棄物学会 15(2) 1501-1503

岡山理科大学自然植物園 2005年 香川県豊島の植生　/森定 伸・波田 善夫 Naturalistae 岡山理科大学自然植物園 9 15-31

香川県環境保健研究センター 2005年
豊島処分地におけるダイオキシン類の組成について　/久保 正
弘・山本 務・六車 満由美

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 4 180-187

香川県環境保健研究センター 2005年
豊島処分地関連水における特定ダイオキシン類異性体を用いた
簡易迅速定量法の検討　/六車 満由美・山本 務・真鍋 潔司

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 4 191-195

香川県教育委員会 2005年
第5章　香川県の近代化遺産(3)行政・生活　88：唐櫃岡の清水共
同用水場

香川県の近代化遺産　― 香川県近代化遺産（建
造物等）総合調査報告

香川県教育委員会 260

香川大学教育学部 2005年
フィールドとしての豊島　― 学びの場を考える　/藤本 延啓・村山
聡

香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 124 67-85

環境産業新聞社 2005年
不法投棄対策　青森・岩手県境事案と香川県豊島事案不法投棄
原状回復の現場報告

都市と廃棄物 株式会社 環境産業新聞社 35(2) 23-33

吉備国際大学 2005年 豊島産業廃棄物堆積場の重金属汚染の推移　/村本 茂樹 吉備国際大学政策マネジメント学部研究紀要 吉備国際大学 1 103-110

京都教育大学 2005年 豊島の産業と環境　/緋田 悟士・荒木 光 京都教育大学環境教育研究年報 京都教育大学 13 43-60

週刊循環経済新聞編集部 2005年 香川県土庄町（豊島問題）
写真でみる日本の不法投棄等　― 廃棄物の不
適正処理をなくすために

株式会社 日報出版 58-59

南労会・環境監視研究所 2005年
処分地保有水量増加と台風被害　豊島の現状報告(5)　/中地 重
晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 101 10-13

日立環境財団 2005年
3R推進の地方公共団体での取組み事例3　香川県　― 豊島廃棄
物等処理事業　/大森 利春

季刊環境研究 公益財団法人 日立環境財団 136 47-53

廃棄物学会 2005年
シンポジウム 年会委員会企画シンポジウム　豊島問題から何を
学ぶか　― 循環型社会づくりに向けて　/寺園 淳

廃棄物学会誌 廃棄物学会 16(1) 11-13

廃棄物学会 2005年
第2部　ごみと海　人の在り方を問う「現代の貝塚」　― 豊島産業
廃棄物不法投棄事件から　/石井 亨

C&G 中央法規出版 16 34-41

やまだ ひさし 2005年 瀬戸内海に浮かぶ希望芽生える島（香川県豊島・直島） やまだひさしの日本縦断（エコ）アンリミテッド 株式会社 ソニー・マガジンズ

礒野 弥生・除本 理史 2006年 産業廃棄物の不法投棄と地域再生　― 香川県豊島の事例から
地域と環境政策　― 環境再生と「持続可能な社
会」をめざして

株式会社 勁草書房 147-176

香川県環境保健研究センター 2006年
豊島産業廃棄物溶融処理過程での小爆発原因に関する基礎的
実験　/岩﨑 幹男・藤田 久雄・安藤 友継・西原 幸一

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 5 120-124

香川県環境保健研究センター 2006年
豊島掘削・混合地点における作業環境中ダイオキシン類濃度につ
いて　/山本 務・久保 正弘

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 5 125-128

「環境技術」編集委員会 2006年 香川県豊島での取り組み　/高木 茂 環境技術 環境技術学会 35(5) 367-370

中山 充 2006年 豊島産業廃棄物不法投棄事件における環境共同利用権 環境共同利用権　環境権の一形態 株式会社 成文堂 248-282

南労会・環境監視研究所 2006年
第1次掘削が終了に近づいた豊島の無害化処理　豊島の現状報
告(6)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 109 6-9

香川大学　瀬戸内海島嶼研究会 2007年 豊島の人口減少と対策について　/前田 晃英
平成18年度瀬戸内海文化研究・活動支援に係る
成果報告書　備讃瀬戸地域の島嶼における生活
の近代化と文化変容

財団法人 福武学術文化振興財
団

43-48

全国産業廃棄物連合会 2007年
対立から共創へ　― 香川県豊島の産廃不法投棄問題　/服部 美
佐子

Indust
公益社団法人 全国産業廃棄物
連合会

22(8) 68-74

南労会・環境監視研究所 2007年
豊島の現状報告(7)　計画からの遅れが明らかになった無害化処
理　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 113 5-10

日本離島センター 2007年 「豊島人」になる日を夢みて　/多田 初 しま 財団法人 日本離島センター 52(3) 56-61

廃棄物学会 2007年
豊島廃棄物の処理等の状況報告　Report on the current
situation of waste disposal in Teshima　/香川県豊島廃棄物等管
理委員会

廃棄物学会誌 廃棄物学会 18(5) 304-314

福武学術文化振興財団 2007年 豊島の里海デジタルアーカイブと保全活動　/市村 康
平成18年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成報
告

財団法人 福武学術文化振興財
団

50-53

福武学術文化振興財団 2007年 循環型社会への道（豊島産業廃棄物不法投棄事件）　/安岐 正三
平成18年度瀬戸内海文化研究・活動支援助成報
告

財団法人 福武学術文化振興財
団

82-87

香川大学 2008年
豊島における産業廃棄物不法投棄問題の修復の現状と地域再生
/木全 晃

平成19年度地域貢献推進経費による研究報告
書

香川大学 21-31

木全 晃 2008年 廃棄物を利用した製品開発イノベーション　INAXのケース 地域マネジメント・ケース・シリーズ
香川大学大学院地域マネジメン
ト研究科

7 1-18

香川大学教育学部 2008年
離島の交通とサステナビリティ　― 香川県豊島を事例に　/室井
研二

香川大学教育学部研究報告　第1部 香川大学教育学部 130 21-35
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南労会・環境監視研究所 2008年
香川県が処理量アップをめざし始めた無害化処理　豊島の現状
報告(8)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 119 9-14

南労会・環境監視研究所 2008年
香川県の廃棄物残存量見直しで無害化処理の大幅な遅れが顕
著に　豊島の現状報告(9)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 124 1-5

平井 正雄 2008年 ーーー 石工一代記　小豆島に生きて ㈲平井石材 134p

福武学術文化振興財団 2008年 AMS炭素14年代測定を用いた豊島の考古学的研究　/遠部 慎
第2回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成19年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

27-31

桜美林大学 2009年
産業廃棄物問題における行政対応の比較　香川県豊島と宮城県
村田町の事案より　/堀畑 まなみ

桜美林論集 桜美林大学 36 193-207

香川歴史学会 2009年 豊島の石造物　/松田 朝由 香川史学 香川歴史学会 36 15-32

瀬戸内海環境保全協会 2009年
海と島の復権にむけて　瀬戸内国際芸術祭とさぬきの島々(2)　小
豆島、豊島　/岡市 友利

瀬戸内海
社団法人 瀬戸内海環境保全協
会

57 25-29

畑 明郎・杉本 裕明 2009年
産廃不法投棄事件　香川県豊島と青森・岩手県境事件　/高島 邦
子

廃棄物列島・日本　深刻化する廃棄物問題と政
策提言

株式会社 世界思想社 4-22

福武学術文化振興財団 2009年
遺跡の保存・活用における日本のパブリック・アーケオロジー研究
― 香川県豊島を事例として　/五十嵐 聡江

第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

11-15

福武学術文化振興財団 2009年 豊島石石製造物の特色と歴史　/松田 朝由
第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

34-37

福武学術文化振興財団 2009年
豊島の里海を守り育てる活動　― 森造りの始まりは里海から　/
市村 康

第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

60-61

福武学術文化振興財団 2009年 第6回　豊島・島の学校　/濱中 幸三
第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

75-76

福武学術文化振興財団 2009年 豊島・直島ツアーキャンプ　/石川 知亜貴
第3回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成20年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

89-91

松田 朝由 2009年 ーーー 豊島石石造物の研究Ⅰ 株式会社 美巧社 157p

Discover Japan 編集部 2010年
秘密の島旅　注目度急上昇中の島　豊島はおいしい島なんで
す！

Discover Japan 株式会社 枻出版社 2(4) 52-57

香川県環境保健研究センター 2010年
豊島処分地における作業環境中のダイオキシン類の挙動につい
て　/三好 益美・稲井 宏樹

香川県環境保健研究センター所報 香川県環境保健研究センター 9 60-66

海風舎 2010年 只今、食とアートで島興し中！ 豊島 島へ 株式会社 海風舎 56

加藤 庸二 2010年 豊島 原色　日本島図鑑 株式会社 新星出版社 93

北川 フラム・瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

2010年 豊島
瀬戸内国際芸術祭2010公式ガイドブック　アート
をめぐる旅・完全ガイド　美術手帖2010年6月増
刊

株式会社 美術出版社 62(638) 58-77

新潮社 2010年
瀬戸内海小さな島の大きな宝5章　アートを探して　島めぐり　瀬戸
内国際芸術祭2010

芸術新潮 株式会社 新潮社 61(9) 74-87

草創の会 2010年
第3章その他の歴史と物語　第1節　豊島　豊玉姫伝説と豊島石の
産地

讃岐の島の歴史と物語 草創の会 3 50-53

高松市広報課 2010年
瀬戸内国際芸術祭2010　会場となる島々の紹介　豊島：食とアー
ト

広報たかまつ 高松市広報課 1433 8

谷岡 稔 2010年 段々畑が広がっていた豊島甲生地区 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 58-59

谷岡 稔 2010年 採掘に沸いていた豊島壇山の大丁場 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 60-61

谷岡 稔 2010年 豊島に春を告げるお遍路さん 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 109

谷岡 稔 2010年 豊島唐櫃の清水 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 135

谷岡 稔 2010年 豊島の石材加工 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 184

谷岡 稔 2010年 土庄町立豊島小学校 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 195

谷岡 稔 2010年 土庄町立豊島中学校 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 197

谷岡 稔 2010年 唐櫃小学校 保存版　小豆島・豊島今昔写真帖 株式会社 郷土出版社 208

地域社会学会 2010年 離島における環境再生　― 香川県豊島を中心に　/室井 研二 地域社会学会年報 ハーベスト社 22 47-62

土庄町企画課 2010年
瀬戸内国際芸術祭2010　参加アーティストを紹介します！！　豊
島地区

広報とのしょう 土庄町企画課 653 5

南労会・環境監視研究所 2010年
汚染土壌の水洗浄処理で、進捗率向上をめざす豊島の無害化処
理　豊島の現状報告(10)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 133 13-19
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美術手帖編集部 2010年
見どころ作品を一挙紹介！　直島、豊島、小豆島、男木島、女木
島、犬島、大島　/新川 貴詩・小西 智都子

美術手帖 株式会社 美術出版社 62 28-49

福武学術文化振興財団 2010年
豊島の自然史の記録　― 豊島及びその周辺の里海の自然と環
境保全運動の記録と観察・保全マニュアルの出版　/市村 康

第4回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成21年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

10-11

福武学術文化振興財団 2010年
讃州豊島石の特性と豊島石石造物の時空分布に関する調査　/
長谷川 修一

第4回瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書
平成21年度

財団法人 福武学術文化振興財
団

30-31

香川大学瀬戸内圏研究センター 2011年 稲田ゼミ　豊島事件 ～石井亨氏の思い～　/浦田 堅人 島へ行こうよ 株式会社 美巧社 83-89

新建築編集部 2011年 豊島美術館　西沢立衛建築設計事務所 新建築 株式会社 新建築社 86(1) 48-63

新建築編集部 2011年 島キッチン　安部良・ARCHITECTS ATELIER RYO ABE 新建築 株式会社 新建築社 86(1) 123-130

南労会・環境監視研究所 2011年
産廃特措法の期限まであと2年をむかえた豊島の産廃無害化処
理　豊島の現状報告(11)　/中地 重晴

環境監視 南労会・環境監視研究所 137 1-5

日経BP社 2011年
豊島美術館　土を型枠にしてコンクリを打設　― 継ぎ目なしの3次
元曲面を安価に施工

日経アーキテクチュア 株式会社 日経BP 946 58-67


