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凡 例

1. 収録範囲

大阪府、 大阪市、 府下市 町村とそれらの外郭 団 体・ 関 係 団 体などの刊 行 物

(図書・雑 誌・パンフ レット 類)。ただし、 公共図書館の刊行物 は除く 。

2. 収録期間

昭和62年 3 月末日までに刊行されたも ので、 昭和61年8 月 1 日から62年 7 月

末日までの聞に当館が収集したもの。

3. 編集方法

・配列は、 各行政組織(昭和62年3 月現在) により 、 部・局・課等を項 目IL立

て、 項 目内は原則として書名の50音順とした。外郭団体及びその 他の関係 団

体の配列は 団体名の50音順とした。

・付属 機 関 の刊行物 は、 それぞれの管轄課等の末尾に入れた。

4. 記載事項

・書名・巻(号)次・発 行者・発 行年・ 頁数・議求記号 。

・発 行者は、 項 目と同ーの場合 には省略した。
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大

知 事 室

総 務 課

大阪府政 好きやねん大阪 昭和61年版 155p 435-517 

15年戦争が大阪にもたらした社会・経済

への影響 平和施策に関する基礎調査 平 和

問題研究会編 大阪府訳 昭61 92p 
平和を考える大阪会議資料 英文併記 328-1605 

府民情報室

おおさか 府政のあらまし '87 53p 435-1249 

大阪ト ピック ス Nul(昭61.4)-No. 3(昭62.2) 1-48 

おおさか NOW 昭和62年版 31p 435-2111 

おおさかふ No. 11(昭61.8). No. 12(昭62.1) 1-42 

大阪府交通 事故相談概要 昭和59年度， 昭

和60年度 2冊 550-949 

おおさか府政だより No.114(昭61.4)-No. 

122(昭62.3) 1-18 

おおさかライフ 手続き案内 昭和62年版

80p 1-35 

おおさかライフ 手続案内 2冊 点字版 1-43 

広 報 公 聴 のあらまし 昭和58・59年度 維ー2546

旬刊ふちょう No. 424(昭61.4)-No. 446 
(昭�3) �4 

すかいブルーおおさか 縄設案内 昭和61年

版 74p 435-2085 

世界平和を考える大阪会議 486.2-755 

第1 回会議会議 録・講演集 昭60 67p 

自治体の役割・意見集 2 昭61 71p 

世界平和をめざして 自治体の役割 昭62
27p 

点字大阪府政だより No. 122(昭61.4)-

No. 130(昭62 .3)

府政ダイジェスト 昭和62年度 版 29p

点字府政ダイジェスト 昭和62年 1冊

府政だより 旬刊ふちょう 広報おおさか

月 曜告 知板， 夕刊告 知板 縮刷版 昭和

1-49 

1-36 
1-34 

1-37 

61年度 119p 435-1545 

府政11:.関する世論調査 報 告書 昭和61年度 435-713 

55回 個性豊かな魅力あるまちづくり

166p 

56回 府民の生活意識 75p

府政モニターアンケート 報告書 昭和61年

阪 府

度 2 :府庁周辺整備 50p 

府政モニター募集 昭和62年度 1枚

府民討論会 報告書 昭和61年度 生涯学習を

考える 生きがいのある 未来を築くために 40p 

総 務 部

人 事 諜

大阪府職員 録 昭和61年7 月 1日現在581p

職 員 課

435-1093 

1-47 

435-2185 

354.6-65 

職員時報 462号(昭61.4)-473号(昭62.3) 雑-1284

聡員研修所

にまんにんの研修 創刊号(昭61.6)-4号

(昭�3) �æ 
税 政 課

大阪府税務 統計 No.36 (昭和60年度)

181p 529-69 

地 方 課

大阪府市町村機構 ・役職員一覧 昭和61年7月
1日現在446p 435-1017 

府民センター

泉南府民センターのご案内 昭62 1 枚 2-31 

きたかわち 北河内府民センタ一 昭62

26p 435-1773 

法制文書課

大阪府公 報 8815号(昭61. 4)-8966号(昭

62.3) 雑ー919

同 号外 昭和61年6 号(昭61.5)-昭和62

年5 号(昭62.3) 雑-919

財政のあらまし 昭和61年6 . 12月 (大阪

府公報 号外 昭和61年14号. 25号別冊)

2冊

公文書館

大阪あ一かいぶず 2 号(昭61.11) 

企 画 部

府民文化室

大阪の未来をひらく大阪文化基金 大阪府文

化振興基金刊 昭60 1 枚
大阪の未来をひらく大阪文化基金 大阪府文化

振興基金刊 昭61 1 枚

婦 人おおさか Os aka Women No. 23(昭

529-225 

2-29 

3-84 

3-84 
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61. 5 )-No. 26(昭62. 2) 3-66 

「わ たしの駅前」コンクール 大阪府文化振

興基金刊 昭62 1 枚 3-86 

婦人政策課

女やるっておもしろい 昭62 30p 3-90 

21世紀をめざ す大阪府女性プラン 女性の地

位向上のための大阪府第2甥行動計画 昭61 35p 565. 3-1357 

企 画 室

関西国際空港 関 連地域整備計画 昭61 57p 718-1097 

数字で見る府政のあゆ み 1986 256p 435-1837 

南大阪湾岸整備事業に係る環境影響評価書

昭61 735p 717-3509 

<高齢化対策本部>

高齢化社会を考える 高齢化問題シンポジウム
記録集 昭62 335p 565. 5-207 

統 計 課

大阪工業のすがた 〔昭61) 1 枚 3-89 

大阪の飲食后 〔昭62) 14p 3-87 

大阪の学校統計 速報(学校基本調査結果)
昭和61年度 35p 3-55 

大阪の学校統計 学校基本調査報告書 昭和61

年度 158 p 192-1063 

大阪の工業(昭和60年工業統計 調査結果速

報) 25p 3-63 

大阪の商業(昭和60年商業統計 調査結果速

報) 31p 

大阪の統計 No. 447(昭61. 4)-No. 457(昭

62.3) 

大阪府 家 計 調査年報 昭和61年 67p

大阪府工業指数月 報 昭和61年4 月分~

へ1-626

雑ー1281

566-1119 

62年 3 月分 3-25 

大阪府工業指数年報 昭和印年 171p 700-909 

大阪府産業連関 表 昭和58年 107p 511-3445 

大阪府勢要覧 '86 226p 535明249

大阪府統計 年鑑 昭和61年版 532p 535-131 

大阪府の 1%抽出 集計 結果 昭和田年国勢

調査 21p 3-82 

大阪府の人 口 昭和61年10月 1 日現在 531-97 
大阪府の 推計 人 口 速報 昭和61年10月1日

現在 3-85 

大阪府毎月 推計 人 口 昭和61年4 月-62年

3 月 3-80

大阪府民所得統計 昭和59年度 221p

工業統計 地域メッシュ 報告書 昭和58年

513-201 

45p へ1-鎚8

工業統計 調査結果表 昭和60年 59， 215p 700-905 

商業統計 調査結果表 昭和60年 28， 385p 540. 5-117 

商業統計 調査結果表 昭和60年 540. 5-117 

小売市場 編 8， 38p 

商業集積地区 編 9， 40p 

商品分類 別統計 編 9， 43p 

セ ルフ サービス庖 編 5， 36p 

大 規模小売庖舗 編 13， 82p 

消費者 物 価の動き 速報 昭和61年4 月 分

-62年 3 月分 3-19 

消費者 物 価の動き 昭和61 年 1 月 -12月 分 雑.-2294

統計おおさか '87 1枚 535-557 

統計 から みた大阪のすがた 昭和61年度 版

13， 464p 535-465 

農業セ ンサ ス結果 報告書 1985年 516p 810-769 

府民の 家 計 昭和61年 2 月 -12月 分 566-9お

毎月勤 労統計 調査地方調査 結果速報 昭和

61 年 18p 3-54 

毎月勤 労統計 調査地方調査 月 報 昭和61年

1 月-12月分 518-1311 

毎月勤 労統計 調査地方調査年報 昭和62年
版 124p 518-1447 

青少年対策課

大阪府青少年白書 大阪の宵少年の現状と宵少年

施策 昭和61年版 「大阪の宵少年」の改題 199-971 

青少年大阪 263号(昭61.8)-266号(昭62. 3) 16-9 

青少年問題研究 36号 昭62 89p 雑-2209

<青少年育成大阪府民会議>

あすへの力 No. 66(昭61.7) -69(昭62.3) 16-116 

教 育 課

大阪府宗教法人 名簿 昭和61年度 版 412p 354.1-867 

同和対策室

ほ んまに好 き やね ん 誠くんの結婚 昭62

11p 3-91 

放射線中央研究所

大放 研 だより Vol. 27 No.lC昭61.7)-

No. 4(昭62. 3) 雑一2830

Ann ual Report of the R ad iation cen ter 

of Osaka Prefecture Vol. 27(昭62.3) 629-69 

婦人会館

業務 概要 昭和60年度 26p 565.3-1145 

性の研究会レポート '86 181p 565.6-83 

M s' Fort 5号(昭61.9) -6号(昭62.3) 3-71 

私たちの 婦 人 問題講座 研究 論文集 5回

昭62 106p 565. 3-1053 

生活環境 部

消費生活課

大阪府物 価モニター調査結果 昭和61年度

1 回(昭61. 7)-12回(昭62.3) 4-48 
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大阪府輸入関 連物 資価格調査 モニター (円

高モニター)について 4-49 

昭和61年12月調査 結果 4 p  

昭和62年2 月調査 結果 3 p 

昭和62年6 月調査 結果 3 p 

消費者 団体等の活動計画 昭和61年度 版

238p 566-1357 

ぷっかダイヤル No.113(昭61. 4)-No. 124 

(昭R3) �� 
公 客 室

あなたがつくる明日の大阪 快適環境づ〈り

ガイF 昭61 1 枚 4-47 

大阪府下河川等水質 調査 結果 報告書 昭和

60年度 559p 714-443 

大阪府環境白書 昭和61年版 726p r環
境白書」の改題 717-317 

大阪府における光化学スモッグ発生の現況

とその対 策 昭和61年度 版 199p 717-1845 

観察の手引 水質環境モユタリング 昭61 41p 717-3271 

(昭和60年度における)公害の状況及び公害

の防止に関して講じた施 策に関する報告

446p 717-973 

大気汚染常時測 定局観l淀結果 昭和60年度

407p 717-1875 

府民の み た川 水質環境モニタリング '86 13p 714-67Ø 

消防妨災課

大阪府消防統計 64号(昭和60年度 版)

170p 433. 5-47 

消費生活センター

大阪府立消費生活センターニュース 199号

(昭61.4)-210号(昭62. 3) 4-6 

消費生活相談の概要 昭和60年度 199p 566-1237 

公害監視センター

大阪府公害監視センタ 一所 報 調査研究舗

9 号 72p 053-877 

民 生 部

社 会 隷

大阪府福祉基金だ より 3 号('86秋) - 4 号

('87春 5-34

生活 保護統計 速報 昭和61年4 月分~ 昭和
62年3 月分 567.1-91 

福祉の手び き 自の不自由な人たちのために 昭62

85p 点字版 5-26 

国民年金課

国民年金おおさか No. 299(昭61. 4)-No. 310 

(昭62. 3) 5-4 

国民年金事業月 報 昭和61. 4-昭和62. 3

老人総合センター

老後を みんなで考える文芸作品入選作品集

雑-2682

22回(昭和61年度) 38p 565.5-47 

老人問題研究 6絹(1986) 106p 565. 5-41 

障害更生課

障害者対 策 関 連統計 資 料 昭61 27p 567. 2一回5

福祉の手びき 昭61 567-641 

からだ の不自由な人たちのために 89p 

ちえおく れの人たちのために 40p 

婦人相談所

婦 人 保護の概要 昭和60年度 116p 売春

防止法制定30周年記念号 567. 5-265 

修徳学院

年報 Vol. 10 昭61 55p 5-32 

みかえり Vol. 58 昭61 94p 5-28 

大阪府平和折念戦争資料室

平和 への道しる べ 昭62 32p 328-1669 

衛 生 部

管理指導課

衛生 行政の紙要 昭和62年度 127p 白3-2841

大阪府衛生年報 60 昭62 253. 412p 663-849 

保健予防課

エイズ AIDS 後天性免疫不全症候群予防のため

の知識 昭62 1 枚 6-28 

大阪府における性病動態調査 〔集計 表〕

昭和60年度 22p 大阪府医師会と共同

刊行 675-87 

大阪府における 性病動態調査概要 昭和60

年度 24p 大阪府医師会と共同刊行 675-田

大阪府民の栄養状況 昭和60年度 86p 663-1339 

食品衛生課

大阪府食中毒事件録 昭和61年 47p 663-3147 

知ってお き たい健 康食品の知識 健康食品と

医薬品のちがい 昭62 1 枚 6-27 

環境衛生課

大阪府の水道の現況 昭和60年度 148p 717-2969 

監察医事務所

死因調査統計 年報 昭和60年 18p 6回，...113

教急医療情報センター

大阪府救急医療情報システムの額要 昭62

10p 6-29 

救急業務 の現状 昭和60年 75p へ1-530

府立病院

大阪府立 病院医学雑 誌 9 巻1 号(昭61. 5) 

129.36p 
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成人病センタ一

大阪府立成人病センタ一 年報 昭和59年度，
昭和60 年度 2冊 669-563 

ふれあい森之宮 創 刊号(昭62.1) 6-25 

公衆衛生研究所

大阪府立 公衆衛生 研究所研究 報告 昭61 663-1837 

公害衛生 編 7 号 27p 

公衆衛生 編 24号 87p 

食品衛生 編 17号 97p 

精神衛生 編 24号 135p 

薬事指導 編 20号 38p 

労働衛生 編 24号 59p 

大阪府立 公衆衛生 研究所年 報 昭和60 年度

166p 663-1391 

公衛研 M TS 1 -17号合 併号 昭62 51p 070-1103 

商 工 部

指 導 課

中 小企 業組合 ・団体名簿 昭和61年度

250，40p 354.1-987 

工 業 譲

中小企 業ハイテクガイド 技術 の時代 の7ロ ン

ティアをめざして 技術振興指針 昭62 257p 700-2607 

商 業 課

大阪府卸商業名鑑 昭和61年度 版 872p 354. 1-931 

提案型卸売業をめざして 知恵の経営 ・攻めの

経営 昭62 87p 中小卸売業援輿指針 542.3-977 

商工経済研究所

大阪経済の動き No. 278(昭61. 4) -No. 289 

(昭62.3) 雑 ー1546

大阪経済の概況 昭和62 年 3月 67p 510-7311 

大阪経済 白 書 昭和61 年 版 ソ7ト 化をめざす

大都市産業 323，87p 510-7279 

経研資料 510-3509 

No.655 大阪府下機械工業における生

産環境変化 への対応に関する調査

昭61 141p 

No.656 大阪工業の構造変化 とその発

展方向 昭61 159p 

No.657 情報化の進展が中小商業1<::与

える影響と課題 昭61 81p 

No.658 繊維産業の活性 化 とその課題

昭61 58p 

No. 659 円高下における中小工業の対

応 昭62 107p 

No.660 生産環境変化 と府下中小工業

昭62 73p 

No. 661 高度情報化の進展と府下中小

企 業の対応 昭62 176p 

商工経済研究 20号(昭61. 9) 48p 

計量検定所

業務 概要 昭和61年度 56p

商品量目検査の概要 昭和60 年度 27p

産業能率研究所

雑 2605

日8-125

540. 3-391 

大阪府中小企 業経営指標 昭和61年度 92p 544. 1-437 

大阪府立産業能率 研究所年 報 昭和61年版

91p 542.2-1911 

経営実態調査 昭和61 年 6 月 工業編 72p 544. 1-433 

産業能率 論集 No.20(昭62. 3) 118p 542. 2-1617 

商工相談所

事業額要 昭和60 年度 14p

工業技術研究所

大阪府立工業技術研究所ニュース No. 97 

(昭61. 5) -No.102(昭62.3)

大阪府立 工業技術研究所 報告 No. 89(昭

8-33 

8-13 

61. 9)， No. 90(昭62.2) 雑 一1419

業務 年報 昭和60年度 67p 700-1531 

繊維技術研究所

繊維new s Vol. 19 No. 1 (昭61. 5)-No. 4 

(昭62. 1) 雑 - 2829

貿 易 館

大阪貿易館 報(Boekikan Reports) 昭61.

6-昭62.3 雑-1336

海外レポート No. 255(昭61. 4) -恥 266

(昭62.3) 8-8 

近畿貿易業態統計 昭和60 年 121p 日本

貿易振興会大阪本部 と共同刊行 547.5-23 

ゆたかな生活用具 世界のグッドデザイン展 27 

回 昭62 51p 707-365 

<大阪優秀デザイン商品蹄発指導委員会>

販路を拓く デザイン '86 34p 大阪優秀デ

ザイン商品開発指導事業報告書 707-395 

島 林 郁

農林調盤課

大阪府における農 地動態調査 昭和60年
59p 812-2漣09

経営指導課

大阪の農業 (1986) 45p 819-619 

花 き 生産振興 プロジェクト報告書 花 き 生

産振興 推進プロ ジェクト チーム 昭62
117p 832-559 

君のむら私のむらそして み んなのむら

昭和60年能勢町天王地区の生活潔境改善対策事業の
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まとめ 豊能地区農業改良普及所 20p 

泉南の特産 作物 Jレー・yをさぐる 泉 南地区農

業改良普及所 昭62 18p 

西葛城のくらしと環境 貝塚市/三ケ山・木積・

馬場・程木・大川・務原でのむらづくり 泉 南地区

812-3929 

819-813 

農業改良普及所 〔昭61J 36p 812-3927 

ふき あら かると 泉南特産 〔昭62J 14p 831-371 

普及活動のあゆみ 昭和60年度 50p 811-139 

普及所だ より 45号(昭61.12). 46号(昭62.3)

三島地区農業改良普及所

普及所だ より 45号(昭61. 12)， 46号(昭62. 3)ー

豊能地区農業改良普及所

普及所だ より l 号(昭51.9)-46号(昭62. 3)

泉 北地区農業改良普及所

普及所だ より 1 号(昭51.9)-46号(昭62.3)

泉 南地区農業改良普及所

普及所だ より 1 号(昭51.9)-46号(昭62.3)

南河内地区農業改良普及所

普及所だ より 45号(昭61.12)， 46号(昭62.3)

中 河内地区農業改良普及所

普及所だ より 45号(昭61.12). 46号(昭62.3)

北河内地区農業改良普及所

縁の環境整備室

大阪府緑化基金だより Nu 1c昭60. 2)，
Nu 2 (昭61.10) 9-28 

森林組合 統計 昭和59年度， 昭和60年度

2冊 862-193

全 国植樹祭記録誌 37回 昭61 144p 堺

市と共同刊行

流通対策室

大阪府卸売市場 整備計画 昭62 35p 

大阪府地方卸売市場 婆覧 昭和61年4月1日現在

864-175 

542.5-949 

124p 542.5-857 

京阪神における花きの流通 概況 昭和60年

25p へ1-673

水 産 課

大阪の漁 業 昭� æp �æ 
知ってますか栽培漁 業 昭62 1 枚 9-31 

農綜銭街センタ一

大阪農業 24巻 1 号(昭61. 10)， 2号(昭62.3) 雑-2132

大阪府農林技術 センター 研究報 告 23号

昭61 71p 053-503 
大阪府農林技術 センターニュース Nu 215 

(昭6l.4)-恥 226(昭62. 3) �12 
業務年報 昭和60年度 55p 811-77 

<緑化センター>

み どり Nu 10(昭61.8)-Nu 12(昭62.3)

中央卸売市場

�23 

大阪府中央卸売市場 年報 8 号(昭和60年

版)， 9 号(昭和61年版) 2冊

市場 月報 昭和61年4 月~昭和62年3 月

市場取扱品流通 状況調査報告 書 矧和60年10月

5日実施 45p 

水産試験場

大阪府水産試験場研究報 告 6 号(昭59.

12)、 7号(昭6l. 8) 

淡水魚試験場

大阪府淡水魚試験場業務 報告 18号(昭和

59年度)

労 働 部

労 政 課

542.5-705 

雑ー2640

542.5-877 

雑-2596

880-429 

大阪府労働組合 名簿 昭和61年度 517p 354. 1-489 

大阪労働 279号(昭6l. 4)-290号(昭62.3) 7-38 

大阪労働 縮刷版 Nu 1-165(昭和38年度~

51年度) 昭61 合 本1冊 518-1787 

大阪労働経済の動き 大阪労働白書 昭和61年

版 160p 518-1163 

賃 金事情調査報告 書 昭和61年度 317p 518.1-531 

年間労働情勢 昭和61年 240p 518. 1-409 

職業管理課

大阪職 業ニュース 220号(昭61. 4)-231号

(昭62.3) 7-16 

職業業務課

大阪府年次雇用計画 昭和62年度 85p 518. 3-469 

学卒者の離・転職 状況 昭和61年3月 26p 7-18 

労働市場 概要 昭和印年度 196p 518.3-229 

労働市場 月報 昭和61年 4 月~昭和62年3 月 雑-2178

労政事務所

岸労レポート 11号(昭6l. 7)-14号(昭62. 3)

岸和田 労政事務所 7-40 

泉州の中小企 業の経営方針と雇用 管理 の状

況 経営者ICアンケート 岸和 田 労政事務所
昭61 42p 518.3-729 

中小企業労働相談所

中小企 業労働相談所一年間のあゆみ 昭和

60年度 �p 5�1回1

職業サービスセンター

業務概要 輸業相談課 昭和60年度 30p 518. 3-733 

就業だ より 昭和61年度 1 号(昭61. 6)-4 

号(昭62.3) 7-29 

勤労青少年ホーム

ホームだ より 228号(昭61. 4)-231号(昭

62. 1) 中央勤労青少年ホーム 7-36 

勤労婦人ホーム
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ふじん ほう む Nu 209(昭61 .4)-Nu 213 

〈 昭�1) �� 
織業病センター

大阪府職 業病センター10年のあゆ み 相談

事例を中心に 昭61 76p 518.9-269 

け ん乙う 12号(昭61.12) 7-44 

土 木 部

都市整備局

大阪府基準地価格要覧 昭和61年73p

大阪府地価調査 (附〉都市計図用途地域 昭和

61年 1冊

都市計画 資料集 昭和61年3月 末現在1l6p

土地 関係資料集 昭和61年10月 73p

街 Ur ban p lanning in Osaka Pref . 

〔昭62) 22p 英文併記

道 路 課

514-371 

514-503 

へ1-499

へ1-592

10-49 

大阪府の道 路 〔昭61J 1 枚 10-50 

国道及府道交通情勢調査表 昭和60年度

33p 550-1475 

21世紀 乙れから の道づくり 昭62 lOp 

Imp rovement of roads 10-48 

Roads in OSAKA (198-) 22p 英文

併記 711. 1-229 

都市河川課

大阪府一級水準測量成果表 昭和60年 31p

共同刊行 :大阪府土木技術 事務所 714-337 

(昭和60年度における)大阪府下の地盤沈T.

の概況 14p 711-383 

阪神地区水準 点位置図 〔昭61) 1 枚 719-277 

平野川改修 事業のあゆ み 都市河川課ほか

編 大阪都市 協 会刊 昭61 222p 714-697 

下水道課

大阪府の下水道 昭62 1 枚

公 園 課

大阪府都市公園一覧 表 昭和61年4月 1日現在

511p 

港 湾 局

大阪府の港湾統計 昭和印年 251p

堺 泉北港・阪南港 Nu12(昭61. 4)-Nu22 

〈昭62.3)

建 築 部

建築振興 課

大阪府建設 工事紛争 審査 会仲裁判断集

昭61 419p 

10-26 

436-521 

552-541 

10-47 

720-1191 

マ イ ホーム購入のためのチェックポイント

昭62 1 枚 12-10

マ イ ホーム購入のためのチェックポ イント

昭62 2 p 点字飯 12-11 

建築指導課

建築 協 定で 住 み よい 町づくり 昭61 29p 720-1193 

住宅政策課

大阪府住宅統計年報 '86 3， 347p 

大阪府 特定賃貸住宅実態調査 報 告書 昭和

61年度 179p 

住宅管理課

より豊かな住宅・環境をめざして 昭62

47p 

営 繕 室

営繕年報 Vol. 28 昭61 80p 

企 業 局

566-967 

566-1647 

566-2357 

む-73

泉北ニュータウンの建設 昭61 469p 718-1053 

阪南丘陵開発計画 に係る土砂採取事業に関

する環境影響評価書 昭61 660p 717-3513 

南大阪湾岸整備事業 埋立 免許出願図書の

あら まし 昭61 22p 715-201 

南大阪湾岸整備事業 公 有水面埋立 免許出

願図書 (概要) 141p 715-199 

南大阪湾岸整備事業 公 有水面埋立 免許願

書 〔昭61) 35p 715-203 

水 道 部

総 務 課

大阪府水道部統計 年報 昭和60年度 121p 717-185 

水質試験所

水質試験成 績並 びに調査 報 告 25集(昭和

59年度) 526p 

議会 事務局

大阪府議会(本会議)会議 録

昭和61年2月定例会 18， 610p 

昭和61年5月定例会 81p 

昭和61年9月定例会 14， 462p 

昭和61年12月定例会 7， 118p 

大阪府議会常任 委員会会議 録 昭和61年2

月定例会 総務， 環境労働， 民生衛生，

商工農林， 土木建築， 企 業水道， 文教，

警察各常任 委員会会議 録 8冊

大阪府議会(総務・環境労働・民生衛生・

6 -
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土木建築・文教) 常任委員会会議録

昭和61年5 月定例会 20p 435-297 

大阪府議会 常任委員会会議録 昭和61年 9

月定例会 総務，環境労 働，民生衛生，

商工農林，土木建築，企業水道，文教，

警察各常任 委員会会議録 8冊 435-297 

大阪府議会(総務・環境労 働・民生衛生 ・

土木建築・文教) 常任委員会会議録

昭和61年12月定例会 1. 20p 435-297 

大阪府議会だより No. 48(昭61.4) ......No. 52 

( 昭62. 3) 14-11 

決算特別 委員会会議録 昭和59年度 企業会

計 6. 241p 435-437 

決算特別 委員会会議 録 昭和59年度 一般・

特別会計 370p 435-437 

航空 問題調査特別 委員会会議 録 昭和60年

度 76p 435-2099 

青少年問題調査特別 委員会会議 録 昭和60

年度 57p 435-2101 

調 査 課

大阪府議会 時報 36巻 3 号(昭61). 4 号

(昭62) 37巻 1 号(昭62). 2 号(昭62).

別冊(昭62) 雑-1476

議会旬報 No. 280(昭61.4 )......No. 297(昭62. 3) 雑-2453

教育委員会

総 務 課

おおさかあすの教 育 No.23(昭61.7) ......No.25 

(昭62. 3) 13-52 

大阪府教育の概況 昭和61年度 117p 192-1253 

大阪府教育例規集 昭和61年版 1372p 192-2075 

大阪府の教育 昭和61年版 lOp 13-64 

教育調査紀要 49号(昭和61年度) 146p 192-1255 

市町村教 育委員会に対する要望事項 昭和

62年度 〔本編入参考資料 2冊 192-1085 

LL L(スリーエJレ)おおさか No.16(昭61.

8)......No. 19(昭62. 3) 13-67 

( 点字版)大阪府の教 育 昭和61年版 36p 13-68 

指導第一課

視覚障害児( 者)の 理 解 を深めるための教師

用 教材作成資料集 2 昭61 49p 197. 1-65 

全 国高等学校総合 文化祭の 記 録 第10回

第10回全 国高等学校総合 文化祭実行委員

会事務局 編 昭62 267p 193. 8-143 

府立 学校教員等研究論文集 昭和60年度
59p 053-659 

指導第二課

大阪の 養護教育 昭和61年度 113p 1 97-203 

社会教育課

大阪の社会教 育 昭和61年度 89p 19 9-777 

教材映画 目録 〔昭和61年) 223p 015-845 

み んなが手をつなぐために 199-863 

指導用 手引 昭62 82p 

社 会同和教育入門テ キスト 昭和61年

度 版 86. 21p 

み んなと一緒 〔昭61) 8 p 13-74 

保健体育課

大阪府学校 保健 統計 等集計結果( A) 昭和

61年6 月 55p 13-35 

文化財保護課

池島遺跡発掘調査概要 l 八尾市福万寺地区

昭61 81p 図 版36枚 328-1589 

石川左岸幹線 管渠築造遺跡群 発 掘調査概要

1 林遺跡 西大井遺跡 昭61 71p 図 版25枚 328-1581 

大坂城惣構・西町奉行 所跡発掘調査概要

大阪市東区内本町橋詰町・豊後町 昭61 18p 328-1573 

大阪府文化財分布図 昭61 1冊( 頁付なし) へ2-39

大阪府民俗地図 大阪府民俗文化財分布調査報告書

昭和58年度 7. 112p 地図 5枚 に1-1302

大里遺跡発掘調査概要 2 昭61 91p 328-1565 

大庭北遺跡発 掘調査概要 1985年度府営庭窪

大庭北住宅建替工事に伴う 2 16p 図 版11枚 328-1567 

上遺跡発 掘調査概要 堺市上・草部所在 昭60

120p 図 版12枚 328-1579 

亀井 北 近畿自動車道天理~吹田線建設に伴う埋蔵

文化財発鋸調査額要報告書 その 2 付図共

大阪文化財センター共刊 昭61 2冊 328-1685 
久 宝寺南 その 3 近畿自動車道天理~吹田線

建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書

大阪文化財センター共刊 昭61 60p. 

図 版40p 328-1681 

国府 遺跡発 掘調査概要 因府台地北半上遺跡群

の錦査 昭和60年度 50p 図 版14枚 328-1563 

神並・西の 辻・鬼虎川遺跡発 掘調査概要

東大阪市東石切町・西石切町所在 3 昭61

39p 図 版16枚 328-1485 

成法寺遺跡発 掘調査概要 八尾市南本町所在

1 昭61 56p 図 版12枚

城山 その 1 付図共 近鶴自動車道天理~

吹田線建設に伴う湿蔵文化財発掘調査概要報告書

大阪文化財センター共刊 昭61 2冊

真福寺遺跡 大阪文化財センター共刊j

昭61 43p 図 版 4枚

部・香・仙 大阪府文化財調査速報40号 (昭

61. 4) 

328-1583 

328-1683 

328-1691 

13-33 
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泉北丘陵内遺跡発掘調査概要 池田寺跡、 須

怠糧窯跡、豊田遺跡 昭57 64p 図 版33枚 328-1569 

丹上 遺跡 その 1 その 2 大阪文化財セ

ンター共刊 昭61 2冊 328-1687 

中筋遺跡発掘調査概要 3 昭61 34p 
図 版11枚 328-1561 

中国遺跡発掘調査概要 柏原リ喝幹線下水

管提鎌造工事IC伴う調査 昭61 33. 17p 328-1575 

錦織遺跡発掘調査概要 富田林市糊所在

昭61 35p 図 版 7枚 328-1571 

はさみ山遺跡発掘調査概要 羽勤野丘制措

上遺跡群の調歪 昭和60年度 85p 図 版37枚 328-1559 

文化財資料 展示室だ より No.21 仏並遺跡発

銅資料 昭61 4 p 13-38 

松原市観音寺遺跡 第2次発掘調査甑要

大阪文化財センター共刊 昭61 59p 328-1693 

南花園遺跡発掘調査概要 1 昭61 37p 

図 版24枚 328-1577 

科学教育センター

大阪府科学教育センター 要覧 1986 31p 190-2749 
研究 紀要 5 号 昭61 29p 13-71 
研究 報 告 集 録 101 -102号 昭61-62 2冊 053-365 

府史編集室

大阪府史 6 巻 近世錫2 昭62 14. 856. 

27p 図 版12p 328-747 

青年の家

青少年施設 実態調査のまとめ 昭61 28p 199-2021 

文化情報センター

大阪府立 文化情報 センター 2 年の 歩 み

統計資料 昭58 28枚 へ1-690

人事委員会

職員の給与に関する報 告 等 昭和61年10月

8. 32p 435-1683 

地方労働委員会

大阪地労 委 40年誌 昭61 452p 518. 5-383 

大阪府地方労働 委員会年報 昭和60年
391p 518. 5-281 

地労 委 25号 昭62 75p 雑-2331

大学 ・ 高校

大阪府立大学

大阪府立大学概 要 1986 22p 20-8 

大阪府立大学学報 346号(昭61. 4)-剖8号

(個別.10) 昭和60年号外 3. 4 号 昭

和61年号外 1 - 3 号 053-735 

大阪府立大学 紀要 人文社会科学編 35巻

昭62 053-245 

大阪府立大学雑誌目録 8 版 (欧文篇)

昭和61年 6 月 1日現在 附属図書館

207. 140p 011-833 

大阪府立大学増加図書 目録 52集 (昭和60

年度) 和書 附属図書館 379p 011-807 

経済研究 133号(昭61.6)-136号(昭62. 1)

経済学部 510-3595 

社会 問題研究 36巻 1 号 〈 昭61. 10)-2号

(昭62. 3) 社会福祉学部 雑ー1218

独仏文学 20号(昭61.12)独仏文学研究会 雑ー2460

図書館だ より 18号(昭61. 6)-19号(昭62.

1) 附属図書館 13-65 

歴史研究 25号 (昭6�3) 053-521 

Univers ity of Os aka Prefec ture CATALOGUE 

1986 190p 20-25 

大阪女子大学

大阪女子大学 紀要 基礎理 学 編・ 体育学 編
24号 (昭62. 3)  053-677 

女子大文学 国文編 38号(昭62.3)

外国文学 編 39号(昭62. 3) 雑一1396

第37回全 国植樹祭記念展観大阪女子大学附

属図書館蔵善本図 録 昭61 20p 012-87 

看護短期大学

大阪府立看護短期大 学 紀要 8 巻(昭61.3 ) -
9巻(昭62.3) 053-875 

府立学校

大阪府立 工業高等専門学校研究 紀要

20巻(昭61. 10) 同校 053-567 

校舎改築 記念誌 大阪府立市岡高等学校

昭61 1冊(頁付なし 198.4-349

創立八十周年記念誌 大阪府立今宮高等学

校創立.80周年記念誌 編集 委員会 編・刊

昭61 148p 198. 4-353 

大阪府立岸和 田 高等学校和漢書目録 迫補

慶応義塾大学附属研究所斯道文庫 編

大阪府立岸和田 高等学校刊 昭62 23p 011-3077 
楓 大阪府立箕面高等学校研究紀要 14号(昭60.

3)-16号 〈 昭62. 3) 雑-2734

大阪府立 夕陽丘高等学校創立80周年記念誌

創立80周年記念誌 編集 委員会 編 創立80
周年記念事業実 行 委員会刊 昭61 122p 198. 4-351 

警 察 本 部
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総 務 部

統計から み た大阪の事件・事故 昭和60年

155p 433.5-545 

交 通 部

大阪の交通 白書 1985 256p 550-1165 

交通量統計表 昭和61年交差点交通量調査

85p へ1-451

警 察 署

あいりん労働者の詩集 10号(昭60. 11)

西成警察防犯コーナー 15-19 
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大 阪

総 務 局

大阪市行 政組織 昭和61年8 月 7日現在

行 政部 文書課151p 435-585 

大阪市公報 4286号(昭61.4)-4335号(昭

62.3) 雑-920

同 号外 昭和61年8 号(昭61. 4)-昭和62

年5 号(昭62.3) 雑-920

大阪市職員録 職員一般昭和61年8 月

600p 354.6-63 

外郭団 体IC:関する研究 大阪市政研究所

昭62 166p 435-2371 

財政のあら まし 昭和61年 6 月 (大阪市公

報号外16号別冊) 昭和61年12月 (大阪

市 公報 号外28号別冊 529-323

市政資料 目録 昭和60年度 行 政部 文書課

行 政資料 センター 31p 011-3063 

市民生活局

大阪市政だ より 445号(昭61 .4)-455号

(昭62. 3) 相談部広報課 18V-8 

大阪市政だ より 1986 相談部広報課

内容: No. 443-453 合 本1冊 1C:1-755 

大阪市だ より ど通勤のみなさまへ No. 253(昭

61. 4)-No. 264(昭62.3) 18V-4 

大阪市の地域別物 価差指数について (通産

物資) 昭和61年12月 21p 18V-11 

区政概要 昭和61年度 版 市民部 区 政課

117p 435-1067 

グラフおおさか No.54 (昭61.5 )-No. 56(昭

62 .3) 相談部広報課 雑ー2679

広聴広報 昭和60年度 71p 435-1025 

市政のはなし 1987 相談部広報課 80p 435-1687 

市政モニタ一 報 告書 昭和60年度 435-2223 

4団 地域社会と青少年活動について

48p 

市 政モニタ一 報 告書 昭和61年度

1回 スポーツ活動について 44p

2回 市民生活と防災について 68p
3回 市民生活と大阪港について 50p

4回 情報 公開とプラ イパシーの 保護

について 57p 

5回 大阪の地下鉄について 71p 

6回 生活騒音について 63p

市民相談の手びき 昭和61年 相談部広聴

435-2223 

市

相談課 426p 435-2143 

生活物資価格等調査結果 昭和60年度 84p 515. 5-203 

伸びゆく大阪 わたしの大阪 '87 相談部広

報課 52p 435-711 

物 価かわ らば ん No. 109(昭60.5)-No. 129 

(昭62. 3) 相談部 18E-5 

物 価ノート 昭和61年春季号~冬季号 18 E-22 

わが町おおさか 市民と市政 '87 相談部広

報課249p 378-675 

くらしのアンテナ No. 180(昭61. 4)-No. 

19I(昭62. 3) 消費者センター 18E-3 

同和対策部

豊かな社会づくり をめざして 同和問題の基本

認識 〔昭62) (10p) 18 B-11 

財 政 局

大阪市債一覧 表 94集 (昭61.12) 雑-2675

市税ハンドブック 昭和61年度 主税部 18U-3 

予算と市税 昭和61年度 主税部 (10p) 18U-4 

総合計画局

大阪市勢要 覧 昭和61年度 企画部統計課

276p 535-177 

大阪市統計書 74回 昭和61年版 企画部

統計課 361p 535-103 

大阪市における都市ア メニティについての

世論調査 報 告書 昭61 99. lOp 436-1431 

大阪市 メッシュ データ分析システム操作7

ニュ アル ( PM- 3 ) (昭61) 60p 007.6-921 

市民所得統計 年報 昭和59年度 企画部統

計課192 p 513-555 

統計 時報 358号(昭61. 6)-364号(昭62.3)

企画部統計課 雑 ー1282

都市の イメージアップ 音のデザイン編 昭61

81p 436-1437 

土地利用現況調査 昭和60年 速報 版

78p 436-1473 

民 生 局

大阪市の 国民健 康 保険 昭和62年度 総務

部 保険年金課 36p 18D-14 

大阪市立労働会館だ より 234号(昭61. 4) 

-245号(昭62.3) 18D-12 

経 済 局

一10-



大阪経済 Nn116. 117(昭62. 3) 雑-2416
大阪市通商レポート Nnl (昭61.8) -NnlO

(昭62.3) (旧:ミラノク オータリーレポート 18E-23

大阪の経済年次報告 昭和60年度 版 104p 510-5823 

大阪城天守閣 紀 要 14号(昭61.3) -15号

(昭62.3) 053-379 

ときならぬ浪花の花火 大塩事件150周年資料展

出品目録 大阪城天 主 閣 特別 事業委 員会刊

昭62 8 p 

武家の装いー武器武具百趣 展 特別展

大阪城天 主閣 特別事業 委 員会刊 昭61

44p 

18 E-28 

586-181 

大阪市中 央卸売市場 年報 昭和60年 1267p 542.5-67 

セ ンターレポート ぬ188(昭61.3) -Nn I99 

(昭62.3) 中小企業指導センター 18 E-6 

大阪市立工業研究所報 告 75 -76回(昭和

61年度) 2冊 700- 1093 

業務年報 昭和60年度 大阪市立工業 研究

所 120p 700-1091 

環境保健局

エイズ 後天性免疫不全症候群 〔昭62) 1 枚 18 F-18 

衛生統計 年報 昭和59年 568p 663-1315 

大阪市立環境科学研究所逐次刊行物 目録

1986年版 53. 28. 1p 011-1893 

大阪市立環境科学研究所報 告 事業年報
(昭和60年度) 72p 663- 2105 

大阪市立環境科学研究所報 告 調査 ・研究年報

48集 (昭和60年度) 236p 663-2105 

大阪市立桃山病院 100 年史 昭62 281p 669-785 

環鏡事業局

ごみのない大阪に 昭和62年度 版 20p 18D-15 

都市整備局

21世紀都市居住イベ ント構想(大阪市HO

PE計画 ) 報 告書 昭61 1 16p 566-2305 

東淀 川区の宅地造成事業 座談会 大阪市都

市撃備協 会編 昭62 95p 718-1095 
拓けゆくわが町 宅地造成土地区園整理事業

(豊里西地区) 大阪市都市整備協 会編

昭62 172p 718-695 

土 木 局

大雨iζ備え て 1986 下水道局 共刊 1 枚 18G-17 

都市景観における 屋 外広告 物 に関するガイドプ

ラ ン 〔昭62) 1枚

下水道局

大阪市下水道関係規定集 昭和61年4 月

47p 

大阪の下水道 Nn26 (昭60.9) -Nn27(昭

61. 9) 

事務事業概 要 昭和61年度 62p

公 園 局

大阪市公園局業務論文報 告 集 3 巻 昭61

18G-31 

717-1939 

18J -5 

717-2337 

578p 435-1721 

国際花 と緑の博覧会 花の博覧会準備室編

昭61 1 枚 18G-27

港 湾 局

大阪港港勢 昭和59-61年 3冊 181-12 

大阪港港勢 昭和61年1 - 6月. 1 - 9月

昭和62年1 - 3 月 18ト13

大阪港港勢一斑 昭和60年 企画 振興部 振
興課 295p 552-81 

消 防 局

大阪市消防年報 38回 (1985年) 総務部

総務課編 178p 433.5-25 
救急年報 昭和61年 72p 433. 5-423 

地震てなんだ ? 生野防災セ ンター 〔昭

61) 7 p 18K-13 

交 通 局

大阪のあし Nn97 (昭61.7) -Nn99(昭62.2) 18H-l 

交通統計 月報 昭和61年4月 -62年 3月 雑ー2478

交通統計 年報 昭和60年度 177p 550-857 

市営交通乙あ んない 昭和61年10月 l 枚 18H-6 

地下鉄・ニュートラ ム交通調査 実績表

昭和60年11月12臼 (火)実施総務部企画課

363p へ1-585

地下鉄・ニュートラ ム・市バス 総務課

昭60 40p 18H-2 
パスロケーショ ンシ ステム 昭62 1 枚 18H-16 

水 道 局

大阪の水道 30(昭61.9) 1 枚 18J -8 

高度処理 実証プラ ント 〔昭62) 6 p 18J -16 

水道局 事業年報 昭和61年度 版 205p 717-65 

大阪市水道局水質試験所調査 研究ならびに

試験成績 37 集(昭和60年度) 420p 717-67 

水道事業研究 114号(昭61. 5) -116号(昭

61. 11) 水道事業 研究 会 雑ー1362

市立大学

大阪市立大学生活科学部 紀要 34巻(昭61) 053-325 

大阪市立大学 保健体 育学研究 紀 要 22巻

(昭61) 保健体育科 053-499 
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経済学雑 誌 87巻 l号(昭61.5)-6 号(昭6 2.

3) 87巻別冊 1 、2 (昭61.4) 経済学会 雑ー1020

市 大広報 創 刊号(昭61.11) -2 号(昭62.3) 18 �-2 

資 料目録 追録 昭和60 年度 版 都市 問題

資料セ ンター 234 ，2 9p 015-1887 

人文 研究 38巻1 分冊 (昭61.12) -13 分冊

(昭61.12) 文 学部 雑ー1332

法学雑 誌 33巻1 号 (昭61. 9) -4 号(昭62.

3) 法学会 雑ー1623

�emoirs of t he Fac ult y of Engineer ing， 
Osaka Cit y Universit y. Vol. 27 

昭61 347p 700-140 

区 役 所

旭区各種団体役 員名簿 昭和62 年度 旭区

各種団体役 員名簿編集部 187p 354. 1-1037 

阿倍野区各種団体名簿 昭和62 年版 阿倍

野区友会 299，21 p 354.1-1101 

生野区団体名簿 昭和62年版 生野区各種

団体連 絡協議会 346p 354. 1-1051 

大阪市北区各種団体名簿 昭和62年版

北区各種団体名簿刊行事務 局 416p 354.1-1057 

城 東区各種団体役 員名簿 昭 利62年版

大阪市城 東区社会福祉 協議会 184p 354.1-1153 

大阪市住之江区 各種団体名簿 昭和62年版

住之江区政協力会 234， 52p . 354.1-1099 

大阪市住吉区団体名簿 昭和61年版 住吉

区政 協力会 236. 54p 354.1-1035 

大正区各種団体役 員名簿 昭和62年版 大

正区政協力会 29 2p 354. 1-1049 

西区団体名簿 昭和61年度 版 筒区政 推進

会 288p 354.1-1059 

東区各種団体役 員名簿 昭和61年 東倶楽

部 各種団体役 員名簿編 集 委 員会 180p 354.1-1133 

各種団体役 員名簿 昭和62 年版 平野区政

協力会 350p 354.1-179 1 

各種団体名簿 昭和62 年版 港区役 所内 各

種団体名簿編集部 編 港区刊 305p 354.1-1045 

南区団体名簿 昭和62 年版 南区 230p 354.1-103 9 

都 島区各種団体名簿 昭和61年12月 2 日

都 島区 195p 354. 1-1043 

教育委員会

いちょう 並木 No.57 (昭61.4) -No.68 (昭

62.3) 社会教育部 18 L-62 

大阪市教育年報 昭和61年阪 288p 1 90 -1559 

大阪の女性 No.12 (昭61.10) -No.13 (昭62.3)

大阪市 婦人問題対策 推進協議会 18 L-63 

大阪市 史史料 大阪市 史編纂所編 大阪市

史料調査 会刊 32 8-倒5

1 9絹 大正期在阪 官 公署諸企業沿革 調

査 昭61 170 p 
20 輯 安井家文書 昭62 1 97 p  

大阪の歴史 1 9号(昭61.9)-21号(昭62 :3)

大阪市 史編纂所 雑-27 回

大阪市 立美術館蔵品選集 同館 昭61 347p 905-347 

美をつ くし No.114 (昭61 . 4) -No.117 (昭62.

1) 美術館 雑-2785

大阪市 立博 物館研究 紀 要 18冊 (昭61.3) -

1 9冊 (昭62.3) 同館 1 99 -1061 

大阪市 立博 物館報 25 号(昭61.3) 、26 号

(昭62.3) 同館 1 99-67 9 

社寺参詣昼茶羅 絵は誘う霊場のにぎわい

博 物館 昭62 84p (展覧 会目録103 号 124-341

丹波の文 化財 博 物館 昭61 80p 

(展覧 会目録1 01号 909 -649

明国と日 本 外交・貿易・刻版流 博 物 館

昭61 76p (展覧 会目録102号 324 -283

大阪市 立自然史博 物館収蔵資料目録 同館 606 -1 

16・17集 日 本産シダ植物 の胞子形態

1 (図 版)那須孝悌 瀬戸剛著

昭61 174p 

18集 日 本産シダ植物 の胞子形態 1 

那須孝悌 瀬戸剛著 昭61 42p 
19 集 大阪地下の二枚貝化石 石井 久

夫著 昭62 36p 図 版20枚

大阪市 立自然史博 物館研究 報 告 (BuIlet in
of t he Osaka �use um of Natural 

Hist or y) 41 号 同館 昭62 15p 640-15 

大阪市 立自然史博 物館総合案内 同 館

昭62 87p 1 99 -2023 

大阪市 立自然史博 物館展示解説 640-193 

1 集 昭59 59p 

1 0 集 昭61 68p 

大阪市 立自然史博 物館特別 展解説書 13回

大阪湾の自然 同館 昭61 47p 640-14 1 

大阪の街路 樹 自然史博物館 昭62 24 p 836-673 
けものの歯 自然史博 物館 昭61 40 p 652-229 

自然史研究 Vo \. 2 No.3 (昭62.3) 自然史

博 物館 18 L-ll 

要覧 '教育セ ンタ一 昭60 17p 18 L-86 
教 育相談ハ ンドブック 3 学校における教育

相談 教 育セ ンタ一 昭62 162 p 1 93. 1-8ω 
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研究 紀 要 教育セ ンタ一 昭62 190-2657 

11号 地域の生活と文化 3 214p 

12号 戦後大阪市教育史 3 235p 

13号 子どもの 集団意識 と人 間関係に

関する研究 80p 

14号 学校におけるコ ンビュータ利用

1<::関する調査 研究 第 1 年次 93p

15号 小・中 学校における基本 的生活

習慣(態度)およ び望ましい 集団育成

に関する研究 第 3 年次 234p

16号 自己学 習能力の 育成をめざす学

習指導の研究 212p 

研究 報 告 教育セ ンタ一 昭62 190-2655 

5 大阪市同和教育年表 3 231p 

6 読本 「にんげ んJ を生 かした授業

の 記 録 116p 

研修員研究 報 告 集 昭和61年度 教育セ ン

ター 156p 190-2139 

在日 外国人教育関係資料 3 大阪市立小・中

学校における指導資料を中心に 昭62 117 p 197 .9-37 

所報おおさか 7 号(昭61.9 )......8号(昭62.1)

教育セ ンター 18L-7 6 

教育課程指導 内容 昭和61年度刊行 住 之

江養護学校 140p へ1-697

大阪市立 乙ども文化セ ンタ一年報 昭和60

年度 版 同 館 39p 199-2009 

大阪市立婦人会 館所蔵行政資料 目録 昭和

61年12月現在 同 館 59p 011-3317 

大阪市立婦人会 館所蔵 図書 目録 昭和61年

12月現在 同館 62. 18p 011-2597 

夕陽丘 Nu 9 (昭61.8)......NulO(昭62.2)

婦人 会館 18L-67 

私たちは今 昭和61年度 婦人社会大学第5期

生研究論文集婦人 会 館 051-329 

大阪の ことば と文化 112p 

現代家族考 91p 

月刊うちゅう Vol. 3 NuI( 昭61.4 )......Nu12 

(昭62.3)電気 科学館星の友の 会 18L-80 

大阪市立電気 科学館50年のあゆみ 同 館

昭62 125p 7 40-127 5  

電気 科学館だより 249号(昭61.7 )......257 号

(昭62.3) 同館 18L-64 

四つ ば し Nu308(昭61. 4)......Nu319(昭62.3)

電気 科学館 同 館協力会共編 同館協力

会刊 18L-28 

所報 昭和60年度 中 央青年セ ンター 40p 199-1841 

人事委員会

給与に関する報 告 資料 昭和61年 113p 518.1-653 

市会事務局

大阪市 会 会 議 録 435-1111 

定例会 1回 1 号(昭和61年 2 ・ 3月)

13. 459p 

定例会 1回 1 号 別冊の 1 ...... 2 (昭

和61年2 ・ 3 月) 2冊

臨時会 l回 2 号(昭和61年5 月) 7 1p 

定例会 2回 3 号(昭和61年6 月) 77 p 

定例会 3回 4 号(昭和61年10月) 164p 

定例会 3回 4 号 別冊(昭和61年10

月) 519p 

定例会 4回 5 号(昭和61年11・12月)

230p 

定例会 4回 5 号 別冊の 1 ...... 2 (昭

和61年11・12月) 2冊

臨時会 2回 6 号(昭和61年12月)

3. 83p 

大阪市 会 決算特別 委員会 記 録

昭和60年10月......11月 昭和59年度準公

営企 業 会計 及び一般 関係等 決算 27 6p 

昭和61年10月 昭和60年度 公営企 業 会

計 決算 8. 220p 

昭和61年10月......12月 昭和60年度準公

営企 業 会計 及び一般 会計 等 決算 268p 

大阪市 会 時報 Nu7 9(昭61 .6)......Nu82(昭62.

435-1131 

}) 調査課 雑ー2487

大阪市 会 常任 委員会 記 録 昭和61年度通常予算
11:閲する その 1 ...... 2 2冊 435-1149 

調査ジャーナル 36(昭61.5 )"""39 (昭62.3)

調査 課 雑-2518
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府 下 市 町 村

場 市

衛生 年報 昭和61年版 環境保健 局 衛生部

衛生総務 課 307p 66 3-2401 

環境 水質 調査結果 昭和60 年度 環境保全

部 147p 717-2735 
グラフ堺 4 号(昭61.8) -5 号(昭62.3)

広報課

広報堺 昭和61年 (418 -42 9号) 広報課 ICI-I0I0 

広報堺 421 号(昭61.4) -432 号〈 昭62.3)

広報課 1 9-257 

堺 市勢 要覧 '87 市 長公室総合 企画部調査

統計課 50p 535-151 

堺 市大気汚染調査 報 告 測定資料集 昭和60

年度 環境保全部 133p 717-505 

堺 市統計書 昭和61年度版 市長 公室総合

企画部 調査統計課 32 9p 535-45 

堺 市統計ニュース No.41 (昭61.6) -No.44 

(昭62.3) 総合 企画部調査統計課 19-237 

堺 市立 埋蔵文化財セ ンター 問 セ ンター

4 p 19-300 

堺 の環境 昭和61年版 環境保全部 352p 717-1067 

堺 の商業 昭和60年商業統計調査結果[卸売・小売

業] 総合 企画部 調査統計課 72p 540. 5-187 

住民基本台帳による堺の年齢別人口 昭和

61年12月末現在 市 長公室総合 企画部調査

統計課 144p 531-321 

創立八十年堺 市立工業高等学校 昭61

43p 1 98.4-357 

同和関係資 料目録 解放会館 昭61 44p 011-2605 
ぬい

繍 小袖を彩る 博 物館 昭62 107， 10p 945-幻5

平和 いのち 甥戦災関係資料集人権啓 発局

昭61 72p 584 -2657 

岸和田市

議 会運営のしおり 第S次改訂版 議 会事務局

昭62 305p 435 -1451 

議 会資 料 No.118 (昭61. 7) -No. I21 (昭62.2)

議 会事務局 435-12 93 

き しわ だ 岸和田市勢要覧1986

総務 部総務 課24， 22p 435-1163 

岸和 田議 会だより 45 号(昭61.4) -48 号

(昭62.1) 市議 会 1 9-101 

岸和 田 市文化財調査 概 要 教 育委 員会 328-1555 

7 土生遺跡 他発掘調査 概 要 昭57

15p 図版 4 枚

8 発掘調査 概 要 昭和57年度 23p

図版 7枚

広報 き しわ だ 560 号(昭61.4) -582 号(昭

62.3) 広報 公聴課 1 9-256 

豊 中 市

摂津 豊中大塚古墳 教 育委 員 会 昭61 16p 328-1679 

とよなか ・86市勢要覧市長公室自治振興室

32p 435-1827 

とよなか 432 号(昭61.4) -443 号(昭62 .3)

市長公室自治振興室 1 9-202 

豊中 市統計書 25回 (昭和61年版) 総務 部

行 政管理課 1 98p 535-437 

豊中 市埋蔵文化財発掘調査概 要 1986年度

教 育委員会 60p 328-1155 

池 田 市

池田 市広報 615号 (昭61.4) -639号 (昭62.

3) 広報広聴課 1 9-251 

池田 市史 史料編 7 立教舎心学関係資料

市史編 纂委 員会 昭62 2 99p 図版13枚 328-313 

池田 市統計書 昭和60年版 (19回)

総務 部企画課 9， 185p 535-553 

池田 市の工業 昭和60年、昭和61年 2冊 19 -306 

池田 市の人口 昭和初年国勢調査 68p 531-357 

吹 田 市

公 害白書 昭和60年度版 環境保健 部 公害

対策課 266p 717-443 

市報すいた 570 号(昭61. 4) -5 92 号(昭62.

3) 広報課 19-250 

吹図 市くらしの友 広報課 昭61 128p 435-2373 

吹田 市統計書 昭和61年版 企画部企画謁

整室 320p 535-55 9 

吹田市の人口分布 昭和60年国勢調査 114p 531-359 

吹田 市文化財ニュース 8 号(昭62.3)

教育委 員会 1 9-248 

泉大湾市

泉 大津 市文化財調査 報 告 14 教 育委 員 会

昭62 63p 図版 14枚 328-879 

広報 いずみおおつ ぬ31 H昭61.4) -No.322 

(昭62. 3) 広報広聴謀 1 9-25 9 

文低財調査 報 告 13 泉大樟市寺院美術工芸品調

査 報告密 教 育委 員 会 昭61 104p 32 8-879 

高 楓 市
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教育要 覧 昭和61年度 教育委員会 136p 192- 167 9 

広報 た か っき 637 号(昭61. 4)-660号(昭

62. 3) 市 長公室広報課 19- 260 

消防年報 昭和61年 消防本部 77 p 433. 5-555 

高槻市史史料目録 5 号 昭61 162p 01S -867 

高槻市 水道事業年報 昭和61年度 版

水道部企画 室 184p 7 17 -2307 

高槻市統計書 昭和61年版 市 長公室政 策

推進室 11， 344p 535-5幻

た か っき の環境 昭和61年1 2月 保健環境

部環境公害課 11， 189p 7 17 -17 97 

高槻の史 跡 目でみる郷土の文化財 改訂新版

教育委 員会社会教 育課 昭62 52p 328-7 23 

高槻百景 わが町スケッチ 6 集 市 長公室広

報課 〔昭61) 31p 37 8-1097 

員 塚 市

広報 かいづか 558号(昭61 . 4)-569 号(昭

62. 3) 19-87 

守 口 市

グラフ守口 No.50(昭61. 9)-No.53(昭62. 3)

市 長室広報 公聴課 雑-28幻

広報 もり ぐち 847 号(昭61 . 4)-87 0号(昭

62. 3) 広報 公聴課 19-106 

守口 市統計書 昭和61年版 総務部情報統

計 課 17 0p 535- 487 

守口 市にお け る大気汚染の 監視状況報 告書

昭和60年度 生活環境部公害対策課 81p 7 17-1 87 1  

守口 市の公害 昭和61年度 版 17 9p 7 17- 1069 

守口 市文化財調査報 告書 4冊 古文書勧郷

編 教育委員会 昭61 369p 909-495 

枚 方 市

語 り 継ぐ戦争体験 企画 調査室編 昭61

304p 584- 27 35 

公害白書 昭和61年度 版 環境保健部公害

対策課 396p 7 17 -177 3 

広報 ひ ら かた 643号(昭61. 4)-666号(昭

62. 3) 19-258 

枚方市統計書 16回(昭和61年版) 企画部

企画 調査室編 240p 535-481 

枚方市文化財調査報 告 19集 出屋敷遺跡調

査概要報告2 文化財研究調査 会 昭61

46p 図 版21枚 909- 41 7  

枚方市民俗文化財調査報 告 3 尊延寺

文化財研究調査 会 昭61 100p 57 1-1253 

茨 木 市

いばら き 市民ハンドプリ 市 長公室広報 公

聴課 昭61 241p 435-2369 

茨木市議 会だより No.88 (昭61 .5)-No.91 

(昭62. 1) 市議 会 19-247 

グラ フいば ら き 2 号 広報 公聴課 昭61

公害の現状と対策 昭和61年度 版 保健環

境 部公害対策課 1 57 p  7 17 -849 

広報いば らき 425号(昭61. 4)-436号(昭

62. 3) 広報 公聴課 19-7 0 

しあわせ への みち びき 平和と人権

13集 教育委員会と共刊 昭61 32p 563-87 5  

消費生活 セ ンターだより No.43 (昭61.5)-

No.45(昭62. 1) 消費生活 セ ンター 19-289 

わがまち 茨木 城郭編 教育委員会

昭62 9 1， 15p 図 版 1枚 328-11 67 

八 尾 市

八尾市史紀要 7 号(昭55. 9)-1 0号(昭62.

3) 市史編さん室 328-68 5 

や お市政だより 7 90号(昭61. 4)-813号

(昭62. 3) 19-280 

八尾の史 跡 市 長公室広報課 昭62 232p 37 2 -233 

泉佐野市

泉佐野 市勢ガイドプック 市 長公室広報 公聴

諜 昭61 36， 15p 435-2377 

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 6 (昭

和60年度〉 教育委 員会 46p 図 版23p 328-1 01 3  

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査報 告

教育委員会 328-1015 

6 湊遺跡 84- 6 ・85- 1 区の調査

4 昭60 36p 

7 山出遺跡発掘調査報 告書 昭61

45p 図 版24p

B 夫婦 池遺跡発鋸調査報 告書 市営

住宅建築工事K伴う調査 昭61 27 p 

図 版13p

泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要 2 
(昭和60年度) 教育委 員会 14p 図 版15枚 328-1 37 3  

市報 いずみさの 37 6号(昭61. 4)-387 号

(昭62. 3) 市 長公室広報 公聴課 19-262 

富田林市

広報 とんだばや し 435号(昭61. 4)-446号

(昭62. 3) 市 長公室自治推進諜 19 -109 

寝屋川市

川 嶋出 入ニ付諸事 覚 書 宝暦十一年巳九月

教育委員 会 昭62 120p 328-1677 

教育研究 恥56(昭60.7 )-No.58(昭61.7 )  

教育研究所 19 -163 

研究 紀要 No.45 教育研究所 昭62 113p 190-2135 

広報 ねや がわ 637 号(昭61. 4)-660号(昭

62. 3) 自治推進部広報 広聴課 19- 55 

寝屋 川市統計 書 昭和60年度 版 企画財政

EU
 



部企画課 143p 535-5お

寝屋 川市の公害 昭和61年度版 市民生活

部環境 保全課 217p 717-1889 

寝屋川市の事業所 昭和61年事業所統計調鶴来

速報 企画財 政部企画課 46p 805-129 

寝屋川市の民俗 年中行事と民家 寺前治一

〔 ほ か〕編 教育委員会 昭61 66p 571-1347 

寝屋 川市文 化財資料 9 高官遺跡発銅調査概

要報告 教育委員会 昭61 21p 図版34枚 909-383 

寝屋 川八景教育委員会 〔昭62) 8 枚 378-1235 

河内長野市

上原遺 跡試掘調査報 告書 教育委員会
昭61 18p 図版18枚 328-1585 

河内 長野市文 化財調査報 告書 11絹
河内長野市埋蔵文化財調査報告書 1 教育委員

会 昭62 22p 909-329 

広報かわちながの 586号(昭61.4)-6ω号

(昭62.3) 企画調整 部広報 公聴課 19-255 

三日 市遺 跡調査報 告書 岩湧霊園造成に伴う調査

教育委員会 昭61 23p 図版13枚 328-1629 

松 原 市

グラフ まつ ばら '86 秘 書課広報広聴係

昭61 30p 435-1753 

広報 まつ ばら 341号(昭61.4)-352号(昭

62.3) 総務 部秘 書課 19-252 

新松原市総合 計画 昭61 181p 436-1481 

新松原市総合 計画 のあらまし 企画財政部

企画課 [昭61) 30p 436-1483 

大 東 市

大東市報 545号(昭61.4)-567号(昭62.3)

総務 部広報 公聴課 19-85 

大東の公害対策 昭和60年度の調査報告 市民

生活部生活環境課 昭61 152p 717-3363 

和 泉 市

和泉 市の環境 昭和62年2月 154p 717-3369 

和泉 の教育 1号(昭58)， 2 号(昭61)

教育委員会 2冊 192-2077 

広報いずみ No.329 (昭61.4)-No.340(昭62，

3) 市 長公室広報広聴課 19 -172 

府中 遺 跡群発掘調査概要 7 教育委員会

昭62 19p 図版 11枚 328-983 

箕 面 市

みどりとあかね '86 企画 部秘 書広報課

80p 435-1119 

箕面市地域 史料目録集 総務部文書広報課 015-2129 

5 稲治家 所蔵文書目録 昭60 18p 

6 平尾 水利組合 所蔵文書目録 昭60

112p 

箕面 八景 市制範行3D周年記念絵はがき 企画 部

秘 書広報課 〔昭61) 8 枚 378-1233 

もみじだより 367号(昭61. 4)-379号(昭

62. 3)企画 部秘 書広報課 19- 253 

柏 原 市

安堂遺 跡 1986年度 教育委員会 42p

図版 16枚 328-1675 

柏原市遺 跡群発掘調査概報 1986年度

教育委員会 23p 図版 16枚 328-1205 

柏原市埋蔵文 化財発掘調査概報 1986年度

教育委員会 46p 図版26枚 328-1133 

広報 かしわら 351号(昭61.4)-365号(昭

62. 3) 総務 部広報 広 聴課 19- 264 

田辺古墳群・墳墓群発掘調査概要 教育 委
員会 昭62 52p 図版55枚 328-1639 

玉手 山8 号墳墳丘 測量調査概報 教育委員

会 昭62 16p 図版 5枚 328-1671 

松岳 山古場墳丘範閤確認調査概報 1986年

度 教育委員会 lOp 図版 15枚 328-1673 

羽曳野市

広報はびき の No.294(昭61. 4)-No.305(昭

62. 3) 市民ふれあい課 19-28 

城 山遺跡現地説明 会資 料 教育委員会

〔昭62) 8 p 19- 307 

羽曳野市埋蔵文 化財調査 報 告書 14 古市

遺跡群 8 教育委員会 問62 86p 図版

48p 328-873 

門 真 市

門真市統計書 昭和61年版 236p 535-501 

門真市の公害 昭和61年度版 市民部公害
対策課 161p 717-3365 

広報 かどま 563号(昭61.4)-586号(昭62.

3) 市民部広報 公聴謀 19-121 

摂 津 市

広報 せっつ 331号(昭61. 4)-344号(昭62.

3) 市 長公室 19-236 

広報 せっつ おしらせ版 No.127(昭61.4) 

-136(昭62.3) 市 長公室 19-236 

高 石 市

広報 た かいし 266号〈昭61.4)-277号(昭

62.3) 広報 公聴課 19-73 

高石市統計書 昭和61年度 企厨謂盤 部企

画 室 2幻p 535-601 

高石市民意識調査報 告書 11因 企画 調整

部企画 室 昭62 90p 435-1485 

高石め環境 昭和61年度版 生活環境部 公

害対策課 318p 公害行政20年のあゆみ 717-1137 

発展へ、結ぼう市民の郷土愛 たかいし

ED
 



高石市制20周年記念誌 昭61 48， 8p 435-2349 

藤井寺市

広報 ふじいでら ぬ203(昭61 .4)-Nn214 

(昭62.3) 19-293 

ふじいでら 市制施行20周年記念要覧 1986年

度版 市長公室自治推進課 編 48p 435-2307 

藤井 寺市史 328-1005 

3 史料編 1 32， 901p 

9 史料編 7 18， 667p 

藤井 寺市史紀 要 8 集 昭62 122p 328-871 

藤井 寺市統計書 昭和61年版 市長公室企

画課 210p 535-589 

藤井 寺市における公害の現況と対策 昭和

61年度版 都市建設 部 生活環境課 237p 71子3423

藤井 寺市文化財 19-224 

7 河内の古道 昭61 30p 

8 文学 昭62 32p 

古市古墳群 教育委 員会事務 局 昭61

193p (露井寺の遺跡ガイドブックNn!) 328-1549 

東大阪市

神並 遺 跡 l 教育委 員会 昭61 109p 

図版 71p 共同刊行 東大阪市文化財協 会 328-1595 

石 けんを使ってみ ません か 石けんと合成洗剤

のちがも、 市民生活部消費生活課 〔昭61J

22p 775-401 

統計 だ より 66号(昭61.6)-69号(昭62. 3)

号外(昭62. 3) 総務 部統計 課 19-244 

発掘20年のあゆみ 市制20周年記念特別展示

教育委 員会 〔昭62J 4 p 共同刊行:

東大阪市文化財協 会 19-308 

発掘20年のあゆみ 市市IJ20周年記念特別展示

教育委 員会 昭62 62p 共同刊行:東

大阪市文化財協 会 328-1655 

東大阪市史資料 9 集 東大阪の鉄道史資料集

日清戦争期~第一次大戦後 昭62 110p 328-477 

東大阪市政だより 396号(昭61.4)-418号

(昭62.3) 19-263 

東大阪市統計書 昭和61年版 総務 部統計

課 280， 15p 535-521 

東大阪市の公害 昭和61年版 189p 717-3377 

東大阪市埋蔵文化財 包蔵地調査概要 28 
純手遺跡・若江遺跡の調査 昭和61年度

教育委 員会 54p 図版33枚 909-309 

東大阪百景画集 市制施行20周年記念事業

文化フェスティパル実行 委 員会 昭62

33p 917-1001 

もめんいろいろ 郷 土 博 物 館 昭61 40p 787-275 

泉 南 市

広報せんなん 244号(昭61.4)-255号(昭

62.3) 秘 書課 19-261 

四傑畷市

広報しじような わて ぬ190(昭61.4)-

Nn201(昭62.3) 秘 書課 19-83 

四傍畷市勢 要覧 秘 書課 昭61 48， 7p 435-2363 

交 野 市

広報 かたの Nn273 (昭61.4)-ぬ28M昭62.

3) 総務 部 1 9-283 

島 本 町

広報しま も と Nn295(昭61.4)-Nn318(昭

62.3) 情報 政策室 19-291 

豊 能 町

町 報 とよ の 95号(昭61.4)-108号〈 昭62.3) 19-284 

豊能 町勢要覧1987 企画財政課 43p 435-2375 

能 書寺 町

広報 のせ ぬ273(昭61.3)-Nn285(昭62.3)

二ノ院遺 跡発掘調査 報 告 教育委 員会

昭61 15，  26p 図版12枚

忠 岡 町

広報 ただお か 234号(昭61.4)-245号(昭

62.3) 町長公 室企画 調整課

熊 取 町

熊取 . 86町勢要覧 町長 室 昭61 32p 435-1125 

熊取町の歴史 沼61 225p 328-1649 

広報 くまとり 408号(昭61.4)-419号(昭

62.3) 町長 室 19-84 

19-290 

328-1657 

19-285 

田 尻 町

広 報たじり Nn228(昭61.4)-Nn239(昭62.

3) 広報係 19-67 

阪 南 町

広報はんなん 162号(昭61.4)-173号(昭

62.3) 町 長公室企画課 19-78 

閉山遺 跡・神光 寺遺 跡発掘調査概 要 教育

委員会社 会教育課 昭61 19p 図版 8 枚 328-1647 

岬 町

岬だより 128号(昭61.4)-139号(昭62.3) 1 9-286 

みさき の大気汚染 昭和60年度 住民部生

活環境課 〔昭62J 119p 717-3321 

太 子 町

太子 町制施行30周年記念 昭61 40p 435-2075 

町報 たいし 137号(昭61.4)-148号(昭62.
3) 秘 書課 1 9-287 

河 南 町

河南 町勢 要覧 昭和61年度版 64p 435-2275 

広報 かなんだより Nn160(昭61.4)-NnI71 

(昭62.3) 19-29 4 

千早赤阪村

勾t



広報 ちはゃあ かさか 165号(昭61. 4)-176 

号(昭62.3) 19-288 

ちはやあかさ か 村勢要覧 '86 企画広報課

20. 14p. 435-2365 

狭 山 町

広報さ やま 206号(BH61. 4)-217号(昭62.3) 19-64 

美 原 町

広報 みはら No.247 (昭61. 4)-No. 258(昭62.3) 19-122 

みはらしええ まち 町制路行30周年記念昭61

39. 8p 435-2289 

私たちのまち みはら 町制の手引き 企画課

昭61 1枚 町制施行30周年記念 435-2291 
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外郭団体及びその他の闘係団体

和泉市ふるさとを見つめる会

和泉 市 風土 記 2 昭61 41lp (和泉 市

ふるさと文庫 6 集) 378-873 

大阪科学技術センター

新空港レピュ- No.90(昭61.4)-No.lOl(昭

62.3) 雑-2884

21世紀を指向した新トータル ユーティリテ

ィシ ステム iζ関する研究 1 - 4 巻

昭62 4冊 718-1ω9

大阪観光協会

大阪のだ ん じり 昭61 215p 575-631 

観光の大阪 No.419(昭61.4)-No.430(昭62.3) 雑ー229 7

大阪港振興協会

大阪港 171号(昭61.4)-174号(昭62.0 雑-2825

大阪国際交流センター

大阪 国 際交流センター 〔昭62) 6 p 16-296 

大阪国際貿易センター

月 報貿易センタ- Vol. 26 No.4(昭61.4) 

-Vol. 27 No.3(昭62.3) 雑- 2500

大阪・サンフランシスコ姉妹都市協会

姉妹都市 だより 9 号(昭61. 7)、10号(昭

61. 12)共同刊行:大阪・サンパウ ロ姉

妹都市 協 会， 大阪・ メルボル ン姉妹都市

協 会， 大阪・ ミラ ノ姉妹都市 委員会 16-267 

大阪 市街地再開発促進協議会

都市 再開発 スクラップジャーナル 259号

〈 昭61. 4)-270号(昭62.3) 雑-2217

大阪市学校教育振興公社

教育大阪 415号(昭61. 4)-426号(昭62.3) 雑ー1784

大阪市こども文化也会

乙ども文化 No.29 (昭61.4)-No.34(昭62.3) 16-250 

大阪市社会福祉協議会

大阪の社 会福祉 371号(昭61.4)-382号

(閉62.3) 16-183 

大阪市城東区社会福祉協議会

区社 協 35年のあゆ み 昭62 131p 567-1397 

大阪市政調査会

市政研究 No.71(昭61.4)-No.74(昭62.1) 雑-2963

大阪市天王寺動物園協会

なきどえ 248号(昭61.4)-259号(昭62.3) 雑-2826

大阪自動車公害対策推進会議

大阪におけ る 自動 車 公害対 策の歩み その
16 昭61 284p 717-339 

大阪市働〈青少年友の会

働く青少年ニュース 胤31O(昭61.4)-

No.321 (昭62.3) 16-141 

大阪市PTA協議会

大阪市 PTA だより No.322 (昭61.4)-

333号(昭62.3) 16-112 

大阪市文化財協会

葦火 2 号(昭61.6)-6号(昭62.2)

大阪社会運動協会

議 社 会 労働運動史編集ニュース

42号(昭61.5)-50号(昭62.3) 16-232 

「大阪消防J発行会

大阪消防 No.434 (昭61.4)-No.445(昭62.3) 雑ー2340

大阪市立自然史博物館友の会

Nature Study 383号(昭61.4)-394号

(昭62.3) 16-289 

大阪市老人クラブ連合会

大老漣 333号(昭61. 4)-344号(昭62.3) 16-172 

大阪人権歴史資料館

大阪人権歴史資 料館 報 16号(昭61. 7)-

18号(昭61.12) 16- 256 

リパティ ・おおさかの概要 昭61 12p 420-583 

大阪生活衛生協会

生活衛生 30巻 3 号(昭61.5)-31巻1 号

(昭62.3) 雑-2886

大原青少年活動復興協会

青少年戯曲賞 入選・佳作作品集・入選作上積記
録・演劇まつり記録集 昭61 116p 252-1915 

青少年サービ ス 140号(昭61.4)-145号

(昭62.2) 欠 141号-143号 16-8

大阪精神衛生協議会

大阪精神衛生 31巻(昭61.7) 雑 一1930

大阪精神薄弱者育成会

太陽 の子 250号(昭61.4)-260号(昭62.3) 16-39 

大阪成人病予防協会

成人病 26巻2 号(昭61) -27巻1 号(昭62) 雑-2511

成人病 246号(昭61.5)-251号〈 昭62.3) 16-51 

大阪中小企業情報センター

大阪中小企 業情報 70号(昭61.4)-80号

(昭62.3) 16-215 

関西 3 府県 の中小企 業の設 備投資動 向調査

(大阪府・京都府・滋賀県) 62年版 42p 544.3-1095 

経営 11:役立 つ講演 会・講習 会・催物 一覧
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昭和61年4 月号~昭和62年3 月 号 16-225 

小規模企業の実在者賃金 昭和61年6月潟査

昭62 95p 518. 1-845 

中堅・中小製造業のFA{!::' OA 化 への対
応 昭62 85p 544.3-1117 

大阪都市協会

大阪人 40巻4 号(昭61.4)-41巻3 号(昭62.3)雑ー1483

大阪21世紀協会

いのちい き い き天王寺 博 〔昭62) lOp 

大阪21世紀計画ニュース 24号(昭61. 4)-

27 号(昭62.3)

ザ・ノfレード 大阪21世紀計画'86御堂筋パレード

16-293 

16-234 

公式写真集 68p 57 5-537 

'86御堂筋パレード 公式ガイドブック 48p 57 5-627 

大阪能率協会

産業能率 349号(昭61.4)-360号(昭62. 3) 雑ー1299

大阪府育英会

大阪府 育英 会 '87ガイドプック 13p 16-239 

大阪府献血協会

献血ニュース 57 号(昭62.3) 16-35 

大阪府公国協会

現 代の 公園 Nu 8 (昭62) 雑-2809

大阪府工業協会

商工振興 38巻1 号(昭61. 4)-12号(昭62. 3) 雑ー1586

大阪府富民健康保険自体連合会

乙くほ大阪 Nu204(昭61.5)-Nu209(昭62.3) 雑-2300

大阪府産業労働政策推進会議

関西国 際空港設置後の雇用効果等につい て

昭60 57 p 518. 3-77 9 

技術革新と労使関係につい て 昭60 66p 518 .4-1335 

今後の雇用対 策について 昭62 54p 518.3-821 

今後の地域における労働行政の総合的な 推

進のあり方につい て 昭60 22p 518-177 1 

今後の地域における労働行政の総合的な 推
進のあり方について 基礎調査 昭60 1冊 518-177 1 

情報 化の進展と労働問題に ついて 中間報告

昭60 112p 518-17 69 

大阪府私学振興会
20周年を 記念して 昭61 96p 190-27 43 

大阪府肢体不自由者協会

創立30周年記念誌 昭61 133p 567 .2-677 

大阪府下請企業振興協会

協 会だよ り 93号(昭61. 4)-104号(昭62.3) 16-86 

大阪府社会福祉協議会

福祉おおさか 277 号(昭61.4)-288号(昭

62.3) 16-38 

大阪府住宅供給公社

20年のあゆ み 〔昭60) 19p 435-2351 

大阪府生活協同組合連合会

生 協 組合員の生 協 活動 iζ関する調査報 告書

1986年度 7 4p 516. 3-403 

大阪府赤十字血液センター

年報 Nu19. 20 昭和59年度. 60年度 665-805 

Circu lar Os aka 'Nu51(昭61. 4)-Nu62(昭

62.3) 16-233 

大阪府泉北センター

泉北 92号(昭61.5)-97 号(昭62.3)

大阪府千里センタ一

千里 257 号(昭61. 4)-268号(昭62.3)

千里の歴史と伝統 続 昭61 247 p 

大阪府地方自治振興会

自治大阪 37 巻4 号(昭61. 4)-38巻3号

16-15 

16-45 

328-1075 

(昭62.3) 雑-1887

大阪府中小企業団体中央会

大阪の中小企 業 359号(昭61.4)-369号

(昭62.3) 雑-2395

大阪府 旬刊商工ニュース 胤654(昭61.4) 

-Nu681(昭�3) �� 
大阪府同和事業促進協議会

府間促通信 4 号(昭61. 4)-6号(昭61.12) 16-288 

大阪府農業会議

大阪農業時報 414号(昭62.1) -416号(昭

62. 3) 16-301 

おおさかの農業 '86 37 p 819--663 

「新規就農 青年の営農実態についてJ調査報

告書 昭62 67p 812-3995 

農業 就業 安定に関する農 家 経営主意向調査

昭62 56p 812- 3989 

農業労賃等に関する調査結果 昭和61年度

34p 812-3439 

大阪府農業協同組合中央会

大阪府農 協 中 央 会30年史 問61 103 8p 814-17 5 

農 協大阪 537 号(昭61.4)-548号(昭62. 3) 雑ー2452

大阪府婦人問題アドバイザー の会

OFA通 信 Nu51(昭61.4)-Nu56(昭62.3) 16-244 

大阪府埋蔵文化財協会

大阪府埋蔵文化財協 会調査事業報 告 2冊

領酒造跡・仏並遺跡 昭61 18p 図 版 6 枚 328-1615 

大阪府埋蔵文化財協 会調査 報 告書 328-1447 

4 堺砲台跡 昭61 21p 図 版 9枚

5 仏並遺 跡 昭61 146p 図 版71枚

大阪府林業経営協議会

山 80号(昭61.3)-83号(昭62.3) 16-49 

大阪府労働組合連合会

府 労連の30年 昭60 48p 518.4-1355 

大阪文化財センター
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亀井 その 2 本文編，図 版 編，付図

昭61 3冊

河内の遺 宝 近畿自動車道関連追跡出土遺物写真集

328-1233 

昭61 1冊 328-1689

小阪遺 跡 (その 1 ) 昭61 23p 328-1695 

佐堂 (その 2 )- II・ 他 昭60 7 5p 328-1247 

山 賀 その 5 ・ 6 河内平野における初期農耕巡跡

の謁査 昭61 付図共 2冊 328-1209 

大阪防疫協会

ま 乙と 54号(昭61. 5)-57号(昭62. 1) 16-46 

大阪労働協会

月刊労働 446号(昭61. 4)-457 号(昭62. 3) 雑137 0

関西空港調査会

関西空港ニュース No.49 (昭61. 4)-No.54 

(昭62.2) 雑ー27 59

関西国 際空港社 会経済影響調査 昭和61年度

大阪府委託調査 別冊共 2冊 へ1-700

都市と空港 35号(昭61. 5)-38号(昭62. 1) 16-235 

関西消費者協会

普賢喜えらぶ 181号(昭61. 4)-190号(昭62. 3) 雑ー2291

関西道路研究会

関西道 路 研究 会 会報 12号(昭61. 12) 雑2810

人権啓発推進大阪協議会

草の 根 No.15(昭61. 4)-No.16(昭61. 9) 

都市問題研究会

都市 問題研究 424号(昭61. 4)-435号(昭62.

3) 雑-2046

西成労働福祉センター

センターだより 100号縮刷版 昭62 1冊 567 . 9-221 

西成地域日 雇労働者の 就労と福祉のために
24号 60年度事業の報告 61p 518. 7-129 

日本万国博覧会記念協会

万博公園だより No.84 (昭6l. 4)-No.95(昭

62. 3) 16-268 

阪神高速道路公団

阪神ハイウェイ No.85 (昭61. 6)-No.88(昭

62. 2) 雑-2561

東大阪市社会福祉協議会

明るく 住 みよ い 町づくり は自分たちの手で

校区福祉委員会活動の手引 昭62 30p 567-1395 

東大阪市社会福祉協議会ボランティアセ

ンタ一

事業活動報 告書 昭和60. 61年度 2冊 19-297 

ボランティアの 意識についての調査 報 告書

昭61 49p 567- 1337 

東大阪市文化財協会

久宝寺遺跡発掘調査 報 告 昭61 22p 328-1659 

東大阪市文化財 協 会ニュース Vol. 1 No.4 

(昭61.4)-Vol. 2 No.3(昭62. 3)

部落解放研究教育センター

大阪府立 高等学校 同和教育研究 会創立20周

年記念誌 昭62 167p 193. 9-133 

認落解放研究所

大阪 同和教育史料集 5 巻 昭61 23. 

7 18p 193. 9-79 

大阪の 同和教育史 昭62 別冊共 2冊 193. 9-129 

三日市遺跡調査会

三日市遺 跡調査概要 2 昭61 54p 
図 版64枚 328-1557 

矢田同和教育推進協議会

すいし ん 159号(昭61. 4)-167号(昭62. 2) 16-113 

淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀 川水質汚濁調査 報 告 昭和58年度 421p 714-475 
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