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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yト類〉。 ただし、公共図 書館の刊 行物は除く。

2. 収録期間
昭和5 8年3 月末日 までに刊 行 さ れた もので、昭和5 7年8月 1 日から 5 8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58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5 0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5 0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 。

・現在廃止 さ れて いる課等は、現行の機構のう ち最 も関係の深 い課等に入れた 。

4. 記識事項

・書名・巻(号)数・発行者・発行年・頁数・双書名・請求記号。

・発行者は 、項目 と同ーの場合には 省略し、 現在廃止さ れて いる課等の場合に

は < >を付した 。
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実機飛行調査に 係る騒音調査 結果について

3 図 昭57 6p 551-287 

瀬戸内海環境保全ヒヤリング資料 昭47

53枚 へ1-622

藤井寺地区における光化学ス モ ッ グに関

する調査 昭47 110p 717-2669 

消防防災課

大阪府 消防 統計 60号 (昭和56年度版)

133p 433.5-47 

消費生活センター

大阪府 立 消費生 活センター概要 昭45

36p (附: 関係例規 566-1967

大阪府立 消費生 活センターニュース

151号(昭57.4)�162号(昭58.3) 4-6 

公害監視センター

大阪府公害 監視センター所 報 調査研究編

5 号 昭58 252p 053-877 

<大阪府公寄対策審議会 >

関西電力多奈川 第二発電所の建設に伴う 公

客の未然防止の方策に関する調査審議報

告書 同審議会専門委員会刊 昭48

126p 巳 742-485

多奈川第二発電所の建設に伴う 公害の未然

防止の方策に関する審議経過報告 書 同

審議会専門委員会刊 昭47 63p 742-487 

<大阪府消費者保鑓審議会 >

消費者保護行政について答申 昭47 43p 566-1937 

民 生 部

社 会 際

社会福祉施設一覧 昭和57年4 月1 日現在

131p 567-563 

社会福祉施設調査報告 昭和50年 111p 567-753 

生 活 保護 統計速報 昭57.4 � 昭58.3 567.1 -91 

生 活 保護動態調査集 計表 昭和57年度

10枚 5-31

生 活保護の現況と対策 昭48年度 137p 567.1-139 

7ァインプラン みんなが事せに暮らせる福祉

社会をめざして 大阪府地域福祉推進 計画

プ ロジェク トチ ーム編 〔昭58J 16p 5 -26 

民生行政の概 要 昭和49 、51年度 5 67-1059 

老人福祉課

特別養護老人ホームにおける医療等受給

実態調査概要 昭51 50p 567.2-413 

特別養護老人ホームにおける入所老人の医

療ニーズ実態調査概要 昭50 21p 567.2-415 

藤井寺における老人医療受療状況調査報告

書 昭51 20p (付: 添付資料11枚 663-3065

老人福祉 総合対策要綱(案〉 明るく盤かな老人

生活のために 567.2-405 

国民年金課

国民年金おおさか No.251(昭57.4)�No.262

(昭58.3) 5-4 
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国民年金事業月報 昭和57年4 月-58年3 月

分 雑ー2682

老人総合センター

府立老人総合センター 通信 1 号( 昭55 .11) -

13号( 昭57.11) 5 -29 

老後をみんなで考える文芸作品入選作品集

昭和57年度 33p 565 .5 -47 

老人福祉 関連記 事きりぬき 5-28 

4 巻1 号 昭和56年10月-57年4 月 80p

4 巻2 号 昭和57年4 月- 9月 82p

老人問題研究 2縄 昭57 146p 

砂川厚生福祉センター

開設以来の経緯 51年度指噂計画資料 同セン

565.5 -41 

ターいこま 寮 E昭51] 31p 567.3-453 

精神薄弱者更生相談所

紀要 0) 昭57.9 124p 5-30 

児室相簸所

児童相談の現況 1 974 中央児童相談所

47p 567 .3-443 

<大阪府地域福雄推造計画プロジzクト

チーム >

大阪府地竣福祉推進 計画(ファインプラン)

(案)について 昭58 164p 567-1085 

衛 生 部

管理指導課

衛生行政の概要 昭47 63p 663-2841 

衛生 統計 昭和45年年計特集 145p 663-1491 

大阪府衛生年報 56 昭58 5 96p (府民の

健康 663-倒9

保健予防課

大阪府 難病実態調査結果報告書 大阪難病

研究 連絡会E編〕 昭48 133p 671-1287 

大阪府における 小児医療の需給に関する調

査関係資料 昭49 65p 663-3067 

大阪府における成人病統計 14 昭47

135p (成人病予防行政基礎資料 1 G16) 槌3-2103

大阪府における 性病動態調査概要 昭和田
年度 47p 雑-2420

大阪府民の栄養状況 昭和56年度 68p 663-1339 

疾病構造調査 大阪府衛生部、大阪 市 環境

保健局、大阪府医師会共編 昭52 62p 663-2747 

保健所 管内 における精神障害者の動向

実怨抱揮と将来の方向を求めて 大阪府吹田保

健所〈編3 昭45 122p (大阪府精神衛生

資料AD-lV) 567.2-407 

羽曳野病院

30年のあゆみ 昭57 207p 669-571 

救急医療情報センター

救急業務の現状 昭和56年 89p へ1 -530

成人病センタ一

大阪府立成人病センター年報 昭和54、 55

年度 669-563 

公衆衛生研寛所

大阪府立公 衆 衛生研究 所研究報告 昭57 663-1837 

公 害衛生編 3 号 35p 

公 衆衛生絹 20号 178p 

食品 衛生絹 13号 102p 

精神衛生絹 20号 112p 

薬事指導編 16号 64p 

労働 衛生編 20号 56p 

大阪府立公 衆 衛生研究所年報 昭和田、 56

年度 663 -1391 

府下保健所における三歳児健康診査の現状

と問題点 昭48 138p 663-3061 

商 工 部

経済振興課

大阪産業貿易センター(仮称)について

昭46 15p 547-917 

中 小企業組 合・ 団体名簿 昭和57年9月

278p 354 .1 -987 

工 諜 線

大阪府 ベンチ守ービジネス 融資 制度 昭和

47年皮 23p 435 -1795 

工業シス テム化実態調査報告書 2 大阪

府 商工部、桃山学院大学産業貿易研究所

E編〕 商工部刊 昭47 248p 709-381 

中小企業近代化促進 法関係例規集 昭48

102p 544.3 -913 

商 築 課

大阪 市 小売商業地図 1�5 昭58 (付:付

属資料 541.1-55

大阪府大規模 小売庖舗名簿 昭和田年3 月
200p へ1-569

商工経済研提所

大阪経済の動き No .230C 昭57.4)-No. 241 

(昭58.3) 雑ー1546

大阪経済の概 況 昭57、 58 510-7311 

大阪工業の地域分析 その 2 集計編

昭57 297p 府下 市町 村別産業中 小細

分類別分布と10年間の推移) 709-35 9 

商工経済研究 13号(昭57.6)、14号〈昭58.1) 雑-2605

中 小製造業における事業転換と 問題点
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昭47 23p 

計量検定所

計量 行政年報 昭和56年度 42p

産業能率研究所

大阪府中 小企 業経営実態調 査 結果

卸売業編 昭57 16p 

昭和58年度版 工業編 38p (新たなる

企 業環境と経営戦略)

780-9 

5 48-95 

544 .1-433 

産業能率論集 NO .16 昭58 81p 542 .2-1617 

大阪府立産業能率研究所年報 昭和57年度

版 125p 542.2-1911 

ヱ業技術研究所

大阪府立 工業技術研究所ニュース No .73 

(昭57.5)�No .78(昭58. 3) 8-13 

大阪府立 工業技術研究所 報 告 No. 81C昭57.
9)�No .82(昭58 .2 ) 雑ー1 419

業 務年報 昭和56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.15 

昭58 88p 786-267 

繊維 news Vol .15 No. l(昭57 .5)�No .6(昭

58. 3) 

F ASHI ON COLO RS INTERIOR '84 2p 

貿 易 館

新しい商品づくりをめざし て デヂイY開発プ

ロセz 昭57 24p (大阪府中小企業輸出

向商品改善指導事業実績報告書 昭和56

8-27 

8-32 

年度 8-42

大阪貿易館 報 No .l(昭57 .5)�No .6(昭58.

3 )  雑ー1336

海外レポ{ト No .207(昭57 .4 )�No. 218 

(昭58 .3) 欠: No.216 8-8 

近畿貿易業態統計 昭和56年 大阪府 立貿

易館、 日本貿易振興会大阪本部編刊

lllp 547.5-23 

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57年 17p 必4-173

<大阪府商工業銀興審議会 >

工業 立地の適正化 大阪府商工業振興審織会答申
昭46 74p 709-379 

良 林 部

農林調登録

お おさかの農林漁業 昭48 21p 

大阪府農林漁業の現状と課題 昭57 68p 

大阪府における農地動態調査 E昭57J

802-545 

802-549 

57p 

農林地械設定要領 昭 45 6p 

農林地域の概要 昭45 5枚

農 政 課

大阪府農業協同組合年報 昭和56年度

151p 

農業関係 諸指標 昭46 40p 

農業振興地域整備基本方針(案) 昭45

812-2409 

812- 3517 

819-635 

814-75 

812-3521 

10p 812-3557 

農業振興地域整備基本方針 昭45 10枚 812-3519 

農林施策の概要 昭46年度 15 3p 801-117 

<大阪府農政審簸 会 >

大阪府農業の今後の方向と農政推進上配慮

すべき基本的事項について答申 昭47

37p 812-3513 

自然保護課

大阪の野鳥 Vol . 3 日本 野鳥の会大阪支 部

編 昭57 68p 651-431 

大阪の緑化用機500選 昭48 27p 864-145 

大阪府自然環境保全審議会会 議録 640-179 

1回 昭和48年7 月30日 33p

2回 昭和48年9月19日 40p

大阪府緑化推進構想 案〔昭48J 5枚(豊

かさ のある縁の大阪を 718-787

大阪府緑化推進構想要約〔昭48コ4枚 718-787 

大阪府緑化推進構想参考資料〔昭45頃コ

6枚 718-785

大阪府緑化推進構想資料〔昭50J 28枚 へ1-619

環境緑化推進基本 計画案 水産林 務課刊

昭47 29枚 へ1-620

近畿圏 金剛 生 駒区域保全区域整備計画

昭46 12p 718-783 

自然環境の保全と回復に関する協定実施要

綱 〔昭48頃J 15p 717-2697 

自然環境保全関係法令集 〔昭50頃コ 117p 640-181 

自然保護関係資料 昭48 72p 640-175 

モズの 生活 山岸哲箸 昭58 13p 654-1571 

耕 地 課

大阪の土地改良 昭和48年 88p 812-3391 

流通対策室

大阪府地方卸売 市場要 覧 昭和57年8月

122p 9-15 

農林技術センター

大阪農業 20巻l号�4 号(昭58.3) 雑-2132

大阪府農林技術センター 報告 No. 19 

昭57 106p 053-503 

大阪府農林技術センターニュース NO .167 

(昭57 .4 )�No. 178(昭58.3 ) 9-12 
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業 務年報 昭和56年度 50p 811-77 

郷土の農具・ 民 具資料集 昭48 24p (大

阪府農林技術センター10周年記念 577-953

中央卸売市場

市場月報 昭和57年4 月-58年3月

水産量定験場

大阪府水産試験場 事業 報 告 昭和55年度

202p 

労 働 部

労 政 銀

雑-2640

880-423 

大阪労働 231号(昭57.4) -233号(昭57.6 ) 7-38 

大阪府労働組合名簿 昭和田、57年度 354.1-489 

大阪労働経済の動き 昭和47、57年版 518四1163

年鑑労働情勢 昭和田年 217p 518.4-409 

労働組合組織系 統表 昭和田年6 月初 日現

在 121p 518.4-1055 

労働情勢 昭和57年 別冊 518.4-349 

春季賃上げ要求妥結状 況 132p

夏季一時金要求妥結状 況 129p

年末一時金要求妥結状 況 131p 

識裳管理課

大阪 職業ニュース 172号(昭57.4 ) -183号

(昭58.3)

磁築業績課

大阪府年次雇用 計画 昭和58年度 62p (雇

7-16 

用の見 通し と 職業安定行政の重点施策) 518.3-469 

学卒者の離・転 職状 況 昭和55年3 月、56年
3月 7-18

労働 市場概要 昭和56年度 184p 518.3-229 

労働 市場月 報 昭和57年4 月~回年3月

欠:昭和57年同 雑-2178

職業訓練諜

就 職への アプ ローチ 織業訓練生募集あんない

〈昭和58年度4月入校生) 7p 7-39 

職業訓練 道路指等・職業相談のために 昭57

97p 518.3-643 

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 中央

中 小企業相談所 昭和56年度 34p 7-23 

職業サーピスセンター

就業だより 1号(昭57.6)- 4 号〈昭58. 3)

欠: 3号 7-29

職業相談 11集〈昭58.3) 113p 518.3-515 

勤労青少年ホーム

ふみ のさ と 146号(昭57.4)-150号(昭58.

3) 阿倍 野勤労青少年ホーム 7-31 

ホームだより 205号(昭57.4 )-210号(昭

58.1) 中央勤労青少年ホーム

ホームニ且ース 122号(昭57.4 ) -123号

(昭57.7 ) 東大阪勤労青少年ホーム

土 木 部

都市整備局

7-36 

7-34 

新し い 都市 計 画 E昭45頃) 11p 436-1175 

大阪の 都市 計画 昭58 48p 436-1193 

大阪府基準地価格 昭和57年 71p 514-371 

〔大阪府〕都市計画基本調査 資料 昭和45年

度 65p へ1-498

主要 事業関係資料 昭47 49枚 へ1-621

新用途地域の指定について の基本方針なら

ぴに作業基準 昭46 18p 514-431 

高安山の開発整備について 昭45 32p 718-789 

都市 計画基磁調査等に関する打合せ会

1回 昭47 30p 436-1133 

都市 計画資料集 昭和57年3月末現在 113p へ1-499

土地関係資料集 昭57 76p へ1-592

標準地核メッシュについて 都市計画基礎調査

昭47 9p 436-1159 

道 路 漂

新し い 都市計画と 道路網 昭45 18枚 へ1-601

新し い 都市計画 と 道路網計画 昭45 23枚 へ1-601

大阪府の道路 1970 24p 554-343 

都市河川諜

大阪府一級水準測量成果表 昭和56年 31p 714-337 

大阪府下の地盤沈下の概 況 昭和56年度

14p 711-383 

阪神地区水準点位置図 E昭56) 1 枚(f大

阪府一等水準測量成果表 昭和56年」付録) 719-277 

港 湾 露

大阪府の港湾〔昭58) 36p 552-739 

大阪府の港湾 計画 昭45 5p 5 52-743 

大阪府の港 湾 統計 昭和56年 229p 5 52-541 

「 堺泉北港 」港 章 1983年4月2:l日制定 lp 1枚 10-45 

下 水道課

大阪府下の下水道 昭58 9p 10-26 

公 園 課

大阪府 都市公園一覧 表 昭和57年4 月 1 日 現

在 391p 436-521 

明治の森箕面国定公園 箕面の自然 E出版年

不明) 46p 回6-563
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建 築 部

開発指噂課

片町 沿線一帯開発調査 計画書 昭46 104p へ1-608

市街化調整 区域における住宅地開発取扱い

基準 昭47 3枚 566-1955 

図集EXPO'70 499p へ1-520

住みよい街をつくり まし ょう 建築協定・禽度

地区の推進 昭46 51p 720-1025 

住宅 政策課

大阪府特定賃貸住宅実態調査 報 告書 昭和

57年度 125p 566-1647 

大阪府の住宅需要の状 況 とその対策 住宅

開発課 昭45 32p 566-1947 

大阪府不良住宅地区実態調査 住宅開発課 566-1969 

昭和47年度 283p (大阪府下における

不良住宅地区の実態と地区改良事業に

関する研究)

昭和47年度 資料編 357p

住宅問題の現状と今後の住宅対策について 566-1943 

討議資料 昭50 19p 

参考資料 昭50 29p 

住宅管理課

府営住宅管理のて ぴき 昭45 301p 566-1957 

企 業 局

堺・ 泉北臨海 工業地帯概要 1982 1 枚 11-14 

泉南地域レクリエーションゾーン開発基本

計画 要約版 昭48 27p 980-895 

泉北丘陵の遺跡 E昭45頃J 8p 328-1095 

水 道 部

総 務 課

府営 水 道30年のあゆみ 昭田 367p 717-2731 

識会 事 務局

大阪府議会史 6 編 昭58 1208p 435-171 

大阪府議会常任委員会会 議録 昭和56年12

月、 57年2 月、 5月 435-297

大阪府議会(本会 議〉 会 議録 昭和57年2月、
5 月、 9月 435-303

決算特別委員会会 議録 昭和55年度〈一般 ・

特別会 計)、(企業会 計) 435-437 

大阪府議会だより No.36(昭58.3)

調 査 課

大阪府議会時 報 32巻1、5号(昭57 ) 33巻別

冊、33巻2 号(昭58) 雑ー1476

議会句報 No.2崎(昭57.4 ) -No. 225(昭58.3) 雑ー2453

教育委員会

総 務 課

おおさかあすの教育 No.12(昭57 .6 ) -No. 14

(昭58.1) 13-52 

大阪府教育委員会 報 34巻5号〈昭57.7 ) -

35巻4 号(昭58 .3) 雑-1415

大阪府教育 法令要覧 府例規縞 昭和57年版

1314p 192-919 

大阪府の教育 昭和57年版 10p 13-64 

教育調査紀 要 45号 昭和57年度 148p 192-1255 

市町 村 教育妥員会に対 する要望 事項 昭和

58年度 143p 192-1085 

L L L(ス リーエJレ〉 おおさか No.l(昭57.8 )

-No .3(昭58.2) 13-67 

(点字版 )大阪府の教育 昭和57年度 30p 13-68 

指導第一課

府立学校教員等研究論 文集 昭和56年度

186p 053-659 

指導第二課

大阪の養護教育 昭和57年度 108p 197-203 

社会 教育課

大阪の社会教育 1981 116p 199-777 

視覚障害者理解のために(点字版 ) (昭57)

28p 13-69 

<大阪府社会 教育委員会 踏>

生 涯教育の 観点からみた社会 教育施設のあ

り方 公民館の望書しい経営について 昭54 63p 199-1545 

みん なが手をつなぐために 199-863 

指導用 手引 昭57 93p 

社会 同和 教育入門テキス ト 昭57 92p 

保健体育課

大阪の保健体育 1982年版 1 冊 980-345 

大阪府学校保健 統計集結果(A) 昭和57年

6 月 44p 13-35 

文化財保磁諜

文化 財資料 展 示室だより 13-38 

No.15(昭57) 大正時代の ままご と 道

具 展
No.16(昭58) 河内 の年中 行事

科学教育センター

物理と 教育 No. 10(昭58.3 ) 42p 13・17

二十周年記念誌 昭57 67p 190-2473 
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管年の家

大阪府立青年の家 だより 17号(昭57.4 ) 13-3 

体 育 会 館

大阪府立体育会館・ 行事案内 昭57年4 月~

58年3月 欠:昭57.5、58.2 13-51 

地方労働委員会

地労委 22号 昭58 107p 雑-2331

大阪府地方労働委員会年報 昭和56年

557p 518 .5-281 

収用委 員 会

土地 収用裁決例 集 昭和53�56年度 431-403 

大 学・高 校

大阪府立大学

大阪府立大学概 覧 1982 25p 20-8 

大阪府立大学学報 330号(昭57.4 )�331号

(昭57.6 ) 号外昭和57年2 号(昭57.5) 053-735 

大阪府立大学雑誌目録 7 版 欧文篤(昭58)

253p 011-833 

大阪府立大学増加図 書目録 昭和56年度

44集(和書) 45集(洋書 011-807

経済研究 117号(昭57.7 )�120号(昭58.3)

経済学部 510- 3595 

社会問題研究 32巻1号(昭58.9)�2号(昭

58.3) 社会福祉 学部

白鷺論 叢 14号(昭56.2) 経済学研究会

独仏文学 16号(昭57.12)独仏文学研究

雑-1218

053-639 

会 雑-2460

大阪府立大学附属図密館館報図書館だより 13号

(昭57.11)、14号(昭58.5) 同館 13-65 

Bull etin of t he Univ ersity of Osak a  Pre

fecture S eriesA (Engine ering an d Na

tural Scienc e ) Vol . 31 No. l(昭57.10)�

No. 2(昭58.3) 053-1 

大阪女子大学

大阪女子大学紀要 基磯理学編 20号(昭

58) 053-677 

社会福祉評論 50号(昭58.3) 社会福祉学

科 (5時で終刊) 雑-1445

女子大文学 園文編 34号(昭58.3) 外国

文学編 35号(昭58.3 ) 雑ー1396

看護短期大学

大阪府立看護短期大学紀要 5巻〈昭58.3)

151p 20-21 

府 立学校

大阪府立工業高等専門学校研究紀要 16巻

(昭57.10) 184p 工業高等専門学校 053-567 

北淀20 記念誌編集委員会編 北淀高等学

校 昭57 23p 198.4- 193 

佐野八十年史 創立80周年記念誌編集委員

会編 佐野高等学校 昭57 162p 198.4-205 

紀要摂津 No.2 昭58 63p 20-24 

同窓会名簿 天王寺高等学校同窓会 昭53

630p 354.1-1481 

長尾 創立10周年記念誌 長尾高等学校 昭57

72p 198.4-197 

大阪府立西淀川高校創立5周年記念誌 同誌

編集委員会編 西淀川高等学校 昭57

68p 198.4- 189 

五周年記念誌 伯太高等学校 昭58 68p 198.4-203 

創立二十周年 同 記念誌専門委員会編 藤

井寺工業高等学校創立20周年記念 事業実

行委員会 昭57 76p 198.4-199 

大阪府立 守口高等学校六十年史 同校 昭

57 102p 198.4-187 

養護教育諸学校

職業教育研究 報告 書 昭和53・54年度 大阪

府立盲学校 172p 197.1-49 

警 察 本 部

総 務 部

大阪のけいさ つ E昭57) 21p 15-10 

大阪府警察20年の記録 同警察20周年記念

行事推進委員会編 昭50 199p 433.5- 553 

統計からみ た大阪の事 件 ・ 事故 昭56

148p 433.5- 545 

警 務 部

な にわ 322号(昭57.4 )�333号(昭58. 3) 雑ー2338

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 創刊 号(昭57.12) 36p 15回26

交 通 部

12月中 の炎 通渋滞多発予想日等について

昭57 9p 4 表 15-25

昭和56年中における大阪の交 通渋滞発生状 況 8p 15- 13 

交通量 統計表 へ1-451

昭和57年度交 差点調査 88p

昭和57年路線調査 52p 
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大

市 長 室

伸び ゆく大阪 '82 広報課 52p 435-711 

総 務 局

大阪 市行政組織 昭和57年9月30日 現在

行政部文書 採 150p 435-585 

大阪市公報 4089号(昭57.4) �4138号(昭

58.3) 欠:4123、 4148号 雑-920

同 号外 昭和57年9 号(昭57.4) �46号(昭

57.12) 、昭和58年1 号(昭58.4) �10号〈昭58.

3) 雑-920

大阪 市職員録 人事部 人事課 昭57 354.6-63 

1分冊 管理職以上 248p

2分冊 職員一 般 590p

財政 のあらま し昭和57年6 月 93p

(大阪 市公報号外 23号別 冊 529-323

市民生活局

区政概 要 昭和57年度板 市 民 部 区政課

117p 435-1067 

市 民 栢談の しおり 相談部 広聴相談課 11p 18V-1  

生活物資 価格等調査結果 昭和56年度

80p 515.3-203 

物価 かわらばん NO.79(昭57.5) �No. 88 

(昭58.3) 相談部消費 生活課 18E-5 

物価ノート 昭和57年5 月号~昭和58年

2月号 相談部 18E-22 

くら しの アンテナNo.132(昭57.4) �

No.143(昭58.3) 消費者センター 18E-3 

財 政 局

大阪 市 債一 覧 表 86、 87集 公 債線 昭57 雑-2675

大阪市 税 務統計 NO. 28 昭和57年度 主税

部 2ωp 529・329

総合計画局

大阪 市 生 命表 昭和55年 企画部統計課

67p 531-281 

大阪 市勢 要 覧 昭和57年版 企画部統 計課

248p 535-177 

大阪 市統計 書 70回 昭和57年版 企画部

統計課 379p 535-103 

大阪 市の 人口と土地利用 10年の変遷 本編、

資料編 昭57 514-417 

大阪 市の 昼間 人口 昭和55年 企画部統 計

課 209p 昭和55年国勢調査結果 531-89 

阪 市

大阪 市 メッシュ ・ データ集 8、9 昭和51年

商業 ・ エ業統計調査 へ1-593

大阪都市計画関係資料等一覧 都市計画部

昭58 170p 011-2669 

建築基準行政年報 昭和56年度 建築指導

部 113p 720-719 

市 民 所 得統計年報 昭和56年度 企画部統

計 課 141p 513-555 

町 丁目別 人口・世 帯資料 企画部統計課

昭57 250p 昭和55年国勢調査 531-279 

統計時 報 330号(昭57.3) �337号(昭58.3)

企画部統計 課 雑-1282

都市の イ メージアップ作駿 昭57 74p 436-1085 

民 生 局

大阪 市 民 生事業史年表 明治元年~昭和57年

総務部調査課 昭58 150p 567-1073 

61年を顧みて 大阪市立北市民館 北 市 民 館 記

念誌編集委員会編 昭 58 169p 567.5-237 

大阪 市立労働会館だより 186号〈昭57.4) �

197号(昭58.3) 同館 18D-2 

経 済 局

大阪 経済 No.lOl(昭57.3) �No. 105(昭

58.3) 雑-2416

大阪の経済 年次報告 昭和56年版 114p 510-5823 

ミラノ クオータリー レポート NO. 1 

(昭 57.9) �No. 2(昭 58.2) 18E-23 

〔大阪城天 守閣特別展展観目録〕 日本の鉄

砲一吉岡ヨV�ノils:.'の全貌に迫る一 同天 守閣

綱 同天 守閣特別事業委員会刊 昭 58

55p 017-91 

センターレポート NO. 140(昭57.3) �

No.152(昭58.3) 中小企業指導センター 18E-6 

大阪 市立工業研究所業 務年報 昭和56年度

同研究所 101p 700-1091 

大阪 市立工業研究所 報告 同研究所 700-1093 

61回(昭和56年度) 活性炭に対 する有機

化 合物の吸着機構に関する研究

140p 

62困(昭和56年度〉微生物リバーゼに関
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する研究 125p 

63回(昭和57年度)ヒドロトロープ剤の

作用 機構に関 する研究 137p 

64困(昭和57年度)ナイロン12の加工処

理による微細組織の変化に関する

研究 105p

65回(昭和57年度)ピロリン酸浴から の

ス ズーニッケル合金のめ っきに関

する研究 87p

大阪 市 中 央卸売 市 場年報 昭和56年 岡 市

場 1197p 542.シ67

本場50年の歩み 大阪 市 中 央卸売 市 場本場

関設50周年記念 事業委員会年史 編纂実行

委員編刊 昭57 503p 542.5-797 

環境保健局

衛 生統計年報 昭和56年 538p 663-1315 

大阪 市 産業廃棄物実態調査 報 告書 昭58

332p 717-2751 

公害の現況と対策 昭和57年版 262p 717-1205 

大阪 市立環境科学研究所 報告 同研究所 663-2105  

事業年報 昭和55、56年度

調査・研究年報 43、 44集 昭56、57

港 湾 局

大阪港港勢 昭和57年 42p 181-12 

大阪港港勢 昭和57年1-6月、昭和57年1-

9月、昭和58年1-3月 181-13 

大阪港港勢 一斑 昭和56年 企画振興部振

奥譲 283p

Por t  of Osaka contain er s ervic e. 

昭58 17p 

消 防 局

大阪 市 消防年報 34(昭和56年) 168p 

救急年報 昭和57年 63p

交 通 局

大阪のあし No. 87(昭57. 5) -No. 88(昭

552-81 

181-19 

433.5-25 

433. 5-423 

58.2) 総務部総務課 18H-l 

市営交通ご あん ない 昭57 1 枚 18H-6 
事業概 要 昭和56年度 161p 550-857 

事業概 要 昭和57年4 月~昭和58年3 月 雑ー2478

地下鉄・市 パス ・ニュートラム 40p 18H-2 

水 道 局

大阪 市工業用水道誌 昭58 497p 717-159 

工業用水道拡張完成図集 〔昭58コ
図版 70枚 へ1-624

市立大学

大阪 市立大学生 活 科学部紀要 30巻〈昭58.

2 ) 同学部 329P 0 53-325 

経済学雑誌 83巻1号(昭57.5)- 6 号(昭

58.3) 経済研究会 雑-1020

人 文研究 34巻1 分 冊(昭57.11) -12分冊

(昭57.12) 文学部 雑ー1332

法学雑誌 29巻1 号(昭57.9)- 4 号(昭58.3 )

法学会 雑-1623
Memoirs of t he Facul ty of Engine ering， 

Osaka City Univ ersity. Vol. 23(昭57 .12 )

工学部 248p 700-140 

区 役 所

大阪 市 北区各種団休名簿 昭和58年版 北

区各種団体名簿刊 行事 務局 364p 354.1-10 57 

C東区〕各種団体役員名簿 昭和58年版

東倶楽部各種団体役員名簿編集委員会

184p 354.1-1133 

〔港区】各種団体名簿 昭和57年版 港区

役所内各種団体名簿編集部 359p 354.1-1045 

南区志 大阪都市協会編 南区制100周年記

念 事業実 行委員会刊 昭57(復刻) 553p 

原木:大阪 市 南区長堀橋筋1丁目外91ケ町

区編 南区役所刊 昭3 378-87 

南区史 続 大阪都市 協会編 南区制100周

年記念 事業実 行委員会 昭57 729p 378-87 

大阪 市 大淀区各種団体役員名簿 昭和田年

版 大淀区各種団体役員名簿編集委員会

176p 354.1-1167 

城東区各種団体役員名簿 昭和58年版 大

阪 市 披東区役所総務課 194p 354.1-1153 

鶴見区各種団体名簿 昭和58年版 鶴見区

役所 170p 354.1-1507 

阿倍 野区各種団体名簿 昭和58年版 阿倍

野区友会 339p 354.1-1101 

大阪 市 住吉区団体名簿 昭和57年版 住吉

区政協力会 233p 354.1- 1035 

〔東住吉区 〕各種団体役員名簿 昭和58年

版 東住吉区政協力会 438p 354.1-1061 

教育委員会

いちょう並木 No.9(昭57.4) -No. 20

(昭58.3) 社会教育部 18 L-62 

大阪 市 教育年報 昭和57年版 294p 190-1559 

大阪 市 の養護教育概要 昭和田、57年度 197-401 

大阪 市 立南 市 民 教養ルーム 〔昭57] 4p 18 L -68 

家庭教育のし おり 少年期の子どもをもっおとう

さん・おかあさんへ 婦人教育課 昭58 34p 18 L -73 

女性と年金 婦人教育課 昭58 38p 18 L-71 

生活の中 に身体 活動を ス ポーツ課 62p 18 L-66  
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青少年宿泊施設 ガイドブック '82年版 大

阪市 立中央脅年センター 32p 

電気 科学館だより No. 198(昭57.4)-No.

18L-43 

206(昭57.12) 欠: No・205 同館 18L-26 

大阪市立電気科学館機関路四つばし Vol. 23 No. 

260(昭57.4)-Vo1. 24 No.271(昭58.3)

同館、同館協力会共編 有 18L-28

教 育研究紀 要・ 教育研究所 昭58 190-1889 

196号 教科教育に関する研究(国語科)

178p 

197号 教科教育に関する研究(社会科)

90p 

198号 教科教育に関する研究(算数・

数学科) 138p 

199号 教科教育に関する研究(体 育科)

80p 

200号 教科教育に関する研究(外国語

科〔英語J) 40p 

201号 教育方法に関 する研究(教育評

価 ) 106p 

202号 教育相談に関する研究(生 活指

導) 172p 

203号 教育相談に関する研究(養護教

育) 216p 

204号 教育相談に関する研究(幼児教

育) 121p 

205号 大阪部落子ども会関係資料 2

403p 

教 職員教育研究論文集 昭和57年度(33回)

募集 教育研究所 55p 18L-ω 

研究報告 教育研究所 昭58 190-2141 

38 教科教育に関する研究(理科) 53p 

39 道徳教育に関する研究 59p 

40 特別活動に関 する研究 66p 

41 教育方法に関する研究(授業研究)

61p 

42 教育方 法に関する研究(教育機 器)

54p 

43 教育資料に関する研究(調査・整 理・

普及) 35p 

44 大阪市 立教育機関沿革 史料 144p 

45 同和教育に関する研究(教材)

123p 

大阪市 史 史料 大阪 市 史 編 集所編 大阪 市

史料調査 会刊 昭57 328-845 

7稗 明治時代の大阪 上 143p

8輯 明治時代の 大阪 中 176p

大阪の歴史 7 号(昭57.9 )- 9 号(昭58.3)

大阪 市史 編 纂 所 18L-60 

大阪 市立自然史 博物館研究報告(Bull etin of 

t he Osaka Mus eum of Natural History) 

36号 同館 昭57 49p 640-15 

大阪 市立自然史博物館展示解説 同館 18L-58 

8 集 合見号しぜんしはくぶつかん 子ども

のための展示解説 昭57 56p 

大阪 市立自然史 博物館特別展解説 同館 640-141 

9 回 日本の蝶・ 世界の蝶 昭57 39p 

自然史研究 Vo1. 1 No.16(昭58.1) 自然

史 博物館 4p 18L-11 

大阪 市立博物館 利用あんない 同館 1 枚 18L -72 

大阪 市立博物館研究紀 要 15冊(昭58.3)

同館 56p 199-1061 

大阪 市立博物館総合案内 同館 昭58

87p 199-1587 

大阪 市立博物館特別展展観目録 同館 017-127 

90号 第93回特別展三都の俳諸

江戸・京都・大阪 昭57 80p 

大阪 市立博物館報 22号(昭58.3) 同館

32p 

美をつくし No.98(昭57.4)-No. 101

(昭58.1) 美術館

大阪 市立婦人会館所蔵図書目録 1 編

同館情報図書室 昭57 69p 昭和

199-679 

雑-2785

57年s月末現在 011-2597 

夕陽 丘 No.l(昭56.9)-No.2(昭57.4)

大阪 市立婦人会館 18L-67 

私たちの婦人問題講座 報告書 1 回 大阪

市立婦人会館 昭58 123p 565.3-1053 

私たちは今 Vol.l-2 昭和57年度

大阪 市立婦人会館 婦入社会大学第1期生研究
歯文集 051-329 

E市 会 事務局〕

大阪 市 会会議録 435-1111 

定例 会第1 回 1号 昭和57年3 月

445p 

定例 会第3 困 3号 昭和57年9 ・10月
166p 

臨時会第1 回 5 号 昭和57年12月

77p 
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大阪 市会関係例 規集 調査課 昭58 110p 435-669 

大阪 市会決算特別委員会 記録 昭和56年10

月�12月 368p 435-1131 

大阪 市会時報 No.59(昭57.8)�No.63

(昭58.1 ) 調査 課 雑-2487

大阪 市会常任委員会 記録 昭和57年度通常予算

に関する その1 、 その2 435-1149 

調査 ジ守一ナル 26(昭57.11)�27(昭58.3) 雑同2518

府 下 市 町 村

堺 市

環境 水質 調査結果 昭和56年度 公害対策

部 115p 717-2735 

広報 堺 昭和田年 358号�369号 広報課 に1-1010

国勢 調査結果書 昭和55年 総合企画部企

画課 257p 531-299 

堺 MAP OF SAKAI 1982 商工農政部

商業 譲 1 枚 378-893 

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57年度版 総合企画部企

画課 56p 535-151 

堺 市大気汚染 調査報告 測定資料集 昭和

56年度 公害対策部 125p 717-505 

堺 市統計書 昭和57年度版 総合企画部企

画課編 333p 535-45 

〔堺 市博物館 〕館報 2 同館 (昭58.3 )

77p 19-239 

堺の公害 昭和57年版 公害対策部 333p 717-1067 

新 堺 市総合計画 調和と風格のある都市をめざして

総合金画部企画課

概 要 版 昭58 43p 436-1207 

基本構想. 基本計画 昭58 230p 436-1197 

統計 ニュース No. 26(昭57.9 )�No. 28

(昭58.3) 総務保企画課 19-237 

同和関係資料目録 昭和49年度~昭和56年

度 解放会館図書室 57p 011-2605 

埴輪と鉄患具が 語る巨大古墳とその周 辺

博物館 昭 57 103p 328-1047 

岸 和国市

回顧 昭和54年5月1 日�58年4 月30日

市議会 事務局 昭58 117p (議会資料

号外 435-1449

議会資料 市議会事務局 435-1293 

No. 9 0  (手帳版) 144p 

No. 9 8 議会の概 要 26p

No. 99 岸和田 市の概 要 91p

No. 100 (手帳版) 151p 

No.101 昭和57年 市議会付議事 件一 覧 89p

No. 102 昭和57年度現 計 予算決算の推移 23p

きし わ だ議会だより 30号(昭57.4)�

33号(昭58.1 ) 市議会 19-101 

岸和田 市公報 132号(昭57.4)�135号

(昭57.7 ) 19-104 

岸和田 市統計 書 昭和56年度版 総務部総

務課 127p 535-493 

岸和田市 文化 財調査概要 教育委員会 19-246 

7.土 生遺跡 他発掘 調査概 要 昭57 17p 

8.昭和57年度発掘 調査概 要 昭58 23p 

豊 中 市

グラフとよなか 自治援典課 NO.18(昭57)

� No. 19(昭58) 19-103 

豊中 市統計書 18回 〈昭和54年版 )�21図

(昭和57年版 〉 総務部行政 管理課編 535-437 

池 田 市

池田市統計 季報 19-48 

No.45 特集「池田 市の工業 」 昭57

32p 

No.46 昭57 32p 

No. 47 昭57 32p 

No.48 特集「池田 市の商業 」 昭57

32p 

No. 49 特集「池田 市民所 得の 推計 」

「池田 市の工 業」 昭58 32p 

池田 市統計書 昭和56年度 総務部企画課

181p 535-553 

吹 田 市

語りつごう子ども たち へ 喰争体験記 岸部

第一小学校 昭57 63p 回4-2111

公害白書 昭和56年度版 環境保健部公害

対策課 240p 717ー必3

吹田 市統計 概 要 昭和56年度版 企画部企

画 調 整 室 392p 535-559 

泉大津市

泉大津 1981市勢要覧 市長公室 秘書課編

56p 435-1761 

統計 昭和56年度版 総務部庶務課 叩'p 535-621 

高 槻 市
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消防 年 報 昭 和57年 消防本部 74p 433.5-555 

教育要 覧 昭 和57年度 教育委員会管理部

企画調査室 130p 1 92-1679 

生涯教育 への方 向性を求 めて 昭 和 57年度

社会教育委員会議10年のあゆみ 教育委員会

106p 199-1549 

高槻市水 道事業年報 昭 和57年度版 水 道

部総務課 173p 717-2307 

高槻市統計書 昭 和57年版 企画 財政都政

策 推進 室 316p 535-527 

貝 塚 市

広報 かいづ か 510号(昭 57.4) �521号

(昭 58.3) 市長 公室 広報 公聴課 19-87 

員塚市の 植物 泉南自然同好会編 教育委

員会刊 昭 57 129p 655-881 

貝塚市の 統計書 昭 和55年 166p 535-633 

守 口 市
グラフ守口 市長室 広報 公聴課

NO. 39 (昭 57.1 2) 防災ヵ・ イドプック

15p 

NO. 40 (昭 58. 1) 文化財がいど 14p 

No.4 1  (昭 58. 3) 消費者 ガイドプック

15p 

広報 もりぐち 751号(昭 57.4) �774 号

19-113 

(昭 58.3) 市長室広報 公聴課 19-106 

もりぐち 市民の手事1 市長室広報 公聴課

昭 56 16p (市制35周 年 記念 435-1311

守口市統計書 昭 和57年版 総務部情報 統

計課編 251p 535-487 

守口 市における大気汚染の監視状況報告書

昭 和56年度 生 活環境部公害対策課

72p 717-1871 

守口市の 公害 昭 和57年度版 生 活環境部

公害対策課 213p 717-1069 

守口市文化財調査 報告書 1 教育委員会

昭5 8 139p ( 美術工 芸書跡編 909-495

枚 方 市

公害白書 昭 和57年度版 生 活環境部公害

対策課 325p 717-1773 

枚方 市統 計書 12回 (昭 和57年版) 総務

部庶務課編 208p 535-4 81 

枚方 市文化財調査報告 16 教育委員会、

文化財研究調査会 昭 57 33p (渚院跡

遺跡調査概 要 報告 909-417

茨 木 市

い ばらぎ 377号(昭 57.4 ) �388号(昭 58.3)

市長 公室 広報 公聴課 19-70 

茨木市議会 だより No. 72 (昭 57.5) �No. 75

(昭 58.1) 市議会 19-2 47 

茨木市統計 書 昭 和51年版~昭 和57年版

企画部企画課 535-535 

し あわせへのみ ちびき 9集 人権作品と同和

問題 教育委員会 昭57 32p 563-875 

八 尾 市

八尾市統計 審 1981年版 企画調整 部企画

課 統計係編 171p 535-613 

泉佐野 市

泉佐野 市統計書 昭 和56年版 泉佐野 市総

務部庶務課 綴 147p 535-627 

宮困林市

広報とん だばやし 387号(昭 57.4) �398号

(昭58.3) 市長 公室広報 公聴課 19-109 

富田林 市の 埋蔵 文化財 埋蔵文佑財基本分布図

教育委員会 昭 53 36p 328-1043 

富田林の 文化財 教育委員会 昭57 71p 909-449 

寝屋川市

教育研究 No.50 (昭57.7) 教育 研究所 19-163 

研究紀 要 No.35 教育研究所 昭 57 157p 190-2135 

広報 ねやがわ 541号(昭 57.4) �564号(昭

58.3) 市長 公室 市民相談 室編 19-55 

寝屋川市統計書 昭 和56年度版 市長 公室

事務管理課 181p 535-533 

河内長野市

河内 長 野 市総合計画 市長 公室企画 係編

昭 45 240p 436-1185 

河内 長 野 市統計要 覧 昭 和56年度版 総務

部庶務課 統計係 271p 535-615 

松 原 市

グラフまつばら '82 総務部秘書課 21p 435-1753 

松原市史 資料集 328-633 

12号 松原市の民家 普情文書編 昭 56

66p 

13号 丹南天満宮本 殿修理工事の調査

研究 昭 57 73p 

大 京 市

大東市文化財 ガイ ドブック 2 教育委員

会社会教育課編 昭 57 170p 909-405 

大東市報 453号(昭 57.4) �475号(昭 58.3)

総合企画 室 19-85 

箕 面 市

今 あな たに 語り 継ぎます 戦争体験偲 総務

都文書広報課 昭 57 40p 584-2115 

箕面市市勢 年 鑑 昭 和57年度版 194p 435-901 

柏 原 市

柏原市勢 要 覧 '80 総務部広報 広聴 譲

48p 4 35-1599 
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柏原市埋蔵文化 財発掘調査概 報 教育委員会 3 28-1133 

1981 年度 117p

2-1 昭58 38p (片山廃寺 塔跡発掘

調査概 報 )

高井田横穴古墳群試掘 調査 概 要報告書 教

育委員会 昭58 17p 3 28-110 9 

統計資料 '80 20 p 5 35 -617 

羽 曳 野 市

広報はび きの No . 246 (昭57 .4)�No . 257

(昭58 .3 ) 市 長公室秘 書広報 課 19 -28 

門 真 市

広報かどま 466号 (昭57.4)�490号 (昭

58 .3 )  市 民 部広報公 聴課 19-1 21 

摂 湾 市

広報せっつ279号 (昭57.4)� 291号 (昭

58 .3 )  市 長公室 19 ・236

広報せっつお しらせ版 NO .8 4 (昭57. 4 )

�No .93 (昭 58.3 ) 市長 公 室 1 9- 236 

広報せっつ縮刷版 1 巻 (昭33.4 -昭

57.1 ) 市長 公室 435-1731 

せっつ議会だより No .61 (昭57.5 )�

No .63 (昭57.11) 19- 249 

摂津 市史 史 料編3 有坂隆道、 服 部数共

編 昭58 465p (近世編3 ) 3 28-707 

せっつ官1市勢要覧 市 長公室 企爾 課 55p

( 市街j施 行15周年記念) 435-1775 

摂津 市 統計要 覧 1981 市 長公室 編 3 23p 5 35-561 

高 石 市

広報たかいし 218号 (昭57 .4) - 229号 (昭

58 .3) 広報公 聴課 19-73 

高石市 民意識調査報告書 生活環境基礎調査に

叫べ 8 図 企画調整 部企画室 昭 回

197p 435-1485 

高石市 統計書 昭 和57年度版 企画調整 部

企画室 1 93p 535-601 

高石市の公 害 昭和56年度 生活環境 部公
害対策課 232p 717-1137 

藤井寺 市

藤井寺市史 6 巻 史料 編4 上 市史編さ

ん 委員会編 昭58 653p 3 28-1005 

藤井寺市 文化 財 4 号 近世の絵画 市史編

さん 室編 昭58 3 2p 19-2 24 

東大 阪 市

統計だより 51号 (昭57.11)�53号 (昭

58 .3 )  企画部統計 課

東大阪市史 資料 3 集 ( 7 ) 市史編さん

委員会編 昭58 118p ( 明治大正新聞

19-2 “ 

資料集成 朝日新聞7) 328-477 

泉 南 市

泉 南市 、1市政要覧 昭56 40p 435-1279 

泉 南市史 史 料編 市史 編纂委員会編 昭

57 10 28p 3 28-1053 

泉 南市 統計書 昭和56年度版 総務部総務

課編 150p 535-619 

四条畷 市

広報しじよう なわて No .1 4 2(昭57.4 )�

No .153 (昭58 .3 ) 総務部行政 管理課編 1 9-83 

島 本 町

島本 町 統計 概 要 昭和55年版 総合計画策

定プロジェク トチーム 編 225p 535 -565 

ょうこ そしまもとに 昭56 1 枚 ( 裏面:

島本 町 図) 435-1843 

能 勢 町

能 勢 町農村 総合整備 計画書 昭56 106p 812-3565 

豊 能 町

豊能 町 統計書 昭和56年度版 企画 室編

88p 535-625 

忠 岡 町

忠岡 町史 紀 要 3 町史編纂 委員会編 教育

委員会刊 昭58 117p ( 忠岡 の歴 史 ) 1 9-240 

田 尻 町

広報 たじり No.180 (昭57.4)�No.191 (昭

58.3) 欠: No.1 飽、 189

阪 南 町

広報はんなん 114号 (昭57.4) �126号〈昭

1 9 -67 

5 8.3 ) 1 9-78 

阪 南町 勢 要覧 1 98 2 町 長公 室企画課編
31p 435-1315 

狭 山 町

広報さやま 158号 (昭57. 4)�169号 (58.3) 1 9-64 

美 原 町

広報みはら No. I99 (昭57.4)�No. 210 (昭

58 .3 )  1 9-122 
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外郭団体及びその他の関係団体

和泉丘陵内遺跡鼠査会

和泉丘陵内 遺跡発掘 調査概要 1 昭57

57p 328-1029 

大阪科学技術センター

国際化 時代の科学技術の展望 昭46 56p 700-1997 

産業廃棄物処理・処分の手引 2 昭58

247p (大阪府委託事業 717-1297

大阪観光協会

おおさか 観光情報蕗〈昭58J 29p 16-251 

大阪城への招待 1 秋山進午(ほ か) 著

昭57 158p (付:大阪城年表 378-883

大阪城普請丁場審j之図 昭57 2 枚 (大阪

府 立中之島図書館藤本の模本 724-269

観光の大阪 No. 371(昭57.4) �No. 382

(昭58.3) 雑四2297

大阪港援興協会

OSAKA PORT NEWS NO.11('83.2) � 

No.13('83.3) 16-252 

大阪国際空港周辺鐙備機構

大阪国際空港周 辺 整備機構公報 30号(昭

57.6) �31号(昭57.9) 雑-2572

大阪国際児童量文学館

大阪罰際児童文学館ニュース NO.1('82.8) 

�No. 2('83.3) 16-241 

大阪国際貿易センター

月報貿易センター 22巻4 号(昭57.4) �23巻

3 号(昭58.3) 雑-2500

大阪市街地再開発促進協議会

最近の 市街地再開発事業 計画

昭45 8p 436-1129 

昭46 15p ( 市街地資料104号 436-1171

都 市再開発事業の推進策に関する調査報告

書 (][) 技粋 昭47 69枚 ( 市街地資料

120号) へ1-617

都 市再開発ス ク ラップジ守ーナル 211号

(昭57.4) �222号(昭58.3)

大阪市こども文化協会

こども文佑 No. 10(昭57.11) �No.12(昭

58.3) 

大阪市社会福祉協議会

大阪の社会福祉 323号(昭57.4) �334号

(昭58.3)

在宅老人を支える福祉のネットヲーク づく

雑-2217

16-250 

16-183 

りを 昭57 88p 567.2-383 

大阪施段保母の会

大阪施 設保母の会20年のあゆみ 昭49

104p 567.3-451 

大阪市消防職員厚生会

あゆみ 消防学校 昭51 90p 433.5-543 

大阪下請企業振興協会

協会だより 45号(昭57.4) �56号(昭58.

3) 16-86 

大阪自治体問題研究所

岐路に 立つ大阪 平和と都市再生の条件 昭58

282p (大阪地方自治白書3 号 435-1813

大阪市天王寺動物園協会

な きごえ 200号(昭57.4) �211号(昭58.

3) 16-118 

府 立大阪博物場の動物種 天王寺動物園のP

--;1を探る 昭57 14p (rな きごえJ 200 

号に掲載 651-645

大阪市土木技術協会

大阪 市土木局 業 務論文報告集 4 巻 昭58

954p 710-427 

大阪市働く青少年友の会

働く青少年ニュース No. 266(昭57.4) �

No. 275(昭57.3) 16-141 

大阪府PTA協議会

あすをひ ら く子どもの幸せのために 昭54

163p 597-405 

大阪市PTA協織会

大阪 市PTAだより 273号(昭57.4) �

284号(昭58.3) 欠: 278号 16-112

大阪市文化財協会

瓜破北遺跡 2 昭56 55p (大阪 市下水

管渠築造工事「瓜破地区その8 、 その9J

に伴う発掘 調査報告書 328-863

大阪 市平野区長原遺跡発掘 調査報告 2 

(大阪 市高速電気軌 道2 号線延 長工事に

伴な う発掘 調査報告書) 昭57 474p 

大阪市保育所連合会

保育研究のあゆみ 昭57 184p (大阪 市

328-1105 

保育研究発表 会第30回 記念誌 194-941

大阪社会運動協会

大阪地方社会労働運動史 編集 ニュース 3 号

('83.4) �12号('83.3) 16-232 
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「大阪消防」発行会

大阪消防 No.385(昭57.3)�No. 397(昭58.

3) 雑-23 40

大阪市老人クラブ連合会

大老連 2 85号(昭57.4)�296号(昭58.3) 16-172 

大阪府育少年会 館

催物ご 案内 昭57.11�昭58.3 欠: 58.2 16-2 42 

大阪精神衛生協議会

大阪 精神衛 生 28巻1号� 6 号 昭58 雑-1930

ラ イフサ イク ルと心の健康 44p 16-25 4 

大阪精神薄弱者育成会

太陽の子 204号(昭57.4)�2 15号(昭58.3) 16-39 

大阪成人病予防協会

成人病 22巻3 号(昭57.3) �23巻1 号(昭

57.9) 雑-2511

成人病 (パンフレット ) 222号(昭57.5) �

227号(昭58.3) 16-51 

大阪中小企業情報センター

大阪中小企業情報 26号(昭57.4) �36号

(昭58.3) 16-215 

海外現地法人経営の現状と 問題点 近織地区

中堅・中小企業 昭57 88p 544.3-891 

経営に役立つ講演会、 講習会、 催物一覧

昭和57年4 月分 ~昭和58年3 月分 欠: 6月 16-225 

小売業景況調査 昭和57年度 No.1�No. 4 16-2 43 

霊告書警中小企業関係情報目録 No・24 (昭
57.4月分)�No.35(昭58.3月分 16-226

情報所在リス ト 昭和58年3月 昭58 98p 

(付: 大阪府下 主 要 情報提供機関 544.3-933

中小企業経営に役立つ中小企業関係新聞 ニ

ユース 25号 (昭和57年3 月21日�4 月

20日) �36号 (昭和58年2 月21日� 3月

20日) 16-22 4 

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 フイ9ピYの

ヶ-:;x. 昭58 4 9p 510-7227 

大阪都市協会

大阪人 36巻4 号(昭57.4)�37巻3 号(昭

58.3) 

大阪21世記協会

大阪21世紀 計画 自由、活力、創造、 大阪2001

昭57 2 4p 

大阪21世紀 計画 参加のご案内 昭58 6p 

大阪21世紀 計画ニュース 1 号〈昭57.4 )

� 9 号(昭58.3)

21世紀 へ旅立つOS AK A 大阪21世紀への

プ ロ ローグ大阪築城400年吉つり 昭58 14p 

大阪能率協会

雑-1483

16-2 47 

16-2 48 

16-23 4 

16-257 

産業能率 301号(昭57.4)�312号(昭58.3) 雑-1299

大阪府育英会

大阪府育英会ガ イドブック 昭和57、 58

年度 16-239 

大阪府育英会創立三十周年記念誌 昭58

1 42p 1 92-1821 

大阪府観光連盟

大阪 12 4号�125号 E昭58) 16-50 

大阪府技術協会

工業の進歩 昭和56年 No. 2(昭56 .10)�

昭和58年 No.l(昭58.3) 雑ー1438

大阪府献血協会

献血ニュース 50号(昭57.10) �51号(58.

3) 16-35 

大阪府公園協会

現代の公園 No.4 昭57 91p 16-218 

大阪府工業協会

大阪府工場便覧 昭和57年度 706p 709-287 

商工振興 3 4巻1 号(昭57.4) �34巻12号

(昭58.3) 雑ー1586

大阪府交通対策協議会

大阪の交通事故 昭和45年 32p 550-1229 

大阪府国民健康保険団体連合会

こくほ 大阪 NO.180(昭57.5) �No.185 

(昭58 .3) 雑ー2 300

大阪府麗用創出政策会 議

定年延 長に関する実態調査結果報告書 昭

57 118p 518.1-759 

労働時 間短縮に関する調査結果報告書 昭

57 85p 518.1-757 

大阪府社会 福祉協議会

大阪を福祉の町 に 地区福祉委員会の手51 昭52
17p 567.1-141 

高令者職業紹介事業業 務概 況 昭和51年度
21p 518.3-657 

福祉おおさか 230号(昭57.4) �241号(昭

58.3) 16-38 

大阪府生活協同組合連合会

大阪府 生活協同組 合速合会長期計画 昭45

68p 516.2 -327 

大阪府青少年育成センター

おおさかの青少年活動施 設 昭58 161p 1 99�1579 

きん きの青少年宿泊施 設 おおさか、しが、きょ

うじひょうご、なら、わかやま 昭58 52p へ1-627

ゃん ぐ瓦版 1 号(昭57.12) 1 枚 16-2 46 

大阪府赤十字血液センター

年報 昭 和56年度 164p 665-805 

- 17 ー



Circular Osaka No.4(昭57.4) �No. 14 

(昭58.3)

大阪府千里センタ一

千里 209号(昭57.4) �220号(昭58.3)

大阪府地方自治研究会

都市問題関係資料 8 地方公共団体と行政改革

16-233 

16-45 

昭57 186p 435-1209 

大阪府地方自治振興会

自治大阪 33巻4 号(昭57.4) �34巻3 号

(昭58.3) 雑-1887

大阪府中小企業団体中央会

大阪の中小企業 311号(昭57.4) �322号

(昭58.3) 雑-23 95

大阪府都市開発

泉北高速 鉄道概 要 昭45 9p 553-841 

大阪府農業会 議

恒常的通勤兼業 従事者の就業 意向に関する

調査 昭57 21p 812-3443 

自立経営農家の農業経営に関する意向調査

昭56 25p 812-3441 

特産地における農 業 後 継者の実態調査報告

書 羽曳野市駒ケ谷地区 昭57 100p 812-3433 

都 市化の中の農業集落の機能 に関する調査

昭58 71p 812-3549 

都 市農業の実態と 展開方向 昭57 90p 819-623 

農 業 後 継者確保に関する意向調査 後継者

不在農家について 昭58 19p 812-3551 

農業青年の経営指向に関する調査 昭58

28p 812-3553 

農 業労賃等に関する調査結果 昭和56、 57

年度 812-3439 

野 菜作農家 の経営に関する意向調査 昭57

46p 812-3445 

大阪府農業協同組合

農協大阪 489号(昭57.4) �500号(昭58.3) 雑ー2452

大阪府婦人問題アドバイザーの会

OF A適信 No. 31 C昭57.12) 16-244 

年報「と も」 創刊号 昭57 113p 565.3-1029 

大阪府文化振興協議会

文化のいずみ 14号(昭57.7) �16号(昭58.

1) 16-214 

大阪府文化問鐙懇話会

地球時代の大阪文化 園際文化都市・大阪へ飛朔

のための提言と座談会 昭58 268p 435-1811 

大阪府立錫人会館グループ連絡協議会

生き る学ぶ創る 婦人会館と歩んだ300人の本

昭58 312p 199-1569 

大阪府臨海スポーツセンター

10年のまとめ 昭57 20p 

大阪府林業経営協議会

山 73号(昭57.9) �75号(昭58.3)

大阪文化財センタ一

980-871 

16-49 

大阪府遺跡年表 昭52 (16p コ 328-1093 

大阪府 文化 財調査概 要 902-223 

1977年度ー1 昭55 1 冊 (昭和 52年

度「大阪府文化財調査概要 」のうち、

1. 国府遺跡発掘 調査概 要 8 2. 西

琳寺 跡範囲確認調査概 要 1 3. 誉回
白鳥遺跡発掘 調査概 要 6 4. 挟山遺

跡発掘 調査概 要 4 5. 挟山遺跡、 軽

里遺跡発掘 調査概要を再収録)

1977年度-2 昭55 1 冊 (昭和52年

度「大阪府文化 財調査概要 」のうち、

1. 大圏遺跡、 古池北遺跡発掘 調査概

要 2. 池上、 曽根遺跡発掘 調査概要

3. 岬 町 遺跡群発掘 調査概 要 4. 瓜

生堂遺跡発掘 調査概 要を再収録)

大阪文化誌 4 巻3 号(昭57.12) 雑-2526

亀井 遺跡 寝屋川南部流域下水道事業長官ポYプ場

築造ヱ事関連埋蔵文化財発掘調査報告魯2 昭57

318p 328-1123 

巨摩・瓜生堂 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 328-1055 

本文編 昭57 402p 

図版編 昭57 140p 

東山遺跡 大阪府文化財調査報告書 328-1089 

本文編 昭55 74p 

図版編 昭55 140p 

君事馬台国の謎を解く l/:/ポV'?ム弥生時代の近

銭と九州 昭57 34p 328-587 

大阪防疫協会

まこと 38号(昭57.7) �41号(昭58.1) 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 昭和56年度 40p 707-395 

大阪養護教育振興会

大阪 市 の養護教育 軌跡をたどってあのことあの人

昭58 282p 197-473 

大阪労働協会

月刊労働 398号(昭57.4) �409号(昭58.3) 雑ー1370

大阪湾総合開発協議会 経済調査部会

大阪湾総合開発構想(案) その1 昭47 45p 552-737 

関西空港調査会

関西空港ニュース No. 26(昭57.7) �No. 30

(昭58.2) 雑ー2759

都 市と空港 4 号(昭54.11) �22号(昭58.
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2) 欠: 19号 16-235 

南大阪湾岸 整備事業に伴う大気質 ・ 水質 へ

の 影響調査 報告書 〔昭57J 92p 551 -309 

関西産業公害防止センター

関西国際空港計画に 係る第3 回実機飛 行調

査 の騒音測定調査 報告書 昭57 106p へ1-595

関西消費者協会

消 費者情 報 141号(昭56.5)�150号(昭58.

3) 雑ー2291

菅南地域社会 福祉協譜会

菅南 小史 創立30周年記念 昭58 55p 435 -1815 

近畿圏整備本部

既成都 市区域における産業人 口集中にかん

する調査 昭和47年度 75p 436-899 

近畿圏における事 務所集 積 に関する調査 報

告書 昭58 238p 436-1163 

京阪神都 市圏 の都 市交通 都市交通問題 の

背景と構造 昭58 50p 

堺泉北フエリー埠頭公社

10年のあゆみ 昭57 47p 

四天王寺福祉事業団

福祉事業再興五十年誌 昭56 292p 

青少年育成大阪府民会 議

あすへのカ No.52(昭57.11)�No. (昭58.

550-1245 

435-1747 

137-37 

1) 16-116 

泉南産業振興委員会

近畿圏における産業 立地動向調査 報告書

昭46 28p 801 -227 

泉北開発センター

泉北 68号(昭57.5)�73号(昭58.3) 16-15 

泉南臨海開発計画調査委員会

明日の泉南臨海地裁 を考える 〔昭47J

28p 436-1155 

都市問題研究会

都 市問題研究 34巻4 号(昭57.4)�35巻
3 号(昭58.3) 雑-2046

中河内地域広域行政推進協議会

歴史 のさんぽマップ 信賞、生駒の史跡 昭57

23p 378-871 

日本万国博覧会 箆念協会

万国博記念 公園 を中心と した 公園利用動向

調査 昭57 122p 836-571 

万国博覧 会 記念 公園基本計画報告書 計画

編 昭47 82p 718-771 

納税協会 連合会

相続税財産評 価基準と 財産評 価 のあらまし

昭和58年分 2 の1 昭58 873p (大阪

府・ 兵庫県 523-729

路線価設定地域図 昭和58年分 へ1-461

5 -1 大阪 市 9 04p 

5-2 大阪府 (大阪市を除。 1136p

阪神高速道路公団

阪神ノ、 イクエ イ No.70(昭57.9)�No. 72 

(昭58.3) 雑.-2561

枚方市身体障審者福祉会

身体 障害者に対 する温かい理解 を深める標

語集 昭51 87p 567.2-403 

枚方市文化財研究調査会

枚 方 市文化 財年報 3 昭57 94p 9 09 -387 

矢田同和教育推進協議会

今日の教科書問題と 同和 教育 昭57 46p 16-253 

すいしん 125号(昭57.6)�133号(昭58.3) 16-113 

淀川水質汚濁防止連絡協議会

淀川 水質 汚濁調査報告書 昭和55年度

354p 717-475 
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