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H 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56年3 月末日までに刊行されたもので、昭和55年8 月 1 日から56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56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音順とする。 外郭団体及びその他の関係団
体の配列は団体名の50音順とする。

- 付属機関の刊行物は、それぞれの管轄課等の末尾に入れる。
4. 記載事項

書名・巻("8・〉数・〔発行者〕・発行年・頁数・双書名・請求記号。
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大

知 事 室

広 報 課

おおさか 府政のあらまし 1981 56p 435-1249 
大阪府交通 事故相談概要 昭和54年度 37p 550-949 
大阪府政 No.65(昭55.4)、No.67(昭55.7) 1-18 
おおさか府政 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55年度 150p 435-1545 

暮らしのための手続案内 昭和55年8月現在
703p 435-449 

広 報 公聴 昭和54年度 71p 1-30 
施設あんない 1980 96p 435-975 

旬刊ふちょう No.255(昭55.4)�No.287 
(昭56.3) 1-4 

府政に関する世論調査 435-713 
第37回 水資源問題報告書・概要 昭54
第38回 自動車公害報告書・資料 昭54
第39回 高齢化社会報告書・資料 昭55
第40団 体力っくりとスポーツ報告書

・概要 昭55
第41回 婦人問題報告書・資料 昭55
府政 モニター・アンケート報告書 昭和55

年度
1 国際障害者年について 37p 
2 都市公園について 46p 
3 米飯給食について 35p 

総 務 部

人 事 課

435-1093 

大阪府職員録 昭和55年 8月1 日現 在 570p 354.6-65 
'79人事 管理ノート 昭54 156p 433.2-321 

職 員 課

職員健康 管理概要 昭56 92p 518.9-215 
税 政 課

大阪府税務行政 続十年資料 昭和45年~昭
和54年 昭56 405p 529-135 

大阪府税務統計 NO.30 昭和54年度
昭56 173p 529-69 
地 方 課

大阪府市町村機構・役職員一覧 昭和53年
9月1 日現 在 384p 435-1017 

阪 府

法制文書課

大阪府公報 7899号(昭55.4)�8050号
(昭56.3) 雑-919

同 公報 号外 55年 4 号(昭55.4)�56年 4 号
(昭56.3) 雑-919

財政のあらまし 昭和55年 6月、12月
(大阪府公報 号外15号別冊 529-225
職員研修所

職員研修計画 昭和55年度 26p 2-26 
職員時報 34巻 4 号(昭55.4)�35巻 3 号

(昭56.3) 雑-1284
府民センター

豊能 のすがた 豊能 府民センタ一 昭55
48p 435-1555 

伸びゆく泉北 昭和田年3月地域振興資料

泉北府民センター 54p 435-1579 
南河内あんない 南河内府民センター

昭55 14p 2-21 
南河内地域の概要 南河内府民センター

昭55 235p 435-1617 
中 河内のあらまし 中 河内府民センター

昭55 103p 435司1503
ヵ・ィドブック北河内 北河内府民センター

昭55 80p 

企 画 部

府民文化室

大阪府民劇場30年のあゆみ 昭56 53p 
参加する文化活動シリーズ 2(舞台芸術

435-1577 

900-1285 

と私たち) 昭55 145p 199-1241 
世界に聞かれた文化都市圏大阪をめざして

昭56 45p 435-1647 
婦人おおさか No.2 昭56 8p 3-66 

企 画 室

大阪府総合計画概案・要旨 総合計画審議
会事務局 昭55 435-1575 

大阪府の調査資料目録 及び要旨 1枚 551-245 
大阪湾への水質汚濁流出負荷量(大阪府下分)

と水質予測調査 調査報告書 昭55 50p 551-187 
関西国際空港計画に係わる自動車交通量予

測調査報告書 昭55 52p 551-189 
関西国際空港計画に係る調査(大阪府実施)
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の資料目次一覧表 12p 551-243 
関西国際空港問題に対する府民意向調査

報告書 エー・エー・ピー委託 昭56 68p 551-221 
泉州海岸利用計画 調査報告書 昭54 156p 551-215 
泉州地域整備構想策定調査報告書 企画部

企画 室 関西空港調査会共編刊 昭55
181p 551-203 

泉州の地挟整備に関する基礎調査報告書
企画部企画室 関西空港調査会共編刊
昭54 250p 551-201 

大都市における自動車問題に関する調査研
究報告書 昭49 217p 554-305 

地域控備研究会概要 昭和54年度 企画 室
関西空港調査会共編刊 昭55 108p 551-237 

地域整備の環境影響評価手法に関する調査
昭55 124p 551-193 

南大阪(泉州)地域の社会経済の長期展望に
関する調査報告書 東洋情 報 システム委託
昭53 214p 551-209 

南大阪(泉州)地域の総合整備計画 策定に関
する基礎調査報告書 泉州グイナミックスモデル

昭52 140p 551-207 
南大阪湾岸整備に伴う漁業影響調査報告書 551-191 

〈その1 J 海洋環境コンサノレタント委託
昭55 270p 

〔その2J 新日本気象海洋株式会社委託
昭56 147p 

私たちの水を考える 昭55 36p 3-22 
統 計 課

大阪の学校 統計 (学校基本調査報告書)
昭和55年度 115p 192-1063 

大阪の学校 統計 (学校基本調査結果)速報
昭和55年度 � �� 

大阪の工業 昭和54年工業統計調査結果速報 昭55
26p 3-63 

大阪の商業 昭和54年商業統計調査結果の概況 昭55

20p 3-64 
大阪の統計 No.375(昭55.4)�No.386 

(昭56.3) 欠:No・384 雑-1281
大阪府家計 調査年報 昭和55年 62p 566-1119 
大阪府下小規模事業所の賃金及び突労 働時

問 等 毎月勤労統計調査特別調査結果55年7月分

昭56 9p 3-68 
大阪府工業生産指数 昭和54年 139p 707-909 
大阪府工業の概況 昭和53年工業統計調査結果

昭54 22p 
大阪府 産業連関表 昭和53年延長表について

昭56 105p 

3-63 

511-3445 

昭和55年国勢調査による大阪府人口移動集計 結果

の概要 昭56 15p 3-67 
大阪府勢要覧 1980 219p 535-249 
大阪府 統計年鑑 昭和54年版 506p 535-131 
昭和55年国勢調査による大阪府の人口 概数速報

昭55 6p 3-43 
大 阪府民所得 統計 府民経済活動の大きさとL<み

昭和54年度 昭56 210p 513-201 
工業 統計 調査結果表 昭和54年 266p 700-905 
昭和50年国 勢調査地域メッシュ報告書 昭51

47p 531-289 
昭和55年国勢調査による大阪府市区町村の

町丁字別世帯数及び人口 昭56 77p 531-255 
昭和55年国 勢調査による大阪府人口移動集

計 昭和55年10月1 日現在 213p 531-297 
商業 統計調査結果表 昭和54年 430p 540.5-117 
商業 統計調査結果表 昭和54年 商品分類別統

計編 165p 540.5-117 
消費者物価の動き 昭和55年1 月�12月分 雑ー2294
消費者物価の動き 速報 昭和55年 4 月�56

年 3 月分 3-19 
図解労 働経済指標 昭和53、55年版 3-18 
1980年世界農林業センサス結果概報 45p 810-863 
1980年世界農林業センサス結果報告書1、2

昭56 810-885 
卒業後の状況 昭55 8p 昭和55年度学

校基本調査結果 190-1871
統計おおさか 1981 34p 535-557 
統計からみた大阪のすがた 昭和55年度版

493p 535-465 
府民の家計 昭和55年l月�12月 566-923 
毎月勤労 統計調査地方調査結果 54年速報

昭55 17p 3-54 
毎月勤労 統計調査地方調査月報 昭和55年

1 月�12月 518-1311
毎月勤労 統計調査地方調交年報 昭和54、

55年版 518-1447 
青少年対策課

大阪の青少年 河少年問題の現状と対策 昭和55年版
280p 199-971 

少年の主張 昭和55年度大阪大会大阪府 青少
年育成大阪府民会議共編干Ij 64p 199-1393 

青少年ノ、ンドブック 背少年活動の手引編 昭55
79p 199-913 

青少年問題研究 30号 昭56 99p 雑ー2209
〈大阪府青少年問題協議会〉

青少年大阪 237号 昭55 8p 16-9 
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放射線中央研究所

大放研だより Vol. 20No. 4(昭55.3)�
Vol. 21No. 4(昭56.1)

Annual Report of the Radiation Center 
3-12 

of OSAKA Prefecture 20号 昭55 182p 628-69 

生活環境 部

消費生活課

衣料品のはなし やさしい物価教室V9ーズ3

昭56 10p 4-40 
大阪府における野菜の市 場 外流通に関する

調査 昭56 178p 830-251 
生鮮食料品のはなし 昭55 60p 542.5-727 
ぶつかダイヤル No.42(昭55.4)�No.53 

(昭56.3) 8-36 
公 害 室

大阪府下河川等水質調査結果報告書
昭和田、54年度 昭56 714-443 

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55年度版 182p 717-1845 

公害関係研究機関における研究テーマ 等一
覧 昭和55年度版 114p 717-1679 

(昭和54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
407p 

公害白書 昭和55年度版 665p
生活騒音の防止をノ 生活騒音V9-;>: No.4 

昭55 1枚
水 自然にかえる 13p きれいな大阪を取り

もどすために一合成洗剤をやめ石けんを

717-973 
717-317 

4-39 

使いましょう。 4-42
消 防防災課

大阪府消防統計 58号 昭和54年 139p 433.5-47 
防災行政無線電話番号簿 昭53 124p 435-1661 

〈大阪府震災対策推進本部〉

震災対策計画 関係資料集 昭56 239p 433.5-493 
公害監視センタ一

大阪府公害'ìllit見センター調査室・研究報告
3 号 昭48 96p 雑 2486

大気汚染常時測定局測定結果 昭和54年度
昭56 339p 717-1875 
消 費生活センター

大阪府立消費生活センター10年の歩み
昭55 46p 566-1721 

大阪府立消費生活センターニュース
128号(昭55.4).�13 8号(昭56.3)4-6 

(消費者相談・啓発用〕各種名簿 昭56

220p 
消費生活相談集 昭和54年度 214p

民 生 部

社 会 課

民生行政 の概要 昭和54年度 62p
老人福祉課

大阪府老人福祉月間要綱 昭和55年度
大阪府 等編刊 9p 
障害更生課

自の不自由な人たちのために福祉のてぴさ 昭56

354.1-1221 
566-1237 

5-6 

5-18 

C68Jp 点字本 5-26
国民年金課

国民年金おおさか No. 227(昭55.4)�
No. 238(昭56.3) 5-4 

国民年金事業月報 昭和55年4月�56年3月分 雑-2682
老人総合センタ一

大阪府立老人総合センタ一年報 昭和54年度
178p 

衛 生 部

管理指導課

大阪府衛生年報 府民の健康 昭和54年
昭56 346p 

(昭和54年)疾病構造調査 大阪府衛生部
大阪市 環境保健局 大阪府医師会共編刊

567.2-251 

663-849 

116p 663-2747 
保健予防課

大阪府における性病動態調査概要 昭和54
年度 大阪府衛生部 大阪府医師会共編
刊 59p 雑ー2420

大阪府民の栄養状況 国民栄養調査結果 昭和
54年度 62p 663-1339 
食品衛生課

大阪府食中毒事件録 昭和54年 58p 6-14 
成人病センタ-

Annual Report of the Center for 
Adu1t Diseases Vol.18No. 1、2(1978)
�Vol.19No.1、2(1979)
公衆衛生研究所

大阪府立公衆衛生研究所研究報 告 昭54
公衆衛生編 第17号 139p
食品衛生編 第10号 189p
精神衛生編 第17号 177p
薬事指導編 第13号 51p
労働衛生編 第17号 82p

660-48 

663-1837 
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大阪府立公衆衛生研究所年報 昭和53年度
113p 663-1391 

商 工 部

商 業 課

大阪の伝統工芸 大阪 工芸協会編 昭56
23p 940-251 

大阪のポランタリーチェーン加盟屈の実態
資料編共 日本ポランタリーチェーン協会
大阪プロック会編 昭55 542.3-687 

大阪府卸商業名鑑 昭和56年版 819p 354.1-931 
ボランタリー・チェーン近代化の手引き

同滑な組織運営のために 日本ポランタリー・
チェーン協会大阪プロック会編 昭56
114p 542.3-705 
商工経済研究所

大阪経済の動き No.206(昭55.4)�No.217 
(昭56.3) 雑-1546

大阪工業の地域分布 府下市区町村別産業中小細分類

分布と10年間の推移 その1 統計編昭56 378p 709-359 
商 工経済研究 9 号(昭55.9)、10号(昭56.1) 雑ー2605

創立30周年記念誌 39p 510-7133 
府下主要中小工業の統計 昭51 36p 8-40 
要覧 15p 510-7029 

計量検定所

計量行政年報 昭和54年度 42p
産業能率研究所

大阪府中小企業経営指標 昭和55年度
106p 

産業能率年表 改訂版 昭40 57p 
産業能率論集 No.14 昭56 91p 

商工相談所

事業概要 昭和54、55年度
工業技術研究所

大阪府立工業技術研究所ニュース No.61 
(昭55.5)�No.66(昭56.3)

大阪府立工業技術研究所報告 No.77 
(昭55.9)、No.78(昭56.2)

業務年報 昭和54年度 72p
繊維技術研究所

大阪府立繊維技術研究所研究報告 No.13 

548-95 

544.1-437 
705-473 

542.2-1617 

8-33 

8-13 

雑-1419
700-1531 

昭55 90p 786-267 
繊維news Vo1. 13No. 1(昭55.5)�No.6(昭56.3) 8-27 
年報 昭和54年度 50p 786-263 
'81 S PRING & SUMMER F ASHI ON C OL ORS 

(WOMEN'S WEAR & MEN'S WEAR) 

'81F ASHI ON C OL ORS (INTERIOR) 

8-32 
8-32 

貿 易 館

大阪貿易館報 昭和55年5月�56年3月 雑-1336
海外レポート No.183(昭55.4)�No.194

(昭56.3) 8-8 
近畿の貿易業態統計 昭和54年版 貿易館

日本貿易振興 会大阪本部共編刊 昭56 89p 547.5-23 
最近の10年のあゆみ 大阪府立貿易館創立90周年記

念誌 昭55 77p 547.3-137 
BUIL DERS' HAR DW ARE IN OSAKA 

昭55 21p 8-41 

農 林 部

農林調整諜

大阪府における農地動態調査 昭和54年
62p 812-2409 
農 政 課

大阪府農業 協同組合年報 昭和54年度 農
政課 大阪府農業 協同組合中央会共編刊
151p 814-75 
経営指導課

大阪 の観光農業 昭和55年度版 38p 812-2547 
大阪の自然休養村 昭55 12p 9-22 

自然保簸課

大阪の野鳥 2 (個体調査編) 昭50 75p 651-431 
(第2回)自然環境保全基礎調査 1978 717-2367 

特定組物群落調査報告書 78p 
干潟・藻場 ・サンゴ礁分布調査報告書 17p 
動物分布調査報告書(崎乳類) 32p 
動物分布調査報告書(淡水魚類) 42p 
動物分布調査報告書(両生類・は虫類) 54p 
海域生物調査報告書 89p 
海域環境調査報告書 177p 

流通対策室

大阪府卸売市場流通動態調査報告書 昭56
278p 542.5-743 

大阪府地方卸売市場 要覧 昭55 124p 9-15 
京阪神における花きの流通概況 昭和54年度 19p 雑ー2681

農林技術センタ一

大阪農業 18巻1 号(昭55.7)� 4 号(昭56.3) 雑-2132
大阪府農林技術センター研究報告 17号

昭55 87p 053-503 
大阪府農林技術センターニュース No.143 

(昭55.4)�No.154(昭56.3)
業務年報 昭和54年度 56p

水産試験場

9-12 
811-77 

大阪府水産試験場 事業報告 昭和52、53年度 880-423 
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淡 水魚試験場

大阪府淡水魚試験場業 務報告 通巻13号
昭和54年度 74p 880-429 

大阪府淡水魚試験場研究報告 6 (昭55) 、
7 (昭56) 880-461 
中央卸売 市場

市場月報 昭和55年4月�56年3月 雑-2640
大阪府中央卸売市 場年報 昭和54年 613p 542.5-705 

労 働 部

労 政 課

大阪府 労働組合名簿 昭和55年度 479p 354.1-489 
大阪 労働経済の動き 昭和55年版 145p 518-1163 
中小企業 労働栢談所一年間のあゆみ 昭和

54年度 労政課 大阪府中央中小企 業 労
働相談所共編刊 29p 7-23 

年間労働情勢 昭和54年 248p 518.4-409 
労働組合組織系統表 昭和54年6月30日現在

1 表 518.4-1055
労働情勢 518.4-349 

昭和54年別冊 年末一時金要求妥結状況 114p 
昭和55年別冊 春季賃上げ要求妥結 状況 111p

夏季一時金要求妥結 状況 117p 
年末一時金要求妥結 状況 121p 

労働福祉課

大阪府における婦人労働の実態 労働調査
研究所編 昭55 133p 昭和54年12月~
55年 2月末日調査 518.8-147
職業管理課

大阪 職 業ニュース 148号(昭55.4)�159号
(昭56.3) 欠:151号 7-16
職業業務課

大阪府雇用基本計画 昭55 71p 518.3-499 
大阪府年次雇用計画 昭和55年度 54p 518.3-469 
学卒者の離・転職状況 昭和54年3月 29p 7-18 
新規学卒者の初任給 昭和55年3 月新規学卒者初任

給状況調査結果報告 25p 
労働市 場概要 昭和54年度 186p
労働市 場月報 昭和55年4 月�56年3 月

東大阪労政事務所

518.1-419 
518.3-229 

雑-2178

確定初任給 等調査結果 昭和51年度�55年度 7-35 
職業サー ビスセンター

登録事業所実態調査結果報告 昭和53年度
28p 昭和53年7月15日�30日調査 566-1737

内職就 業調査結果報告(書 518.7-59
泉大津 ・高石市 における 昭和48年度 47p
枚方市・寝屋川市 における 昭和49年度 43p

門真市・守口市における 昭和50年度 39p
高槻市・茨木市 における 昭和51年度 27p
大阪市平野区における 昭和53年度 31p
大阪市 東住吉区における 昭和54年度 31p
勤労膏少年ホーム

ふみのさと 137号(昭55.4)�141号(昭56.1)
阿倍野勤労青少年ホーム 7-31 

10年のあゆみ 東大阪 勤労青少年ホーム
昭55 14p 

ホームニュース 109号(昭55.8)�116号
(昭56.3) 東大阪 勤労青少年ホーム

土 木 部

都市整備局

7-33 

7-34 

大阪府基準地価格 昭和55年 71p 514-371 
都市計画 資料集 昭和55年 3月末 現 在 110p へ1-499

都市河川課

大阪府一級水準測量 成果表 昭和54年 31p 714-337 
阪 神地区水準点位置図 1枚 (大阪府一級

水準測量 成果表 昭和54年附録 10-44
港 湾 課

大阪府の港湾統計 昭和54年 262p 552-541 
公 園 課

大阪府都市公園一覧表 昭和55年4月1日現
在 349p 436-521 

建 築 部

住宅政策課

大阪府住宅統計年報 1980 296p 566-967 
大阪府 特定賃貸住宅実態調査報告書 昭和

54、55年度 566-1647 
住宅統計調査 大阪府独自集計結果報告 昭和53年

昭55 326p 566-985 
営 繕 室

営繕年報 25 1977・1978 昭55 67p むー73

企 業 局

大阪府企業局20年のあゆみ 昭55 28p 435-1607 

水 道 部

総 務 課

大阪府水道部統計年報 昭和54年度 173p 717-185 
水質試験所

水質試験成績並びに調査報告 19集 昭和

- 5ー



53年度 昭55 472p 717-535 

議会事務 局

大仮府議会常任委員会会議録(定例会〉
昭和55年2月・9月・12月 435-297 

大阪府議会本会議会議録(定例会) 昭和55
年2月・5月・9月・12月 435-303 

大阪府議会本会議会議録(臨時会) 昭和55
年 7 月 25p

決算特別委員会会議録 昭和53年度(企業
会計) 昭55 189p 
調 査 課

大阪府議会時報 30巻1号(昭55)�5号(昭56)

435-303 

435-437 

31巻別冊(昭56) 雑ー1476
議会旬報 No.172(昭55.4)�No.189(昭56.3) 雑-2453

教育委 員 会

総 務 課

おおさかあすの教育 No.1(昭54.1)�No.7 
(昭56.3) 13-52 

大阪府教育委員会報 33巻 1 号(昭55.5)�
4 号(昭56.3) 雑ー14日

大阪府教育の概況 昭和55年度 108p 192-1253 
大阪府公立学校 の概況 昭和55年 5 月1日

現在 84p 192-1313 
教育調査紀要 43号 昭和54年度 47p 192-1255 

市町村教育委員会に対する要望事項 昭和
56年度 20p 192-1085 

市 町村教育委員会に対する要望事項 参考
資料 昭和56年度 125p 192-1085 
社会教育課

大阪の社会教育 1979 112p 199-777 
教材映画目録 昭55 180p 015-845 
自立を育む家庭教育 昭56 110p 199-1399 
社会教育テレビ番組「現 代を生きる」の視聴

と放送利用について 県域放送における社会教育

鵡座に関する具体的・実証的研究 昭55 99p 199-1297 
みんなが手をつなぐために 社会同和教育入門

テキエト 昭56 92p 199-863 
保健体育課

大阪府園児・児童・生徒等学校 保健統計集
計 結果 発育・疾病異常該当者率年次別比峡表
昭55 29p 13-35 
文化財保護課

瓜生堂 近畿自動車道天理~吹田線建設に伴う�I!蔵文化財

売掘調査概要報告書 本文編・図版編・付図 昭55 328-899 

柏原市 東 山地区における遺跡分布調査報告
書 国道25号線建設に伴なう珂蔵文化財予察調査報告

大阪府教育委員会 柏原市 教育委員会共
編刊 昭55 15p 14図

文化財資料展示室だより
No.10 大阪の寺院跡出土品展 昭54 4p 
No.11 泉州の埋蔵文化財展 昭55 8p 
No.12 南河内の文化財展 昭55 4p 

科学教育センター

研究報告集録 95号(昭55)、96号(昭56)
物理と教育 No.8 昭56 29p 

府史編集室

大阪府史 4 巻 昭56 912p 

選挙管理委員会

統一地方選挙結果調 昭和54年 4 月執行 昭54
153p 

地方労働委員会

328-865 
13-38 

053-365 
13-17 

328-747 

435-979 

地 労委 20号 昭56 141p 
年報 昭和54年 587p

雑ー2331
518.5-281 

大 学・高 校

大阪府立大学

大阪府立大学概覧 1980 22p 
大阪府立大学学報 318(昭55.4)、319(昭55.7)

号外55年1号(昭55.2)、2号(昭55.6)
大阪府立大学経済学部逐次刊行物目録 1980 

123p 
経済研究 108号(昭55.3)�112号(昭56.3)
白矯論議 13号 昭55 40p 
独仏文学 14号 昭55 113p 
歴史研究 20号(昭54)、21号(昭55)
大阪府立大学雑誌目録 6 版 和文篤 欧

文篤 昭55
大阪府立大学所蔵欧文会議録目録 昭55

296p 
大阪府立大学増加図書目録 昭和54年度

40集(和書) 41集(洋書)
大阪府立大学附属図書館30周年記念誌

昭55 94p 
大阪府立大学附属図書館報図書館だより 7 号

(昭55.9)、 9 号(昭56.3)
大阪女子大学

大阪女子大学紀要 基礎理学編 17号

20-8 

053-735 

011-1663 
510-3595 
053-639 
雑-2460
053-521 

011-833 

011-2223 

011-807 

099-709 
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(昭55.4)、18号(昭56.3) 053-677 
大阪女子大学要覧 12p 20-22 
社会福祉評論 48号 昭56 108p 雑 1445

女子大文学 園 文篇 32号、外国 文学 篤
33号 昭56 雑-1396
社会事業短期 大学

社会問題 研究 30巻l号(昭55 .4)�2・3・4
合併号(昭55 .10) 雑-1218

西陣機業地における低 所得層 の生活と福祉
大阪社会事業短期大学生活保護ゼミ婦人
問題ゼミ 昭55 125p 
看護短期 大学

大阪府立看護短期大学紀要 3 巻 昭56

786 .6-115 

100p 20-21 
府 立学 校

大阪府立工業 高等専門 学校 研究紀要 5 巻
(昭47.3)�14 巻(昭55 .12) 工業 高等専
門学校 053-567 

紀要摂津 摂津 高等学校 昭55 64p 20-24 
六十年史 大阪府立生野 高等学校創立60周

年記念事業実行委員会編 生野 高等学校

大

市 長 室

おおさかええとこホップステップマップ
広 報課 1枚 18 A-18 

広聴広 報 昭和54年度 総務 局 市 長室共
編刊 65p 435-1025 
総 務 局

大阪市行政 組織 昭和55年 8 月21日現在
行政部文書調査課 144p 435-585 

大阪市 公報 3989号(昭55 .4)�4038号(昭
56.3) 行政部文 書調査課 雑-920

同 号外 55年11号(昭55 .4)�56年11号
(昭56 .3) 雑-920

区政概 要 昭和55年度版 市民部区政課
119p 435-1067 

財政のあらまし 昭和55年 6 月、12月(大阪
市 公報 号外 18、34号別冊 529-323

住居表示整備事業概要 市民部振興課 昭
56 86p 436-751 
財 政 局

大阪 市債 一覧表 82、83集 昭55 公債 課 雑 2675
大阪市税務 統計 No .26 昭和55年度 主 税

商品 250p 529-329 

阪
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刊 昭55 249p 198.4-165 
創 立十周年記念誌 大阪府立羽曳野 高校創
立10周年 誌編集委員会編刊 昭55 67p 198 .4-163 

五周年記念誌 東百舌烏 高等学校 昭56
40p 198.4-167 

岸和 田 高等学校 所蔵史料目録 古文書・絵関・
制札 岸和 田 高等学校 昭56 35p 011-2359 

研究紀要 堺養護 学校 昭56 58p 20-23 

警 察 本 部

総 務 部

大阪のけ いさつ 昭55、56 15-10 
警察 統計書 昭和54年 115p 433 .5-105 

警 務 部

なにわ 298号(昭55.4)�309号(昭56.3) 雑-2338
交 通 部

昭和55年中における大阪の交通渋滞発生状況 18p 15-13 
交通 統計 昭和54年 278p 550-271 
12月中の交通渋滞多発予想日の資料につい

て 昭55 5 P 15-25 

市

総合計画局

大阪市勢要覧 昭和55年版 企画 部統計課
470p 535-177 

大阪 市町丁 目別人口 昭和田年国勢調査による

昭56 39p 531-211 
大阪 市 統計 書 第68 回 昭和55年版 企画

部統計課 361p 535-103 
現行大阪 都市計画 について 昭55 84p 436 -1007 
市民 所得 統計年報 昭和54年度 企画部統

計課 155p 513-555 
統計時報 318号(昭55 .8)�323号(昭56 .3)

企画部統計課 雑-1282
民 生 局

大阪市立労働会 館だより 162号(昭55 .4)�
173号(昭56.3) 欠:166-168、171、172、174 同館 18 D-2 

労働会 館ごあんない 同 館 1枚 18 D-10 

老人ホ{ム事業概要 弘済院 昭55 54p 567.2-171 
経 済 局

大阪経済 No.95(昭55.8)�No.96(昭55 .11) 雑-2416
大阪市 機検・金属製品工業の機能 高度化に

関する調査報告書 昭55 161p 709-357 



大阪市内繊維卸売業の取引行動と商品企画
に関する調査報告書 昭55 283p 786-287 

大阪城天守閣紀要 9 号 大阪城天守閣
昭56 24p 053-379 

大阪城天守閣特別展展観目録 大阪城天守
閣編 大阪城天守閣特別事業委員会刊

お化けの浮世絵展 昭53 '22p 
明治の錦絵新聞 昭55 20p 
錦絵にみる浪花風物誌 昭55 66p 

センターレポート No. 117(昭55.5)-No.128

017-91 

(昭56.3) 欠:122 中小企業指導センター 18E-6 

大阪市立工業研究所報告 59・60回(昭和55
年度 700-1093

業務年報 昭和54年度におけるヱ研の活動状況工業

研究所 昭55 110p 700-1091 
市 場 局

暮らしのアンテナ No. 108(昭55.4)-No.119
(昭56.3) 消費者センター 18E-3 

10年のあゆみ 消費者センター 昭56
32p 566-1757 

消費者手帳 1981 消費者センター 112p 18E-16 
生活物資価格等調査結果 昭和54年度 消

費生活部消費物資課 122p 515.5-203 
物価かわらばん No.60(昭55.5)-No.68(昭

56.3) 消費生活部 18E-5 

大阪市中央卸売市場年報 昭和54年 岡市
場 1161p
環境保健局

公害と規制 昭55 46p 
公害の現 況と対策 昭和55年版 242p

大阪市立環境科学研究所報告 昭和54年度

542.5-67 

717-2353 
717-1205 

同研究所 663-2105 
調査・研究年報 42集 130p 
事業年報 68p 

環境事業局

事業概要 昭和55年度 181p 717-223 
土 木 局

大雨に備えて No.2 土木局・下水道局刊
昭56 1枚 18G�17
下 水道局

下水道局報 No.35(昭55.6)-No.37(昭56.1)
管理部庶務課 18 J-1 

事務事業概要 昭和55年度 68p 717-2337 

都市再開発局

撃 大阪の戦災復興 その2(昭54)、 その3(昭
55) 18P-5 

拓けゆくわが町 宅地造成土地区画整理事業(下新庄地区)

大阪市都市整備協会編 都市再開発局刊
昭56 77p 
港 湾 局

718-695 

大阪港港勢 昭和54、55年 181-12 
大阪港港勢 昭和55年1月-6月、昭和55年1月

-9月、昭和56年1月-3月 181-13 
大阪南港太陽と海とふれあいの町昭54 18p 181-11 

消 防 局

救急年報 昭和55年 56p 433.5-423 
消防年報 32 昭和54年 169p 433.5-25 

交 通 局

大阪市交通局七十五年史 昭55 1003p 550-1109 
大阪市交通局変電史 電力指令所 昭55

341p 550-1131 
大阪のあし No.83(昭55.8)-No.85(昭56.3) 18H-1 
市営交通ごあんない 昭56 1枚 18H-6 
事業概要 昭和54年度 190p 550-857 
事業概要 昭和55年4月~昭和56年3月 雑ー2478
地下鉄・市バス 総務課 昭55 40p 

水 道 局

大阪の水道 20(昭51)、24(昭55)
柴島浄水場 昭54 1枚
水道局事業年報 昭和55年度版 185p
水道のしおり 18p 
豊野浄水場 昭54 1枚

水道事業研究 96号(昭55.6)-98号(昭55.11)

18H-2 

18 J-8 
18 J-11 
717-65 
18 J-9 

18 J -12 

水道事業研究会 雑-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 30集(昭和53年度)、31集
(昭和54年度) 同試験所 717-67 

水を見まもる安心して飲んでいただ〈ために 工務

部水質試験所 昭55 1枚 18 J -10 
市 立 大 学

大阪市立大学学報 277号(昭55.4)-287号(昭
56.3) 18M-1 

同 号外 114号(昭55.6)-117号(昭56.3) 18M-1 
大阪市立大学生活科学部紀要 28巻 昭55

338p 053-325 
大阪市立大学の百年 1880-1980 190p 198.1-561 
経済学雑誌 81巻1号(昭55.5)-81巻6号

(昭56.3) 経済研究会 雑-1020
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工業地域の成立と再編成 文学部地理学教

室都市構造研究会編 昭55 95p 709-355 

職員録 昭和55年11月15日現在 職員録編

集委員会 158p 354.6-89 

人文研究 32巻1 分冊(昭55.11)�32巻11分

冊(昭55.12) 文学部 雑ー1332

法学雑誌 26巻3、4号(昭55.6) �27巻3、4号(昭

56.3) 法学会

保健体育学研究紀要 8巻(昭47) �14巻
(昭54) 保健体育研究室

Memoirs of the Facu1ty of Engineering 
Osaka City University Vol. 21(昭55.12)

雑-1623

053-499 

329p 700-140 

区 役 所

〔北区〕各種団体名簿 昭和56年版 北区各

種団体名簿刊行事務局 399p 354.1-1057 

北区史追録共 大阪都市協会編 北区御IJIOO

周年記念事業実行委員会刊 昭55 328-883 

〔福島区〕各種団体名簿 昭和55年版 福島

区役所総務課 171p 354.1-1061 

〔東区〕各種団体役員名簿 昭和56年版 東

倶楽部各種団体役員名簿編集委員会
187p 354.1-1133 

続東区史 1 巻(昭55)、 3 巻(昭56)、 別巻

(昭54) 東区史刊行委員会 328-89 

〔港区〕各種団体名簿 昭和56年版 港区役

所 366p 354.1-1045 

〔大淀区〕各種団体名簿 昭和56年版 大淀

区各種団体役員名簿編集委員会 246p 354.1-1167 

西淀川区団体役員名簿 昭和56年版 西淀

川区役所 110p 354.1-1065 

わがまち淀川区の史跡・旧跡 淀川区コミ

ュ ニティ協会 昭55 1枚328-855 

〔旭区〕各種団体役員名簿 昭和56年版 旭

区各種団体役員名簿編集部 174p 354.1-1037 

阿倍野区各種団体名簿 昭和56年版 阿倍

野区友会 335p

教育委員会

大阪市教育年報 昭和55年版 283p

354.1-1101 

190-1559 

大阪市立電気科学館機関誌四つばし Vol. 21No. 236 

(昭55.4)�Vol.22No. 247(昭56.3) 大阪市立

電気科学館 同協力会共編刊 18L-28 

大阪市史史料 大阪市史編纂所編 大阪市

史料調査会刊

2輯 近来年代記 下 昭55 170p 

328-845 

3輯 浪花文庫 昭56 139p 

大阪の歴史 2 号(昭55.12)、 3 号(昭56.3)

大阪市史編纂所 18L-60 

美をつくし No.93(昭55.7) �No. 95(昭56.3)

美術館 18L-22 

大阪市立博物館研究紀要 12冊(昭55.3)、

13冊(昭56.3) 同館

大阪市立博物館特別展展覧会目録 同館

86号 第四回特別展 西摂の文化財

阪神間入市ー町をめぐって 昭56 44p 

87号 第90回特別展 日本陶磁の美と

源流 昭56 78p 

大阪市立博物館報 19号(昭55.3)、 20号(昭

199-1061 

017-127 

56.3) 同館 199-679 

大阪の名宝開館20周年記念特別展 博物館 昭55

110p 905-203 

古代のロマyを求めて日韓文化炎流展 博物館

昭55 157p 017-175 

大阪市立自然史博物館収蔵資料目録 同館 606-1 

第12集 日本産花粉の標徴2(図版)

昭55 157p 

第13集 日本産花粉の標徴1 昭55

91p 

大阪市立自然史博物館展示解説 同館 18L-58 

第 6 集 ケモノと恐竜の化石 古脊椎動物写

真集 昭55 40p 

大阪市立自然史博物館特別展解説書 同館 640-141 

第 7回 象狩りをした人たち Iまくらの野尻

潮発掘 昭55 60p 

自然史研究 Vo1.1No. 14(昭55.6) 自然史

博物館 18L-11 

Bulletin of the Osaka Museum of Natural 
History 34号 同館 昭56 86p 640-15 

愛珠幼稚園百年史 大阪市立愛珠幼稚園百

周年記念事業委員会 昭55 122p 

大阪市立幼稚園のあゆみ 大阪市立幼稚園

198.9-115 

長会 昭41 38p 198.9-111 

〔大阪市立住之江養護学校〕年報 2 号

(昭和54年度)、 3 号(昭和55年度 〕 同校 18L-61 

選挙管理委員会

衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査ジ参議院

議員通常選挙結果しらべ 昭55 183p 429-261 
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人事委員会

大阪市職員採用案内 1980 22p 18T-2 

給与に関する報告資料 昭和55年 113p 518.1-653 

〔 監査委員会〕

大阪市監査委員報告書 55の7号(昭55.5)�

56の 8 号(昭56.2) 監査事務局 18 S-1 

〔 市会事務 局〕

大阪市会会議録 435-1111 

定例会 昭和55年第1、2、4(別冊)、5、

5(別冊の1、2)

臨時会 昭和55年第3、4、6号

大阪市会関係例規集 昭和55年版 調査課

104p 435-669 

大阪市会決算特別委員会記録 昭和54年10

月 �55年 1 月、 昭和55年 9 月�10月 435-1131 

大阪市会時報 No.49(昭55.6) �No.53(昭56.

3) 調査課 雑-2487

専管fF若手宮大阪市会常任委員会記録 その1、

その 2 昭55 435-1149 

大阪市会役員委員表 昭和56年7月2日現在

1枚

調査ジ守ーナノレ 18(昭55.3)�21C昭56.3)

調査課

18N-11 

雑-2518

府 下 市 町 村

堺 市

衛生年報 昭和55年版 衛生部衛生総務課

262p 昭和54年統計 資料 663-2401

広報堺 昭和55年 広報課 に1-1010

堺経済 要報 1980年版 堺商工会議所 堺産

業経済 研究所共編刊 260p 510-4981 

堺市学区(小学校区)別年齢各歳男女別人口

推計結果書 昭和54年10月 1 日現在 総

務部企画課 92p 531-271 

堺市勢要覧 昭和55年度版 総務部企画課

56p 535-151 

堺市大気汚染 調査報告 昭和54年度 公害

対策部 114p 測定資料集 717-505

堺市の市民所得 昭和51年度~昭和53年度

総合企画部企画課 昭56 7 p 19-238 

堺市文化財 調査報告6 教育委員会 昭55

104p 909-373 

堺の公害 昭和55年版 公害対策部 345p 717-1067 

統計ニュース No.20(昭56.3) 総務部企画

課 19-237

向井神社跡遺跡発掘調査概 要 教育委員会

昭55 6 p 19-228 

四ツ池遺跡発郷 調査概 要 昭和54年度 教

育委員会 昭55 24p 328-881 

岸和田 市

議会資料 市議会事務局 435-1293 

推

覧

の

一

算

件

決

p

事

回

議

算

p

付

予

要

部

会

計

概

議

現

の

要

市

度

市

概

年

年

回

の

回

日

和

会

和

恒

和

岸

議

昭

宍

昭

白
白

Qd

'
i

n
4

8

8

9

9
 

0

0

0

0
 

N

N

N

N
 

移 昭和56年度地方団体関係主

要予算 81p 

きしわだ議会だより 22号(昭55.4) �25号

(昭56.1) 市議会 19-101 

岸和田市公報 108号(昭55.4) �119号(昭

56.3) 19-104 

岸和田市史 8 史料編 3 市史編さん委

員会編 昭55 972p 328-643 

豊 中 市

グラフとよなか No.16(昭55)、No. 17(昭56)

市長公室自治振興課 19-103 

とよなか 354号(昭55.4)�371号(昭56.3)

市長公室自治振興課 19-102 

池 田 市

池田市史 史料編 4 市史編 纂委員会編

昭55 877p 328-313 

池旧市統計季報 19-48 

No. 37 特集: ì也田市の農業 32p 

No.38 32p 

No.39 特集:昭和55年国勢 調査 結果

概 要 32p 

No.40 特集:昭和55年工業統計調査

集計結果 32p 

池田市統計 書 昭和54年版 総務部企画広

報室企画課 昭55 263p 

池田市立歴史民俗資料館 同館 〔昭55J

535-553 

4 P 19-221 

池田の文化と資料近世の文人 歴史民俗資料館

昭56 36p 資料館双書 1 ) 328-929 

五月 ケ丘古墳 教育委員会 昭55 20p 

(池田市文化財 調査報告3 ) 19-227 
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城主池田氏と池田城跡出品目録 歴史民俗資料館

昭55 1枚 19-222

常設展出品目録 歴史民俗資料館 昭55
4 p  19-223 

特別展解説資料 歴史民俗資料館 19-220 

第 1回 城主池田氏と池田城跡 昭55

18p 

第 2回 池田の寺宝展 昭55 19p 

第 3回 猪名川流域の古墳文化 昭56
20p 

吹 田 市

公害白書 昭和54年度版 環境保健部公害

対策課 192p 717-443 

佐井寺東地区土地区画整理事業にともなう

埋蔵文化財発掘調査概要報告書 教育委

員会編 開発部区画整理課刊 昭55 35p 328-877 

吹田市史 8 巻(別編) 市史編さん委員会

編 昭56 561p 328-571 

吹田市文化財地図 教育委員会 昭55 2枚 909-213 

泉 大 津 市

泉大津市史 紀要 6 号(明治期新聞資料集)

市史編纂室編 教育委員会刊 昭56

162p 328-765 

泉大津市文化財調査概要 4(豊中遺跡発

掘調査概要3) 教育委員会 昭54 33p 328-879 

統計 昭和53年版 総務部庶務課統計 係編
7 P 19-225 

高 槻 市

あなたの高槻窓口案内と市街地図総務部市長

室広報課 昭55 1枚 19-231 

教育要覧 昭和55年度 教育委員会管理部

企画調査室 126p 192-1679 

主主主士号長 グリーンプラザたかっ き

市街地再開発事業昭和54年10且竣ヱ

〔本編J lOp 

〔資料編J 8 p  

国鉄高槻駅前

高槻市史 4-2(史料編3) 、 5(史料編4)

19-232 

19-233 

市史編さん委員会編 昭54�55 328-547 

高槻市統計 書 昭和55年版 企画財 政部 政

策推進室 昭56 308p 535-527 

高槻の古木 緑花推進連絡会 昭55 79p 

たかっ きの水道 ホームメモ 水道部 17p 

百周年記念誌 磐手小学校川久保分校百周

655-825 

19-230 

年記念事業実行委員会 昭55 63p 198.9-113 

わたしたちの水道 見学のしおり 水道部 1枚 19-234 

貝 塚 市

貝塚市遺跡群発郷調査概要 2 教育委員会

昭55 35p 328-785 

- 11 

貝塚の寺院 l 教育委員会 昭55 34p 

(貝塚の文化財 5 ) 136-437 

広報かいづか 486号(昭55.4) �497号(昭

56.3) 19-87 

守 口 市

グラフ守口 市長室広報公聴課 昭55 19-113 

No.33 市民休暇村ガイド 14p 

No.34 市の施設ガイド 14p 

広報もり ぐち 703号(昭55.4) �726号(昭

56.3) 市長室広報公聴課 19-106 

市民意識調査結果書 昭和55年 市長室広

報公聴課編 143p 560.3-443 

守口市統計 書 昭和55年版 総務部庶務課

編 276p 535-487 

守口市に おける大気汚染 の監視状況報告書

昭和54年度 生活環境部公害対策課 62p 717-1871 

守口市の公害 昭和55年度版 生活環境部

公害対策課 225p 717-1069 

枚 方 市

朝日新聞記事集成 8条 市史編纂委員会編

昭56 292p 328-569 

公害白書 昭和55年度版 生活環境部公害

対策課 318p 717-1773 

鷹塚山遺跡調査概要報告 3 教育委員会 文

化財研究調査会共編刊 昭55 13p 枚

方市文化財調査報告14) 19-226 

枚方市史研究 紀要 11号(戦後枚方に おけ

る旅客輸送の展開〕 市史編さん室 昭56
53p 328-491 

枚方市史資料 5集 (中振村役人日記 2)

市史編纂委員会編 昭56 219p 328-407 

枚方市統計 書 10回 昭和55年版 総務部庶
務課編 211p 535-481 

茨 木 市

いばら き 353号(昭55.4)�364号(昭56.3)

市長公室広報公聴謀 19-70 

公害の現状と対策 保健環境部公害対策課
昭56 157p 

しあわせへのみちび き 7 集陣害者とともに

茨木市 教育委員会共編刊 昭56 32p 

泉佐野 市

泉佐野市植物調査報告 教育委員会 昭55

717-849 

19-119 

172p 655-823 

富田 林市

あゆみ 富田林市市制30周年記念誌 市長公室広報

公聴課 昭55 76p 435-Ì601 

広報とんだばやし 363号〔昭55.4) �374号

(昭56.3) 市長公室広報公聴課 19-109 



寝屋川市 会 328-873 

研究紀要 No.31(昭55)、 No.33(昭56) 1 西浦銅鐸 昭55 57p 

教育研究所 190-2135 2 古市遺跡群発掘調査報告 書 昭55

広報ねやがわ 493号(昭55.4)�516号(昭 61p 

56.3) 市長公室市民相談室広報課編 19-55 3 古市遺跡発掘調査報告書 昭54

ねやがわ みんなで創るコミュエティ都市昭56 56p 435-1099 

寝屋川市統計 書 昭和54年度版 市長公室

事務管理諜 172p 535-533 

寝屋川市の文化財 2 文化財愛護推進委

員会編 教育委員会刊 昭55 131p 909-335 

寝屋川市文化財資料 2 教育委員会 昭55
30p (高官廃寺発掘調査概 要報告 909-383

河内長野市

河内長野市史 8巻 史料編5 昭56 826p 328-537 

河内長野市植物調査報告 書 2(小深・石見川

の槌物)教育委員会 堺植物同好会共編

教育委員会刊 昭55 90p 655-809 

河内長野市文化財調査報告書 4(加賀田の
民家)教育委員会 昭56 67p 909-329 

十周年記念誌 束中学校 昭55 56p 198.7-37 

松 原 市

松原市史資料集 市史編さん室編 328-633 

10号 松原市の民家 本文編 昭54 162p 

11号 松原市の民家 写真繍 昭55 91p 

松原市の公害 昭和55年度 公害衛生課

124p 717-2427 

松原市埋蔵文化財発掘調査報告 1c三宅遺

跡)教育委員会社会教育課 昭55 47p 909-369 

大 東 市

大東市文化財ガイド ブック 1 (石の文化財)

教育委員会社会教育課 昭56 91p 909-405 

大東市報 407号(昭55.4)�429号(昭56.3)

総務部市長室広報公聴課 19-85 

大東市報縮刷版 1c昭和31年6月ー昭和48年

12月) 総務部広報公聴課 昭56 523p 435-1631 

和 泉 市

和泉 1979年 134p 435-1141 

光明池第 1 号窯跡発掘調査概 要 教育委員

会 昭54 39p 328-875 

柏 原 市

柏原市勢要覧 1980 総務部広報広聴課
48p 435-1599 

羽曳野 市

広報はび きの 222号〈昭55.4)�233号(昭

56.3) 市長公室秘 書広報課 19-28 

羽曳野市史 4巻 史料編2 市史編纂委員
会編 昭56 689p 328-919 

羽曳野市埋蔵文化財調査報告 書 教育委員

93p 

4 茶山遺跡発掘調査報告 書 昭54

60p 

門 真 市

広報かどま 419号(昭55.4)�442号(昭56.3)

欠:425、428、435 19-121 

摂 津 市

広報せっつ261号(昭56.1)�263号(昭56.3)

市長公室 19-236 

広報せっつおしらせ版 No.71(昭56.3)市

長公室 19-236 

摂津市子ども白書 子ども白書編集委員会

編 市長公室企画課刊 昭54 167p 191-2457 

高 石 市

グラフ高石 1981 企図調整部広報公聴課編
17p 19-57 

広報たかいし 194号(昭55.4)�205号(昭56.

3) 市長公室秘 書広報課 19-73 

国勢 調査地方集計結果報告書 昭和55年

企画調整部企画室 昭56 149p 535-607 

高石市総合計画基本計画 昭55 361p 435-1561 

高石市大気汚染調査報告書 14 昭和54年度

生活環境部公害対策課 昭55 228p 717-783 

高石市統計 書 昭和54年度版 企画調整部

企画室 昭55 188p 535-601 

高石市民意識調査報告 書 6回 昭56 184p 435-1485 

高石の公害 昭和54年度 生活環境部公害

対策課 昭55 209p 717-1137 

藤井寺市

藤井寺市国勢 調査 昭和55年 市長公室企

画課 120p 531-293 

藤井寺市史紀要 市史編さん委員会編 328-871 

1 道明寺地域の調査 昭55 70p 

2 道明寺地域の調査2 昭56 73p 

藤井寺市文化財 市史編さん室編 19-224 

1 号 葛井寺 昭55 32p 
2 号 民俗 昭56 32p 

東 大 阪 市

のびゆく郷土 玉美小学校 昭55 89p 328-847 

東大阪市史資料 第 3 集(6)市史編纂委員

会編 昭56 90p (要望新聞資料集成一朝

日新聞 6 ) 328-477 

東大阪市の人口 企画部統計課 昭56 73p 531-249 
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泉 南 市

市史の窓 市史編集委員会編 昭55 162p 328-897 

泉南市史紀要 8 号 昭55 110p 053-737 

四条畷市

広報しじよう なわて No.118(昭55.4) �No.

129(昭56.3) 総務部庶務課 19-83 

四条畷郷土史かるた 四条畷中学校第 1学
年作成 昭54 1組 998-25 

田 尻 町

広報たじり No. 155(昭55.4) �No.166(昭

56.3) 19-67 

岬 町

鴻ノ巣山1 号古墳発銅調査報告書 教育委

員会 昭55 37p 

阪 南 町

広 報 はんなん 90号(昭55.4)�101号(昭56.3)

328-889 

総務部企画課 19-78 

狭 山 町

広報さやま 144号(昭56.2) 、 145号(昭56.3) 19-64 

国勢調査結果概 要 昭和55年 総務部企画

財 政課編 84p 531-295 

美 原 町

広 報 みはら No.175(昭55.4) �No.186(昭

56.3) 19-122 

統計みはら 昭和54年版 企画課 174p 535-599 

外郭団体及びその他の関係団体

仮称池上小学校予定地内遺跡調査会

池上遺跡 池上小学校建設に伴う発掘調査概要 昭55

179p 328-891 

瓜生堂遺跡調査会

恩智遺跡 1 (本文編入 2 (図録編) 昭55 328-909 

恵瑞池遺跡調査会

四ツ池遺跡 第 1 分冊 恵瑞池遺跡調査会

堺市教育委員会共編刊 昭52 102p 328-867 

大阪観光協会

大阪のまつり 足立克己編 昭56 72p 575-395 

観光の大阪 347号(昭55.4) �358号(昭56.3) 雑ー2297

大阪港振興協会

大阪港 147号(昭55.3)�152号(昭56.3) 16-107 

大阪国際空港周辺整備機構

大阪国際空港周辺整備機構 昭55 20p 16-219 

大阪国際空港周辺整備機犠公報 26号

(昭55.5) 、 27号(昭55.12) 雑叩2572

大阪国際貿易 センター

月報貿易センター Vo1. 20No. 4(昭55.4) �

Vo1. 21 No.3(昭56.3) 雑ー2500

大阪市街地再開発促進協議会

都市再開発ス ク ラップジ守一ナノレ 187号

(昭55.4) �198号(昭56.3) 雑ー2217

大阪市公害防止会連合会

都市と公害 No. 48(昭56.1) 、No.49(昭56.3) 16-29 

大阪市社会福祉協議会

大阪の社会福祉 299号(昭55.4)�310号

(昭56.3) 16-183 

大阪市障害更生文化協会

大阪市身体障害者スポーツセンタ一年報

昭和54年度 40p 980-781 

大阪市身体障害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.4 

昭54 4 P 16-171 

警も官喜身体障害者のためのスポーツ指導
大阪市障害更生文化協会編 昭55 192p 980-719 

大阪下請企業振興協会

協会だより 31号(昭55.5) �36号(昭56.3) 16-86 

大阪市天王寺動物園協会

なきごえ 176号(昭55.4) �186号(昭56.3) 16-118 

大阪自動車排出ガス対策推進会議

大阪における自動車排出ガス対策の歩み
その10 昭55 197p 717-339 

大阪市働く青少年友の会

働く青少年ニュース No. 245(昭55.4) �

No.254(昭56.3) 16-141 

大阪市PTA協議会

大阪市PTA だより 249号(昭55.4) �

260号(昭56.3) 16-112 

大阪市文化財協会

瓜破北遺跡 昭55 147p 328-863 

(昭和54年度)大阪市内埋蔵文化財 包蔵地発掘

調査調告書 昭56 47p 909勾401

(昭和53年度)難波宮跡緊急発掘調査報告書

昭55 48p 372-303 

難波宮跡研究調査年報 1975�1979.6 

昭56 152p 372-171 

大阪社会福祉指導センター

書誌開号室2まES?管ii指導センターのごあんな
い 昭56 1枚 16-228 
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大阪市老人クラブ連合会

大老連 261号(昭55.4)�272号(昭56.3) 16-172 
大阪青少年活動振興協会

故 大阪青少年活動振興協会要覧 昭53 11p 16-221 
青少年サービス 50号(昭53.4)�73号(昭55.3) 16-8 
青少年指導者のためのハンドブック

1C昭55)、 2 (昭56) 199-1303 
大阪精神衛生協議会

酒と病気 アルコーノレ中容は治せる 昭56 30p 16-126 
大阪精神薄弱者育成会

太陽の子 180号(昭55.4)�191号(昭56.3) 16-39 
大阪成人病予防協会

成 人病 204号(昭55.4)�214号(昭56.2) 雑-2511
大阪中小企業情報センター

大阪中小企業情 報 2号(昭55.5)�13号
(昭56 .3) 16-215 

大阪の中小企業におけるコンピューターの
利用実態調査 昭56 43p 544.3-829 

(昭和54年度)大阪府下小売商業向け消費支
出および大阪市における年開業種別販売
高推計に関する資料 昭56 88p 542.5-741 

大阪府下中堅・中小企業の海外現地法人景
気動向調査 昭56 32p 544.3-833 

大阪府下中堅・中小企業の海外投資実態調
査報告書 昭56 55p 544.3-835 

経営に役立つ講演会、講習会、 催物一覧 昭和
56年 1月分� 3月分 16-225 

語告番喜中小企業関係情 報 目録 四季報 版
No.l(昭和55年4�6月分)�No.3(昭和55
年1O�12月分 16-216

霊告書警中小企業関係情報 目録 No.9(昭和55
年12月分)�No.12(昭和56年 3月分 16-226

新聞による中小企業関係ニュース 9号(昭和55
年11月27日�12月17日まで)�'12号(昭和56
年 2 月13日� 3月18日まで 16-224

中小企業経営に役立つ情 報 所在リスト 昭
55、昭56 015-1615 

中小企業の後継者問題実態調査報 告書
昭56 42p 544.3-831 
大阪都市協会

大阪建設史夜話 附図共 玉置豊次郎著
昭55 718-669 

大阪人 34巻4号(昭55.4)�35巻3号(昭56.3) 雑-1483
詰占ふ堅わたしの街 楽しく歩けるイヲ川町

プ 1枚 16-227
大阪都市経済調査会

大阪都心部卸売集積地区の動態に関する調
査報告書 大阪市経済局編 昭55 255p 542.3-691 
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大阪能率協会

産業能率 277号(昭55.4)�288号(昭56.3) 雑ー1299
大阪府観光連盟

大阪 119号(昭55.7)、120号(昭56.1) 16-50 
大阪府技術協会

工業の進歩 1980 No.2(昭55.11) �1981 
No.1(昭56.3) 雑-1438
大阪府献血協会

献血ニュース 45号(昭55.8)�47号(昭56.3) 16-35 
年報 昭和54年度 52p 665-765 

大阪府公園協会

現 代の公園 1C昭54)、 2 (昭55) 16-218 
二十年のあゆみ 昭54 124p 836-529 

大阪府工業協会

商工振興 32巻1号(昭55.4)�12号(昭56.3) 雑-1586
大阪府高等学校図書館研究会

学習のための情 報 源 大阪府を中心にして 昭55
114p 354.1-1305 
大阪府公立中学校長会

大阪府公立中学校創設三十周年記念誌
昭52 280p 198.7-39 
大阪府体育指導委員協議会

大阪府体育指導委員協議会二十周年記念誌
20周年記念事業実行委員会編 昭55 376p 980-785 
大阪府国民健康保険団体連合会

こくほ大阪 No.168(昭55.5)�No.173
(昭56.3) 雑ー2300
大阪府自治振興会

自治大阪 31巻 4 号(昭55.4)�32巻 3 号
(昭56.3) 雑-1887
大阪府社会福祉協議会

子どもの社会的体験と炎流に関する調査報
告 昭55 121p 199-1333 

福祉おおさか 206号(昭55.4)�217号(昭56.3) 16-38 
大阪府住宅供給公社

15年のあゆみ 昭56 32p 566-1755 
住宅計画策定に関する調査研究 昭55 566-1743 

1 、住宅計画 における需要者ニーズと
計臨の対応 271p 

2 、集合住宅の平面計画評価 7lp 
3 、住宅計画の販売手法からの検討 91p 

大阪府住宅対策審議会

大阪府における住宅対策の基本的方向につ
いて 昭56 60p 
大阪府赤十字血液センタ一

年報 昭和52、53、54年度
大阪府千里センター

千里 185号(昭55.4)�196号(昭56.3)

723-1115 

665-805 

16-45 



大阪府中小企業団体中央会

大阪の中小企業 286号(昭55.4)�297号
(昭56.3) 雑ー2395
大阪府土地開発公社

大阪府土地開発公社20年のあゆみ 昭55
52p 544.8-153 
大阪府農業会議

大阪府下小・中学校における勤労体験学習
の実施状況 昭55 50p 193.3-189 

「田畑売買価格に関する調査」結果概要 昭
和54年度 31p 812-3203 

統制小作料等に関する:実態調査結果の概要
昭54 38p (54農地関係資料1 ) 812-3199 

4 H卒業後の農業青年の組織 化の現状と組
織に関する意向 昭55 38p 812-3163 
大阪府農業協同組合中央会

農協大阪 465号(昭55.4)�476号(昭56.3) 雑ー2452
大阪府美術家協会

大阪府美術家協会5 周年記念作品集 昭55
64p 917-725 
大阪府文化娠興協議会

文 化のいずみ 大阪府文化振興協議会だより 6 号
(昭55.7)� 9 号(昭56.3) 欠: 7号 16-214
大阪府林業経営協議会

山 68号(昭55.12)、69号(昭56.3)
大阪文化財センタ一

大阪文 化財センター調査報告 33(大阪府
都市計画街路貝塚中央線新設工事予定地
内脇浜・畠中 ・石才近義堂遺跡試掘調査

16-49 

報告書) 昭55 59p 909-325 
大阪文 化誌 3巻4号(昭54.8)�4巻1号(昭55.3) 雑ー2526

大阪文化団体連合会

大阪府文 化芸術年鑑 1981年版 411p 900-1201 
大阪防疫協会

まこと 30号(昭55.4)�33号(昭56.1) 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55年度 36p 707-395 
大阪労働協会

図書・資料目録 1981 366p 011-2367 
月刊労働 374号(昭55.4)�385号(昭56.3) 雑-1370

関西空港調査会

大阪都市 圏の長期展望と泉州地域 昭53
173p (泉州地域都市開発適性調査報告
書・別冊〕

関西空港ニュース No. 1(昭52.1)�No. 18
(昭56.3) 欠・No.3

関西国際空港周辺地挟における交通網の整
備とまちづくりに関する調査報告書

551-199 

昭54 52p 551-211 
関西国際空港の立地が 周辺地域の産業・雇

用に 及ぼす影響調査 昭55 99p 551-219 
泉州地域における都市開発適性基礎調査報
告書 昭53 134p 551-197 

南大阪湾岸整備事業計画 調査報告書 C1J 
(栢55)、 2 (昭56) 551-217 

南大阪湾岸整備事業計画 に係る環境影響基
礎調査報告書 昭56 135p 551-195 
関西情報センター

紀泉地域 広 域生活圏調査報 告書 OJ(昭54)、
2 (昭55) 551-205 
関西道路研究会

関西道路研究会会報 5・6合併号 昭55 110p 16-176 
公社住宅研究会

公社事業推進の方向 よりよい住宅供給をめぐって

公社住宅研究会 大阪府住宅供給公社共
編刊 昭55 72p 
神安土地改良区

神安水利史 神安水利史編纂委員会編
本文編 昭55 575p 
史料編 上・下 昭47
付図 昭55 4枚

青少年育成大阪府民会議

あすへの力 44号(昭55.7)�46号(昭56.3)
大阪府企画部青少年対策課編

青少年健全育成 強調月間大阪大会分科会報

566-1747 

813-323 

16-116 

告書 昭和55年度 41p 199-1379 
泉北地域広域行政推進協議会

泉北地域広 成行政 圏計画 昭56 170p 435-1653 
泉北開発センター

泉北 56号(昭55.5)�61号(昭56.3) 16-15 
地方行政総合研究センター

大規模プロジェクトと地方行財政 に関する
調査報告書 昭54 53p 551-213 
都市調査会

近畿圏研究 9号(昭55.6)、10号(昭56.1) 雑-2599
都市問題研究会

都市問題研究 32巻4号(昭55.4)�33巻3号
(昭56.3) 雑ー2046
難波宮祉顕彰会

森の宮遺跡第 3 ・4次発掘調査報告書昭53 178p 328-869 
日本万国博覧会記念協会

万国博記念公園ガイドマップ 昭55 1枚 836-525 
納税協会連合会

路線価設定地域図 昭和55年分
5-1 大阪市 910p 
5-2 大阪府 1068p 

へ1-461
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阪神高速道路公団

都市高速道路を考える l(関西復権と道造
り 堺屋太一 等著〕 昭56 32p 

阪神ノ、イクエイ 63号(昭55.7)�66号
(昭56.3)
東大阪地区BBS会

ともがきの合唱非行少年とともに 昭55 84p 
東奈良遺跡調査会

東奈良遺跡発掘調査概報 2(東奈良一大阪
府茨木市) 昭56 127p 
枚方市文化財研究調査会

16-229 

雑-2561

16-222 

328-809 

枚方市文化財年報 1 1980 60p 
矢田同和教育推進協議会

すいしん 109号(昭54.5)�117号(昭56.3)
欠:114

矢田 ・戦後部落解放運動史 1 部落解放
同盟矢田支部編 昭55 261p 
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52、53年度
和気遺跡調査会

和気遺跡発掘調査報告書 本文編 図録編
昭54
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