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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59年 3月末日ま でに刊行されたもので、 昭和58年 8月 1 日か ら 59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59年3月現在)によ り 、 部・ 局・ 課等を項 目に立
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)数 ・ 発行者・ 発行年・ 頁数 ・ 請求記号。
・ 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

広 報 課

Osaka 1983 25p (付:Osaka Prefecture 
in Statistics) 1-26 

おおさか 府政のあらまし 1982、 83、 84 435-1249 
おおさかふ(グラフ誌) No. 5 (昭58.11)�

No.6 (昭59.1) 1-42 
大阪府 下市町村広報コンク ール 昭和57年

125p 435-1873 
おおさか府政だより No.93(昭58.5)�

No.99(昭59.1) 1-18 
おおさかライフ 手続き案内(点字版) 昭58

194p 1-43 
暮らしのための手続案内 昭58 703p 435-449 
広報公聴 昭和57年度 98p 1-30 
句刊ふちょう No. 355 (昭58.4)�No. 377 

(昭59.3) 欠: 369 1-4 
すか いプルーおおきか 施設案内 〔昭58J

63p 1-40 
点字大阪府政だより 101号 (昭58.5)�

107号(昭59.1) 1-36 
点字府政ダイジェスト 昭59 1-37 
府政 運営方針説明要旨 昭和59年2月定例府議会

14p 435-1923 
府政に関する世論調査報告書 435-713 

昭和57年度
45回: 青少年の健全育成 109p 
46回:高 校教育 183p 
47回 農林漁業の振興 80p 

昭和58年度
48回:まちづくり 101p 
49回:行政改革 76p 
50回:情報公開 92p 

府政モニターアンケート報告書 435-1093 
昭和57年度

2 :プライパシ ー 保護
3 :文化施設

昭和58年度
1 : 地挨福祉
2 : 府民の消費構造
3 : 府営水道

37p 
36p 

50p 
65p 
44p 

阪 府

総 務 部

人 事 課

大阪府職員録 昭和58年8月1 日現在 570p 354.6-65 
職 員 課

職員時報 426号 (昭58.4)�437号 (昭59.3) 雑-1284
税 政 課

大阪府税務統計 No.33(昭和57年度) 173p 529-69 
府税のしおり 昭和58年度 60p 2-8 

地 方 課

大阪府市町村機構・役職員一覧 昭和56年
�58年 3冊 435-1017
法制文書課

大阪府公報 8356号 (昭58.4)�8508号 (昭
59.3) 雑-919

問 号外 昭和58年10号(昭58.4)�昭和田
年6 号 (昭59.3) 雑-919

公益法人名簿 昭和58年6月初 日現在 152p 354.1-1603 
財政のあらま し 昭和58年 6月、 12月(大阪

府公報号外20号、41号別冊 529-225
職員研修所

海外派遣研修報告書 昭和56年度短期 122p 435-1091 
職員研修計画 昭和58、59年度 2冊 435-1927 
職員研修の実施状況 昭和57年度 130p 435-1925 

府民センター

ヵ・イド プック豊能 豊能府民セ ン ター 昭
58 25p 435-1867 

のび ゆく泉北 泉北 府民セン タ一 昭58
97p 435-1579 

がいどぷっく中河内 中河内府民セ ン ター
昭59 28p 435-1943 

中河内のあらま し 中河内府民センター
昭58 124p 435-1503 

き たかわち 北 河内府民セ ン ター 昭59
22p 435-1773 

企 画 部

府民文化室

大阪ク{マン 女性のための社会参加情報カタログ

生活環境文化研究所企画 婦人政策室刊
昭59 61p 565.3-1139 
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なにわ塾叢書 同塾編 昭58
9 反骨と友愛一川勝停、財界をゆく

( JII勝停)
10 私は女流写真家一山沢栄子の芸術

と 自立(山沢栄子)
11 回想の大阪文学一明治・大正 ・昭

和の大阪文学を語る(藤沢桓夫)
12 考古 学調査に末 永作 戦(末 永雅雄)

婦人おお さか Osaka Women No.10(昭58.

035-53 

3)-No.14(昭59.3) 3-66 
山片蜂桃 人とその思想 昭58 12p 3-73 

企 画 室

大阪府施策計 画 昭和田、 59年度版 2冊 435-903 
大阪府婦人問題アドパイ ザー 養成 講座共 同

論文集 昭和58年度 婦人政策 室刊
63p 565.3-1127 

地下鉄延伸に伴う東 大阪地械の地域整備に
関する調査 〔昭48J 102p 436-1177 

昭和59年度当初予算(案)施策体系別 主要 事
業一覧 昭59 132p 
統 計 課

大阪の学校統計・ 速報 昭和58年度 8p
大阪の学校統計(学校基本 調査報告書)

昭和58年版 l04p 
大阪の工業( 工業統計調査結果速報) 昭

529-395 

3-55 

192-1063 

和田、57年 3-63 
大阪の統計 No.411(昭58.4)-No.422(昭

59.3) 雑.-1281
大阪府下 小規模事業所の 雇用・ 賃金及 び 労

働時間 昭和田年毎用動労統計調査特別調査結果

9p 3-68 
大阪府工業生産指 数 昭和58年 1、 2月 分 3-25 
大阪府工業指 数月報 昭和58年3月分-59年

3月 分 cr大阪府エ難生産指数」の改題 3-25

大阪府 工業指 数年報 昭和57年 133p
cr大阪府ヱ梨生産指数年報Jの改題 7ω-909

大阪府産業連関表 昭和55年 昭59 108p 514-3445 
大阪府勢 要覧 1983 222p 535-249 
大阪府統計年鑑 昭和58年版 536p 535-131 
大阪府民所 得統計 昭和56年度 216p 513-201 
工業統計調査結果 表 昭和57年 216p 700-905 
商業統計調査結果表 昭和57年 484p 540.5-117 
消費者物価の動き 速報 昭和58年4月 ~

59年3月分 3-19 
消費者物価の 動き 昭和58年1月-12月分 維-2294
統計おお さか '83、'84 535-557 
統計 からみた大阪のすがた 昭和58年度版

447p 535-465 

府民の家計 昭和58年 1 月-12月分 566-923 
毎月勤労統計調査地方調査結果 昭和58年

速報 22p 3-54 
毎月勤労統計調査地方調査月報 昭和58年

1月-12月 分 518-1311 
毎月勤労統計調査地方調査年報 昭和59年

版 108p 518-1447 
青少年対策課

大阪の青少年 昭和58年版 309p 199-971 
大阪府 青少年健 全 育 成事業の概要 昭和田

年度 81p 19少1699
少年の主張 昭和57年度大阪大会費表集 青少年育

成府民会議と共編 50p 199-1703 
青少年大阪 252号(昭58.9)-254号(昭59.3)

欠: 253号 16-9
脅少年問題研究 33号 昭59 79p 雑ー2209

情報管理課

大阪府生活環境部(公害室〉における業務 シ
ス テム に関する行政情報基本調査報告書
昭49 271p 717-2913 
放射線中央研究所

大 放研だより Vo1. 24 No.1(昭58.6)-No.4
(昭59.3) ・ 3-12

Annual Re port of the Radiation Center of 
05A KA Prefecture Vo1. 24 昭59 96p 628-69 
婦人 会館

業務 概要 昭和58年度 27p 565.3-1145 

生活環境 部

消 費生活課

消費者団体等の活動状況 昭和58年度 版
157p 566-1357 

ぶつ かダイアル No.78(昭58.4)-No. 89
(昭59.紛 争36
公 寄 室

いおう酸化 物に よる大気汚染 防止のための
計画目標値および 低いおう化 目標値の設
定について 昭46 50p 717-2887 

大阪市、堺市に隣接する周辺地裁における
環境502濃度の予 測計算について
昭46 26p 717-2909 

大阪の環境 品るさと大阪の環境づ〈りのために

昭59 30p 717-3079 
大阪 府下 河 川等水質調査結果報告書 昭和

56、 57年度 2 冊
大阪府環境総 合計画のあらま し STEP 21 

昭58 28p 

714-必3

717-3081 
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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58年度版 176p 717-1845 

大阪湾沿岸工業地竣における 環境 S02濃度
の予 測計算につい て E 昭46コ 76p 717-2989 

環境白書 昭和田年版 698p (f会書白魯」の

改題 717-317
公害関係研究機関における研究テーマ等一

覧 昭和58年 度 124p 717-1679 
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 昭和田、57年度 2冊 717-973 
公害紛争処理法関係法令集 昭50 217p 717-2959 
公害モニタ一事業報告書 昭和46年度

116p 717-2961 
大気汚染常時 測定局 測定結果 昭和57年度

404p 717-1875 
地域別降下 ばいじん汚染状況調査結果報告

書 昭和45年度 36p 717-3007 
西 大阪中小工場密集地区精密汚染 調査結果

報告書 〔昭45) 大阪市と共刊 99p 717-3027 
阪神広域大気汚染共同調査報告書 昭和43

年度 兵庫県と共刊 401p
粉じん調査結果 昭和45年 度 125p

消防防 災課

大阪府消防統計 61号(昭和57年度版 〕
157p 

大地震に備えを E昭58) 24p 
消 費生活センタ一

大阪府立消費生活センタ ーニ ュース 163号

717-191 
717-2955 

433.5-47 
4-38 

(昭58.4)�174号(昭w.� �6 
事業概要 昭和58年 8月 95p 566-1967 
消費生活相談の 概要 昭和田、 57年 度 566-1237 

公害監視センタ一

大阪府公害監視センタ ー所報 調査研究編
6 号 昭58 232p 

おおさかの 環境と公害 昭58 29p 

民 生 部

社 会 課

053-877 
717-2935 

大阪府の生活保 護 昭和58年 度 版 278p 567.1-131 
社会福祉施設一覧 昭和58年4月1 日現在

166p 567-563 
生活保 護統計 速報 昭和58年 4月 分~昭和

59年2月 分 567.1-91 
大阪府地域福祉推進計画(プァインプラン〉

(案)について 同計画プロジェクトチー
ム 昭58 164p 567-1085 
障害更生課

福祉の てびき 自の不自由な人たちのために 昭58
79p 5-26 
児 童 課

大阪府父子 家庭実態調査 報告書 大阪府父
子問題研究会 昭57 139p (委託 565.1-561
国民年金課

国民年 金おおさか No.263(昭58.4)�No.
274 (昭59.3) 5-4 

国民年 金事業月報 昭和58年4月�59年 3月
分 雑-2682
老人総合センター

大阪府下市町村における老人福祉単独事業
実施状況 昭和58年 度 116p 567.2-475 

増加資料・図 書呂録 4 巻(昭和57年度)
125p 011-2765 

都 道府県老人福祉行政とし ての高 齢者教育
の実状に関する調査報告書 昭和58年度 199-1695 

老人福祉関連 記事きり ぬき 7 号(昭58.4)
� 8 号(昭58.12) 5-28 

老人問題研究 3輯 昭58 110p 565.5-41 
身体障害者福祉センター

障害者とともに 創立30周年記念蕗 同センタ
一開設30周年記念誌編集委員会綴 〔昭
58コ315p 567.2-467 
修徳学院

みかえり No. 55 昭58 88p 5-28 

衛 生 部

管理指導課

衛生行政の概要 昭和58年度 120p
大阪府衛生年報 昭和57年 588p

保健予防 課

大阪府における 性病 動態調査概要 昭和57

663-2841 
663-849 

年度 24p 雑-2420
大阪府における 性病動態調査 〔集計表 〕 昭

和57年度 大阪府医郷会と共引IJ 32p 675-87 
大阪府民 の 栄養状況 昭和39年~昭和44年

昭59 267p 663-1339 
大阪府民の 栄養状況 昭和57年度 90p 663-1339 
結核登録者の現況 昭和58年末現在 101p 660-1071 
特定疾患調査研究結果報告書 昭和田、 57

年度 大阪府特定疾患研究会と共刊 2冊 663-2987
食品衛生課

大阪府食 中毒事件録 昭和57年 31p
環境衛生課

大阪府の 水 道 の現況 昭和57年度 102p
監察医事務所

663-3147 

717-2969 
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死因調査統計年報 昭和57年 18p 668-113 
成人病センタ一

大阪府立 成人病センタ一年報 昭和56年度
189p 669-563 

成人病センタ ーの公衆衛生活動 集団医学への

歩み 昭58 114p 669-621 
母子保健総合医療センター

年 報 創刊号 137p 昭58 660 -1043 
公衆衛生研究所

大阪府立公衆衛生研究所研究報告 昭58 663-1837 
公害衛生編 4 号 40p 
公衆衛生編 21号 162p 
食品衛生編 14号 91p 
精神衛生繍 21号 138p 
薬事指導編 17号 110p 
労働衛生編 21号 62p 

大阪府立公衆衛生研究所年報 昭和57年度
129p 663-1391 

商 工 部

経済 振興諜

商業施策の概要 昭和59年度 196p 540.ト95
中小企 業組合・団体名簿 昭和58年度版

282p 354.1-987 
<高度情報化推進懇話会産業活性専門

委員会 >

高 度情報社会における大阪産業振興の基本
的方向 中間報告 昭59 44p 007.3-109 
指 導 課

中小企業者の手 引き 昭和58年版 188p 544.1-257 
商 業 課

東京市場におけるス ポーツ用品 の流通実態
昭和田年3月 大阪府商品東京斡旋所刊 32p 
(昭和57年度大阪商品 流通調査報告書 789 -457
商工経済 研究所

大阪経済の動き No.242(昭58.4)�No.253
(昭59.3)

大阪経済の概況 昭59 105p 
大阪府工業統計補充推計表 昭和56年

64p (経研資料 No.642) 
経 研資料

NO.637 大阪の伝統的工 芸 品産業 昭
57 96p 

NO.638 泉州地域経済の現状と問題点
工業構造繍 昭57 61p 

NO.639 大都市中小工業における下請
-分 業関係 に関する調査 昭58 72p 

雑-1546
510-7311 

700-2081 
510-3509 

No.640 大阪における機検工業の技術
進歩の実態と問題点 昭58 95p 

NO.641 量販j苫納入業者の現状と問題
点 昭58 56p 

NO.642 昭和56年大阪府工業統計補充
推計表 昭58 64p 

NO.643 泉 州地域経済の 現 状と問題点
商業サーピス栄の構造 昭58 93p 

NO.644 大阪における情報サー ピス 業
の現状と大阪産業のソフト 化への対
応 昭59 125p 

商工経済研究 15号(昭58.10)、 16号(昭59.3) 雑-2605
計量検定所

業務 概要 昭和58年度 54p 548-125 
産業能率研究所

OA の考え方と導入指針 大阪中小企業情報
センタ ーと共刊 昭58 91p (オフィスオ
ートメ ーション・レポートそ の 2 ) 542.9-253 

大阪府中小企業経営指標 昭和57、 58年度
2冊 544.1-437

大阪府中小企業経営実態調査結果 544.1-433 
製造 業編 昭和57年 4月 23p
卸売 業編 昭和58年 5月 21p

大阪府立産業能率研究所年報 昭和58年度
版 147p

産業能率論集 NO.17 昭59 68p 
中小企業のためのOAマニ ュアル 昭59

542.2-1911 
542.2-1617 

141p (経営資料45) 544.1-487 
工業技術研究所

大阪府立工 業技術研究所ニュース No.79 
(昭58.5)�No. 84(昭59.3) 8-13 

大市 府立工 業技術研究所報告 No.83(昭58.
9)�No. 84(昭59.2) 雑ー1419

業務年報 昭和57年 度 71p 700-1531 
繊維技術研究所

大阪府立繊維技術研究所研究報告 NO.16 
昭59 105p 786-267 

繊維 news Vol.16 No.1(昭58.5)�No.4(昭
58.11) 8-27 

年報 昭和57年度 62p 786-263 
貿 易 館

大阪貿易館 報 No. 1(昭58.5)�No.6(昭59.
3) 雑-1336

海外レポート No.219(昭58.4)�No.230 
(昭59.3) 欠: 224、225 8-8 

近畿貿易業態統計 昭和57年 日本貿易振
興会大阪本部と共編 127p 547.5 -23 
ゆたか な生活用 具 世異のグッFデヂイY展 10回
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-24回 昭4，5-昭59 15冊 707-365 
Guia de la Planta Industrial 19-1 昭56

35p 8-44 
株券事務 所

大阪府におけるパスポート(旅券〉の取扱状
況 昭和58年 18p 484-173 

農 林 部

農林調盤課

大阪府における農地動態調査 昭和57年
57p 812-2409 
農 政 課

大阪府農業協同組合年報 昭和57年度
155p 814-75 

大阪府農林漁業振興ピジョン 大阪府農体泊

業振興府民懇談会の提言をふまえて 昭59 470p 8 01-257 
大阪府農林漁業援奥ピジョン のあらまし

NATURE PLAN C 昭58J 30p 801-255 
経営指導 課

大阪の観光農業 E昭56J 1 枚 812-3599 
自然保麓課

グリーン グロー 大阪 第1 回全国都 市緑化フzア報告密

昭59 66p 718-865 
みどり 大阪府立緑化セン ター No.l(昭

58. 7)-No. 3(昭59.3) 9-23 
森林育成 課

森林組合統計 昭和56年度 81p 862-193 
涜遜対策室

大阪府地方卸売市場要覧 昭和58年8月
122p 9-15 

京阪神における花き の流通 概況 昭和56年
19p 雑-2681
農林技術センター

大阪農業 21巻段立二十周年短念蕗 昭58 149p 雑.-2132
大阪府農林技術センター報告 NO.20 

昭58 75p 053-5 03 
大阪府農林技術センターニュース NO.179 

(昭58.4)-No.l叩(昭59.3) 9-12 
業務年報 昭和57年度 54p 811-77 

中央卸売市場

大阪府中央卸売市場年報 5 号(昭和57年版 〉
696p 542.5-705 

市 場月報 昭和田年4月~昭和田年 3月 雑ー2640
水産試験所

大阪府水産試験場事業報告 昭和56年度
226p 880-423 
淡水魚試験場

大阪府淡水魚試験場業務報告 15号(昭和
56年度) 98p 

大阪府淡水魚試験場研究報告 8 昭57
66p 

労 働 部

労 政 課

880-429 

880-461 

大阪府労働組合名簿 昭和58年度 511p 354.1-489 
大阪労働 253号(昭59.2)-254号(昭59.3) 7-38 
大阪労働経済の動き 昭和58年版 146p 518-1163 
賃金事情調査報告書 昭和57、 58年度 2冊 518.1-531
年間労働情勢 昭和57、 58年 2冊 518.4-409 
労働協約等実態調査結果概要 昭和57年

48p 518-1649 
労働組合実態調査結果概要 昭和田年

46p 518.4-1219 
労働組合組織系統簿 昭和57、 58年度 (r労

働組合組織系統表」の改題) 2冊 518.4-1055 
労働時間の短縮 1 枚 7-42 
労働情勢 昭和58年 別冊 518.4-349 

春季賃上げ要求妥結状況 129p 
夏期一時金要求妥結状況 133p 
年末一時金要求妥結状況 132p 

職業管理課

大阪職業ニュース 184号(昭58.4)-195号
(昭59.3) 7-16 

雇用情勢の見通し と職業 安定行政の重点事
業 縦しまれる安定所をめざして 昭和59年度
75p 518.3-713 
職業業務課

大阪府年次雇用計画 昭和57年度 58p (雇
用情勢の見通しと職業 安定行政重点施策) 518.3-469 

学卒者の離・転職状況 昭和57年s月 29p 7-8 
同和問題学習資料 すべての職場に憲法の精神を

生かそう じ昭48コ143p 563-981 
労働市場概要 昭和57年度 194p 518.3-229 
労働市場月報 昭和58年4月~昭和59年3月 雑ー2178

労政事務所

大阪府泉州地域中小企業雇用管理等調査結
果報告書 泉州地域総数編 昭58 53p 堺
労政事務所・岸和国労政事務所共編 堺労
政事務所刊 518.3-679 

大阪府泉州地裁中小企業労務管理状況調査
結果報告書 市郡別編 昭59 29p 岸和田
労政事務所 へ1ー臼4

岸労レポート 1 号(昭58.12)- 2 号(昭59.3)
岸和国労政事務所 7-40 
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泉州 の中小企業の労務管理状況 経営者にアy

ケ-t 昭59 18p 岸和田労政事務所
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
57年 度 34p 中央中小企業労働相談所
職業サー ピスセンター

就業だより 1 号(昭58.6)- 4 号(昭59.3)
勤労膏少年ホーム

ふ みのさと 151号(昭58.4)-156号(昭59.
3) 阿倍野 勤労青少年ホー ム

ホームだより 211号(昭58.4)-217号(昭
59.2) 中央勤労青少年 ホーム

ホームニ ュース 133号(昭59.3) 東大阪
勤労青少年ホー ム

土 木 部

都市整備局

大阪府基準地価格 昭和田年 67p
大阪府の人の動き 鉄道利用の実態 昭58

7-41 

7-23 

7-29 

7-31 

7-36 

7-34 

514-371 

23p (第2回パーソント リップ調査から) に1-1138
都市計画資料集 昭和58年 3月末現在 113p へ1-499
土地分 類基本調査 648-725 

大阪府総括説 明書 昭55 121p 
豊能地域 昭55 40p (付:地図8 枚)
南大阪地域 昭54 64p (付: 地図 9 枚)

都市河川課

大阪府一級水準測量 成果表 昭和57年 31p 714-337 
大阪府下 の地盤沈下 の概況 昭和57年度

14p 711-383 
阪神地区水準点位置図 〔昭57コ 1 枚 (1大

阪府一等水準測量 成果表 昭和57年」付 録 719-277
港 湾 謀

大阪府の港 湾 〔昭59J 552-739 
英語対訳 36p
中国語対訳 36p

大阪府の港 湾統計 昭和57年 235p 552-541 
堺泉北港 要覧 1984 1 枚 552-769 

公 園 諜

大阪府都市 公園一覧表 昭和58年4月1 日現
在 411p 436-521 

建 築 部

湾籍振興課

マイホーム購入のためのちょっとアドパイ
ス 昭58 74p 12-7 
建簸指導 課

建築協定で住みよい 街づ くり 昭58 24p 12-8 

住宅政策課

大阪府住宅統計年報 '82 349p 566-967 
大阪府特定賃貸住宅実態調査 報告書 昭和

58年度 136p 566-1647 
質と環境の充実 をめざし て 最近の府営住宅建

設事業 昭59 62p 566-2101 
営 繕 室

衛生空 調設備工事共通仕様書 1983年版
257p (付:標準図 725-329

営繕年報 26、 27 昭58、 59 2冊 むー73
建築工事共通仕様書 1982改訂 294p 722-547 
電気設備工事共遜仕様書 1983年版 460p 725-327 

水 道 部

総 務 課

大阪市水道部統計年 報 昭和56、 57年 度 2冊 717-185
水質試験所

水質試験成績並びに調査 報告 22、 23集(昭
56、57年 度) 2冊 717-535 

議 会 事 務局

大阪府議 会常任委員会 会議録 昭和57年 9
月、 12月、 58年2月、 9月、 12月 435-297

大阪府議 会(本会議) 会議録 昭和57年12月、
58年2月、 5月、 7月(臨時 〉、 9月、 12月、
59年2月 435-303

決算特別委員会会議録 昭和56年 度〈一般
特別 会計)、 (企業 会計 435-437

大阪府議 会だより No. 37(昭58.7)-No. 39 
(昭59.1) 14-11 
調 査 課

大阪府議 会時 報 33巻3 、 4 号( 昭58)、 34巻1 -
3 号、 鈍巻別冊(昭59) 雑-1476

議 会旬報 No.226(昭58.4)-No.243(昭59.3) 雑-2453

教育委 員 会

総 務 課

おおさかあすの教育 No.17(昭59.3) 13-52 
大阪府教育委員会報 36巻1 号(昭58.7)-

4 号(昭59.3)
大阪府教育 の概況 昭和58年 度 111p 192-1253 
大阪府の教育 昭和58年版 lOp 13-64 
教育調査紀 要 46号(昭和58年 度) 128p 192-1255 
市町村教育委員会に対する要 望事項 昭和

59年 度 160p 192-1085 
社 会教育テレピ番組放送資料 〔昭58J 27p 
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(昭和57年 度「現代を生きる」、 同和問題啓発
テレピ番組 199-1471

L L L(ス リー エル)お お さか No.4( 昭58.
7) �No. 7(昭59.3) 大阪府立文化情報セ
ンタ ーと共有 13-67

(点字版)大阪府の教育 昭和田年版 34p 13-68 
指導第一課

府立 学校教員等研究論文集 昭和57、 58年度 053-659 
指導第二謀

大阪の 養護教育 昭和58年 度 110p 197-203 
社会教育課

大阪の社会教育 1982 114p 199-777 
教材映画目録 E 昭和57年〕、 昭和58年 度追加

2 冊 015-845
社会教育 テレビ番組放送資料 1983 26p 

(昭和58年度「現代を生きる」、 昭和58年 度
同和問題啓発テレピ番組〉

同和問題と私たち 昭50 72p 
みんなが手 をつな ぐために 指導用手引 〔昭和

199-1471 
563-947 

57年 度) 93p 199-863 
保健体育 課

大阪の保健体 育 1983 1冊 980-345 
大阪府 学校保健統計等集計結果(A) 昭和

58年 6月 54p 13-35 
学校保健統計調査速報 昭和58年 度 13-70 

文化財保穫課

文化財資料展示室だより 昭59 13-38 
No.17 近 世西日本の 陶磁器展
No. 18 山村のすまいとくらし

科学教育センター

大阪府科学教育 センタ ー要覧 1982 30p 13-30 
研究紀要

2 号 昭58 40p 
3 号 海外帰国子女教育 に関する実 証的

研究 昭59 114p 
物理と教育 No.11(昭59.3) 13-17 

府史編集室

摂津・河内・和泉 E 昭48) (/日領所在 表、
!日領・代宮支配 ・ソ ノ他石高 調 328-1161
青年の家

研修集録 昭和57年度 64p 199-877 
大阪府立 青年の家だより 18号(昭58.6) 13-3 

体育会館

大阪府立体 育 会館・行事案内 昭和58年4月
� 7月 13-51

選挙管理委員会

大阪府における政治と選挙についての意識
調査報告書 大阪府明るい選挙推進協議
会と共刊 昭59 247p 429-339 

参議院議員通常選挙結果調 昭和58年 6月
26日執行 195p 429-157 

統一地方選挙結果調 昭和田年 4月執行
161p 435-979 

地方労働委員会

地労委 23号 昭59 89p 雑-2331
大阪府地方労働委員会年報 昭和57、 58年 度

2 冊 518.5-281

大 学・高 校

大阪府立大学

大阪府立大 学概覧 1983 22p 20-8 
大阪府立大学学報 332号(昭57.9)-336号

(昭58.8) 号外 3号(昭57.10) 053-735 
大阪府立大学 増加図書目録 昭和57年 度

46集(和書) 47集(洋書) 011-807 
大阪府立大学 要覧 昭和55・56・57年 度

375p (付: 大阪府立大学工業短期大 学部) 198.1-135 
経済研究 121号(昭58.5)�124号(昭59.3)

経済学 部 510-3595 
社会問題研究 33巻1 号(昭58.10)- 2 号(昭

59.1) 社会福祉学部 雑-1218
条例制定権に関する研究 南川諦弘著 昭

59 137p (大阪府立大学経済研究叢書
60冊) 経済学部 435-1951 

白鷺論叢 15号(昭58.8) 経済 学研究会 053-639 
独仏文学 17号(昭58.12)独仏文学研究会 雑-2460

歴史研究 22号(昭59.3) 053-521 
Bulletin of the University of Osaka Pre-

fecture， Series A (Engineering and Na
tural Science) Vol. 32 No. 1  ( 昭58.10)-
No.2(昭59.3) 053-1 

University of Osaka Prefecture CATALOGUE 

1983 29p 20-25 
大阪女子大学

大阪女子大学紀要 基礎理学編 21号( 昭
59.3) 053-677 

女子大文学 園文編 35号(昭59.3)外国
文学編 36号〈昭59.3) 雑ー1396
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看護短期大学

大阪府立看護短期大学創立五周年記念誌
昭58 107p 198.6-69 
府立学校

大阪府立工業高等専門学校研究紀 要 17巻
昭58 146p 053-567 

旭 の20年 校史編集委員会編 旭高等学校
刊 昭47 148p 198.4-225 

芝蘭 五十年の歩み 阿倍野 高等女学校、 阿
倍野 高等学校同窓会創立五 十周年記念誌
編集委員会 昭52 139p 198.4-237 

和泉 工高 創立20周年記念誌 和泉 工 業高等
学校 昭57 31p 198.4-245 

創立50周年記念誌 泉尾高等学校50周年記
念誌編集委員 会編 同校刊 昭46 90p 198.4-215 

団組 50周年記念鶴 市岡 高 校(定時制)50周
年記念誌編集委員会編 同校(定時制)刊
昭58 82p 198.4-209 

今宮高 校定時制課程 “30年のあ ゆみ" 今宮
高等学校定時制課程 昭47 116p 198.4-229 

創立50周年記念誌 鳳高等学校創立50周年
記念行事実行委員会編 同校刊 昭46
75p 198.4-233 

大阪築挟四百年祭を斬るノ 鳳高 校学校 3
年 4 組有志 社会科教員有志〈昭58J
28p 575-523 

大阪府立員塚高 等学校創立40周年記念誌
貝商40年のあゆみ 同誌編集委員会網 岡
校刊 昭55 139p 198.4-255 

黛 NO. 3 員塚高等学校「簸」編集委員会
昭59 l04p 

創立50周年記念誌 同誌編集委員会編
勝山高等学校 昭47 36p 198.4-235 

創立60年の歩み 創立60周年記念誌編集
委員会編 河 南 高等学校刊 昭47 112p 198.4-227 

創立110周年 高等学校役立.35年記念 記念誌編
集係編 北 野 高等学校創立110周年記念
事 業実行委員会刊 昭58 104p 198.4-211 

高 駿の五十年 高 津高等学校定時制創立
50年史編集委員会編 高 陵 会刊 昭59
202p 198.4-251 

三丘八十年 記念誌編集委員会編 三国丘
高等学校刊 昭50 56p 198.4-241 

成城工高 (定 〉 創立20.周年記念誌 定時制創
立20周年記念誌編集委員会編 成城工 業
高等学校刊 昭57 47p 198.4-243 

紀要 摂津 NO. 3 摂津高等学校 昭58 56p 20-24 
泉北高等学校竣工記念誌 記念誌編集委員

会編 同校刊 昭46 20p 198.4-217 
創立60周年記念 1978 記念誌編集委員会

編 高 津高等学校 151p 198.4-231 
大阪府立富田林高等学校八十年史 同校

昭56 307p 198.4-223 
大阪府立長野 高等学校創立七周年記念誌

同誌編集委員会編 同校刊 昭54 36p 198.4-221 
創立20周年記念誌 同誌編集委員会線 東

住吉 工業高等学校刊 昭57 96p 198.4-253 
創立30周年記念誌 布施高等 学校 昭47

55p 198.4-247 
三国丘の20年 三国丘高等学校定時制課程

昭46 24p 198.4-239 
楓 大阪府立箕面高等学校研究紀要 12号〈昭56)

�13号(昭58) 雑ー2734

普 察 本 部

総 務 鶴

大阪府響察史 資料編I 昭和58 707p 433.5-363 
統計からみた大阪の事件・事故 昭和57年

142p 433.5-545 
防 犯 部

少年補導あ ゆみ 少年謀、 大阪府少年補導セン
ター刊 2 号(昭59.4) 50p 15-26 
交 通 部

大阪の交通白書 1982、 1983 550-1165 
交通量統計表 へ1-451

昭和58年交差点調査 94p
昭和田年路 線調査 50p 

普 寝 署
歴史 と伝統 関署百周年記念能 同誌編集委員

会編 天王寺警察署刊 昭58 165p 433.5-567 
松原 警察署史土地の歴史と人のくらし 同署編集

委員会編 同署刊 昭59 292p (付:第
2次世界大戦終戦s年後の松原 付 近 の空 中
写真、松原 警察署沿革略表 〉 必3.5-571
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市 長 室

大阪市政100周年記念事業基本構想 新しい
時代の大阪の創造をめざして 企画調査課

大

1 枚 目A -20
市政のはなし 1983 広 報課 71p 435-1687 

総 務 局

大阪市行政組織 昭和58年9月 1 日現在
行政部文書課 152p 435-585 

大阪市公報 4139号(昭58.4)�4186号
(昭59.3) 雑-920

同 号外 昭和58年11号(昭58.4) �42号
(昭58.12)、昭和59年1 号(昭59.1)�
8 号(昭59.3) 雑-920

大阪市職員録 昭和58年9月 人事部人事課 354.6-63
l 分冊 管理職以上 242p
2 分冊 職員一般 595p

財政のあらまし 昭和58年6月(大阪市公
報号外21号 別冊)、 昭和58年12月(大阪
市公報号外39号別冊 529-323

市政資料 目録 昭和57、 58年度 行政資料
センター 2冊 18A -2 
市民生活局

大阪市政だより 417号(昭58.9) �422号
(昭59.3) 欠: 420、 421

大阪市だより ご通勤のみなさまへ No.226 
(昭59.1) �No.228(昭59.3)

業界事情聴取結果 昭和58年度 「灯油」
18V-4 

36p 776-527 
区政概要 昭和58年度 版 市民部区政課

117p 435-1067 
広聴広 報 昭和57年度 57p 435-1025 
市政のはなし 1983 相談部広 報課 71p 435-1687 
市民のチ守ンネル くテνピ> 市政のはなし

相談部広報課 昭58 56p 18V-2 
生活物資価格 等調査結果 昭和58年 4月

68p 515.5-203 
楽しむおお さか59 町いき いき すごろ く

相談部広 報課 昭58 1 枚 18V-3 
伸び ゆく大阪 '83 相談部広 報課 昭58

52p 435-711 
物価かわらばん No. 89(昭58.5) �No. 98 

(昭59.3)、 別冊 相談部消費生活課 18E-5 
物価ノート 昭和58年3月分 ~昭和59年2月

阪 市

分 相談部 18E-22 
物価ノ、ンドブック 相談部消費生活課

昭58 46p 515.5-247 
民族差別をなくそう 大阪市人権啓発推進

協議会と共編仁発行年不明) 1 枚 18V-5 
わが町おお さか 市民と 市政 1983 相談部

広報課 253p 435-1899 

くらしのアンテナ No.l44(昭58.4)�
No.155(昭59.3) 消費者センター 18E-3 

消費者手帳 消費者センター 昭59 112p 566-2099 
財 政 局

大阪市債一覧表 88集 昭58 219p 
大阪市税務統計 NO.29 昭和58年度

主税部 250p
市税ノ、ンドプック 昭和58年度 主税部

雑-2675

529-329 

rop �U� 
予算と市税 昭和58年度 主税部 lOp 18U-4 

総合計画局

大阪市勢 要覧 昭和58年版 企画部統計課
253p 535-177 

大阪市統計書 71回 昭和58年版 企画部
統計課 375p 535-103 

大阪都市計画決定(変更)一覧表 昭58 166p 436-1227 
海外からの訪問者が使 いよ い都市の設計

昭59 39枚 436-1263 
現行大阪都市計画について 1983年3月

102p 付図 3 枚 436-1007 
統計から見た大阪市 '81 企画部統計課

1 枚 18C-19
統計時報 338号(昭58.5)�344号(昭59.3)

企画部統計課 雑-1282
都市のイメー ジ アップ作 戦 名称考:ネーミYグ

編 昭58 83p (付:大阪愛 称 地図 1 枚 436-1085
OSA KA and its technology No.3(1983) 

�No. 5(1984) 都市 工学情報センタ一
民 生 局

大阪へ 就職 されるみなさんへ 大阪市案内
1984 1 枚 435-1207

大阪市の国民健康保険 昭和59年度 総務
部保険年金課 32p 18D-14 

国民年金 昭和58年 総務部保険年金課
25p 18D-11 

- 9ー



大阪市 立労働会館だより 198号(昭58.4)
�209号(昭59.3) 18D-2 
経 済 局

大阪市貿易 業者名簿 昭和57年版 貿易観
光課編 大阪輸出協会刊 398p 354.1-1005 

大阪の経済 年次報告 昭和57年版 124p 510-5823 
ミラノ クオータリー レポート No. 3 

(昭58.7)�No. 4(昭59.2) 18E-23 

大阪城天守閣紀要 12号(昭58.3) 60p 
同天守閣 053-379 

大阪城天守閣所蔵 南 木コ レクション総目録
1 版画・ 印刷物 第1分冊同天守閣 昭57
75p 011-2715 

〔大阪城天守閣特別展展観目録〕 大阪城

400年の歴史展 大阪築城400年記念 同天守閣編
同天守閣特別事業委員会刊 昭58 97p 017-91 

センター レポート No.153(昭58.5)�
No.163(昭59.3) 中小企 業指導センター 18E-6 

業務年報 昭和57年度 工 業研究所 昭58
106p 700-1091 

大阪市立工 業研究所報告 昭和58年度 同
研究所 700-1093 

66回 熱硬化 性樹脂 の新 流動硬化特性
評価法とそ の 応用に関する研究
1l8p 

67回 エポキシド の 関環反応 による
βーハログノエーテル誘導 体お
よび 1 、3ージオキ ソラン誘導
体の 合成に関する 研究 85p 

68回 芳香族ニトロ化 合 物 の 合成とそ
れより誘導 される 2、3 の アゾ化
合 物 の 電子 吸収 スベクトルに関
する研究 163p 

大阪市中央卸売市場年報 昭和57年 岡市
場 1236p 542.5-67 

中夫 市場ごあんない 中央卸売市場 昭58
6p 18E-24 
環境保健局

衛生統計年報 昭和57年 540p 663-1315 
大阪市大気環境保全基本計画 ニュ{ クリ

ーン エ ア プラン 昭59 101p 
今日からつくろう 明日へ の健康 昭58

717-3059 

64p (付: OS AKA スポーツマ ッ プ 1 枚) 18F-16 
公害 の 現況と対策 昭和58年版 258p 717-1205 

大阪市立 環境科学研究所報告 同研究所
事業年報 昭和57年 74p 663-2105 
調査・ 研究年報 45集 (昭和57年度〉
222p 

環境事業局

ごみ の ない大阪に 大阪 市の環境事業 昭和59
年度 版 æp �D� 
都市登儲局

大阪市 の 住宅施策 1983 計画部 住宅政策
課54p 566-2033 

大阪の戦災復興 436-1229 
座談会 そ の 5 換 地 処分 について

昭58 51p 
座談会 そ の 6 仮換 地指定 について

昭59 85p 
土 木 局

大阪の みち E発行年 不明J 1 枚 18G-21 
大阪の道しる べ 昭58 1 枚 18G-22 
ご存知でしょう か路上違反物件をノ 管理

部路政課E昭59J 4p 18G-23 
下水道局

大阪の 下水道 No. 23(昭58.9)�No. 24 
(昭59.1) 管理部庶務課

事務事業概要 昭和59年度 64p
公 園 局

大阪市公園局業務論文報告集 2 昭59
534p 

鶴見緑 地 〔出版年 不明J 1 枚
港 湾 局

18J -5 
717-2337 

435-1721 
18G-20 

大阪港港勢 昭和58年 42p 181-12 
大阪港港勢 昭和58年 1 � 6月、昭和58年

1 � 9月、昭和59年 1 � 3月 181-13 
大阪港港 勢 一斑 昭和57年 企画援奥部振

興課299p 552-81 
消 防 局

大阪市消防年報 35 (1982) 176p 433.5-25 
おお さかの消防 昭59 14p 18K-10 
救急年報 昭和58年 62p 433.5-423 
み んなですすめる 防災活動 昭58 37p 18K-9 

交 通 局

大阪市地 下鉄建設五十年史 昭58 980p 553-867 
大阪市中盤軌道 南港ポートタクン線 ニュ

ートラム建設記録 昭58 451p 712-191 
大阪のあし No.89(昭58.5)�No. 91 

(昭59.1)
市営交通ごあんない 昭58 1 枚
事業概要 昭和57年度 173p
事業概要 昭和58年 4月~昭和59年 3月

18H-1 
18H-6 

550-857 
雑-2478

- 10 -



水 道 局

いま、 大阪の水道は 大阪市水道事業の現状

〔昭� � MJ� 
大阪市水道 八十年史 昭57 1181p 717-2777 
大阪の水道 NO.27 昭58 1 枚 18 J-8 
事務事業概要 昭和58年度 64p 717-2337 
水道局事業年報 717-65 

昭和57年度版 187p 
昭和58年度版 204p 

水道事業研究 104号(昭57.11) �107号
(昭58.11) 雑ー1362

大阪市水道局工務部水質試験所調査報告な
らびに試験成績 33(昭和56年度) 364p 717-67 
市立 大 学

大阪市立大学学報 308号(昭58.4) �317号
(昭59.3) 18M-1 

同 号外 126号(昭58.5) �129号(昭59.2) 18M-1 
大阪市立大学生活科学部紀 要 31巻

(昭59.3) 400p 053-325 
大阪市立大学百年史 部局 編 上 、下 向

編集委員会 編 昭58 2冊 198.1-635 
大阪市立大学文学部三十年史 文学部創立

30周年記念事業実行委員会 編 昭58
161p 198.1-647 

経済学雑誌 84巻1 号(昭58.5) � 6 号(昭59.3)
経済研究会 雑-1020

資料目録 都市問題資料センタ一 昭58
547p 015-1887 

人文研究 35巻1 分冊(昭58.10) �12分冊
(昭58.11) 文学部 雑-1332

法 学雑誌 30巻1 号(昭58.11) � 4 号(昭59.3)
法 学会 雑-1623

Memoirs of the Faculty of Engineering， 
Osaka City University. Vol. 24 
昭58 350p 700-140 
区 役 所

大阪市北区各種団体名簿 昭和59年版 北
区各種団体名簿刊行会事務局 388p 354.1-1057 

各種団体名簿 昭和59年版 港区役所内各
種団体名簿 編集部 374p 354.1-1045 

大正区各種団体役員名簿 昭和58年版 大
正区政協力会 264p 354.1-1049 

大正区史 大阪都市 協会 編 大正区制施行
五十周年記念事業委員会 昭58 413p 328・1139

西淀川区団体役員名簿 昭和田年版 西淀
川区役所 118p 354.1-1065 

旭区史 大阪都市 協会 編 旭区創設五十周
年記念事業実施委員会 昭58 411p 328-1141 

城東区各種団体役員名簿 昭和59年版 挟
東区役所総務 課 180p 354.1-1153 

阿倍野区各種団体名簿 昭和59年版 阿倍
野区友会 334p 354.1-1101 

大阪市 住吉区団体名簿 昭和58年版 住吉
区政協力会 275p 354.1-1035 
教育委員会

いちょう並木 No.21(昭58.4) �No. 32 
(昭59.3) 社会教育部 18L-62 

大阪市音楽団60年誌 1923ー1983 大阪市音
楽団創立60周年記念事業委員会 編 昭58
124p 957-319 

大阪市 教育年報 昭和58年版 300p 190-1559 
大阪市における市民の学習と余暇 都心部住

民を中心として 昭57 167p 199-1615 

大阪市婦人施策に関する基本計画 大阪市
婦人問題対策推進協議会 昭58 92p 565.3-1065 

大阪の女性 No.4(昭58.3) �No.6(昭59.3)
大阪市 婦人問題対策推進協議会 18L-63 

都市と婦人問題 大阪市 婦人問題対策推進
協議会 昭58 100p 565.3-1105 

働く女 性の 現状と展望 大阪市 婦人問題対
策推進協議会 昭59 40p 518.8-215 

婦人問題基本調査報告書 大限市民の意識と実態

大阪市婦人問題対策推進協議会 昭58
資料 編共 2冊 565.3-1063 

大阪市立 電気科学館機関誌 四つばし
Vol. 24 No.272(昭58.4) �Vo1.25 NO.282 
(昭59.2) 欠: Vol. 25 No・283 18L-28 

所報 昭和58年度 中央青年センター 33p

教育研究紀要 教育研究所 昭59 190-1889 
206号 大阪市 戦後教育行政資料(6)

334p 
207号 大阪部 落子ども会関係資料

(3) 280p 
208号 教科教育に関する研究(国語)

218p 
209号 教科教育に関する研究(社会)

92p 
210号 教科教育に関する研究(算数 ・

数学) 109p 
211号 教科教育に関する研究(保健体

育) 64p 
212号 教科教育に関する研究(外国語
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仁英語コ〉
213号 道 徳教育に関する研究 44p
214号 教育方法に関する研究(教育評

価) 161p 
215号 教育相談に関する研究(幼児教

育) 115p 
大阪市 教育研究所所蔵 教科書関係資料 2 

同研究所 昭58 280p 193.5-253 
研究員研究報告集 教育研究所 190-2139 

昭和57年度 140p 
昭和58年度 140p 

研究報告 教育研究所 昭59 190-2141 
46 同和教育に関する研究(教材)

115p 
47 子 ども の学習意識と学習状況に関

する研究 69p 
48 教科教育に関する研究〈理 科) 91p 
49 特別活動に関する研究 59p
50 教育方法に関する研究(授業研究)

71p 
51 教育方法に関する研究(教育機器)

90p 
52 教育相談に関する研究(生活指導 〉

96p 
53 教育相談に関する研究(養護教育〉

150p 

大阪市史史料 大阪市史編纂所綱 大阪市
史料調査 会刊 328-845 

9揖 明治時代の大阪 下 一幸回l戎衣
編「大阪市史明治時代未定稿」一 昭58
155p 

10輯 古来S新 建家目論見一件 昭58
140p 

11緯 北浜二丁目戸長文書 昭59
195p 

12偶 堂島米 会所記録 昭59 129p 
大阪の歴史 10号(昭58.10)�12号(昭59.3)

大阪市史編纂所 雑-2788

大阪市 立 自然史博物館館報 11(昭56・ 57年
度〉 同館 40p 640-139 

大阪市 立 自然史博物館研究報告 (Bulletin of 
the Osaka Museum of Natural History) 
37号(昭59.3) 同館 40p 640-15 

大阪市 立自然史博物館展示解説 9 集
大阪の自然 生物舗 同館 昭59 70p 18 L -58 

自然史研究 Vo1.1 No.17(昭59.3) 自然

史博物館C19Jp 18L-11 

大阪市 立電気 科学館館報 昭和58年度 同
館 50p 18L-75 

電気科学館だより 211号(昭58.5)�220号
(昭59.2) 欠: 219、 2 21、 2 2 2 同館 18L-64 

四つばし 272号(昭58.4)�282号(昭59.2)
電気 科学館、 同館協力 会共編刊 18L-28 

三千年の文化交流 中国歴代貨幣展 日本
歴代貨幣展 博物館 昭59 131p 515.4-163 

美をつくし No.102(昭58.4)�No. 105
(昭59.1)美術館 雑ー2785

夕陽丘 No.3(昭58.7)�No.4(昭59.2)
婦人 会館 18L-67 

私たちの婦人問題講座報告書 2固 婦人
会館 昭59 97p 565.3-1053 

私たちは今 昭和58年度 婦人 会館 昭59
180p 051-329 

芦分 創立110周年同窓会再開5周年記念魅 旧大
阪市 立芦分 小学校同窓 会 昭58 56p 192-1833 

研究紀 要 16号 聾学校 昭59 55p 053-669 

年報 6 号 〈昭和58年度) 住之江養護学校
�p �L� 
選挙管理委員会

統一地方選挙・ 参議院議員通常選挙結果し
らべ 統ー地方選挙:昭和58年 4 月1013執行、参議

院議貝通常選挙:昭和回年 6 月 26日執行 昭58
252p 435-1197 

大阪市長選挙・ 衆議院議員総 選挙・ 最高裁
判官箇民審査結果しらぺ 大阪市長選挙:

昭和58年11 月初目執行、衆議隣諸貝総選挙・最高裁判

所裁判官国民審査:昭和周年1 2 月18日執行 昭59
170p 435-1247 

選挙に関する世論調査報告書 昭58 163p 429-337 
20才のあなたに 新有権者のしおり 昭59

1 枚 18Q-4
若い世代の選挙に隠する世論調査報告書

昭58 163p 429-335 
人事委員会

給与に関する報告資料 518.1-653 
昭和57年 121p 
昭和58年 122p 
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監査事務 局

大阪市 監査委員報告書 57の 7 号(昭57.5)
�59の16号(昭59.2) 188-1 
市会事務 局

大阪市 会会議録 435-1111 
定例会第 1 回 1 号別冊の 1 、 2

昭和58年 2 ・ 3月 2冊
定例会第 2回 2 号 昭和58年 5月 80p
定例会第 3 回 3 号 昭和58年 9 ・ 10月

177p 
定例会第 3 回 3 号 別冊 昭和58年

9 .10月 507p
定例会第 4回 4 号 昭和58年12月

231p 
定例会第 4回 4 号別冊の 1 、 2

昭和58年12月 2冊

定例会第 1 回 1 号別冊の 1 、 2 昭和59年
3月 2冊

大阪市 会決算特別委員 会記録
昭和57年 9月�10月 昭和56年度公営企業

会計決算 212p 
昭和58年 9月�10月 昭和57年度公営企業

会計決算 218p 
大阪市 会時報 No.64(昭58.6)�No.67

435-1131 

(昭59.2) 調査課 雑一2487
大阪市会常任委員会記録 昭和58年度通常予算

に関する そ の 1 、 2 2冊 435-1149 
大阪市会役員委員表 昭和関与5 月 2 3日現在

1 枚 18N -11
調査ジマーナノレ 28(昭58.8)�30(昭59.3)

調査課 雑-2518

府 下 市 町 村

堺 市

衛生年報 昭58年版 衛生部衛生総務課
319p 663-2401 

環境水質調査結果 昭和57年度 公害対策
部 138p 717-2735 

豪雨災害の記録 昭和57年 8月 総務部庶
務課113p 臼3-1041

広 報堺 昭和57年 広 報課192p に1-1010
広報堺 特集号(昭58.11)�396号(昭59.3)

広 報課 19-257 
国勢 調査結果書 昭和55年 2 総 合企画

部企画課201p 531-299 
堺市小売商業地図 商工 農政部商業課

〔昭58J 1 枚 542.3-769
堺市事業所名鑑 昭和56年事業所統計調査

総 合企画部企画課273p 354.1-1467 
堺市勢要覧 昭和58年度 版 総 合企画部企

画課C67Jp 535-151 
堺市大気汚染 調査報告 測定資料集 昭和

57年度 公害対策部 129p 717-505 
堺中小工場密集地区精密汚染調査報告書

堺市 大阪府と共刊 昭45 101p 717-2997 
堺市統計書 昭和58年度 版 総 合企画部企

画課312p 535-45 
堺市文化財調査報告 教育委員会 909-373 

第11集 昭58 181p 

第12集 昭58 186p 
第14集 昭58 100p 
第15集 昭58 204p 

堺の公害 昭和58年版 公害対策部 337p 717-1067 
堺の商業 昭和57年商業統計調査結果 総

合企画部企画課72p 540.5-187 
住民基本台帳による堺の年齢 別人口 昭和

58年12月現在 総 合企画部企画課309p 531-321 
田園遺跡発抑 調査中間報告書 教育 委員会

昭58 13p 図 版10枚 328-1217 
統計ニュー ス No. 29(昭58.6)�No. 32 

(昭59.3) 総務部企画課 19-237 
南蛮漆器 漆芸にみる東西交流 堺市博物館

昭58 108p 943-43 
四ツ 池遺跡・大塚山古墳 教育 委員会

昭58 21p 図版 328-1219 
Industry of Sakai (英語版) 商工農政部

〔昭58J 1 枚 19-266
岸和 田 市

愛 する岸和田 市制60周年 企画部企画課
ほか 昭57 81p 435-1863 

議 会資料 No. 103(昭58.6)�No.107
(昭59.2) 議 会事務局 435-1293 

岸和田高等学校陸上競技部部史 岸和田高
等学校 昭58 329p 198.4-213 

岸和田 '72 市制施行50周年自己念能 市長公室
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広報 処理課 180p 435-1065 
さしわだ議 会だより 34号(昭58.4)�37

号(昭59.1) 市 議 会 19-101 
岸和田市 総 合計画 基本計画 1980 企画部

総 合計画課 115p 436-1261 
岸和田市統計書 昭和58年度版 総務部 総

務課 1 09p 535-493 
広報きしわだ 5 07号(昭58.12)�513号

(昭59.3) 広報課 19-256 
岸和田風物百 選 市役所企画課 昭58

211p 378-955 
豊 中 市

とよな か 384号(昭57.4)�4 07号(昭59.3)
市長公室広報課 19-102 

豊中市埋蔵文化財発 掘調査概 要 1982年度
教育委員会 昭58 55p 328-1155 
池 田 市

IKEDA '73 総務部 企画課 435-1869 
池田市 の 概況 昭48 45p 
池田市 の産業 昭48 48p 

池田市広報 56 0号(昭58.12.1) �567号(昭59.
3.15) 広報広聴課 19-251 

池田市統計季報 19-48 
No. 50 特集:r職業別 15歳以上 就業者数 」

昭58 32p 
No.51 特集:r産業別 15歳以上 就業者数 」

昭58 32p 
NO. 52 特集:r池田市民所得推計」 昭59

32p 
NO. 53 特集:r池田市 の工業」 昭59

32p 
池田市統計書 昭和57年版 総務部 企画課

185p 535-553 
池田の 農業 市民都農政課 昭58 20p 819-667 
郷 土 の あ ゆみ 5 号 北豊島中学校郷 土研

究部 昭59 106p 328-1261 
吹 同 市

親の戦争体験集 竹見台小学校 昭58 36p 584-2247 
さき がき吹田の民話 阪本一房・文 吹田

きり えグル ープ・きり 絵 市長公室広報
課 〔昭59) 82p 259-961 

公害白書 昭和57年度版 環境保健 部公害
対策課 249p 717-443 

市報すかた 516号(昭58.11) �522号(昭59.
3) 広報課 19-250 

吹田市文化財ニュ ース 6 号(昭58.8) 19-248 
埋蔵文化財緊急発掘調査概 報 教育委員会

昭和57、58年度 2冊 328-1017 

室戸風災を偲ぶ 豊津第一小学校室戸台風
被災者五十回忌追悼法要実行委員会
E昭58) 4 0p 643-1 013 
泉大 津 市

泉 大津市史 第 2 巻 史料編1 市史編 さ
ん委員会 昭58 732p 328-1201 

泉大津市文化財調査概 要 教育委員会社会
教育課 328-879 

5 豊中遺跡発掘調査概要 4 昭55
24p 図版7 枚

6 古 池遺跡発 掘調査概要 1 昭56
20p 図版4 枚

8 泉 大津市埋蔵 文化財発掘調査概 報
1 昭58 86p 図 版11枚

9 泉 大津市埋蔵 文化財発 掘調査概 報
2 昭59 46p 図版7 枚

泉 大津の史跡と文化財 教育委員会 昭59
46p 378-1017 

広報いずみおお っ No.283(昭58.12)�No.286
(昭59.3) 広報広聴課 19-259 
高 槻 市

あ なたの高槻 窓口案内と市街地図 総務
部市長室広報係 昭55 1 枚 19-231 

教育要覧 昭和58年度 教育委員会管理部
学務課 132p 192-1679 

写真がつづる烏本小学校百拾年の歩み
同校創立百拾周年記念誌編集委員会
昭59 192p 198.9-127 

消防年報 昭和58年 消防本部 74p 433.5-555 
摂津高槻抜 本丸跡発掘調査報告 教育委

員会 昭59 273p 328-1257 
広報縮刷版 2 巻 No. 343� No・554(昭49 .

l�昭57.10) 総務 部市長室広報課
664p 435-1109 

広報 たかっき 581号(昭58.12)�588号
(昭59.3) 19-260 

五領 創立十周年記念 五領中学校PTA
昭59 92p 378-983 

高槻市史 2巻 本編 2 近世・ 近代・ 現代
同史編 さん委員会 昭59 1358p 328-547 

高槻市水道事業年報 昭和58年度版 水道
部 企画 室 173p 717-2307 

高槻市 の公害 の 現 状について 昭和44年度

実態調査報告 経 済部 公害対策 室 71p 717-3017 
高槻の 道しるべ 石造物をたずねて 教育

委員会 昭58 84p 328-1165 
高槻の民具 教育委員会 昭56 (86)p 577-863 

貝 塚 市

- 14一



木島 ・西葛城地裁の史跡 教育委員会
昭59 52p 

広報かいづ か 522号(昭58.4)-533号
(昭59.3) 合:記念特集号
守 口 市

378-1015 

19-87 

グラフ守口 市 長室広 報公聴課 19-113 
No.42(昭58.9) 緑化特集 15p 
No.43(昭59.1) 楽しい老後の暮らし 15p 
No.44(昭59.3) 健康特集 15p 

広報もり ぐち 775号(昭58.4)-798号
(昭59.3) 19-106 

もり ぐち 市政資料 1981 14p 435-19 03 
もり ぐち 市勢要覧 1981 広報公聴課

33p 市制35周 年記念 435-19 07 
守口市統計書 昭和58年版 総務部情報統

計課 260p 535-487 
守口市における大気汚染 の監視 状況報告書

昭和57年度 生活環境部 公害対策課
6 0p 717-1871 

守口市の公害 昭和58年度版 生活環境部
公害対策課 209p 717-1069 

守口市文化財調査報告書 第 2冊 建造 物
編 教育委員会 昭59 174p 9 09-495 
枚 方 市

公害白書 昭和58年度版 環境保健部 公害
対策課 354p 717-1773 

広報ひらか た 588号(昭58.12)-594号
(昭59.3) 19-258 

枚方市史 5 巻 現代の紋方地方 市史編
築委員会 昭59 8 02p 328-393 

枚方市史資料 市史編纂委員会 328-407 
7 集 中振 村役人日記性)昭58 215p 
8 集 河内国正 保郷帳写 昭59 110p 

枚方市文化財年報 4 文化財研究調査 会
昭58 5 0p 9 09-387 
茨 木 市

いばらき 389号(昭58.4)-400号(昭
59.3) 市長公室広報公聴課 19-7 0 

いばらさ 勘い心の遭った人岡都市市政施行35周年記念

市長公室広 報公聴課 56p に1-1151
茨木市 議会だより No.76(昭57.5)-No.79

(昭59.1) 市 議 会 19-247 
茨木市 同和地区の歴史 史料集 同和地区

の歴史史料集編纂協議会 昭58 259p 328-1027 
わが まち 茨木 教育委員会 328-1167 

道標編 昭58 124p (付: 茨木市 の 道
標位置図 1 枚)

民話・ 伝説編 昭59 78p 

八 尾 市

教育 施設の建築的研究 私塾・環山棲の調査研究

を中心として 近畿大学理工学部建築学 科
建築史研究室編 文化財調査研究会刊
昭58 83p 図版40枚 723-1285 

八尾市史 近代 本文編 市史編集委員会
昭58 916p 328-179 

八尾市埋蔵 文化財総掘調査概報 198 0・ 1981
年度 文化財調査研究会 371p 328-1231 
泉佐野 市

「泉 佐野 …昨日、 今回、そして明 日 」 泉 佐
野 商工 会議所と共刊 昭55 200p 378-1003 

泉 佐野市埋蔵 文化財調査概要 教育委員会 328-1013 
社会教育課

3 昭58 38p 図版19枚
4 昭59 44p 図版17枚

泉 佐野市埋蔵 文化財発掘調査報告 教育委
員会社会教育課 328-1015 

2 三軒屋遺跡-82- 1区の調査 昭57
7p 図版3 枚

3 湊 遺跡発掘調査報告書 昭59 26p 
図版15枚

市 報いずみさの 縮刷版 市長公室広報公聴謀
創刊号:昭和26年5月~昭和58年7月
749p 

市 報いずみさの 340号(昭58.4)-351号
435-19 09 

(昭59.3) 市長室室広報公聴課 19-262 
富 田 林市

広報とんだばやし 399号(昭58.4)-
410号(昭59.3) 市 長公室広 報公聴謀 19-109 
寝屋川市

E寝屋川市 教育 研究所〕教育 研究 NO.51 
〈昭57.12)-No. 53(昭58.12) 19-163 

研究紀要 No.37 教育 研究所 昭58 153p 19 0-2135 
広報ねやがわ 565号(昭58.4)-588号

(昭59.3) 市 長公室市民相談室 19-55 
寝屋川市統計書 昭和57年度版 市長公室

事務管理課 179p 535-533 
マ ップねやがわ ガイド 市 長公室市民相談

室広報課 昭59 1 枚 16-269 
河内長野市

河 内長野市史 9 巻 .!lU銅1 自然地理 民主提

河 内長野市役所 昭58 576p 
(付: 図 2 枚 328-537

河内長野市 立小山田小学校百周年記念誌
同 記念事業委員会 昭58 92p 198.9-117 

私たちのまち河内長野 1983年市勢要覧

市長公室広報公聴課 昭58 64p 435-1919 
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松 原 市

広報まつばら 313号(昭58.12)�316号
(昭59.3) 19 -252 

広報まつばら 昭和48年 4月号~昭和59年
3月号 合本1 0冊 435-1917 

松原 市史資料集 市史編さん室 15号
昭59 179p ( 妻屋可雲斎 とそ の作品)
大 東 市

飯盛 の草木 1 集 教育委員会 昭58

328 -633 

絵葉書5 枚 19 -267 
大東 市史 史 料編 1 教育委員会 昭59

444p 328 -553 
大東 市統計書 昭和55年版 総務部広報公

聴課 192p 535 -537 
大東 市文化財 ガイドプ ック 3 集 教育委

員会社会教育課 昭58 1 03p (大東
の絵馬 909 -4 05

大東 市報 476号(昭58.4)�498号
(昭59.3) 総 合企画 室
和 泉 市

いずみ 1983 市 長公室企画課 1 06p
和泉市史 市史編 纂 委員会

1 巻 昭和4 0年刊の復刻 昭55 737p 
2 巻 ν 昭55 898p 

和泉市石造物500 撰 和泉市ふるさとを見
つめる会 昭58 306p (和泉ふるさと
文庫第 5 集)

和泉市に おける 休育 ・文化の普及 の 現 状 と
問題点 ならびに社会教育 の拡充・整備の
ための総合的基本施策に ついて 社会教

19 -85 

435 -1141 
328 -1145 

935 -215 

育委員会議 昭59 36p 199 -1675 
和泉市 の文化財 教育委員会 昭59 55p 9 09 -557 
府中遺跡 群発掘調査概 要 教育委員会 328-983 

3 昭58 31p 図版14枚
4 昭59 47p 

ふるさと 南松 尾 南松 尾小学校PTA 文化
部 昭58 129p 378 -981 
箕 面 市

箕面 市行政史料集 総務部文書広報課 435 -1699 
2 止 日々美 村事務報告書 昭57 226p 
3 箕面 村事務報告書 昭58 473p 
4 賀野村事務報告書 昭59 247p 

箕面 市史 市史編集委員会 328 -359 
3巻(本編) 昭52 624p 

史料編 6 諸家文香 昭50 466p 
もみ じグラフ 1 号(昭51.12)� C昭和58年

11月号 コ 欠号あり 広報課 19-265 
もみ じだより 336号(昭58.12)�339号

(昭59.3) 広報課
柏 原 市

大県・大県 南遺 跡 下水道管渠煙設工事に伴う

19 -253 

教育委員会 昭59 141p 328-1265 
柏原 市 所在遺跡発 掘調査概 報 教育委員会 328-1205 

玉手 山 ・田辺・山ノ井 ・平野遺跡 昭58
42p 

大県・ 田辺・木郷遺跡 昭59 28p 図版
14枚

柏原 市内遺跡一覧表 昭59 1 枚 378 -1 013 
柏原 市埋蔵文化財発 掘調査概 要 報告 1980 

年度 教育委員会 52p 328 -1235 
柏原 市埋蔵文化財発掘調査概 報 教育委員

会 328 -1133
1982年度 91p 
1983年度 113p 
2 -ill 大県 遺跡 一市 道 大県6 号 線建設

に伴う一 昭58 8p 図版12枚
82-N 太平寺古墳群 安堂配水池に 伴う

発 掘調査 昭58 46p 図版63枚
広報かしわら 320号(昭58.12) 広報広

聴課 19 -264 
玉手 山9 号 墳 教育委員会 昭58 75p 

図版25枚 328 -1213 
発 掘 ノ ート 1 教育委員会 昭59 28p 328 -1259 
平尾山古墳群 関西電力御坊将線鉄塔建設工郁に

伴う 教育委員会 昭58 28p 図版
13p 
羽曳野 市

イラストでつづる 羽曳野 の歴史 陵商の森

歴史資料室展示あんない 教育委員会 昭58

328 -1203 

25p 328 -1157 
広報はびき の No.258(昭58.4)�No.269 

(昭59.3) 市長公室秘書広報課 19 -28 
羽曳野市史 5巻 史料編3 市史編纂 委員会
昭58 1 023p 328-919 

羽曳野市統計書 昭和48年版 総務部庶務
課 181p 535 -649 
羽曳野市埋蔵 文化財調査報告書 教育委員

会 328-873
8 古 市遺跡 群 4 昭58 81p 図版23p
9 11 5 昭59 128p 図版39p

門 真 市

門真市 議 会二十年史 市 議 会 昭58
438p 435-1885 

門真市統計書 企画財政部 企画課 535 -5 01 
昭和57年版 207p 
昭和58年版 225p 
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教育 要覧 昭和58年度 教育委員 会 93p 192-1849 
広報かどま 491号(昭58.4) �514号

(昭59.3) 自治推進企画室 19-121 
きわやかCI TY門真 市制20周年 記念'83市勢要

覧 市民部公報広聴課 昭58 56p 435-1881 
広報かわちながの 526号(昭58.11)�532号

(昭59.3) 市 長公室広報公聴課 19-255 
目でみる門真の歴史 市制施行20周年記念

広報公聴課 昭58 図版64p 328-1189 
摂 津 市

広報 せっつ 292号(昭58.4)�304号
(昭59.3) 市長公室 19-236 

広報 せっつ おしら せ版 No.94(昭58.4)
�No.104(昭59.3) 市 長公室

摂津市史
史料編 1 考古編 古代縄 中世編 近世編I

有坂隆道ほか編 昭59 545p 
史料 編 4 近現代編 服部数 小山仁示

共編 昭59 565p 
高 石 市

広報たかいし 230号(昭58.4) �241号
(昭59.3) 秘書広報 課

高石市市勢 要覧 1983 企画調整部広 報公

19-236 
328-707 

19-75 

聴 課 52p 435-1075 
高石の公害 昭和58年度版 生活環境部公

害対策 課 251p 717-1137 
(第9困)高石市民意識調査報告書 企画調

整部企画室 昭59 73p 435-1485 
窓口の ごあ んないQ&A 市民のてびき'83

企画調整部広 報公聴課 120p 435-1921 
藤井寺 市

藤井寺市史 市 史編 さ ん委員会 328-1005 
4 史料編 2上 昭59 547p 
7 史料編 5 昭59 667p 

藤井寺市史紀要 市史編さん委員 会 328-871 
4 集 昭58 43p 
5 集 昭59 78p 

藤井寺市統計書 昭和57年 度 版 市長公室
企画課 156p 535-589 
東大 阪 市

鬼虎川遺跡出土遺 物にみる弥 生人のくら し
郷 土博物館 昭58 40p 328-1211 

統計だより 54号(昭58.6)�57号(昭59.
3) 企画部統計課 19-244 

東 大阪市 十年のあゆみ 昭52 175p 435-1941 
東 大阪市史資料 3 集 (8)市史編 さ ん

室 昭59 92p (難新聞 資料集 成 朝
日新聞8) 328-477 

東 大阪市 政だより 345号(昭59.1) �349号
(昭59.3) 広 報室 19-263 

東 大阪市埋蔵 文化財包蔵 地調査概要 教育
委員会 909-309 

23 半堂遺跡・若江遺跡発掘調査概報
昭57 53p 

24 千手 寺・日下遺跡発掘調査概報
昭58 60p 図版

25 馬場遺跡・鬼塚遺跡出雲井古墳群
発掘調査概要 昭59 28p 図 版

泉 南 市

広報 せんなん 総務部 秘書課
199号�209号(昭和57年度) 保存版
219号(昭59.1) �221号(昭59.3)

四条畷 市

広報 しじようなわて No.l54(昭58.4) �
No.165(昭59.3) 総務部行政管理 課

四{際畷市史 3 巻 史料2 教育委員会
昭58 408p 
忠 岡 町

忠岡町史 2 巻 史料編1 昭59 803p 
田 尻 町

広報 たじり No.192(昭58.4) �No.203 

tこ1-1155
19-261 

19-83 

328-1263 

(昭59.3) 欠:No・193-196 19-67 
岬 町

統計みさき 町長公室 昭57 177p 535-641 
阪 南 町

広報はんなん 127号(昭58.4) �137号
(昭59.3) 総務 部企画 課 19-78 

阪南町史 上 巻 町史編さん委員会 昭58
1013p 付:阪南町遺跡分布図 1 枚 328-715 
河 南 町

河 南町統計書 昭和57年 度 版 企画財政課
158p 535-639 
狭 山 町

広報 さやま 170号(昭58.4) �181号(昭59.3) 19-64 
美 原 町

広報 みはら 企画 課
1 巻1 号�200号〔昭和31年 9月~昭和

57年5月) 縮刷版 435-1877 
No.211(昭58.4) �No.222 (昭59.3) 19-122 

統計みはら 昭56年版 企画課 昭58
194p 535-599 
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外郭団体及びその他の関係団体

和泉丘陵内遺跡調査会

和泉丘陵内遺跡発掘調査概要
2 昭58 26p 図12枚
3 昭59 71p 図27枚

和泉市PTA協鎗会文化委員会

市内の年中行事 昭59 102p . (和泉市P

328-1029 

TA文庫第5 集 〉 貯'5-539
和呆市ふ る さ と を見つ め る会

和泉市風土記 1 昭57 249p (和泉市ふ
るさと文庫) 378-873 
大阪科学技術センター

関西新空港における情報 処理システムに関
する基礎調査報告書 昭58 318p 007.6-381 

21世紀 都市 のトータル ユーティリティシス
テム 関連技術資料 集 エネルギー 技術対
策委員会新トータルエネルギーシステム
部 会編 昭59 .196p 718-873 

21世紀 都市 のトータルユーティリティシス
テム の提言とそ の評価 京阪奈学術研究都市

を対象として エネルギー技術対策 委 員 会
新トータルエネルギーシステム 部 会編

1 編 総括 昭59 147p 
2 � 5 編 各論 昭59 369p 

大阪観光協会

大阪 城への招待PAR T 2秋山進午口まか〕著
昭58 158p 付:冬 の陣布陣図 夏 の

718-871 

陣布陣図 徳川氏ノ 大阪城総図 378-883 
観光の大阪 No.383(昭58.4)�No.394

(昭59.3) 雑-2297
浪花なんでも幌 大阪ingマフプ 歩いて、

食べて、 見て、買って 昭58 49p 378-965 
大阪港湾援興協会

大阪港 157号(昭57.7)�161号〈昭58.
10) 

OSA KA POR T  NEWS No.14(昭58.
8)�No.16(昭58.12)

大阪国際空港 周辺整備機構公報 32号
(昭59.2)
大阪国際フ7型ションフzスティパル開

催委員会

国際ファ ッションシン ポジクムリ ポート
昭58 16p 
大阪国際貿易センター

16-107 

16-252 

16-108 

16-264 

月報貿易センター Vol.23 No.4(昭58.4)
�Vo1.24 No.3(昭59.3) 雑-2500
大阪市街地再開発促進協議会

都市再開 発スクラ ップ ジ守ーナル 223号
(昭58.4) �235号(昭59.3) 雑-2217
大阪市下水道技術協会

大阪市下水道事業誌 l 巻 大阪市下水
道局編 昭58 546p 付:大阪市下水道
平面 図 1 枚 編集協力:大阪都市 協 会 717-2779 
大阪市こども文化協会

こども文化 No.13(昭58.5)�No.17(昭59.
2) 16-250 
大阪市社会福祉協鑓会

大阪の社 会福祉 335号(昭58.4) �346号
(昭59.3) 16-183 
大阪市住宅供給公社

CITY LI FE 808 1 号(昭59.1) 38p 16-263 
大阪市身体障寄者スポーツセンター

おおさかしスポーツセンター だより
No.8(昭58.11) 16-171 
大阪市下請企業振興協会

協 会だより 57号(昭58.4)-67号〈昭
59.2) 16-86 
大阪市天王寺動物園協会

なきごえ 212号(昭58.4)-223号(昭
59.3) 16-118 
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
13 昭58 303p 717-339 
大阪市都市盤備協会

建えるわが 街 戦災復興土地区画整理事業

C5J 福島 地区 昭58 210p 436-863 
大阪市働〈青少年友の会

働く青少年ニュース No.276(昭58.4)�
No. 285(昭59.3) 欠: No. 281 16-141 
大阪市PTAだより編集室

大阪市PTA だより 286号(昭58.4) �
297号(昭59.3) 16-112 
大阪市文化財協会

瓜破遺跡 昭58 81p 図版32枚
大阪市土木局施工の大阪市 平野区瓜破 6
丁目側道舗装新 設工事に伴う遺跡発掘調
査報告書 328-1215 
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大阪市 平野区長原遺跡発掘調査報告 改訂
版 昭57 224p 図版150枚 大阪市
交通局地下鉄谷町 線延長工事第31・
32工区の発掘調査 328-1105 
大阪社会運動協会

盗罪社会労働運動史編集ニュース 13号(昭
58.4)�22号(昭59.3) 16-232 
「大阪消防」発行会

大阪消防 No.398(昭58.4)�No.409(昭
59.3) 雑ー2340
大阪市老人クラブ連合会

大老連 297号(昭58.4)�308号(昭59.3) 16-172 
大阪青少年活動鋸奥協会

青少年サー ピス 111号(昭58.4)�121号
(昭59.3) 16-8 
大阪精神衛生協議会

ライフサイクルと心の健康 44p 16-254 
大阪精神薄弱者育成会

太陽の子 216号(昭58.4)�227号(昭
59.3) 16-39 
大阪成人病予防協会

成人病 23巻2 号(昭57.12)�24巻2 号
(昭59) 雑ー2511

成人病(パンフレット) 228号(昭58.5)
�232号(昭59.1)
大阪中小企業情報センター

大阪中小企 業情報 37号(昭58.4)�47号
(昭59.3) 16-215 

大阪における小規模企業の実在 者賃金 昭
和58年版 117p 518.1-749 

大阪府下中 堅・中小企業の海外現地法人景
気動向調査 昭55年10-12月期分 7p
(四半期動向調査(昭和55年度No.3)) 544.3-833 

経営に役立つ講演会・講習 会・催物一覧
昭和58年4月号~昭和59年3月号 欠: 58.4. 

59.2 16-225 
小売 業景況調査 昭和58年度 No. l�No. 4 16-243 
社内研修実態調査 昭58 94p 542.2-2395 
護告密警中小企業関係情報 目録 No. 36(昭58.4)

�No.47(昭59.3) 16-226 
中小企業経営に役立つノ中小企業関係新聞

ニュ ース 37号(昭58.3.21�4.20)�
47号(昭59.2.21�3.20)

東 南アジア におけるわが国進出 企業の社 会
的、 経済的貢献につい て マν-1.1アの

ケ-;:<. 昭59 43p 
大阪都市協会

16-224 

510-7227 

おおさか こ のまち 木村きよし著 昭58
147p へ1-制。

大阪人 37巻4 号(昭58.4)�38巻3 号
(昭59.3) 雑-1483

図説再見大阪城 渡辺武著 昭58 217p 328-1181 
大都市 の破 産 エューヨーク市財政の危機

昭52 172p 529-389 
大阪21世紀協会

大阪城博覧 会公 式ガイドブ ック'83 144p 807-693 
大阪築城400年まつり ガイドブ ック 21世

紀へ のプロローグ サンケイ新聞 生活情報
センター編 昭58 80p 575-499 

大阪21世紀 計画 昭59 24p 16-247 
大阪21世紀 計画ニュース 10号(昭58.5)

�14号(昭59.1) 16-234 
ザ・ノマレード 大阪21世紀計画大阪築城400

年まつりオープニYグパV-r公戎写真集

昭59 63p 
21世紀への都市づ くり 戦略を採るr21世紀

都市を考える」欧米調査団報告密

1 総合編 昭58 32p 
2 北米編 昭58 67p 
3 欧州編 昭58 64p 

大阪能率協会

産 業能率 313号(昭58.4) �324(昭
59.3) 
大阪府医薬品等副作用研究会

医薬品等の副作用に関する調査 研究報告書
昭和48�57年度 10冊
大阪府観光連盟

大阪 126号(昭59)
大阪府妓術協会

工業の進歩 '83 No. 2(昭58.11)
大阪府経済農業協同組合連合会

大阪府経済連三十年史 同誌編纂委員会

575-537 

436-1253 

雑-1299

684-123 

16-50 

雑-1438

編 昭58 860p 516.3-337 
大阪府献血協会

献血ニュース 52号(昭58.8)�53号(昭
59.3) 16-35 
大阪府公園協会

現代の公園 No.5(昭59.3) 第1回全国
都市緑化フェア 特集号 70p 16-218 
大阪府工業協会

商工振興 35巻1 号(昭58.4)�35巻12号
(昭59.3) 雑-1586
大阪府国民健康保険団体連合会

こ くほ大阪 No.186(昭58.5)�No.191(昭
59.3) 雑ー2300
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大阪府社会教育委員会議

大阪府における生涯教育 体制の整備につい
て 答申 昭58 101p 199-1655 
大阪府社会福祉協議会

福祉おお さか 242号(昭58.4)�252号
(昭59.3) 16-38 
大阪府住宅供給公社

公社事業推進の方 向 2 昭58 145p 566-1747 
二段階供給方式による分譲集 合住宅の凋発

的研究 「公共化住宅」へのアプローテ 昭55 127p 
公共化住宅研究 会と共 和 566-2009

二段階供給方式による分譲集 合住宅の供給
過程 泉北桃山台プロVェクトにおける調査研究

昭57 126p 公共住宅研究会と共刊 566-2011 
分譲住宅応募 者実態調査 昭和57年度

101p 566-2015 
大阪府生活排水対策連絡会職

私達の川 や海をき れいにノ 生活排水による汚

濁を考える 〔昭58J 11p 4-45 
大阪府青少年育成センター

OSA KA 青少年関係団体紹介 昭58
102p 199-1665 

おお さかの青少年活動指導者養成事業 昭
和57年度 87p 199-1701 

ゃんぐ瓦版
縮刷版 1 � 6 号(昭57.12�59.1) 
2 号(昭58.2)� 7 号(昭59.3) 16-246 
大阪府青少年問題協議会

青少年育 成のための「 地域社会づくり 」を
め ざ して 地域活動の推進方策(意見具仲〕

昭59 29p 
大阪府赤十字血液センター

C大阪府赤十字血液 センター〉年報
昭和57年度(No.17) 165p 
昭和58年度(No.18) 177p 

Circular Osaka No.15(昭58.4)�

565.4-45 

665-805 

No.26(昭59.3) 16-233 
大阪府千里センター

千里 221号(昭58.4)�232号(昭59.3) 16-45 
大阪府地方自治研究会

都市問題関係資料 9 臨時行政調査会と地方公

共団体 昭58 424p 435-1209 
大阪府地方自治振興会

自治大阪 34巻4 号(昭58.4)�35巻3 号
(昭59.3) 雑ー1887
大阪府中小企業団体中央会

大阪の中小企業 323号(昭58.4)�334号(昭
59.3) 雑-2395

創立20周年記念誌 昭51 167p 516.3-鈍5
大阪 府における中小企業労働事情実態調査

結果報告書 昭和58年度 170p 518.1-611 
大阪府同和事業促進協議会

あ いつぐ差別 事件 1980 126p 563-949 
10年をふり か えって 「あいつぐ産別事件」冊子

発行10周年記念誌 昭58 309p 563-971 
大阪府豊能地域福祉推進会議

福祉情報 ガイド 福祉機器編 昭58 118p 
改訂 版 昭59 302p 567-1095 

一人の知恵をみんなの知恵に 福祉情報の卓ッ

トワークを目指して 昭59 36p 567-1141 
大阪府農業会議

集 落活 性化のための流域農業の展開 富岡林

市伏山地区の農業 昭59 39p 812-3665 
地域計画のための農業基礎指標 昭59 91p 810-953 
農業委員 会法施行30周年記念誌 昭56

207p 812-3667 
農業研修青年の活動に関する調査 農業技術

セ，>，j1ー教育施設卒業生の意向調査 昭59 22p 811-123 
農業後継 者から 自立経営への道 昭59

42p 812-3663 
農業 就業改善の推進に関する調査 経営と農

地の貸借りについて(富田林市、酉板持、彼方地区)

昭59 19p 812-3661 
大阪府農業協同組合

農協大阪 501号(昭58.4)�512号(昭59.3) 雑ー2452
大阪府文化振興協議会

文化のいずみ 18号(昭58.7)�21号(昭59.
3) 欠: 20号 19-214 
大阪府立高等学校長協会

校長協 会三十周年記念誌 同誌編集委員 会
昭53 125p 192-1863 
大阪文化財センタ一

大阪文化財センター蔵図書目録 1983年 2

月10 日現在 180p 011-2791 
大阪文化 誌 17号(昭59.3) 90p 雑-2526
大堀城跡発掘調査報告書 大和川下流東部流域

下水道大井処理場放流幹線建設事業に伴 う大堀城跡発

掘調査報告密 昭58 8p 図 版12p 328-1149 
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
大堀城跡 昭59 109p 328-1253 
亀井 昭58

本編 263p 図 版104
付図 13枚 328-1233 

巨摩 ・若江北 そ の 2 昭59 94p 328-1251 
佐堂 そ の 2 - 1 昭59 192p 328-1247 
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新 家 その2 昭59 67p 
11 付図 昭59 9 枚

その 3 昭59 10p 328-1255 
友井東 その 3 昭58 87p 328-1225 
西岩田 本文編 342p

付図 26枚 328-1229 
図版編 昭58 161p 328-1229 

山賀 その 1 昭58 100p 図版47 328-1209 
付:図16枚

その 2 昭58 183p 
11 付図 昭58 11枚

その 3 本文編 昭59 472p 
11 付図 昭59 10枚
I! 図版編 昭59 (259p) 

その 4 昭58 285p 
1/ 付図 昭58 20枚

若江北 昭58 162p 図版66 図63枚 328-1207 
田山遺跡 淡輪・箱作海岸地区海岸環境設備事業に伴

う趨蔵文化財発劉調査報告書 昭58 258p 図
1 枚 328-1227

大阪防疫協会

ま こと 42号(昭58.4) �45号(昭59.1) 16-46 
大阪優秀デザイン商品開発指導委員会

販路を拓くデザイ ン 大阪優秀デずイY商品開発

指導事業報告書 707-395 
昭和57年度 32p 
昭和58年度 28p 

大阪労働協会

大阪の労働衛 生 史 研究報告魯 昭58 385p 518.9-235 
A労働 410号(昭58.4)�421号(昭59.3) 雑-1370
労使問題セミナ ー 記録集 '84 昭59 87p 518.4-1215 

門真市婦人団体協議会

門真の婦人史 昭52 54p 付:門真の年
表 門真市衛 生婦人奉仕会と共刊 566-2087 
関西空港調査会

関西空港 ニュ ース No. 31(昭58.4) �No. 36 
(昭59.2) 雑ー2759

関西 の国際 交流基盤 学術・文化系の施設及び機関

昭58 39p へ1-642
都市と空港 23号(昭58.5) �28号(昭59.3) 16-235 

関西消費者協会
事費義ぇ・ら・ぷ1 51号(昭弘4) �160号(昭弘3)

(r消費者情報J(154'号室で)の改題) 雑ー2291
京阪神都市圏交通計画協議会

大阪炎適圏における総合都市交通計画
昭58 339p 550-1265 
広域大気汚染管理研究会

大気汚染管理計画に関する研究報告書 大

阪湾周辺の気象ならびに大気汚染 〔昭45) 83p 717-2983 
堺市婦人団体連絡協議会

女として、人として、女性F別撤廃条約批准にむ
けて 昭59 277p 565.3-1143 

創立35周年記念誌 社会の繁栄と女性の栄光をめ
ざす 創立35周年記念事業実行委員 会編
昭59 112p 565.3-1141 
堺商工会議所

堺経済要報 1983年版 堺産業経済研究所
と共刊 292p 
堺文化観光協会

510-4981 

堺ま つり 10年史 昭58 (96)p 575-527 
人権啓発推進大阪協議会

より よき 指導 者をめ ざして 16-262 
l.í国際障害者年」特集 昭57 54p 
2.国際人権規約について、定住外国人問

題の現状と 課題 昭57 37p 
3.人権とプライパシ ー、婦人問題の現状

と 課題 昭57 75p 
吹田母子会

吹田 母子会30年 20 年からその後 吹田母子会
創立30周年記念行事準備委員 会編 昭55
118p 566-2089 
泉北開発センター

泉北 74号(昭58.5) �79号(昭59.3) 16-15 
都市問題研究会

都市問題 研究 35巻4 号(昭58.4) �36巻3 号
(昭59.3) 雑ー2046
西淀川区子供会連絡協織会

結成20周年記念誌 昭59 36p 199-1697 
東大阪市遺跡保護調査会

鬼虎)11の 銅鐸鋳型 昭56 40p (第7次 発
掘 調査報告書1 ) 付:図版11枚 328-1131 
東大阪市文化財協会

鬼虎)11の 金属器 関係遺 物 昭57 68p (第
7次 発掘調査報告書2 ) 付:図版28枚 328-1129 
枚方市文化財研究調査会

枚方市文化財研究調査 会研究紀要 1 集
昭59 116p 

枚方市文化財調査報告書 17集 楠葉瓦
窯跡、栗倉窯跡発掘 調査報告 昭59 51p 

図版26枚 909-417 
枚方市 民俗文化財調査報告 1 春日

昭59 81p 571-1253 
ブック・大阪21'委員会

大阪を知る本 図書目録 〔昭58コ7p 16-260 
貿易振興推進大阪協議会

大阪の貿易統計 16-259 
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E昭57年:1 38p 昭58 45p 199-1611 
C昭58年:1 38p 矢田部落の歴史 をみんな の手で明 か にしよ

八尾姉妹都市提携協会 う 矢田部落史研究 会編 328-1147 
姉妹都市 だよ り 1 号(昭58.5) 16-262 C I 集〕 昭47 20p 

矢田同和教育推進協議会 2 集 江戸時代の身分 制度へ の抵抗
差別をな くする 運動と教育 の前進の ために 一矢田部落の場合一

9 集 昭59 258p 563-1005 淀川水質汚濁防止連絡協議会

すいしん 134号(昭58.4)�143号(昭59.3) 16-113 淀川水質汚濁調査報告 昭56年度 374p 714-475 
矢田同和教育 推進協議 会第14回総 会決定集
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