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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55年3月末日までに刊行されたもので、 昭和54年8月1日から55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55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。 (但し、 現存しない局等は

� >に入れた)。外郭団体及びその他の関係団体の配列は大阪府の行政組

織に準じる。

・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(号)数・C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� 1980 48p 435-1249 

大阪府交通事 故相談概要 昭和53年度 37p 550-949 

大阪府政 NO. 59(昭54.7)�No. 64(昭55.3)

欠: No.61.62 1-18 

大阪府政/句 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
54年度 138p 435-1545 

暮らしのための手続案内 昭和54年8 月現在
671p 435-449 

広報公聴 昭和53年度 73p 1-30 

広報 ・公聴ノ、ンドプック 昭54 95p 435-1367 

旬刊ふちょう No.220(昭54.4)�No.251 
(昭55.3) 1-4 

匂刊ふちょう縮刷版 1�219号(昭和47年6

月10日�54年3 月30日 435-1479

府政 に関する世論 調査 435-713 

第35回 文化の振興 につ いて報告書 ・

概要 昭54

第36因 子どもと生活環境 につ いて報

告書 ・資料 昭54

府政モニター ・アングート 報告書
昭和54年度 435-1093 

1 土地利用の方向 につ いて 42p 
2 文化財の保護につ いて 26p 

3 府政モニター制度 につ いて 39p 

4 地域活動 につ いて 3711 

5 広報 ・公聴 につ いて 43p 

Osaka 1979 34p 382-103 

Osaka (1975J (1979J 382-104 

総 務 部

人 事 課

大阪府職員録 昭和54年9 月 1 日現在 565p 354.6-65 

税 政 課

大阪府税務統計 No.29 昭和53年度
昭55 171p 

府税のしおり 昭和54年度 72p

法制文書課

大阪府公報 7745号(昭54.4)�7898号

529-69 

2-8 

阪 府

(昭55.3) 雑-919

同 公 報号外 54年11号(昭54.4)�55年3 号

(昭55.3) 雑-919

行政情報の公開をめぐる法 制上の諸問題
昭55 145p 433-503 

財政のあらまし 昭和54年6 月、 12月
(大阪府公 報号外14号、 31号別冊 529-225

文 書だより No.29 昭55 14p 2-5 

職員研修所

職員研修の概要 昭和54年度 109p 435-1083 

職員時報 33巻 4号(昭54.4)�34巻 3 号
(昭55.3) 雑-1284

府民センター

泉南地核の概況 泉南府民センタ一 昭55

91p 435-1563 

中河内のあらまし 中河内府民センター

昭54 81p 435-1503 

府営印刷所

30年の歩 み 昭54 46p 435-1521 

企 画 部

企 画 室

大阪府 における水需給の 現 状 と将来 昭和
54年 9p 3-47 

中核都市周辺 におけるスプロール防止のた

めの 対策 調査報告書 記述編 企画部企

画課 建築部指導課 共編刊 昭41 39p 436-949 

土地利用の現況調査資料 に基づく土地利用

計画の分析研究報告書 昭和36年度 資料

編 企画部企画課 土木 部計画課 共編刊
昭38 88p 436-955 

私たちの水を考える 昭54 38p 3-22 

統 計 課

大阪経済の 産業 連関分析一昭和50年産業 連

関表 について 昭55 89p 511-3027 

大阪の 学校統計( 学校基本 調査報告書)

昭和54年度 77p 192-1063 

大阪の 学校統計( 学校基本 調査結果) 速報
昭和54年度 9p 3-55 

第6次穐業セYサスからみた大阪の機業 昭55 77p 880-499 

大阪の統計 No.363(昭54.4)�No.374 
(昭55.3) 雑-1281
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大阪の農業 昭和54年 39p (大阪府 農
業基本統計調査結果報告1979)

大阪府 家計調査年報 昭和54年 60p

大阪府 工 業生産指数 昭和53年 117p

大阪府工業生産指数 昭和54年1 月�12月

大阪府 産 業連関表 昭稿]50年 昭54 452p 

大阪府勢要覧 1979 225p 

大阪府の人口 昭和54年10月1 日 40p 

大阪府民 所得統計 府民経済活動の大きさとL<み
昭和53年度 昭55 238p 

工 業統計調査結果表 昭和53年 265p

消費者物価の動き 昭和54年1月�12月分
消費者物価の動き 速報 昭和54年4月�55年

3 月分

卒 業後の 状況調査 中学校高等学校 昭54 6p 
(昭和54年度学校基本調査速報)

話器量JdEZ 展示 資料目録 昭55 42p 

統計おおさか 1980 34p 

統 計からみた大阪のすがた 昭和54年度版
457p 

府民の家計 昭和54年1 月�12月
府民の 消費と貯蓄の動向 大阪府消費者動向予測

調査の結果 昭和54年2月 調査 116p 

毎 月勤労統計 調査地方調査月報 昭和54年
1 月�12月分

膏少年対策課

大阪府 子供白 書 「大阪の背少年」国際児童年特集号

昭和54年版 412p 

青少年の社会 参加と連帯を深める懇談会報

告書 企画部青少年対策課 青少年育成
大阪府民会議共編刊 昭55 68p 

青少年ノ、ンドプック 企画部青少年対策課
青少年育成大阪府民会議共編 138p 

青少年問題研究 1979年国際児童年記念号 29号

昭55 126p 

<大阪府青少年問題協議会>

青少年大阪 232号(昭54.7)�236号( 昭55.3)

放射線中央研究所

大放研だより Vol. 20 No.lC昭54.6)�No.3

(昭54.11)

生活環境 部

消費生活課

消費者団体等の活動状況 昭和54年度版
161p 

ぶつかダイヤル No.31C昭54.5)�No.41 

(昭55.3)

810-537 

566-1119 

700-909 

3-25 

511-3445 

535-249 

531-97 
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3-19 

190-1871 

3-27 

535-557 

535-465 

566-923 

513-441 

518-1311 

199-1315 

199-1285 

199-913 

雑-2209

16-9 

3-12 

566-1357 

8-36 

ぶつかダイヤル情報シリーズ No.lC昭54.
1O)�No.3(昭55.2)

公 害 室

おおさかの公害 昭和54年度版 62p

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54年度版 187p

公害関係研究機関 における研究テーマ等一
覧 昭和54年度版 135p

(昭和53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
403p 

公害白 書 昭和54年度版 633p

消防防災課

大阪府 消防統計 57号 昭和53年 127p

大阪府 防災・ 保全 等規制現況図 昭和53年
40p 

大地震に 備えを 昭54 24p 

<大阪府震災対策推進本部>

震災対策計画関係 資料集 昭55 221p 

<公害監観センター>

大阪府公害監視センター 所報 (調査研究

編) 第 3 号 昭和52年度 110P

大気汚染常時測定局 測定結果 昭和53年度

335p 

消費生活センター

大阪府立 消費生活センターニュース

116号(昭54.4)�127号(昭55.3)

消費生活相談集 昭和53年度 221p

悲喜芸 ちいさな消費者 コロスケのおかいもの

昭54 17p 

民 生 部

毘生総務課

大阪府 高E額 制度五十年史 昭44 512p 

社 会 課

社会福祉 施設一覧 昭和54年4 月1日現在

113p 

社会福祉 施設 調査報告大阪府所管分 昭和53

年度 38p 

主要民 生統計資 料 昭54 98p 

生活保護統計速報 昭和54年3月�55年3 月

老人福祉課

大阪府 老人福祉 月間実施要綱 昭和54年度

大阪府 等 編刊 11p 
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4-36 

717-1809 

717-1845 

717-1679 

717-973 

717-317 

433.5-47 

643-805 

4-38 

433.5-493 

雑-2486

717-1875 

4-6 

566-1237 

4-37 

567-779 

567-563 

567-753 

567-645 

567.1-91 

5-18 



国民年金課

国 民年金おおさか No.215(昭54.4)-
No.226(昭55.3) 5-4 

国 民年金事業月報 昭和54年4 月-55年3 月分 雑ー2682

国 民年金20年のあゆみ 昭和34年度~昭和53

年度 昭54 473p 519-1043 

砂川厚生福祉センター

砂川紀要 第9 号 昭55 134p 567-611 

衛 生 部

管理指導課

大阪府衛生年報 府民の健康 昭和53年

昭55 561p 663-849 

保健予防課

大阪府 におげる性病 動態調査概要 昭和53

年度 衛生部・ 大阪府医師会 59p 雑ー2420

大阪府民の栄養状況 国民栄養調査結果 昭和
53年度 109p 663-1339 

中宮病院

大阪府立 中宮病院創立五十周年 記念誌
昭54 174p 669-477 

府立病院

開院25周年 記念誌 昭55 156p 669-483 

商 工 部

経済援興課

中小企業組合・団体名簿 昭和54年5 月
301p 354.1-987 

指 導 課

大阪の協同組合 中小企業等箇同組合法施行30周年記念

大阪府中小企業団体中央会 編 昭54
206p 516.2-309 

商 業 課

大阪府大規模小売底舗 名簿 昭和55年3 月
176p へ1-569

大阪府デザイン事務所要覧 昭55 232p 354.1-1281 
Your guide to Osaka. 0979J 47p 382-102 

商工経済研究所

大阪経済の動き No.l94(昭54.4)-No.205
(昭55.3) 雑ー1546

経研資料 NO. 629(昭54.4)-No. 636
(昭55.3) 510-3509 

商工 経済研究 7 号(昭54.5)、 8 号(昭55.1) 雑ー2605

計量検定所

計量 行政年報 昭和53年度 42p 548-95 
産業能率研究所

産 業能率 論集 NO. 13 昭55 85p 542.2-1617 

大阪府立庫業能率研究所年報 昭和54年度版
100p 542.2-1911 

工業妓術研究所

大阪府立工業技術研究所ニュース No. 55 
(昭54.5)-No.60(昭55.3) 8-13 

大阪府立 工業技術研究所報告 No. 75 
(昭54.9)、No. 76(昭55.2)

業務年報 昭和53年度 77p
創 立五十周年 記念誌 昭55 158p 

繊維技術研究所

大阪府立繊維技術研究所研究報告 NO.12 

昭54 100p 

繊維news Vol. 12No. 1(昭54.4)-No. 12

雑-1419

700-1531 
700-1787 

786-267 

(昭55.3) 8-27 

年報 昭和53年度 44p 786-263 
'80 SPRING & SUMMER F ASHION 

COLORS(WOMEN'S WEAR & MEN'S WEAR) 8-32 

'80 SPRING & SUMMER FASHION 

COLORS (INTERIOR) 8-32 

'80/'81 AUTUMN & WINTER FASHION 

COLORS (wOMEN'S WEAR & MEN'S WEAR) 8-32 

'80/'81 AUTUMN & WINTER FASHION 

COLORS (INTERIOR) 8-32 

貿 易 館

大阪貿易館報 昭54.5-昭55.3

海外収集商品試験研究報告書

昭和53年度意匠 ・破境分析 折 り たたみ
式三輪車 乗り 物玩具(三輪車) シ
ョ ッピングカート 32p (シリース・

雑-1336

33) 540.3-295 

海外レ ポート No，172(昭54.4)-No. 182

(昭55，3)

農 林 部

農林調撞課

大阪府 における農 地動態調査 昭和53年

8-8 

68p 812-2409 
農 政 課

大阪府農 業協同組合年報 昭和53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

大阪府観光農業者名簿 昭和54年度版 20p 9-21 

流通対策室

大阪府地方卸売市場要覧 昭54 124p 9-15 

京阪神における花きの流通概況 昭和53年度
23p 雑-2681
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農林技術センタ一

大阪農業 17巻1号(昭54.7)�4号(昭55.3) 雑ー2132

大阪府農林技術センター研究報告 16号

昭54 104p 053-503 

大阪府農林技術センターニュース No.131 

(昭54.4)�No.142(昭55.3) 9-12 

業務年報 昭和53年度 54p 811-77 

水産試験場

岬町沿岸の海況と生物 関濁電力多奈川第三火力発
電所稼動前調査報告 昭53 125p 886-71 

淡水魚鼠験場

大阪府淡水魚試験場業務報告 通巻12号

昭和53年度 71p 880-429 

大阪府淡水魚試験場研究報告 5 昭54

59p 880-461 

温水性淡水魚の穴あき 病 穴あき病研究部会昭和50

-54年のとりまとめ 東京都水産試験場 編
昭54 78p 886-73 

中央卸売市場

市場月報 昭和54年4月�55年3 月 雑-2640

大阪府中央卸売市場年報 昭和53年 通巻

第1号 566p 542.5-705 

労 働 部

労 政 課

大阪府労働組合名簿 昭和54年度 409p 354.1-489 

大阪労働経済の動き 昭和54年版 145p 518-1163 

中小企業労働相談 所一年間のあゆみ 昭和
53年度 労政課 中央中小企業労働相談

所共編刊 33p 

年間労働情勢 昭和53年 219p

職業管理課

大阪職業ニュース 136号(昭54.4)�147号

7-23 

518.4-409 

(昭55.3) 7-16 

職業業務課

大阪府年次雇用計画 昭和54年度 53p 518.3-469 

学 卒者の離 ・転職状況 昭和53年3月 29p 7-18 

新規学 卒者の初任給 昭和54年間新規学卒者初任

給状況調査結果報告 25p 518.1-419 
労働市場概要 昭和53年度 182p 518.3-229 

労働市場月報 昭54.4.�昭55.3 雑-2178

労働センタ一

大阪府立労働セy�-労働情報資料室 ごあんない

〔昭55J 1枚 7-32

阿倍野勤労青少年ホーム

ふみのさと 131号(昭54.4)�136号(昭55.1) 7-31 

土 木 部

都市整備局
大阪府基換地価格 昭和54年 71p 812-2817 

都市計画資料集 昭和54年3月末現在 111p へ1-499

道 路 課

交通量調査成 果報告書 昭54 242p へ1-553

河 川 課

大阪府の雨量 6 昭和49年~昭和53年

昭54 258p 378-167 

防潮水門の建設につ いて 20p 714-547 

都市河川課

大阪府 一級水準測量成 果表 昭和53年
31p 714-337 

大阪府下の地盤沈下の概況 昭和53年度
13p 711-383 

港 湾 課

大阪府の港湾統計 昭和53年 260p 552-541 

公 園 課

大阪府都市公園一覧表 昭和54年4月1日 現

在 331p 436-521 

建 築 部

開発指導課

民間宅地 開発行 政資料集 昭55 201p 566-1687 

住宅政策課

大阪府住宅統計年報 1979 193p 566-967 

大阪府 特定賃貸住宅実態調査 昭54 90p 566-1647 

住宅需要実態調査結果報告 昭和田年
328p 566-875 

水 道 部

総 務 部

大阪府水道 部統計年報 昭和53年度 169p 717-185 

議会 事 務局

大阪府議会決算 特別委員会会議録 昭和52

年度 (企業会計，一般 ・ 特別会計 435-437

大阪府議会史 5編 昭55 1216p 435-171 

大阪府議会常任委員会会議録(定例会)
昭和54年2月 ・9月 435-297 

大阪府議会本会議会議録(定例会) 昭和54年
2月�12月 435-303

大阪府議会本会議会議録(臨時) 昭和54年
7月 18p 435-303 
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議員すがたみ 第9期 昭54 119p 

調 査 課

354.1-1233 

大阪府議会時報 29巻1号(昭54)-5号(昭55) 雑-1476

議会旬報 No.155(昭54.4)-No.171(昭55.3) 雑ー2453

教育委 員 会

総 務 課

大阪府教育委員会報 32巻1号(昭54.8)-

4号(昭55.3)

大阪府教育の概況 昭和54年度 108p

大阪府公立 学校の概況 昭和54年5月1日

雑-1415

192-1253 

現在 82p 192-1313 

教育調査紀要 42号 昭和53年度 55p 192-1255 

市町村教育委員会 に 対する要望事項 昭和
55年度 18p 192-1085 

指導第二課

大阪の養護教育 昭和55年度 110p 197-203 

社会教育課

大阪の社会教育 1978 112p 199-777 
教育映画等審査年報 昭和53年度 22p 193.1-377 

教 材映画目録 〔昭54J 182p 015-845 

みんなが手をつ なぐため に 昭55 199-863 

指導用手引 123p 

社会同 和教育入門テキスト 92p 
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・疾病異常該当者享年次別比較表

昭54 52p 

文化財保護課

池上遺跡発掘調査概要 和泉市池上町・泉大津市明

根町所在 昭54 36p 13図

池上・曽根遺跡発掘調査概要 和泉市池上町・

泉大津市曽根町所在 昭53 20p 16図

大阪府文化財調査概要 1977年度

山甲町遺跡群発掘調査概要 小島東遺跡・淡

輪遺跡 37p 21図

瓜生堂遺跡発掘調査概要 東大阪市民生堂・

若江北新町所在 14p 19図

大阪府文化財 調査報告書
第31輯 陶邑 4(本文 編， 図録 編)

大圏遺跡・古池北遺跡発掘調査概要 高石市

西取石・泉大海市豊中所在 昭53 57p 43図

喜志 遺跡発掘調査概要 羽曳野市東阪田・富岡林市

喜志所在 昭53 31p 21図

国 府 遺跡発捌調査概要 8 藤井寺市国府・惣社・

株・沢田・道明寺所在 昭53 26p 16図

誉回白鳥遺跡発掘調査概要 6 羽曳野市白鳥

13-35 

13-55 

13-56 

909-159 

328-655 

13-57 

13-58 

13-59 

所在 昭53 7p 11図

西琳寺跡範囲確認調査概要 l 羽曳野市古市

2丁目所在 昭53 38p 10図

挟山遺跡・経里 遺跡発品11調査概要 藤井寺市

野中・羽曳野市経m所在 昭53 27p 38図

挟山 遺跡、発捌 調査概要4 藤井寺市野中所従

昭53 13p 33図

文化尉資 料展示室 だより
NO.8 古曽部焼展 昭54 4p 

No.9 河内木綿展 昭54 4p 

科学教育センター

13-60 

13-61 

13-54 

13-53 

13-38 

大阪府科学教育センター要覧 1979 20p 13-30 
研究報告集録 94号 昭54 313p 053-365 
物 理 と教 育 NO.7 昭55 34p 13-17 

体育会館

大阪府立体育会館行事案内 昭和54年9月~
55年3月 13-51

府史編集室(中之島図 書館)
大阪府史 3巻 昭54 900p 328-747 

青年の家

大阪 府立青年の家十年の歩み 昭54 85p 199-1279 

大阪府立青年の家だより 14号 昭54 4p 13-3 

研修集録 昭和54年度 64p 199-877 

地方労働委員会

年報 昭和53年 509p

大 学・高 校

大阪府立大学

大阪府立大学学報 308(昭54.3)-317(昭55.3)
号外53年5号(昭53.7)-54年4号(昭54.10)

大阪府立 大 学要覧 昭和53・54年度 328p
経済研究 105号(昭54.4)-107号(昭55.1)

白鷺論叢 11号(昭53.9)、 12号(昭54.9)

独仏文学 13号(昭54.12) 98p 

大阪府立 大 学増加図 書目録 38集(和 書)

(昭55) 39集(洋 書) (昭54)

大阪府立大学附属図書館報 図 書館だより 4 号
(昭54.4)-6号(昭55.1)

大阪女子大学

社会福祉 評論 47号 昭55 115p 

女子大文学 園文篇 31号(昭55.3) 外国
文学筋 32号(昭55.3)

斐文会五十年 会報266号総集 斐文会五十年

会報総 集 編集委員会編 昭54 1361p 

518.5-281 

053-735 

198.1-135 

510-3595 

053-639 

雑-2460

011-807 

雑-1445

雑 1396

198.1-535 
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社会事業短期大学

社会問題研究 29巻1、2号(昭54.4)�4号
〔昭55.3) 雑-1218

看護短期大学

大 阪府 立看護短期大学紀要 1巻(昭54)、
2巻(昭55) 20-21 

学 生便覧 昭和54年度 133p 20-18 

府立学校

池田紀要 創刊号 池田高等学校 昭54 62p 20-20 

記念 誌能勢 記念誌 編集委員会 編 能勢高

等学校 刊 昭54 20p 

楓 大阪府立箕面高等学校研究紀要 11号 |沼55
86p 

198.4-153 

20-10 

五周年 記念 誌 金岡高等学校 昭54 99p 198.4-151 

自で見 る茨木養護十年の歩み 茨木養護学
校 昭54 51p 198.8-55 

全日 本襲教育研究大会研究集録 13回

大

市 長 室
大阪市政だより 1978 広報課 (No.355� 

365合冊) に1-755

変身雨量議 5年のあゆみ 外事課 昭54 24p 435-1481 

広聴広報 昭和53年度 総務局 市長室共

編刊 63p 435-1025 

わが町おおさか 市民と市政 1979 広報課
253p 378-675 

総 務 局

大阪市行政組織 昭和54年8月16日 現在

行政部文書調査課 143p 435-585 

大阪市公報 3940号(昭54.4)�3988号(昭

55.3) 行政部文書調査課 雑-920

同 号外 54年10号(昭54.4)�55年10号
(昭55.3) 雑-920

大阪市政九十年の歩み 大阪都市協会 編
昭54 263p 435-1477 

区政概要 昭和54年度版 市民部区政課
120p 435-1067 

交通事 故相談室利用者の実態調査 第11回
市民都 昭54 21p 18A-13 

コミュニティ育成事業の概要 地域的な連帯感

のある近隣社会の形成をめざして 昭和50年7月
市民部振興課 87p 435-1533 

財政のあらまし 昭和54年6月、 12月(大阪

市公報号外 19、 38号別冊〕 529-323 

住居表示旧新対照表 そのI(東成区)

阪

堺聾学校研究集録 係 編 三校研究集録
委員会刊 昭54 513p 

警 察 本 部

総 務 部

197.2-47 

警察統計書 昭和52年、 昭和53年 433.5-105 

普 務 部

なにわ 286号(昭54.4)�297号(昭55.3) 雑ー2338

交 通 部

交通渋帯状況 昭和54年上半期 11p 15-13 

昭和田年中における大阪の交通渋帯発生状況 〈昭55J

15p 

交通統計 昭和53年 280p

交通量 統計表 交法点制宏 昭54

西成警察署

あいりん労働 者の詩集 特集6号 昭54
35p 

市

15-13 

550-271 

へ1-451

15-19 

779p 354.1-1263 

住居表示整備事業概要 昭和55年 3月

48p 436-751 

財 政 局

大阪市債一覧表 80集(昭54) 81集(昭55)

公債課 雑ー2675

大阪市税務統計 No. 25 昭和54年度 主税

部 247p 529-329 

大 阪市の財政 昭和51年4月 91p 529-359 

市税のしくみがわかる市税一覧 昭和54年 度版

1枚 18U-5

市税ノ、ンドプック 昭和54年 度 主税部

Mp �U� 

予算 と市税 昭和54年皮 主税部 l枚 18U-4 

総合計画局

梅田ターミナJレ改造計画 に関する基礎調査

報告書 1970.3 105p へ1-561

大阪市基本構想 昭52 22p 436-961 

大阪市勢要覧 昭和54年版 企画部統計課
479p 535-177 

大阪市総合 計画 策定 資料 大阪市の現況と問題点

1965 445p 436-959 

大阪市統計書 第67回 昭和54年版 企画
部統計課 339p 535-103 

大阪市 における幹線道 路沿道 の現況と整備

の考え方 につ いて 昭和49.50年度都市交通施

設環境調査の概要 昭51 25p 554-293 
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大 阪市に おける駐 車 対策の検討 昭52
120p 554-297 

大阪市における中量 輸送機関のあり方に関
する調査 昭50 192p 550-1081 

大阪市における物 資流動の概要に関する調

査 報告書 昭51 135p へ1-564

大阪都市圏参考 資料 昭和49年12月 企 画i

部 32p へ1-563

関西 新国際空港交通検討調査 昭和47年3月
135p へ1-565

居住地改善に関する調査研究報告書 昭50
233p 720-879 

公 共公益施設整備計画検討 資料 1 阿倍野区・
城東区 ・福島区 企画部 昭50 181p 435-1529 

市内小口貨物運送事業 所調査報告書 昭50

(項目別頁付 554-295

市民 所得統計年報 昭和53年度 企画部統
計課 昭55 155p 513-555 

昭和51年基準地価格要覧 用地計画課
286p 812-3127 

生活環境 整備計画報告書 昭和52年3月
120p 436-953 

総合 都市交通政策のあり方に関する調査

公共交通機関の整備の方向(概要〕 昭51 49p 550-1079 

大 都市再開発研究資 料 1 昭39 211p 436-971 

大 都市のC・B・D 6大都市の都心業務地区実態調査報 告
昭和45年11月 126p 436-477 

地区防災基地 整備に関する調査 昭和52年
度 79p 433.5-491 

統計時報 312号(昭54.8)�317号(昭55.3)

企画部統計課 雑ー1282

都市交通の問題点とその本質(中間報告書)

末来都市交通の基本計画のために 大 阪市総合 計画
局 関西情報センター共 編刊 昭47 99p 550-1077 

物 資循環システム調査報告書 昭和48年3月、
昭和49年3月 542.5-723 

防災大震火災と都市防災企画部 昭47 96p 433.5-485 
メッシュデータ 1965 企画部調査課 昭

47 70p へ1-562

<大阪市防災会議>

大阪市域橋梁耐震性調査報告書 昭和48年
7月 地震専門部会 61p 711.2-211 

大阪市地域防災計画 昭和54年修正 359p 718-429 

指定地方行政機関等の地震対策 昭51
40p 433.5-487 

大震災時 における群集流動と避難経路に関

する研究 昭和49年8 月 地震専門部会
50p 433.5-489 

避難地 の安全範囲の算定に関する研究 地

震専門部会 昭48 58p ω4-275 

〈大阪市隣接都市協議会〉

阪神都市圏計画に関する国 連報告の提案と

その現況 阪神都市協議会事務局 編 昭

38 112p 436-975 

<阪神都市協議会>

阪神地 域における第 2 次及び第 3 次産業配

置計画につ いて 昭38 63p 801-167 

阪神都市圏における土地 利用のパタンと動

向 阪神都市協議会 大阪市隣接都市協
議会共編刊 昭45 74p 436-945 

阪神都市圏の地 域開発計岡に関する計量 経
済学的方法 昭38 83p 436-967 

民 生 局

大阪市 立労働会館だより 150号(昭54.4)�
161号(昭55.3) 労働会館 18D-2 

老人ホーム事業概要 昭私154年3月 弘済
院 54p 567.2-171 

経 済 局

大阪経済 No.91(昭54.9)�No. 94(昭55.3) 雑一2416

大阪市アパレノレ 産業の機能高度化に関する
調査報告書 昭54 136p 789-439 

大阪の経済 年次報 告 昭和54年版 104p 510-5823 

指標から見た大阪経済の地 位 1979 74p 510-5751 

大阪城天守閑紀要 8号大阪城天守閣 昭

55 32p 053-379 

大阪妓天守閣 特別展展観目録 大阪城天守

閣綱 大阪城天守閣 特別事業委員会刊
戦国合戦図扉風 昭54 62p 017-91 

センタ{レポート NO.105(昭54.5)�No.116

(昭55.3) 中小企業指導センター 18E-6 

大阪市立工 業研究所報告 第56回(昭和53

年度)�第58回(昭和54年度 700-1093

業務年報昭和53年m'におけるエ研の活動状況工 業

研究所 昭54 104p 700-1091 

市 場 局

大阪市中央卸売市場年報 昭和53年 中央

卸売市場 1161p 542.5-67 

暮らしのアンテナ No. 96(昭54.4)�No.

107(昭55.3) 消費者センター 18E-3 

生活物 資価格 等調査結果 昭和53年度 消

費生活部 消費物 資謀 133p 515.5-203 

物価かわらばん NO.51 (昭54.5)�No.59 

(昭55.3) 消費生活部 18E-5 
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潔境保健局

衛生統 計年報 昭和53年 管周 部庶務 課
昭55 551p 663-1315 

公害の現況と対策 昭和54年版 221p 717-1205 

産業廃棄物 関係 法令 集 昭和52年 3月 環
境部 102p 717-2285 

保健 所事業報告 昭和53年度 西淀川保健
所 46p 18F-15 

大阪市立環境科学研究所研究 所報告 41集
昭和53年度 環境科学研究 所 245p 663-2105 

土 木 局

土木局80年のあゆみ 昭54 139p 435-1523 
下水道局

下水道局報 No.32(昭54.4)�No.34(昭54.
11) 管理 部庶務 課 18J-1 

都市再開発局

大阪市 における美観地区制のあり方につい
て(概要) 昭49 19p 436-973 

大阪市の土地区画整理 と市街 地再開発

1971 32p 718-655 

土 地利用関係 法令 要覧 昭51 181p 431-453 

東住吉区東 部第2 地区土 地区画整理事業調

査報告書 昭和47年 3月 39p へ1-558

東住吉 東 部地区開発整備基本計岡 昭和44年度

土地区画書生理事業調査 64p 436-947 

1匙えるわが街 戦災復興土 地区画整理 事業

大阪市都市整備協会編 436-863 

東 地区(昭54)、 都島地区(昭55)

港 湾 局

大阪港 港 勢 昭和54年1月�9月、 昭和55年
1月�3月 181 -13 

大阪南港ポート タクン構想 に関する報告
1973年6月 大阪南港ボート タクン住宅
地計画チーム編 14p ヘト560

消 防 局

救急年報 昭和54年 56p
消防年報 31 1978 161p 

交 通 局

433.5-423 
433.5-25 

大阪のあし No.81(昭54.5)、 No.82(昭54.12) 18H-1 
事業概要 昭和53年度 213p 550-857 
事業概要 昭和54年4月~昭和55年 3月 雑ー2478

水 道 局

水道局事業年報 昭和54年度版 185p 717-65 
水道事業研究 93号(昭54.6)�95号(昭54.11)

水道事業研究会 雑-1362

市立大学

大阪市立 大学生活科学部紀要 26巻(昭54.3)、
27巻〔昭55.3) 053-325 

大阪市立 大 学要覧 昭和53年 98p 198.1-461 

経済学雑誌 80巻1号(昭54.5)�80巻5号

(昭55.1) 経済研究会

人文研究 31巻1分冊(昭54.10)�31巻10分

雑-1020

冊(昭55.3) 雑一1332

法学雑誌 26巻 1 号(昭54.9)、 26巻 2 号

(昭54.12) 雑-1623
Memoirs of the Facu1ty of Engineering 

Osaka C ity University Vo1.20(昭54.12)

277p 700-140 

大阪市立 大 学付属図 書館報 25号(昭54.1)、
26号(昭54.10)

区 役 所

〔北区〕各種団体名簿 昭和55年版 北区

各種団体名簿 刊行事務局 320p 354.1-1057 

〔東区〉各種団体役員名簿 昭和55年版

東倶楽 部各種団体役員名簿 編集委員会

190p 354.1-1133 

東区史刊行だより 8号(昭54.4)�11号(昭

55.1) 東区役 所内東区史 編集室 18R -10 

東区百景東区制100周年記念 東区青少年指導

員連絡協議会編 東区制100周年記念事業

実行委員会刊 昭54 56p 435-1511 

西区の史 跡 西区 コミュ ニティ協会 大阪
巾 部ライオンズクラプ共編 酋区制百周

年記念事業実行委員会刊 昭54 31p 378-785 

西区制100年のあゆみ 西区制100周年記念
事業実行委員会 昭54 110p 435-1513 

〔港区〕 各種団体名簿 昭和55年版 港区
役 所 374p 354.1-1045 

阿倍野区各種団体名簿 昭和55年版 阿倍
野区友会 326p 354.1-1101 

大阪市住吉区団体名簿 昭和54、 55年版
住吉区政協 力会 354.1-1035 

〔東住吉区〕各種団体役員名簿 昭和50、
55年版 東住吉区 354.1-1063 

歩いてみよう私たちの西成区 名所・旧跡をたずねて

西成区役 所区民室 昭53 1枚 18R-13 

〔西成〕区内各種団体名簿 昭和55年 度 版

西成クラプ 490p 354.1- 729 

商成の福祉 1979 商成区福祉事務 所 18p 18R-14 

教育委員会

大阪市教育年報 昭和54年版 280p 190-1559 

大阪市立電気科学館機関誌四つばし Vo1.21No.244

(昭54.4) � V 01.21 N 0.235 (昭55.3) 大阪市

立電気科学館 同 協 力会共編刊 18L-28 

学習評価の基礎 4 教育 研究 所 昭55
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(1教育 研究紀要」別 冊 193.4-143

教育 研究紀要 教育 研究所 190-1889 

171号 登校拒否に関する 研究 昭55
149p 

172号 教科教育に関する 研究(国語科)

昭55 217p 

173号 教科教育に関する 研究(国語科、

英語科、 社会科) 昭55 173p 

174号 教科教 育に関する 研究(算数・

数学科) 昭55 84p 

175号 障害を受けて いる子どもの可能

性を伸ばす指導内容・方法 昭

55 123p 

176号 幼児の発達とその障害に応じた

指導 に関する 研究(第 5 年 次)
昭55 150p 

177号 大阪市 戦後教育 行政 資 料3

昭55 205p 

178号 融和政策と融和運動 資 料編
E 昭55 194p 

179号 地域の教育力 昭55 67p 

教職員教育 研究論文集 昭和54年度 (第

30回 募 集) 教育 研究所 45p 18L-40 

研究資 料教育 研究所

「にんげん」実践参考 資 料目録 昭55
124p 18L-39 

研究報告 教育 研究所 190-2141 

25A 被差別部 落 の歴史に関する 学習

指導のための教材資 料改訂版

昭55 34p 

25B 被差別部 落 の歴史に関する 学習

指導のための教材資 料指導の手ぴき
昭55 118p 

26 授業 改造 に関する 研究 六段階
による 授業 研究 法の 活用 昭55
118p 

27 教科教育に関する 研究(理科)

昭55 108p 

28 教科教育に関する 研究(理科 ・
英語科) 昭55 135p 

29 OH P教材の作成 と活用 昭55
73p 

研究報告集 昭和54年度 教育 研究所
144p 

大阪市 史史料 1輯 (近来年 代記 上) 大阪

市 史編纂所編 大阪市 史料調査会刊
昭55 127p 

190-2139 

328-845 

大阪の歴史 1 号 大阪市 史編纂所 昭55

� WL� 

大阪 編年 史市 史編集室 328-385 

第27巻 索引 大阪人名辞業

大阪市立美術館紀要 1978 同館 昭54

84p 905-179 

美をつくし NO. 89(昭54.8)�No. 92(昭55.
3) 欠:No・91 美術 館 18L-22 

大阪市立 博物館特別 展展観目録 同館 017-127 

80号 第83回 特別 展助広 とその一門
昭54 32p

81号 第84回 特別 展大阪上町台地 の

歴史私たちの考古学 昭54 40p 
82号 第85回特別 展 ノレーツ ・日本の

博物館 物産会から樽覧会へ 昭54

40p 

83号 第86回 特別 展探訪堺 その文化と
半井家 昭55 33p 

大阪市 立 自然 史博物館 展示解説 同館
第 5 集 大阪の化 石 1979 52p 

18L-58 

大阪市 立 自然 史博物館特別 展解説 書 同館640-141 

第 6固 たねと突の 世界 1979 46p 

大阪市 立 自然 史博物館 館報 9(昭和53年度)

同館 昭55 42p 640-139 
Bulletin of the Osaka Museum of Natural 

History 33号 同館 昭55 119p 

創 立10周年 記念 生野養護 大阪市立 生野
養護学校創 立10周年 記念実行委員会

640-15 

昭52 27p 198.8-57 

選挙管理委員会

あなたは投票しましたか大阪市民の選挙に隠す

る世論調査から 大阪市・区 選挙管理委員会

大阪市・区明るい選挙推進協議会 共編刊
昭54 16p 18Q-3 

知っておきたい選挙のしくみ 大阪市・区選

挙管理委員会 大阪市・区明るい選挙推
進協議会 共編刊 昭55 16p 18Q-1 

EE 衆議院議員総選挙 ・大阪市 長選挙結果
しらべ 昭55 190p 429-261 

人事委員会

給 与に関する報告資 料昭和54年 123p 518.1-653 

〔監査委員会〕

大阪市 監査委員報告書 54の 9 号(昭5弘 5)
�55の6号(昭55.2) 18S-1 
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〔市会事務局〕

犬阪布会意見 書・ 決議集 昭和22年5 月 ~昭

�L和事件3月 調査課 昭55 77p 435-1531 

大阪市会会議録 索、 、 435-1111 

定例会 昭和54年第2�4号(別冊共)

定例会 昭和55年第l号別冊のl、2'

犬阪市会関 係例規集 昭和54年版 調査課
104p 晶 、l乙 435-669

大、阪市会決算 特別委員会記録 昭和53年10. .ー :く

J 

月作12月 (昭54)、 昭和54年9月�10月(昭
55) 435-1131 

大阪市会史 24 調査課J 昭55 1037p' . 435-743 
大阪市会時報 No.43(昭54.6)�No.48(昭

55.3) 調査課 云 • 雑-2487
事官ff若手Z 大阪市会常任委員会記録 その1、

その2 昭54 • 435-1149 

調査ジ守一ナノレ 16(昭54.8)、 17(昭55.3)

調査課 ー 雑ー2518

ベ
、、、4 府 下 市 町 村

堺 市

衛生年報 昭和54年版 、衛生部衛生総務課

242p (昭和53年統計 資持ì. 663-2401 

広報堺 昭和53年 昭和54年 広報課 に1-1010

堺市学区(小学校区冴リ年齢各歳男女別人口

推計結果醤 昭和53年10月 1日現在総

務部企画課 90p 531-271 

堺市勢要覧 昭和54年度版 総務部企画課

52p 535-151 

堺市大気汚染 調査報告 昭和53年度 公害 処

対 策部 109p (測定 資料集 717-505

堺市統計 書 昭和54年度版 総務部企画課バ

266p. 535司45

堺の公害 昭和54年版 公害対 策部 338p 717-1067 

岸和田市

議会 資料 市議会事務局 435-1293 

No.85 議会の概要 昭54 26p 

No.86 昭和54年市議会付議事件一覧

昭55 91p 

No.87 昭和54年度現計予算 決算の

推移 昭和51?年度地方団体関

係主要予算 昭55 85p 

きしわだ議会だより 18号(昭54.4)�21号
>(昭55.1) 市議会 19-101 

岸和田市公報 96号(昭54.4)�I07号
(昭55.3) 19-104 

岸和面市史 1 自然・ 考 古 編 市史 編さ

ん委員会網 昭54・762p 328-6羽

? 豊 崎中 市

とよなか 336号(昭54.4)�353号(昭55.3)

一 市長公室自治振興課 19-102 

池 田 市

池田市統計季報 昭54 19-48 
:No.33・34 特集:池田市の工業 32p 

NO.35 特集:池田市の商業 32p 
NO.36 特集:池田市の工業 32p 

池田市統計 書 昭和53年版 総務部企画広
報室企画課 261p 535-553 

北摂池田 町並調査報告密 教育委員会 昭54
78p 328-817 

吹 田 市

公害白 書 昭和53年度版 179p 717-443 

佐井寺東 地区土地区画整理事業 に ともなう

埋蔵文化財試捌 調査概要報告書 教育委

員会 編 都市開発部区画整理課刊 昭54
14p 19-216 

泉大津市

泉大津市史 紀要 5号(泉大津市関 係文献 資

料集 ) 市史 編纂室 編 教育委員会刊
昭55 159p 

高 槻 市

教育要覧 昭和54年度 教育委員会企画 調

19-155 

査室 124p 192-1679 

広報縮刷版 1 昭和25年4月~昭和48年12月市政30

周年記念 昭49 690p 435-1543 

たかっき 1978市制施行35周年記念 市民活動
部広報課 66p 435-1551 

たかっき 市政概要1979 議会事務局 408p 435-1541 

高槻市水道事業年報 昭和54年度版 水道

部 117p 717-2307 

高槻市総合 計画基本構想 昭55 78p 435-1539 

高槻市統計 書 昭和54年版 企画財政部政

策推進室行政管理課 318p 535-527 

たかっさの公害 昭和53年12月 保健環境部
環境 保全課 247p 717-1797 

貝 塚 市

広報かいづか 474号(昭54.4)�485号

(昭55.3) 19-87 
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守 口 市

グラフ守口 市長室広報公聴課 19-113 

NO.30 すすめよう緑づくり を 14p 

NO.31 国際児童年 1979 昭54 14p 

NO.32 消費生活 特集 昭55 15p 

広報もり ぐち 679号(昭54.4)�702号

(昭55.3) 市長室広報公聴謀 19-106 

ふる里守口 を訪ねて 駒井正三 市長室広

報公聴課 刊 昭54 253p 378-775 

守口市統計 書 昭和54年 版 総務部庶務課
282p 535-487 

守口市における大気汚染の監視状況報告書

昭和53年 度 生活環境部公害対策課

62p 717-1871 

守口市の公害 昭和54年 度版 生活環境部
公害対策課 231p 717-1069 

枚 方 市

朝日 新聞 記事 集成 7 集 市史 編纂委員会
編 昭55 341p 328-569 

公害白 書 昭和54年 度版 生活環境部公害
対策課 329p 717-1773 

枚方市史 4 巻 市史 編纂委員会 編 昭55
793p 328-393 

枚方市史 資料 4 集(中振村役人日 記 1) 
市史 編纂委員会 編 昭55 203p 328-407 

枚方市統計 書 9岡 昭和54年版 総務部

庶務課 196p 535-481 

茨 木 市

いばらき 341号(昭54.4)�352号(昭55.3)

市長公室広報公聴課 19-70 

公害の現 状 と 対策 企画部公害対策課

昭54 159p 717-849 

しあわせへ のみちびき 6集 社会と家庭における

人権 茨木市 教育委員会共編刊 昭55
32p 19-119 

八 尾 市

八尾市総合基本計 画 書 企画室 昭42
214p 436-951 

富田林市

広報 とんだばやし 351号(昭54.4)�362号

(昭55.3) 市長公室広報公聴課 19-109 

中野 遺跡発捌調査報告書 官岡林市若松町所在

大谷女子大学 資料館編 教育委員会刊

昭54 64p 34図 328-811

寝屋川市

広報ねやがわ 469号(昭54.4)�492号

(昭55.3) 市長公室市民相談室広報課

寝屋川市統計 書 昭和53年 度 版 市長公室

19-55 

事務管理課 156p 535-533 

寝屋川市の公害 昭和51、53年 度版 生活
環境部公害対策課 717-1889 

河内長野市

河内長野市史 7巻 史 料 編4 昭55 780p 328-537 

河内長野市文化財調査報告 書 3(天見・流

谷の民家) 教育委員会 昭55 145p 909-329 

松 原 市

第10回1000人のハガキモニターアンケート

集計結果報告書自動車図書館 総務部秘 書
謀広報 係 昭49 9p 19-219 

大 東 市

駅前再開発事業のあゆみ 大東市住道駅前

再開発事務 所 昭54 93p 435-1509 

大 東市史 近現 代編 教育委員会 昭55

541p 328-553 

大 東市文化財 分布地図 教育委員会社会教

育課 昭55 1枚 909-365 
大 東市報 384号(昭54.4)�406号(昭55.3)

総務部市長室広報公聴課 19-85 

羽曳野市

広報はびきの 210号(昭54.4)�221号

(昭55.3) 市長公室秘 書広報課 19-28 

羽曳野史 5号 市史 編纂室 昭55 57p 
(羽曳野市史 編纂紀要) 雑ー2678

歴史の散歩道羽曳野市近辺の史跡と文化財教育

委員会社会教育課 昭54 125p 328-797 

門 真 市

広報 かどま 395号(昭54.4)�418号

(昭55.3)欠: 396�399.402.403.405.407.408 19-121 

高 石 市

広報たかいし 182号(昭54.4)�193号

(昭55.3) 市長公室秘 書広報課 19-73 

高石市市勢要覧 1980 企画調整部広報公
聴課 48p 435-1075 

高石市大気汚染調査報告 書 13 昭和53年

度 生活環境部公害対策課 226p 717-783 

高石市民意識調査報告 書 5回 生活環境基礎

調査について 昭55 291p 435-1485 

高石の公害 昭和54年11月 生 活環境部公
害対策課 170p 717-1137 

東大阪市

東大阪市埋蔵文化財包蔵地 調査概報 教育

委員会 909-309 

19 鬼塚遺跡E 若江遺跡発 掘調査報
告 昭54 68p 

20 瓜生堂上層遺跡 皿池遺跡発掘調
査 報告 昭54 52p 
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21 東大阪市 埋蔵文化財発捌調査概要 田 尻 町

1979年度 昭55 32p 広報たじり No. 143(昭54.4)�No. 154 
民俗資 料収蔵品目録 付録 教 育委員会 (昭55.3) 19-67 

昭47 6p 19-218 阪 南 町

泉 南 市 広報はんなん 78号(昭54.4)�89号(昭55.

泉南市史 紀要 7号(和泉国債逮郷山 論史 料
3) 総務部企図課 19-78 

明治30年 代における泉南郡木綿同業組合)
河 南 町

市史編集委員会編 昭54 119p 
河南町総合 計 画 企画室 昭54 173p 435-1547 

053-737 
美 原 町

四条畷市 広報みはら No. 163(昭54.4)�No. 174
広報しじよう なわて No.106(昭54.4)� (昭55.3) 19-122 

No. 117(昭55.3) 総務部庶務課 19-83 統計 みはら 昭約:153年版 企画課 174p 535-599 

外郭団体及びその他の関係団体

大阪府自治振興会

自治大阪 30巻4号(昭54.4)�31巻3号
(昭55.3)

大阪府地方自治研究会

都市問題関係資料 7最近における地方行財政に関
する提言 ・報告等 昭55 368p 

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54年分 738p 

路線価設定地域図 昭和54年分

5-1 大阪市 908p 

5-2 大阪府 1066p 

大阪府文化振興協議会

文化の いず み大阪府文化振興協繊会だより昭55

雑-1887

435-1209 

523-729 

へ1-461

8p 16-214 

近畿開発促進協議会

近畿圏整備 に関する予算要望 書 昭和53 ・

54年度 528-181 

京阪神都市圏総合都市交通体系調査委員会

京阪神都市圏物 資流動 調査 報告 書， 附録

昭53 550-983 

青少年育成大阪府民会議

あすへ の 力 41号(昭54.7) 企画部青少年

対 策課編 16目116

大都市企画主管者会議

都市の居住環境 1978.6 117p 436-969 

都市調査会

近畿圏研究 1号(昭52.5)�8号(昭55.3) 雑-2599
摂 都市調査会の概要仁昭54) 23p 16剖7
都市文化 No.43(昭54.4)�No.52(昭55.1)

都市調査会 大阪問題総合研究所都市文

化センター共編

都市問題研究会

都市問題研究 31巻4号(昭54.4)�32巻3号
(昭55.3)

大阪国際空港周辺整備機構

大阪国際空港周辺整備機構公報 24号(昭

54.5)、 25号(昭54.11)

大阪市公害防止会連合会

都市と公害 No. 47(昭55.3)

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9 昭54 122p 

関西消費者協会

16-204 

雑-2046

雑-2572

16-29 

717-339 

消費者情報 107号(昭54.4)� 118号〔昭55.3) 雑ー2291

南大阪研究会
ま ち

関西 新空港 と泉州の都市づくり 551-159 

大阪市社会複祉協議会

大阪の社会福祉 287号(昭54.4)�298号
(昭55.3) 16-183 

老人食事サービス事業報告 昭和53年度

68p 16-209 

大阪市身体障害者スポーツセンター

大阪市身体障害者スポーツセンタ一年報
昭和53年度 38p 16-208 

気カ スポーツセYター開館5周年記念文集 昭54

231p 567.2-231 

大阪市働く青少年友の会

働く青少年ニュース No. 234(昭54.4)�

No.244(昭55.3) 16-141 
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大阪市老人クラブ連合会

大 老 連 249号(昭54.4)�260号(昭55.3) 16-172 

大阪精神薄弱者育成会

大阪手をつなぐ親の会二十年の軌跡 昭54
130p 197.6-207 

太陽の子 168号(昭54.4)�179号(昭55.3) 16-39 

大阪府国民健康保険団体連合会

こくほ大 阪 No. 162(昭54.5)�No.167

(昭55.3)

大阪府社会福祉協議会

おおさかの社会福祉研究 大 阪 府社会福祉協

議会 大 阪市社会福祉協議会共編 昭54
86p 

福祉おおさか 194号(昭54.4)�205号

雑-2300

16-210 

(昭55.3)

大阪府母子福祉連合会

三十周年記念あゆみ 昭55 640p 

西成区民生委員協議会

お としより をひ とり ぼっちにし ないため に

ひとり暮らし老人実態調査から 昭51 14p 

西成地区保護司会

践 保護司だより No. 7 昭54 19p 

16-38 

567.3-369 

16-213 

16-212 

大阪精神衛生協議会

大阪精神衛生 24巻1�6号 昭54 149p 

大阪成人病予防協会

成 人病 192号(昭54.4)�203号(昭55.3) 雑-2511
大阪府献血協会

献血ニュース 42号(昭54.7)�44号(昭54.12) 16-35 

年報 昭和53年度 60p 665-765 

大阪防疫協会

まこと 26号(昭54.4)�29号(昭55.1) 16-46 
大阪観光協会

観光の大 阪 335号(昭54.4)�346号(昭55.3) 雑ー2297

大阪国際貿易センター

月報貿易センター Vo1.19No.4 (昭54.4)�
Vo1.20No. 3(昭55.3) 雑ー2500
大阪下請企業復興協会

協会だより 25号(昭54.5)�30号(昭55.3) 16-86 
大阪中小企業情報センター

大阪中小企業情報 1号 昭55 48p 16-215 
大阪能率協会

産業能率 265号(昭54.4)�276号(昭55.3) 雑-1299
大阪府観光連盟

大 阪 117号(昭54.7)、 118号(昭55.1) 16-50 

雑-1930

大阪府技術協会

工業の進歩 1979 No.2(昭54.8)�1980
No. l(昭55.3) 雑-1438

大阪府工業協会

大阪 府工 場 便覧 昭和54年度 版 666p

商工振興 31巻1号(昭54.4)�31巻12号

(昭55.3)

大阪府中小企業団体中央会

大阪の中小企業 275号(昭54.4)�285号

709-287 

雑-1586

(昭55.3) 雑-2395

走馬宮中小企業労働事情実態調査結果報告
書 昭和54年度 68p 518.1-611 

堺観光協会

盤面堺の観光じま ん 島田アツヒト 昭54
120p 378-781 

大阪府農業会議

おおさかの農業 昭和54年 32p 16-211 

富田林 市におけるナ ス 特 産地 の実態調査分

析 昭54 199p 831-263 

「農業労賃等に関する調査」結果概要 昭和
53年度 50p 16-206 

大阪府農業協同組合中央会

農協大 阪 453号(昭54.4)�464号(昭55.3) 雑-2452

大阪府林業経営協議会

山 64号(昭54.9)�66号(昭55.3)

大阪労働協会

月刊労働 362号(昭54.4)�373号(昭55.3) 雑-1370

大阪港振興協会

大阪港 145号(昭54.7)、 146号(昭55.1) 16-107 

大阪市天王寺動物園協会

なきごえ 164号(昭54.4)�175号(昭55.3) 16-118 

大阪市土木技術協会

大 阪市土木局業務 論文報告集 3. 3抄録集

昭55 710-427 

阪神高速道路公団

技術研究発表会 論文集 7回 昭50 210p 711.1-185 

阪神ノ、 イクエイ 59号(昭54.7)�62号

(昭55.3) 雑-2561

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 ル 175号(昭

54.4)�186号(昭55.3) 雑ー2217

大阪市市街地高層住宅建態促進協議会

私のえがく町づくり 昭49 46p 市政に
託す私たちの夢/大 阪市 立中学校生徒作
文集 436-965 

大阪都市協会

大 阪人 33巻4号(昭54.4)�34巻3号(昭55.3) 雑-1483

。。



大阪府干星センター 28 藤井寺市立道明寺中学校LL教室

千里 173号(昭54.4)�184号(昭55.3) 16-45 新設工事 に伴う林遺跡発掘調査報
泉北開発センター 告書 昭52 10p 

泉北 50号(昭54.5)�55号(昭55.3) 16-15 29 応神陵茶山遺跡発掘調査報告書

昭53 64p 
大阪市PTA協議会 30 i炎輪 ・箱作海岸地区 海岸環境整

大阪市PTAだより 237号(昭54.4)�248 備事業 に伴う田山遺跡 試掘調査報
(昭55.3) 16-112 告書 昭54 26p 
大阪府PTA協議会 31 太子町西山地区 特定 土地区画整理

あすをひらく 子 どもの幸せのため に 事業 予定地内 埋蔵文化財試掘調査
昭54 163p 597-405 報告書 昭54 19p 
大阪文化財センター 32 富田林市市道伏見堂東西線新設工

池上遺跡 【昭55) 328-753 事 予定地内明八塚周濠部試掘調査
第3分 冊 のl 石 器編 109p 図 版30p 報告書 昭54 20p 
第4分 冊 の1 木 器編20p 図 版20p 大阪府文化団体連合会

池上遺跡 ・四ツ池遺跡発掘調査報告書 328-753 大阪 府文化芸術年 鑑 1980年版 335p 900-1201 
第6分 冊 自然遺物編 昭55 150p 矢田同和教育推進協議会

大阪文化財センター調査報告 909-325 すいしん 100号(昭53.5)�108号(昭54.3) 16-113 
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