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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61年3月末日までに刊行されたもので、昭和60年8月 1日から61年 7月

末固までの 間 に当館が収集したもの。

3. 編集方法 i 

・配列は、各 行政組織(昭和61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、 項目と岡ーの場合には省略した。
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大

知 事 室

府民情報室

おおさか 府政のあら空し '85 54p 435-1249 

おおさかNOW C昭60J 23p 435-2111 

おおさかふ No. 9(昭60.8)�No. 10(昭61.1) 1-42 

おおさか府政だより No.107(昭60.4)�

No.113(昭61.1) 1-18 

大阪府民の「人権問題に関する意識調査」

報告書 昭61 277，16p 420-581 

暮らしのための手続案内 昭60 751p 435-449 

句刊ふちょう No.401(昭60.4)�No. 423

(昭61.3) 1-4 

すかい プルーおおさか 館設案内〔 昭60J

68p 435-2085 

世界平和を考える大阪会議 自治体の役割

昭60 56p 486.2-755 

点字大阪府政だより 115号(昭60.4)�

121号(昭61.1) 1-36 

府政ダイジェス ト 昭61 29p 1-34 

点字府政ダイジェス ト 昭61 64p 1-37 

府政だより/旬刊ふちょう/広報おおさか/

月 曜告知版/夕刊告知版 縮刷版 昭和59、

60年度 2冊 435-1545 

府政に関する世論調査報告書 昭和60年度 435-713 

53回:快適なまちづくり 108p 

54回:青年の意識 94p

府政 モニターアンケート 報告書 昭和60年

度 435-1093 

1 :文化振興 76p 

2 :イヲシと米の消費者意識 50p 

府政 モニター・テー マ通信報告書 青少年の

育成 昭和60年度 26p 435-2167 

府民 討論会報告書 昭和60年度 20，14p 435-2185 

総 務 部

人 事 課

大阪府職 員録 昭和60年7 月1日 現在 354.6-65 

職 員 課

職 員時報 450号(昭60.4)�461号(昭61.3) 雑ー1284

税 政 課

阪 府

大阪府税務統計 No.35(昭和59年度) 174p 529-69 

府税のしおり 昭和60、 61年度 2冊 2-8 

地 方 課

大阪府市町村機構 ・役職 員一覧 昭和60年7月

1日 現在 442p 435-1017 

府民センター

三島 府民セ "' ?【の案内 三島府民センタ ー

仁昭61] 1 枚 2-28 

豊能のすがた 昭和60年3 月 豊能府民センター

68p 435-1555 

がいどぷっく中河内 (1985 J 中河内府民

センター 28p 435-1943 

法制文書課

大阪府公報 8662号(昭60.4) �8814号(昭

61.3) 雑-919

同 号外 昭和60年4 号(昭60.5)�昭和61年

5 号(昭61.3) 雑-919

公益法人名簿 昭和60年8 月31日 現在 167p 354.1-1603 

財政のあらまし 昭和60年6 、 12 月 ( 大阪

府公報号外 昭和60年7 、 16号別冊) 529-225 

公文書館

大阪あ ーかい ぶす 創刊号(昭61.3) 2-29 

大阪府公文書館 昭60 1 枚 2-27 

公文書館 大阪府会文笹館開館記念 昭60 44p 099-1113 

企 画 部

府民文化室

朝から晩まで女のまつり報告書 1985府民のつ

どい 婦人政策室刊 昭61 20p 565.3-1331 

時の鐘里帰り記念誌 大阪21世紀協会共同

刊行 昭60 32p 378-1165 

なに わ塾叢書 同塾編 昭58 �59 035-53 

13私のス ポーツ人生( 南部忠平) 243p 

14 無我愛の生 わが人生はパーYナル・サーピZ

(鈴木剛) 184p 

15 生命の世界 ?'"パク質と生命の起源 (赤堀

四郎) 172p 

16 出会いのハーモニー( 山口倫子) 162p 

17 私の現代美 術(須田魁太) 179p 

18 縁の糸( 宮道大五) 139p 

19 大阪万華鏡( 宮本又次) 154p 

20 山と ファッションと私( 上回安子)
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187p 

婦人おおさか Osaka Women No.19(昭

60. 7)�No. 22(昭61.3) 3-66 

私たちみんなの力で 大阪府部落浸別事象に係る調

査等の規制等に関する条例 人権 啓発室刊〔 昭61J
12p 3-78 

企 画 室

大阪府施策計画 昭和61年度版 211p 435-903 

関西文化学術研究都市大阪府基本構想

昭60 32p 718-993 

関西文化学術研究都市大阪府基本構想のあ

らまし 昭60 5p 3-77 

施策体系別 主要事業一覧 昭和60年度当初予算(案)

126p 529-409 

統 計 課

大阪の学校統計 速報 昭和60年度 18p

大阪の学校統計( 学校基本調査報告書)

昭和60年度 144p 

大阪の工業(昭和59年工業統計調査結果速報)

17p 

大阪の商業(昭和60年商業統計調査結果速
報) 31p 

大阪の統計 No.435(昭60.4)�No. 446 (昭
61.3) 

大阪府家計調査年報( 府民の家計) 昭和

60年 80p

大阪府下小規模事業所の雇用・ 賃金及び労

働時間( 毎月 勤労統計調査特別 調査結果)

昭和59、 60年 2冊

大阪府工業指数月報 昭和60年4月 分�61年

3月分

大阪府工業指数年報 昭和59年 112p

3-55 

192-1063 

3-63 

へ1-626

雑-1281

566-1119 

3-68 

3-25 

700-909 

大阪府勢要覧 1985 228p 535-249 

大阪府統計年鑑 昭和60年版 536p 535-131 

昭和60年国勢調査による大阪府の人口 概糊報 9p 3-43 

大阪府毎月推計人口 昭和60年4月�61年
3月 3-80

大阪府民所得統計 昭和58年度 221p 513-201 

工業統計調査結果表 昭和59年 216p 700-905 

(昭和60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 84p 531-255 

商業統計地域メッシょ報告書 昭和57年
64p へ1-663

消費者物価の動き 速報 昭和60年4月~

61年3月 分 3-19 

消費者物価の動き 昭和60年1 月 �12月 分 雑ー2294

第27回大寂府統計 グラフ コンク ール入選作

品集 昭61 17p 3-81 

統計おおさか 1986 1 枚 535-557 

統計からみた大阪のすがた 昭和60年度版

454p 535-465 

農業 センサス結果概報 1985年 40p 810-765 

府民の家計 昭和60年1月�12 月 分 566-923 

毎月 勤労統計調査地方調査結果 昭和60年

速報 22p 3-54 

毎月 勤労統計調査地方調査月報 昭和60年

1 月 �12月 分 518-1311 

毎月勤労統計地方調査年報 昭和61年版

122p 518-1447 

青少年対策課

大阪の青少年 青少年問題の現状と対策 昭和

60年版 314p 国際青年年記念号 199-971

大阪府青少年育 成計画のあらまし 昭61

18p 

少年の主張 大阪大会諸表文集 第6回(昭和59

年度) 、 第7回(昭和60年度) 青少年育 成

府民 会議共同刊行 2冊

青少年大阪 258号(昭60.3)�262号(昭61.3)

青少年問題研究 35号 昭60 65p 

第7回 近畿青年洋上大学募集案内〔 昭61J
7p 

<青少年育成大阪府民会議>

あすへの力 No.62(昭60.6)�No.65(昭
61.3) 

放射線中央研究所

大放研だより Vol. 26 No.1(昭60.7)�

No.4(昭61.3)

大放研二十五年の歩み 昭60 166p 

Annual Report of the Radiation Center of 

Osaka Prefecture Vol. 26 昭61 163p 

婦人会館

199-1969 

199-1393 

16-9 

雑-2209

3-79 

16-116 

雑-2830

739-595 

628-69 

Ms ' Fort 3 号(昭60.9) � 4 号(昭61.3) 3-71 

く大阪府海外婦人問題セミナー>

燃える女たち ナイロピNGOフォーヲム 昭60

63p 565.3-1281 

生活環境 部

消費生活課

大阪府における通信販売の価 格等に関する

実態調査報告書 唱60 117p 542.3-879 

大阪府物価 モニター調査結果 昭和61年度

第4回、 第5回 4-48

消費者団体等の活動状況 昭和60年度版
159p 566-1357 

ぶつか ダイヤノレ No.101(昭60.4)�No.112
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(昭61.3) 8-36 

公 害 室

大阪国際空港問題の概要 昭和54年版
324p 717-1785 

大阪の環境 ふるさと大阪の環焼づくりのために

昭61 30p 717-3079 

大阪府下河川等水質調査結果報告書 昭和

59年度 542p 714-443 

大阪府環境情報 コーナー資料 目録 大阪府

緑化・環境協会と共編 昭60 56p 011-3057 

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60年度版 194p 717-1845 

環境白書 昭和60年版 714p 717-317 

観察の手引 水質環境モユ7'9"グ 昭59 �60 717-3271 

観察の手引 淀川環境モエ7'9"グ 昭58 29p 
2冊 717-3271

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59年度 435p 717-973 

(昭和60年度において講じようとする〉公

害防止に関する主要施策 35p 717-1611 

地盤沈下を起こさないために 昭59 14p 717-3287 

住民参加による 快適環境創造手法調査

昭60 96p 717-3431 

大気汚染常 時測定局測定結果 昭和59年度

381p 717-1875 

府民のみた川 水質環境モエ7'9"グ '85 20p 

( í府民のみた淀川IJの改題 714-679

府民のみた淀川 淀川環境モニタ9"グだより '82 � 

'84 3冊

消防防災課

大阪府 消防統計 63号(昭和59年度版)

714-679 

170p 433.5-47 

大地震に備えを 昭60 30p 4-38 

消費生活センタ一

大阪府立消費生活 センターニュース 187号

(昭60.4)�198号(昭61.3) 4-6 

消費生活相談の概要 昭和59年度 211p 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

8 号 昭60 238p 

民 生 部

社 会 謀

大阪府福祉基 金だより 創刊号( '85秋)�

053-877 

2 号( '86 春 5-34

社会福祉施設一覧 昭和60年8月1 日現在

172p 567-563 

生活保護統計速報 昭和60年4 月 分 ~昭和

61年3 月分 567.1-91 

被保護者全 国一斉調査( 基礎調査〉結果報告

37回(昭58.7)�39回〈昭60.7) 3冊 5-12

老人福祉課

痴呆性老人の理解 昭60 165p 673-957 

老人健康 実態調査報告書 昭和59年3月

94p 671-1693 

障害更生課

障害者対策関連統計資料 昭60 27p 567.2-585 

福祉のてびき 1985 567-641 

からだの不自由な人たちのために 78p 

ちえおくれの人たちのために 35p 

国民年金課

国民年金おおさか No.287(昭60.4)�No.298 

(昭61.3) 5-4 

国民年金事業月報 昭和60年4 月 �61年3月分 雑ー2682

昭和61年4月 1日から 国民年金が変 わります

仁昭60J 6p 5-33 

老人総合センター

きりぬき 老人福祉関連記事 No.4(昭和56年

3月�9 月)�No.10(昭和59年4月�9月 567.2-605

世界の老人とその家族 昭和59年度 78p 565.5-141 

増加資料 ・図書目録 6 巻(昭和59年度)
129p 011-2765 

老後をみんなで考える文芸作品入選作品集

第21回(昭和60年度) 35p 565.5-47 

老人 ホー ム入所者健康実態調査 昭和59年

度 112p

老人問題研究 5斡(1985) 127p 

修徳学院

567.2-611 

565.5-41 

年報 Vol.9 昭60 50p 5-32 

みかえり No.57 昭60 89p 5-28 

大阪府平和祈念戦争資料室

大阪大空襲に関するアメリカ寧資料 大阪

空襲研究会訳 ・編集 昭60 192p 583-691 

<大阪府地域福祉推進本部>

福祉相談ノ、ンドブック 昭60 269p 

衛 生 部

管理指導課

衛生行政の概要 昭和61年度 127p

大阪府衛生年報 昭和59年 265，432p

保健予防課

大阪府における 性病動態調査C集計表〕

昭和59年度 大阪府医師会と共刊 26p

大阪府における 性病動態調査概要 昭和59

567-1257 

663-2841 

663-849 

675-87 
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年度 大阪府 医師会と共刊 24p 675-99 

大阪府民の 栄養状況 昭和59年度 87p 663-1339 

薬 務 課

医薬品等の 副作用に関する調査研究報告書

昭和59年度 大阪府 医薬品等 副作用研究

会と共刊 263p 684-123 

大阪府 薬務行政40年のあゆみ 「大阪府 薬

務行政40年のあゆみ」 委員会 編 昭60

480p 680-405 

<大阪府麻薬覚せい剤等対策本部>

党せい刻・ シンナー乱用の 恐ろしさ 昭59

46p 6-21 

麻薬党せい剤等対策の現況 昭和59年 95p 663-3657 

食品衛生課

大阪府 食中毒事 件録 昭和59年、 昭和60年
2冊

環境衛生課

大阪府の水道の現況 昭和59年度 150p

監察医事務所

死因調査統計年報 昭和59年 18p

松原保健所

663-3147 

717-2969 

668-113 

10年のあゆみ 昭60 238p 669-725 

府立病院

大阪府立病 院医学雑誌 8 巻 1 号(昭60.7)

142p 

成人病センター

大阪府立成人病 センター年報 昭和57年度、

昭和58年度 2冊 669-563 

公衆衛生研究所

大阪府立公衆衛生研究所年報 昭和59年度

156p 663-1391 

大阪府立公衆衛生研究所研究報告 昭60 663-1837 

公害衛生 編 6 号 21p 

公衆衛生編 23号 158p 

食品衛生 編 16号 82p

精神衛生絹 23号 106p 

薬事指導編 19号 35p

労働衛生 編 23号 62p

創 立 二十五周年記念誌 昭60 224p 663-3625 

商 工 部

経済振興課

大阪府工場 便覧 昭和60年度版 大阪府工

業協会刊 743p 709-287 

大阪府地場 産業モデル 都市(堺市〉 調査報告

書 昭60 122p 801-287 

地 場 産業モデル都市調査 概要版 昭60 16p 801-289 

指 導 課

生 産シス テム 高度化課題実態調査報告書

生産V且テムへの知識工学の応用について 大阪科学

技術センター編 昭61 42p 705-1487 

中小企業組合・団体名簿 昭和60年度

253.37p 354.1-987 

中小企業における CAD! CA M シス テム

活用効果実態調査報告書 大阪科学 技術

センター編 昭61 39p へ1-684

中小企業における CAD! CA M シス テム

導入課題実態調査報告書 大阪科学 技術

センター編 昭60 108p 544.1-551 

国際交流課

大阪における国際 観光振興に関する調査研

究 ハイプ9フド観光へのアプローチ昭60 111p 550-1389 

商工経済研究所

大阪経済の動き No. 266(昭60.4)�No.277
(昭61.3)

大阪経済の概況 昭61 67p 

大阪経済白書 昭和60年版 303.77p

経研資料

No.652 大阪企業の 海外進出に関する
調査 昭60 44p 

No.653 貿易 商社の取引活動調査
昭60 77p 

No.654 大阪府における対事業所サー

ピス 業の経営実態 昭61 60p 

雑-1546

510-7311 

510-7279 

510-3509 

商工経済研究 19号(昭60.9) 雑-2605

計量検定所

業務 概要 昭和60年度 63p 548-125 

産業能率研究所

大阪府 卸売業経営実態調査報告書 昭和60

年版 流通 研究所 編 121p 542.3-911 

大阪府中小企業経営指標 昭和60年度
100p 544.1-437 

大阪府立 産業能率研究所 創立六十周年記念

昭60 59p 542.2-2573 

大阪府立産業能率 研究所年報 昭和60年度

版 83p 542.2-1911 

経営実態調査 昭和60年3月 工業編 83p 544.1-433 

コンピュータ導入・活用のための手引

先進的活用事例に学ぶ 昭60 153p 

産業能率論集 No.19 昭61 111p 

商工相談所

事業概要 昭和59年度 14p

工業 技術研究所

大阪府立工業 技術研究所ニュース No.91 

(昭60.5)�No.96(昭61.3)

542.9-297 

542.2-1617 

8-33 

8-13 
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大阪府立工業技術研究所報告 No. 8 7 

(昭60.9)、 No.88(昭61.2) 雑.-1419

業務年報 昭和59年度 67p 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.18 

昭60 128p 786-267 

繊維news Vol.18 No. l(昭60.5)�No.5

(昭61.2) 雑ー2829

AUTU MN & WINTER FAS HION COLORS 

WOMEN'S WEAR & MEN'S WEAR '86/87 2p 8-32 

貿 易 館

大阪貿易 館報(Boekikan Report s) 昭和60年

5 、 7、 9 、 12、 各月 昭和61年1 、 3両月 雑ー1336

海外レポート No.243(昭60.4)�No. 254 

(昭61.3) 8-8 

近畿 貿易 業態統計 昭和59年 日本 貿易 振興

会大阪本 部と共刊 121p 547.5-23 

<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59年度、 昭和

60年度 2冊 707-395 

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60年 18p 484-173 

農 林 部

島林調盤課

大阪府に おける農地動態調査 昭和59年

59p 812-2409 

農 政 課

大阪府農 業協同 組合年報 昭和59年度

大阪府農 業協同 組合中央会と共刊 31p 814-75 

経営指導課

おおさかのふるさと 観光縫業・自然と縁の.ふれあい

ゾーy 昭60 1 枚 378-1179 

緑の環境藍備室

森林組合統計 昭和58年度 81p 862-193 

流通対策室

大阪府地方 卸売市場要覧 昭61 124p 542.5-857 

京阪神に おける花き の流通概況 昭和59年

25p へ1-673

南大阪地域に おける生鮮食料品流通機構 の

整備方向に 関する調査報告書 昭60

408p 542.5-889 

水 産 課

大 阪 の漁 業 昭61 28p 9-26 

大阪府漁業振興計画 昭61 33p 881-237 

豊 かな 海づくり、 活力ある漁 業をめ ざして

大阪府漁業振興計画のあらまし 昭61 13p 9-27 

農林技術センター

大阪農業 23巻 1 号(昭60.10)、 2 号(昭61.3) 雑ー2132

大阪府農林技術センター研究報告 No.22

( 昭60.12) 75p 

大阪府農林技術センターニュース No.203 

(昭60.4)�No.214(昭61.3)

業務年報 昭和59年度 56p

<緑化センター>

みどり No. 7(昭60.7)�No.9(昭61.3)

中央卸売市場

大阪府中央卸売市場 年報 7 号〈昭和59年版)

053-503 

9-12 

811-7 7  

9-23 

713p 542.5-705 

市場月報 昭和60年4月~昭和61年3月 雑-2640

市場取扱品流通状況調査報告書 昭和59年、

昭和60年 2冊 542.5-877  

水産試験場

大阪府水 産試験場 事業報告 昭和58年度

132，131p 880-423 

淡水魚試験場

大阪府淡 水 魚試験場業務報告 17号(昭和

58年度) 79p 880-429 

労 働 部

労 政 課

大阪府労働組合名簿 昭和60年度 515p 354.1-489 

大阪労働 267号(昭60.4)�278号(昭61.3) 7-38 

大阪労働経済の動き 昭和60年版 195p 518-1163 

雇用情勢 の見通しと職業安定行政の重点事

業 大阪府年次雇用計画 昭和61年度 8 7p 518.3-713 

賃金事 情 調査報告書 昭和60年度 299p 518.1-531 

年間労働情勢 昭和60年 241p 518.4-409 

フォーラ ムrM E 化時代 の労働問題」
昭61 75p 

労働情勢 昭和60年 別冊

春季賃上げ 要求妥結状況 125p 

夏季一 時金要求妥結状況 128p 

年末一 時金要求妥結状況 129p 

職業管理課

大阪職業ニュース 208号(昭60.4)�219号

(昭61.3)

職業業務課

518-1775 

518.4-349 

7-16 

学卒者 の離・転 職状況 昭和59年 29p 7-18 

新規学卒者 の初任給 昭和60年3月 11p 518.1-419 

労働市場 概要 昭和59年度 196p 518.3-229 

労働市場月報 昭和60年4月~昭和61年3月 雑ー2178

職業訓練課
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第28回技能オリンピック大 阪開催の概要

昭60 22p 518.7-127 

第28回技能五輪国際 大会 競技課題集 昭61

238p 700-2445 

労政事務所

岸労レポート 7 号(昭60.6)�10号(昭61.3)

岸和国労政事務所 7-40 

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

59年度 33p 518-1581 

職業サービスセンター

業務概要 昭和59年度 27p 518.3-733 

就 業だより 1 号(昭60.6)� 4 号(昭61.3) 7-29 

勤労青少年ホーム

ふみのさと 160号(昭60.4)�162号(昭61.1)

阿倍野 勤労青少年ホー ム

ホー ムだより 222号(昭60.1)�227号

(昭61.1) 中央勤労青少年ホー ム

ホー ムニュース 139号(昭60.7)�141号

(昭60.12) 東 大阪勤労青少年ホー ム

勤労婦人ホーム

ふじんほうむ No.204(昭60.4)�No.208 

(昭61.1)

職業病センター

けんこう 11号(昭60.12)

土 木 部

都市盤備局

大阪府基 準地位置 図案内図 国土利用計画法に基

7-31 

7-36 

7-34 

7-43 

7-44 

づく土地取引規制事務参考資料 昭和60年 102p 514-459 

大阪府基 準地価格 昭和60年 67p 514-371 

大阪府土地利用基本 計画 〔昭和59年〕

1冊 718-477

大阪府緑のマス タープラ ン 昭59 43p へ1-665

都市計画資料集 昭和60年3月末現在 120p へ1-499

土地関係資料集 昭和60年9月 74p へ1-592

河川砂防課

大阪府水 防計画 昭和59年度 259p 710-443 

都市河川課

大阪府一級水単測量成果表 昭和59年 31p 714-337 

大阪府下の地盤沈下の概況 昭和59年度
14p 711-383 

下水道課

大阪府下の下水道 昭60、 昭61 2 枚 10-26 

下水道 府下の整備状況 昭和56年、 昭和61年

2冊 717-1565

流域下水道20周年記念誌 昭61 90p 717-3499 

公 園 課

大阪府都市公園一覧表 昭和60年4月1 日

現在 481p 436-521 

用 地 室

<公共用地取得推進検討委員会>

用地取得の推進をめざ し て 昭60 130p 514-495 

港 湾 局

大阪府の港湾 (1980J 36p 552-739 

大阪府の港湾統計 昭和59年 251p 552-541 

堺泉北港・阪南港 No.6(昭60.10)�No. 11

(昭61.3) 10-47 

流域下水道事務所

20周年記念誌 昭60 78p 東部流域下水

道事務所 717-3317 

建 築 部

住宅政策課

大阪府住宅・宅地開発状況図 昭和60年度

改訂 地 図2 枚 566-1887 

大阪府住宅統計年報 '85 357p 566-967 

大阪府特 定賃貸住宅実態調査報告書 昭和

60年度 133p 566-1647 

営 繕 室

営繕業務取扱 要領 昭和60年度改訂 58p 720-1117 

企 業 局

阪南丘陵開発計画に係る土砂採取事業に関

する環境影響評価準備書 昭60 584p 717-3385 

阪南丘陵開発計画に係る土砂採取事業に関

する環境影響評価準備書(概要版)

昭60 123p 717-3387 

阪南丘陵開発計画に係る土砂採取事業に関

する環境影響評価について 昭60 37p 717-3323 

阪南丘陵開発計画に係る土砂採取事業に関

する環境影響評価のあらまし 昭60 14p 717-3383 

南大阪湾岸 整備事業環境影響評価のあらま

し仁昭60J 14p 717-3381 

南大阪湾岸盤備事業計画 昭60 13p 715-185 

南大阪湾岸整備事業計画 資料〔昭60J

228p 715-187 

南大阪湾岸 整備事業計画と環境影響評価の

あらまし 〔昭60") 31p 717-3379 

南大阪湾岸 整備事業に係る環境影響評価準

備蓄 昭60 690p 717-3333 

南大阪湾岸整備事業に係る環境影響評価準

備蓄 (概要版) 昭60 120p 717-3331 
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南大阪湾岸 整備事業の環境影響について

昭59 534p 

水 道 部

総 務 課

717-3329 

大阪府水道部統計年報 昭和59年度 123p 717-185 

企業概要 昭60 78p 717-747 

議会 事 務局

大阪府議会(本 会議)会議録

昭和60年5月 定例会 79p 

昭和60年9月 定例会 486p 

昭和60年12月 定例会 136p 

大阪府議会常任委員会会議録 昭和60年2

月 定例会 総務、 環境労働、 民生衛生、

商工農林、 土木建築、 企業水道、 文教、

435-303 

警察各常任委員会会議録 8冊 435-297 

大阪府議会(総務・土木建築・環境労働・

民生衛生・文教〕常任委員会会議録 昭

和60年5月 定例会 20p 435-297 

大阪府議会常任委員会会議録 昭和60年9

月 定例会 総務、 環境労働、 民生衛生、

商工農林、 土木建築、 企業水道、 文教、

警察各常任委員会会議録 8冊 435-297 

大阪府議会(総務・環境労働・民生衛生・

土木建築・文教)常任委員会会議録 昭和

60年12月 定例会 20p 435-297 

大阪府議会だより No.44(昭60.4)�No. 47 

(昭61.1) 14-11 

決算特別委員会会議録 昭和58年度一般・

特別 会 計 387p 435-437 

決算特別委員会会議録 昭和58年度企業会

E十254p 435-437 

航空問題調査特別委員会会議録 昭和59年

度 66p 435-2099 

高齢者 問題調査特別委員会会議録 昭和59

年度 65p 435-2097 

青少年問題調査特別委員会会議録 昭和59

年度 59p 435-2101 

調 査 課

大阪府議会時報 35巻 3 号(昭60)� 4号

(昭61)、 36巻別冊、 1 � 2 号(昭61) 雑-1476

大阪府議会の概要 昭和60年度 62p 435-2181 

議会旬 報 No.262(昭60.4)�No.279 (昭61.3) 雑-2453

教育委員会

総 務 課

おおさかあすの教育 No.20(昭60.11)-No.

22(昭61.3) 13-52 

おおさか探検マップ 昭61 79p 378-1187 

大阪府教育委員会報 38巻 1 号(昭60.10)�

4 号(昭61.3)

大阪府教育の概況 昭和60年度 115p

大阪府の教育 昭和60年版 10p

教育委員会事務局における コンピュータ処

理の概況 その 2 昭58 99p 

教育 調査紀要 48号(昭和60年度) 152p 

近 代絵画 なにわの遺産 大阪府所蔵作品展

雑-1415

192-1253 

13-64 

435-2133 

192-1255 

仁昭61] 1冊(頁付なし 910-759

市町村教育委員会に対する要望事項 昭和
61年度 132p 192-1085 

L L L ( ス リーエJレ)おおさか No. 12 

(昭60.8)�No.15(昭61.3) 欠: No・14 13-67 

(点字版)大阪府の教育 昭和60年版 35p 13-68 

指導第一課

府立 学校教員等研究論文集 昭和59年度
154p 053-659 

指導第二課

大阪の養護教育 昭和60年度 99p 197-203 

生徒指導の手ぴき 小学校縮、中学校編

昭59 2冊 193.1-817

特色ある学校一覧 昭和56、 58�60年度

4冊 13-34

望ましい友人関係を育てるための指導

「いじめ」の行為をなくすために 昭60 36p 193.1-821 

社会教育課

大阪の社会教育 1985 91p 199-777 

生涯教育 推進会議報告書 昭和60年度

54p 青少年施設の活性化と事l用促進の方途について 199-1957 

図書館サービ ス のネット ヲークのあり方に

ついて 第3年次報告(昭和59年度) 45p 092-107 

なにわ塾 対話講座塾生募集 昭和60年度

1枚 目ー72

みんなが手をつなぐために 199-863 

社会同和教育入門テキ ス ト 昭和60年

度版 107p

指導用手引 昭61 88p 

みんなと一緒仁昭60J 8p 13-74 

保健体育課

大阪の保健体育 1984、 1985 2冊 980-345 

大阪府学校保健統計等集計結果(A) 昭和
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60年6月 55p

文化財保鑓諜

一須賀・葉室古墳群 菜室地区の調査 昭 59

13-35 

31p 328-1497 

今木廃寺 跡発掘調査概要 岸和国市東大路町所在

昭60 37p 図版34枚 328-1459 

大阪府文化財総合目録 1985 168p 909-113 

大阪府文化財 調査概要 1984年度 1冊 909-159 

大阪府文化財 調査速報 部・香・仙 35号

(昭57.8)�39号(昭60.4) 13-33 

大 堀城 跡 2 、 3 近畿自動車道天理~吹閏線

建設に伴う 埋蔵文化財発掘調査概要報告書 昭60

2冊 大阪文化財 センター作成 328-1253 

金岡遺跡発掘調査概要 府道常盤、浜寺線建設に伴う

昭60 12p 図版13枚 328-1457 

軽部池西遺跡 試掘調査概要報告書 府道磯ノ上

山直線建設に伴う 拭掘調査2 昭60 54p 
図版24枚 328-1461 

甲田南遺跡発掘調査概要 1 昭56 23p 

図版31枚 328-1463 

甲田南遺跡発掘調査概要 3 ー般国道309号

線建設予定地内の埋蔵文化財発掘調査 昭58

23p 図版 7 枚 328-1463 

甲田南遺跡発掘調査概要報告書 ー般国道309

号建設に伴う ー富岡林市南甲問、若葉町所在ー

昭57 37p 図版16枚 328-1465 

神 並・西ノ辻 ・鬼虎川遺跡発掘調査概要

東大阪市東石切町・西石切町所在 昭59 44p 

図版46枚 328-1485 

成合寺 近畿自動車道和歌山線建設に伴う 理蔵文

化財発掘調査概要報告書 昭60 103p 

図版38p 328-1509 

住吉遺跡発掘調査概要 昭57 19p 図版 8 枚 328-1469

東同寺 跡発掘調査概要報告書 国道170号館

建設に伴なう 発掘調査 1 � 2  昭58�59 2冊 328-1471 

長 原 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嘗 その 2 昭60 54p 

図版29枚 共同刊行: 大阪文化財 センター 328-779 

東山遺跡 試掘調査報告書 大阪芸術大学校内遺

跡試掘調在 昭60 24p 図版10枚 328-1473 

菱木下遺跡発掘調査概要 都市計画道路松原泉

大湾線建設に伴う 1 昭60 36p 図版23枚 328-1483 

府中遺跡発掘調査概要 府道和泉中央縁鉱幡工事

に伴う 発掘調査 昭60 49p 図版32枚 328-1477 

文化財資料展示室だより No.20 古墳時代
の土罷 昭60 6p 13-38 

万崎池遺跡発掘調査概要 府道松原・泉大津線

建設に伴う 昭59 42p 図版14枚 328-1487 

美園 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密 本文 編・図版繍・付 図

昭60 3冊 共同刊行: 大阪文化財 セン

ター 328-1367 

三国遺跡試掘調査概要 府道磯之上山直線建設

工事に伴う 試掘調査概要 昭60 32p 図版

26枚 328-1475

森 A ・B 遺跡発掘調査概要 府道貝塚中央線

1 昭59 28p 図版 7 枚 328-1467 

大和川今池遺跡発掘調査概要 府営松原天美

住宅建替に伴う 2 昭60 88p 図版19枚 328-1479 

和気遺跡発掘調査概要報告書 都市計画道路

大阪岸和田南海線建設地内 昭60 45p 図版38枚 328-1481

科学教育センター

大阪府科学教育 センター研究報告集録

100号 昭60 136p 

大阪府科学教育 センター要望主 1985 31p 

物理と教育 No. 13(昭61.3) 20p 

青年の家

研修集録 昭和59年度 76p

大阪府立青年の家だより 20号(昭60.5)�

21号(昭61.8)

文化情報センター

大阪府内施設ガイド ホール・会議室

〔 昭60J 75p 

人 事 委員会

職員の給与に関する報告等 昭60 40p 

地方労働委員会

大阪府地方 労働委員会年報 昭和59年

339p 

収用委員会

土地収用裁決例集 昭和57年度 昭和58・

59年度 2冊

大 学・高 校

大阪府立大学

053-365 

13-30 

雑-2838

199-877 

13-3 

354.1-1841 

435-1683 

518.5-281 

431-403 

アメリカ財政法 研究序説 田 中 治箸 昭60

169p ( 大阪府立 大学経済研究叢書 62) 522-151 

大阪府立 大学 概 覧 1985 22p 20-8 

大阪府立大学学報 340号(昭59.10)�342号

(昭60.4) 号外昭和59年3 号(昭59.7)�
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5 号(昭59.11) 号外昭和60年1 号(昭60.1)

� 2 号(昭60.4) 053-735 

大阪府立大学紀要 人文社会科学編 1 巻

(昭28)�34巻(昭61) 053-245 

大阪府立大学経済学部佐藤ゼミナール論文

集 佐藤ゼミナーJレ論文集刊行委員会
昭60 281p 510-8085 

大阪府立大学増加図書目録 昭和59年度

50集(和書) 278p 51集(洋書) 306p 011-807 

経済研究 129号(昭60.6)�132号(昭61.3)

経済学部 510-3595 

社会問題研究 35巻 1 号(昭60.10)� 2 号

(昭61.3) 社会福祉学部 雑-1218

情 報 創刊号(昭44.1)�17号(昭61.3)

大阪府立大学計算 センター 007田25

白鷺論叢 1 7号(昭60.10) 153p 053-639 

図書館だより 16号(昭59.10)�17号(昭60.4)

附属 図書館

部落問題論集 創刊号(昭51.3) � 5 号(昭
56.3) 563-1237 

むらのくらしと福祉 高度成長期から低成長期へ

社会福祉学部庄谷ゼミナール 昭60

100p 京 都府相楽郡南山城 村生活実態調

査報告 566-2251 

歴史研究 23号(昭59.3)�24号(昭61.3) 053-521 

BulIetin of the Uni ver sity of O saka Pre-

fecture 

Ser. A (engineering and natural 

science) Vo1. 34 No.1(昭60.10)

�No.2(昭61.3)

Ser. D (science s of economy. commerce 

and law) Vo1.13 (昭44) �Vo1.30

(昭61.3) 欠: Vol.20 

Uni ver sity of O saka Prefecture CATALOGUE 

1985 27p 

大阪女子大学

大阪 女子大学紀要 基礎理 学 編 23号(昭

053-1 

20-25 

61.3) 30p 053-677 

女子大文学 園文編 37号(昭61.3) 129p 

外 国文学編 38号(昭61.3) 124p 雑-1396
独仏文学 19号(昭61.12) 118p 雑ー2460

看護短期大学

大阪府立看護短期大学紀要 6 巻(昭59.3)

� 7 巻(昭60.3) 053-875 

府立学校

大阪府立工業高等専門学校研究紀要 19巻(昭

60.10) 200p 053-567 

二十年のあゆみ 同編集委員会編 大阪府

立和泉 高等学校 定時制の課程家政科刊

昭61 126p 198.4-331 

大阪府立岸和田高等学校和漢書目録 慶応

義塾大学附属 研究所新道文庫編 大阪府

立岸和田高等学校刊 昭60 209p 011-3077 

創立二十周年記念史 大阪府立泉南高等学

校(隔週) 定時制課程編集委員会編 同校

刊 昭61 54p 198.4-327 

東豊中高等学校社会科論壇 2 号(昭60.2)

同校社会科刊 53p 

大阪府立東百舌烏高校十周年記念誌 同校

刊 昭60 92p 198.4-321 

警 察 本 部

総 務 部

大阪府警察史 資料編 2 昭60 791p 433.5-363 

統計からみた大阪の事件・事故 昭和59年

154p 433.5-545 

警 務 部

なにわ 362号 府暫発足30周年記念特集号 (昭60.8)

362p 雑-2338

交 通 部

改正された道路交通法 昭60 1 枚 15-27 

交通量統計表 へ1-451

昭和60年交差点 調査 79p

昭和60年路線調査 24p 
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市 長 室

大阪市・上海市友好都市提燐10周年記念祝

賀行事・参加訪中団の記録 大阪・上海

友好都市10周年記念行事実行委員会

大

昭60 208p 435-2141 

総 務 局

大阪市行政 組織 昭和60年8月15日現在

行政部文書課 151p 435-585 

大阪市公報 4236号(昭60.4)�4285号

(昭61.3) 雑-920

同 号外 昭和60年10号(昭60.4)�30号

(昭60.12)、 昭和61年1 号(昭61.1)� 7 号

(昭61.3) 雑-920

大阪市職員録 昭和60年8月 354.6-63 

1 分冊 管理職以上 253p

2 分冊 職員一般 606p

財政のあらまし 昭和60年6月(大阪市公

報号外18号 別冊) 昭和60年12月(大阪

市公報号外26号別冊 529-323

市政資料目録 昭和59年度 行政部文書課

行政資料 センター 37p 011-3063 

世界市長会議「第4回IULA大都市フォ

ーラ ム・イン・OSAK
A J 報告書 活力

ある都市をめざして IULA大都市プォーラ

ム大阪開催委員会事務局 昭60 150p 436-1379 

第 4回IULA大都市フォーラ ム・イン・

OSAKA 行政部総務課 E昭59) 10p 18A -22 

The 4th IULA Large Cities Forum in 

Osaka (昭59) 12p 18A -23 

市民生活局

大阪アメニティマップ (1 )， (2 ) (昭60)

2 枚 枚一40

大阪市政だより 434号(昭60.4)�444号

(昭61.3) 相談部広報課 18Y-8 

大阪市政だより 1985 相談部広報課

昭60 内容:432号(昭59.2)�442号

(昭60.12) 合本 1冊 に1-755

大阪市だより ご通動のみなさまへ No.241 

(昭60.4)�No.252 (昭61.3) 18Y-4 

グラフおおさか No.51(昭60.5)�No.53 

(昭61.3) 相談部広報課 雑ー2679

広聴広報 昭和59年度 67p 435-1025 

ことり たちがおしえてくれたよ きみたちのいる

阪 市

町のおはなし 相談部広報課 昭61 24p 18Y-10 

市政のはなし 1985 相談部広報課 80p 435-1687 

市政モニター報告書 昭和59年度 435-2223 

5回 放置自転車について 57p

6回 ニューメディアとま ちづくり

70p 

市政モニター報告書 昭和60年度 435-2223 

1田 市民と 消費者行政 60p

2回 ボランティア活動について

49p 

3回 文化 ・芸術について 63p

市民相談の手ぴき 昭和59年 相談部広聴

相談課 340p 435-2143 

生活物資価格等調査結果 昭和59年度

84p 515.5-203 

伸びゆく大阪 わたしの大阪 '85 棺談部広報

課 52p 435-711 

物価と経済の40年 相談部 消費生活課

昭61 104p 510-8093 

物価ノート 昭和60年春季号(昭60.5) �

昭和60年冬季号(昭61.3) 18 E -22 

「物価モニターのQ&A J 2 �3 昭60�

61 566-2171 

くらし のアンテナ No.168(昭60.4) �

No.179(昭61.3) 消費者センター 18 E-3 

知っておきたい 訪問販売の知識 〔発行年

不明〕 消費者 センター 1 枚 18 E-27 

同和対策部

あなたの企業は同和問題をどのよ うに 考え

ていますか じ発行年不明) 1 枚 18B-9 

同和対策関係基礎資料 啓発活動用 【発行

年不明) 129p 567.5-261 

人 間尊 重の職 場づくり のために 同和問題の

基本認識仁 発行年不明) 1 枚 18B-10 

みんなで考えよう身元調査の差別性
昭60 26p 18B-8 

財 政 局

大阪市債一覧表 92(昭60.5)�93(昭60.12) 雑-2675

大阪市税務統計 No.31(昭和59年度〕

主税部 250p 529-329 

総合計画局

大阪アメニティプラン 昭60 240p 436-1391 
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大阪ア メニティプラン 市民運動 昭60 35p 436-1391 

大阪市時系列統計 表 企画部統計課 昭60
419p 535-655 

大阪市勢 要覧 昭和60年版 企画部統計課

昭61 268p 535-177 

大阪市町丁目別人口 昭和60年国勢調査による

昭61 37p 531-211 

大阪市統計書 73回 昭和60年版 企画部

統計課 373p 535-103 

大阪市の人口変動の分析 大阪大都市圏人口の

立地分析よりのアプロ ーテ 企画部統計課

昭60 93p 531-335 

大阪市の防災対策 〔昭59J 21p 433.5-609 

大阪市 メッ シュデータシス テム 1985 

52p 530-633 

大阪市 メッ シュデータ集 11 昭和56年事

業所統計 調査E昭60J 61p へ1-593

市 民所得統計年報 昭和58年度 企画部統

計課 昭60 188p 513-555 

事務事業概要 昭和60年度 66p 435-2169 

統計 時報 352号(昭60.7)�357号(昭61.3)

企画部統計課 雑ー1282

民 生 局

大阪へ 就職されるみなさんへ 大阪市あんない

1986 1 枚 435-1207

大阪市の国 民健康保険 昭和61年度 総 務

部保険年金課 36p 18D-14 

国 民年金 昭和60年 総務部保険年金課
æp WD� 

大阪市立労働会館だより 222号(昭60.4)

�233号〈昭61.3) 18D-2 

経 済 局

大阪 経済 No.110(昭60.3)�No.115(昭61.

3) 調査課 雑ー2416

大阪の 経済 年次報告 昭和59年度版 136p 510-5823 

商庖街の発 展をめざし て 商庖街近代化事例祭

昭60 83p 

ミラノ クオータリー レポート NO.8 

(昭60.10)

現 代に生きる大阪 新刀の 伝統 展 大阪 城天

守閣編 同天守閣特別事業委員会刊

542.1-391 

18 E-23 

C昭60コ6p 18 E-25 

武内勇吉作品展 秀吉・大阪城にちなむ絵図と拓本

大阪 城天守関編 向天守閣特別事業委員
会刊 昭60 1 枚 18 E-26 

センターレポート No.1 7 7(昭60.5)�

No.187(昭61.3) 中小企業指導 センター 18 E-6 

大阪市立工業研究所報告 72�74回(昭60

年度) 同研究所 3冊 700-1093 

業務年報 昭和59年度 大阪市立工業研究

所 118p 700-1091 

大阪市中央卸売市場年報 昭和59年 岡市

場 1277p 542.5-67 

環境保健局

公害の 現況と対策 昭和59�60年版 2冊 717-1205 

大阪市立環境科学研究所報告 事業年報

(昭和59年度) 同研究所 70p 663-2105 

大阪市立環境科学研究所報告 調査・研究年報

47集(昭和59年度) 同研究所 215p 663-2105 

環境事業局

ごみのない大阪に 昭和61年度版 20p 18D-15 

都市盤備局

あべの 再開発 ニュース 25号(昭50.1)�

55号(昭60.5) 阿倍野再開発事務所 18P-7 

大阪 駅前市 街地改造事業誌 昭60 392p 718-979 

土地区画整浬法施行30周年記念 座談会

昭60 70p 718-969 

拓 けゆくわが町 宅地造成土地区画整盟事業 (豊

里地区) 大阪市 都市整備協会編 昭60
174p 718-695 

下 水道局

大阪市の下水道 昭60 24p 

公 園 局

国際花と緑の博覧会 花の博覧会準備室

〔昭60J 1 枚

大阪市天王寺動物園70年史 昭60 217p 

港 湾 局

大阪港港 勢 昭和60年 No.2(昭和60年1 �

6月)、 No.3(昭和60年1 �9月)、 昭和

61年 No.1(昭和61年1 � 3月)

大阪港港 勢一斑 昭和59年 企画 振興譲

303p 

消 防 局

大阪市 消防年報 37回(昭和59年〉 総 務部

18 J -14 

18G-27 

651-719 

181-13 

552-81 

総務課 189p 433.5-25 

救急年報 昭和60年 67p 433.5-423 

交 通 局

大阪のあし No.95(昭60.7)�No. 96(昭61.3) 18 H-1 

交通 統計月報 昭和60年4月~昭和61年3月 雑-2478
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交通統計年報 昭和59年度 173p 550-857 

市営交通ごあ んない 昭和60年5月、 昭和

60年12月 2 枚 18H-6

水 道 局

大阪の水道 No.29(昭60.4) 1 枚 18 J -8 

水道局事業年報 昭和60年度版 203p 717-65 

水道のあゆみ 週水90周年を記念して 昭60 95p 717-3339 

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 35集(昭和58年度)

同試験所 354p 717四67

大阪市水道局水質試験所調査研究ならびに

試験成績 36集(昭和59年度〕 同試験所
374p 717-67 

水道事業研 究 111号(昭60.7)�113号

(昭60.11) 水道事業研究会 雑ー1362

市立大学

大阪市立 大学生活科学部紀要 32巻(昭60)

�33巻(昭61) 053-325 

経済学雑誌 86巻 1 号(昭60.7)� 6 号(昭61.

3) 86巻別冊 1 � 2 号(昭60.4) 経済研究

会 雑-1020

資料目録 追録 昭和59年度絞 都市問題

資料 センター 182p 015-1887 

人文研究 37巻 1 分冊(昭60.12)�11分冊

(昭60.12) 文学部 雑ー1332

法学雑誌 32巻 1 号(昭60.7)� 4 号(昭61.3)

法学会 雑-1623

保健体育学研究紀要 21巻(1985) 保健体

育 研究室 053-499 

Memoir s of the Faculty of Engineering， 

Osaka City Univer sity. Vol. 26 

昭60 321p 700-140 

区 役 所

阿倍野区各種団体名簿 昭和61年版 阿倍

野区友会 324p 354.1-1101 

大阪市北区各種団体名簿 昭和61年版

同名簿刊行事務局 405p 354.1-1057 

住之江区 区制10周年記念地図 住之江区*'110

周年記念事業実行委員会 昭60 1 枚 378-1149 

住之江区史 大阪都市協会編 住之江区制

十周年記念事業実行委員会刊 昭60
232p 328-1395 

大阪市住吉区団体名簿 昭和60年版 住吉

区政協力会 283p 354.1-1035 

大正区各種団体役員名簿 昭和61年版

大正区政協力会 281p 354.1-1049 

各種団体役員名簿 昭和61年版 東住吉区

編 東住吉区政協会カ会刊 341p 354.1-1063 

各種団体役員名簿 昭和61年版 平野区政

協力会 342p 354.1-1791 

各種団体名簿 昭和61年版 港区役所内向

名簿編集部編 港区刊 378p 354.1-1045 

福祉の概況 昭和60年 度版 淀川区民生委

員協議会 35p 共同刊行:淀川区福祉

事務所 567-1309 

教育委員会

明日の社会と地域 づくり 〔昭60) 44p 

放送利用学習促進事業報告書資料 199-1835 

いちょう並木 No.45(昭60.4)�No.56

(昭61.3) 社会教育部 18L-62 

大阪市教育年報 昭和60年版 287p 190-1559 

大阪市成人学校実施報告書 昭和60年度

73p 199-1821 

大阪市成人大学講座実施報告書 昭和60年

度 33p 199-1823 

家庭教育のしおり 幼児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59 34p 199-1867 

生涯学習と放送利用 〔昭60) 32p 199-1963 

性教育指導手引き書 中学校編 第2 版

指導部 昭60 106p 193.2-3399 

大阪の女性 No.8(昭60.3)�No.11(昭61.3)

大阪市婦人問題対策推進協議会 18L-63 

女子差別撤廃条約とわたしたち 大 阪市

婦人問題対策推進協議会 〔昭61) 34p 18 L -83 

21世紀へのアプローチ 男女協同社会をめざして

大阪市婦人問題対策推進協議会 〔昭61)

� WL� 

大阪市立 婦人会館所蔵図書目録 索引 昭

和60年12月末 現在 同館情 報 図書室 88p 011-2597 

夕陽丘 No.7(昭60.8)�No.8(昭61.2)

婦人会館 18L-67 

私たちの婦人問題講座研究論文集 4回

婦人会館 昭61 160p 565.3-1053 

私たちは今 昭和60年度 婦人会館 220p

婦人社会大学第4期生研究論文集 051-329 

月刊うちゅう Vol.2 No.1(昭60.4)�

No.12(昭61.3) 電気科学館星の友の会 18L-80 

電気科学館だより 232号(昭60.2)�244号

(昭61.2) 欠: 241号同館 18L-64 

四つばし No.296(昭60.4)�No. 307 (昭61.3)

電気科学館 同館協力会共編刊 18L-28 
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大阪市史史料 大阪市史編纂所編 大阪市

史料調査会 刊

16穏 大阪の 考古学文献目録 昭60
166p 

17輯�18瞬 御津八幡宮・三津家文書

上~下 一近世初期大坂関料史料一

昭61 2冊

大阪の 歴史 16号(昭60.9)�18号(昭61.3)

328-845 

大阪市史編纂所 雑ー2788

大阪市立美術館紀要 6 号(1986) 同館

62p 905-179 

大阪市立美術館50年史 同館 昭61 128p 905-345 

美をつくし No.ll0(昭60.4)�No. 113

(昭61.1) 美術館 雑ー2785

住吉さん 社宝と信仰 博物館 昭60

80p (展覧会目録 98号)

近畿の 名万 博物館 昭60 80p (展覧会

目録 99号)

懐徳堂 近世大阪の学校 博物館 昭61 76p 

124-309 

946-165 

(展覧会目録 100号 190.ト1081

大阪市内の 蝶 自然史博物館 昭60 32p 654-1899 

大阪市立自然史博物館館報 12(昭和58・

59年度) 同館 40p 640-139 

大阪市立自然史博物館研究報告 (Bulletin

。f the Osaka Mu seum of Natural Hi story) 

40号 同館 昭61 75p 640-15 

大阪市立自然史博物館特別 展解説書 12問

植物と動物の不思議な静 岡館 昭60 73p 640-141 

自然史研究 Vo1.2 No. 2(昭61.3) 自然

史博物館 49p 18L-11 

まちの植物 (1) 長居公園夏の雑草 自然史

博物館 昭60 51p 658-457 

所報おおさか 3 号(昭60.5)� 5 号(昭61.3)

教育 センター

愛目文庫目録 末中哲夫 埜上 衛共編

18L -76 

愛日小学校愛日教育会 刊 昭61 182p 011-3147 

堂島校園沿革総史 記念誌編集委員会編

堂島小学校 昭61 135p 198.4-333 

研究紀要 18号(昭61.3) 聾学校 104p 053-669 

人事委員会

給与に関する報告資料 昭和60年 123p 518.1-653 

監査事務局

大阪市監査委員報告書 60の 7 号(昭60.5)

�60の21号(昭60.9)

市会事務局

大阪市会会議録

臨時会 2回 6 号(昭和59年12月) 85p 

定例会 1回 1 号(昭和60年3月) 408p 

定例会 1回 l号 別冊の 1 � 2

(昭和60年3月) 2冊

定例会2回 2 号(昭和60年5・6月〉

112p 

定例会 3回 3 号(昭和60年10月) 146p 

定例会 3回 3 号 別冊(昭和60年10月〕

519p 

定例会 4回 4号(昭和60年11月) 205p 

定例会 4回 4号 別冊の 1 � 2

(昭和60年11月) 2冊

臨時会 1回 5 号(昭和60年12月) 71p 

雑-2786

435-1111 

大阪市会決算特別委員会記録 435-1131 

昭和59年10月�12月 昭和58年度単公営企業

会計及び一般会計等決算 280p 

昭和60年10月 昭和59年度公営企業会計決算

216p 

大阪市会時報 No. 74(昭60.6)�No. 78 

(昭61.1) 調査課

大阪市会 常任委員会記録 昭和60年堤通常予算に

雑-2487

関する その 1 � 2 2冊 435-1149 

調査ジャーナノレ 34(昭60.8)�35(昭61.2)

調査課 雑-2518
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府 下 市 町 村

堺 市

衛生年報 昭和60年版 衛生部衛生総務課

321p 663-2401 

環境水質調査結果 昭和59年度 環境保全

部 146p 717-2735 

グラフ堺 創刊号(昭60.4)� 3 号(昭61.6)

広報課

広報堺 昭和60年(406�417号) 広報課 に1-1010

広報堺 409号(昭60.4)�420号(昭61.3)

広報課 19-257 

堺市人権意識調査結果報告書 教育委員会

昭61 264p 420-577 

堺市勢要覧 '86 総合企画部調査統計課

50p 535-151 

堺市大気汚染調査報告 測定資料集 昭和

59年度 環境保全部 133p 717-505 

堺市統計書 昭和60年度版 市長公室総合

企画部調査統計課 327p 535-45 

〔堺市博物館〕館報 3 (昭59)� 5 (昭61)

博物館 19-239 

堺の環境 昭和60年版 環境保健局環境保

全部 353p Cf堺の公害」の改題 717-1067

堺の仏像仏画 秋季特別展(昭和60年10月6 日 �11月10日 )

博物館 129，8p 935-271 

住民基本台帳による堺の年齢別 人口 昭和60

年12月末現在 企画部統計調査課 323p 531-321 

統計ニュース No.37(昭60.8)�No.40( 昭61.3)

総務部企画課 19-237 

私達は語り 伝えたい 市民の戦争体験記録

人権啓発局 昭61 115p 584-2645 

岸 和田市

議会資料 No.113(昭60.7)�No.117(昭61 .3)

議会事務局 435-1293 

きしわだ議会だより 41号(昭60.4)�44号

(昭61.6) 市議会 19-101 

岸和田市史史料 3桝 和泉国正保村高幌

昭61 68p 328-545 

公害白書 昭和59年版 市民生活部公害対

策課 245p 717-3353 

広報き しわだ 537号(昭60.4)�559号(昭61.3)

広報課 19-256 

豊 中 市

公害に関する苦情処理状況報告書 昭和58

年度、 昭和59年度 2冊 公害対策部 717-3349 

新免遺跡第11次発掘調査概報 阪急宝塚線連

統立体交差事業に伴う 坦蔵文化財発掘調査 阪急宝

塚線豊中市内連続立 体交差遺跡調査団

昭61 25p 328-1535 

千里川といきもの 公害対策部公害対策課

昭60 16p 378-1181 

とよなか 420号(昭60.4)�431号(昭61.3)

市長公室自治振興室 19-102 

豊中市公共用水域水質調査報告書 昭和58

年度、 昭和59年度 2冊 公害対策部

豊中市公共用水域生物相調査報告書 千星111

717-3347 

昭60 134p 646.4-53 

豊中市大気汚染調査報告書 昭和58年度、

昭和59年皮 2冊 公害対策部 717-3343 

豊中市の公害のあらま し 昭和60年度版

公害対策部公害対策課 49p 717-3345 

豊中市埋蔵文化財 発掘調査概要 1985年度

教育委員会 66p 図版 9 枚 328-1155 

服部遺跡発捌調査報告書 服部遺跡発掘調

査団 昭61 36p 図版11枚 328-1533 

池 田 市

愛宕火 と八坂の額灯 火と灯の民俗展('86 10月

1 日 �11月初日 〉 歴史民俗資料館 24p 19-301 

池田市広報 592号(昭60.4) �614号(昭61.3)

広報広聴課 19-251 

池田市史 史料編 6 稲束家日記 昭61 837p 328-313 

池田市統計季報 '85 vol. 2 �4(No. 58�59) 

総務部企画課 19-48 

池田市統計書 昭和59年版 総務部企画課

185p 535-553 

環境白書 昭和60年度版 生活環境部安全

公害課 224p 717-3463 

原始・古代の池田 池田中学校地 歴部

昭60 41p 328-1491 

呉春と池田 特別展'85 (l985.10.19�11.25) 

歴史民俗資料館 24p 914-335 

商業統計調査結果 昭60 11p 19-299 

吹 田 市

公害白書 昭和59年度版 環境保健部公害

対策課 274p 717-443 

市報すいた 547号(昭60.4)�569号(昭61.3)

市長公室広報課 19-250 
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吹田市環境計画 策2次吹田市公害防止計画

昭60 246p 717-3433 

吹田市統計書 昭和60年版 企画部企画調

整室 324p 535-559 

吹田市文化財ニュース 7 号〔昭61.3) 教育

委員会 19-248 

埋蔵文化財緊急 発掘調査概報 教育委員会 328-1017 

昭和59年度 垂水南遺跡 七尾瓦窯跡
62p 図版24

昭和60年度 蔵人遺跡 七尾瓦窯跡

垂水南遺跡 吹田32号須恵器窯跡
68p 図版34

泉大津 市

泉 大津市史 3 巻 昭61 883p 328-1201 

泉 大津市の自然と 植物 昭和60年度版

経済民生部生活環境課 117p 655-949 

泉大津市文化財調査報告 12 教育委員会

53p 図版11枚 328-879 

広報いずみおお っ No. 299(昭60.4)�No.310 

(昭61.3) 広報広聴課 19-259 

統計 昭和59年度版、 昭和60年度版 総務
部総務課 2冊 535-621 

高 槻 市

教育要覧 昭和60年度 教育委員会 126p 192-1679 

広報たか っき 613号(昭60.4)�636号(昭61.3)

広報課 19-260 

消防年報 昭和60年 消防本部 79p 433.5-555 

高槻市史史料目録 4 号 昭60 92p 015-867 

高槻市水道事業年報 昭和60年度版 水道

部企画室 179p 717-2307 

高槻市統計書 昭和60年版 市長公室政策

推進室 332p 535-527 

たか っさの環境 昭和60年12月 保健環境部

環境公害課 226p 717-1797 

貝 塚 市

貝塚市総合計画 基本熔忽 基本計画 都市政 436-1383 

策室 昭59 64p 

公害の現況と対策 よりよい環境をめざして

昭和58年 1月、 昭和61年 1丹 市民福祉

部生活環境 課 2冊 717-3355 

広報かいづか 546号(昭60.4)�557号〈昭61.3)

総務部秘書広報課 19-87 

子どもと家庭と学校 教育委員会 昭60

412.78p 191-2975 

守 口 市

グラフ守口 No. 48(昭60.10)�No. 50(昭61.3)

市長室広報公聴謀 雑ー2827

広報もりぐち 823号(昭60.4)�846号(昭61.3)

市長室広報公聴課 19-106 

守口市統計書 昭和60年版 総務部情報統

計課 196p 535-487 

守口市における大気汚染の監視状 況報告書

昭和59年度 公害対策課 52p 717-1871 

守口市の公害 昭和60年度版 179p 717-1069 

守口市文化財 調査報告書 第 3冊 数育委

員会 昭60 101p 

枚 方 市

河内惣官鋳物師枚方田中家と鋳物の 歴史

909-495 

教育委員会 昭59 120p 781-1299 

公害白書 昭和60年度版 環境保健部公害

対策課 379p 717-1773 

広報ひらかた 618号(昭60.4)�642号(昭61.3)

欠: 626号自治推進部広報課 19-258 

女性の生活と意識に関する調査報告書

昭和60年度 企画部企画調査室 126p 565.3-1333 

《資料》枚方の社会教育 教育委員会 昭59
236p 199-1933 

田中家鋳物師関係調査報告 教育委員会
昭59 25p 781-1301 

津田トッパナ遺跡、現 地説明会資料 文化財

研究調査会 昭61 7p 328-1537 

枚方市統計書 第15回(昭和60年版) 219p 535-481 

枚方市文化財年報 6 (1985) 文化財研究
調査会 42p 909-387 

枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館 教育委

員会 昭59 50p 781-1297 

枚方テーゼを語る 教育委員会 昭60

102.48p 199-1931 

枚方の遺跡と 文化 財 文化財J、>'1'プフク

教育委員会 昭60 204p 328-1443 

茨 木 市

茨木市議会だより No.84(昭60.5)�No. 87

(昭61.1) 市議 会 19-247 

川端康成その人とふるさと 昭61 116p 220.1-3835 

グラフいばら き 1 号(昭60.10) 広報公聴課

公害の現状と対策 昭和58年度版�60年度

版 保健環境部公害対策課 3冊 717-849 

広報いばら さ 413号〔昭60.4)�424号〔昭61.3)

広報公聴課 19-70 

消費生活センターだより No.40(昭60.5)�

No.42(昭60.10) 消資生活センター 19-289 

わがまち茨木 教育委員会 328-1167 

道標編 増補版 昭61 128p 

民家・民具編 昭61 97p 

八 尾 市

やお市政だより 766号(昭60.4)�789号(昭61.3)
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自治推進課広報係 19-280 

やおの環境 昭和60年度版 生活環境部環

境 保全課 199p 717-3425 

わたし たちの校区 刑部小学校 昭60 44p 328-1425 

泉佐野市

泉佐野市の公害の現況について 昭59 54p 717-3421 

泉佐野市の爽還の現況について 昭和59年

3月 29p 550-1405 

市報いずみさの 364号(昭60.4)�375号

(昭61.3) 市長公室広報公聴課 19-262 

重要文化財総福寺鎮守天満宮本殿修理 工事

報告書 重要文化財総福寺鎮守天満宮本

殿修理委員会 昭60 60p 図版52枚 909-651 

富田林市

広報とんだばやし 423号(昭60.4)�434号

(昭61.3) 市長公室自治推進課 19-109 

富田林市の公害概況 昭和59年度版 産業

部生活環境課 58p 717闇3373

富田林市埋蔵文化財調査報告 教育委員会 909-601 

3 高志遺跡発椀謂査概要 1 昭56

14p 図版 6 枚

4 中野遺跡発掘調査概要 2 昭56

22p 図版14枚

5 錦聖遺跡発掘調査報告書 富問林

市錦織所在 昭56 6p 図版 3 枚

6 獄山遺跡発捌調査報告書 富田 林

市首包泉所在 昭56 36p 図版29枚

7 中野遺跡発銅調査概要 3 昭57

48p 図版25枚

8 中野遺跡発楓調査概要 4 昭58
21p 図版10枚

9 錦聖遺跡発姻調査報告書 富田 林

市錦聖町所在 昭58 16p 図版12枚

10 中野遺跡発捌調査概要 5 昭59
54p 図版14枚

11 獄山山頂遺跡発掘調査報告書
昭60 21p 図版21枚

13 中野遺跡・宮林古墳発楓調査概要

昭60 34p 図版24枚

14 喜志西遺跡発視調査概要 昭61

38p 関版20枚

寝屋川 市

研究紀要 No. 43 教育研究所 昭61 118p 190-2135 

広報ねやがわ 613号(昭60.4)�636号( 昭61.3)

自治推進部広報広聴課 19-55 

寝屋 川を歩く 教育委員会 昭60 196P 378-1189 

寝屋川市統計書 昭和59年度版 企画財政

部企画課 1 73p 535-533 

寝屋 川市の公害 昭和59年度、 昭和60年度

市民生活部環境公害室 2冊 717-1889 

寝屋 川市文化財資料 8 高官廃寺発掘調査概要

報告 教育委員会 昭60 22p 図版34枚 909-383 

寝屋川市文化財図録 1 教育委員会
昭59 76p 909-635 

飛朔 コ ミュ エ テ ィねやがわ 自治推進部広報

広聴課 昭61 48p 435-2231 

マップねやがわガイド 市内地図と窓口;案内

自治推進部広報広聴課 昭60 1 枚 378-1171 

河内長野市植物調査報告書 3簡 加賀田

の縫物 教育委員会 昭59 101p 655-809 

河内長野市文化財調査報告書 教育委員会 909-329 

7精 河内長野の古絵図 昭58 47p 

8輯 千代田の民家 昭60 101p 

9 輯 長野・三日市の民家 昭61 138p 

10輯 長野・高向の民家 昭61 116p 

公害の現状 昭和58年3月 生活環境部市
民生活課 108p 717-3359 

広報かわちながの 562号(昭60.4)�585号

(昭61.3) 企画調整部広報公聴課 19-255 

松 原 市

広報まつ ばら 329号(昭60.4)�340号(昭61.3)

総務部秘書課 19-252 

竹内街道と長尾街道 松原市郷土史研究会

編 教育委員会刊 昭61 35p 378-1201 

松原市遺跡発捌調査概要 昭和59年度、

昭和60年度 教育委員会 2冊

松原市史 1 木文編 1 昭60 900p 328-589 

まつばら市勢要覧 総務部秘書課 昭60
55p 435-2147 

松原市の公害 昭和60年度版 市民都公害

衛生課 133p 717目2427

大 東 市

大東 大東市勢要覧 1985年版 40p 435-1253 

大東市報 522号(昭60.4)�544号(昭61.3) 19-85 

大東の公害対策 昭和57年度~昭和59年度

の調査報告 生活環境部生活環境課
3冊 717-3363

和 泉 市

いずみ 1985 市長公室企蘭室企画課 111p 435-1141 

和泉市の環境 昭和60年2月、 昭和61年2
月 2冊

広報いずみ No. 325(昭60.12)�No. 328 

( 昭61.3) 市長公室広報広聴課

広報いずみ

186号�244号(昭和49�53年度) 1 冊

245号�304号(昭和54�58年度) 1 冊

717-3369 

19-1 72 

に1-1251
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府中遺跡群発掘調査概要 6 教育委員会

昭61 36p 図版27枚 328-983 

箕 面 市

環境白書 昭和59年度版 市民部自治振興

課 137p 717-3367 

もみじだより お4号(昭60.4)�366号

(昭61.3) 企画部秘書広報課

柏 原 市

大県・大県南遺跡 下水道管楽埋設エ事に伴う

1985年度 教育委員会 37p 図版26枚 328-1265 

大県南遺跡 市道大県6号線建設に伴う 1985年

度 教育委員会 10p 図版13枚 328-1267 

大県南遺跡 山下寺跡寺域の調査 教育委員会

昭60 40p 図版幻枚 328-1267 

柏原市埋蔵文化財発掘調査概報 1985年度
教育委員会 117p 328-1133 

柏原の古代寺院社 特別展 昭和60年5月3 0日

�6月初日 教育委員会 37p 328-1453 

広報かしわら 336号(昭60.4)�350号

(昭61.3) 総蕗部広報広聴課 19-264 

高井田遺跡 区画盤理事業・河川改修工事に伴う 1 

(1985年度) 教育委員会 63p 図版31枚 328-1543 

高井田横穴群 河川改修工事・市道建綬エ事に伴う

1 (1985年度〉 教育委員会 68p 図版
48枚 328-1541

玉手山遺跡 玉手中学校用地内理議文化財調査

教育委員会 昭60 58p 図版21枚 328-1449 

烏坂寺 寺域の踊査 1983年度・1984年度

教育委員会 100p 図版30枚 328-1539 

明神山系遺跡分布調査概報 教育委員会 328-1379 

1 (1984年度) 付:松岳山古墳綾丘測量

14p 図版19枚

2 (1985年度) 10p 図版23枚

大和川物語 総務部広報広聴課 昭60 28p 328-1421 

羽曳野 市

河内飛鳥の里・はびき の E昭60) 14p 19-278 

広報はびきの No.282(昭60.4)�No.293

〈昭61.3) 市民ふれあい謀 19-2沼

市内環境騒音等実態調査結果報告書 昭和

58年度、 昭和59年度 2冊 717-3361 

羽曳野市史 6 史料繍 4 羽曳野市史編

築委員会編 昭60 1097p 328-919 

羽曳野市の環境 昭和60年度 生活環境部

環境保全課 80p 717-3371 

羽曳野市陵商の森歴史資料室第2図テーマ

展示 陵南の森膝史資料室〔 昭60) 8p 19-279 

門 真 市

門真市統計書 昭和60年 版 232p 535-501 

門真市の公害 昭和58年度版、 昭和59年度版
2冊 717-3365

広報かどま 539号〈昭6O.4)�562号(昭61.3)

市民部広報公聴課 19-121 

摂 海 市

広報せっつ 318号(昭60.4)�330号(昭61.3)

市長公室 19-236 

広報せっつ おしらせ板 No.116(昭6O.4)�

No.126(昭61.3) 市長公室 19-236 

摂津市史写真版資料目録 昭60 321p 011-3045 

平和 昭60 124p 584-2551 

高 石 市

広報たかいし 254号(昭60.4)�265号(昭61.3)

広報公聴課 19-73 

高石市史紀要 1 号、 2 号 高石市史編纂

会編 昭59�60 2冊 328-1507 

高石市統計書 昭和59年度版、 昭和60年度

版 企溺謁整部企画室 2冊 535-601 

高石市民意識調査報告書 10因 企画調

整部企画室 昭60 111p 435-1必5

高石の環境 昭和60年度版 生活環境部公

害対策課 322p 717-1137 

藤井寺 市

広報ふじいでら No.199(昭60.12)�No.202 

(昭61.3) 19-293 

藤井寺市史 3 巻 史料編1 901p 昭61 328-1005 

藤井寺市史紀要 7 集 昭61 89p 328-871 

藤井寺市における公害の現況と対策 昭和

57年度版 生活環境郎生活保全謀編

288p 717-3423 

藤井寺市における公害の現況と対策 昭和

59年度版 都市建設部生活環境室編
249p 717-3423 

東大 阪 市

あなたの市役所 〈らしのガイF 総務部広

聴謀 昭60 80p 435-2131 

かわ ち野 東大阪市の歴史 教育委員会 昭60
57p 328-1415 

芝ク丘遺跡発掘調査概報 市立石切中学校校舎

増築工事に伴う第4次調査 文化財協会 昭60

18p 図版13枚 328-1523 

統計だより 62号〈昭6O.6)�65号(昭61.3)

総務部統計課 19-244 

東大阪市小売商業の現状 と主要商庖街の規

模・構造 東大阪商工会議所編 昭60
107p 542.3-913 

東大阪市史資料 8 集 学盆集団疎開資料集

市史編纂委員会 昭60 149p 328-477 
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東大阪市政だより 373号(昭60.4)� 395号

(昭61.3) 総務部広報室 19-263 

東大阪市の公害 昭和49年、 昭和51年版、

昭和5 3年版 ~昭和58年版、 昭和60年版

都市公害部 9冊 717-3377 

東大阪市の人口 昭和60年国勢調査地方集計結果抄

総務部統計課 昭61 52p 5 31-249 

東大阪市埋蔵文化財包蔵地調査概要 教育

委員会 909-309 

26 日下遺跡発掘調査概要 第11・12次

調査 昭60 28p 図版20枚

27 東大阪市埋蔵文化財 発掘調査概要
1985年度 昭61 60p 図版 32枚

百年のあゆみ 長瀬北小学校 昭61 371p 198.9-169 

もめんいろ いろ 郷土博物館 昭61 40p 787-275 

泉 南 市

広報せんなん 233号(昭60.4)�24 3号(昭61. 3)

総務部秘書課 19-261 

四条畷市

広報しじようなわて No.178(昭60.4)�

No.189(昭61.3) 19-8 3 

交 野 市

あゆむ 交野小学校 昭60 98p 198.9-151 

かたの 交野小学校創立百周年記念事業実

行委員会 昭60 432p 198.9-15 3 

広報かたの No.261(昭60.4)�No.272

(昭61.3) 総務部

二十一世紀に生きる「子どもたちへのメッ

セージ」 交野小学校百周年記念事業実

行委員会 昭60 59p 198.9-149 

わたしたちの町かたの 交野小学校百周年

記念事業実行委員会 昭60 126p 378-1185 

島 本 町

広報しま もと No.287(昭60.12)�No.288 

(昭60.12) 情 報政策室 19-291 

豊 能 町

町 報とよの 81号(昭60.4)�94号(昭61.3) 19-284 

能 勢 町

広報のせ No.270(昭60.12)�No.272 (昭61.3) 19-290 

能勢 町史 5 巻 資料編 昭60 665p 328-609 

忠 岡 町

広報ただおか 222号(昭60.4)-233号
(昭61.3)

忠岡町史紀要 4 昭61 9 3p 

熊 取 町

熊取町史紀要 1号 家記・先代考拠略 昭60

19-285 

328-1551 

101p 328-1521 

熊取町総合計間 基本構想・基本計画 総務部

企画財政課 昭60 9 3p 4 36-1357 

熊取町総合計画<要約版> C昭60J 19p 436-1359 

熊取町の方言 教育委員会 昭59 120p 277-56 3 

広報く まとり 396号(昭60.4)�407号

(昭61.3) 町長室 19-84 

田 尻 町

広報たじり No.216(昭60.4)�No.227 

(昭61.3) 広報係 19-67 

閏尻町総合計画 器本構怨・基本計画 昭60

71p 4 36-1 36 3  

阪 南 町

広報はんなん 150号(昭60.4)�161号

(昭61.3) 19-78 

岬 町

大気汚染常時測定点 測定結 果 昭和49年 度

~昭和56年度 公害対策課 8冊 717- 3341 

みさき 町勢要覧 1985 56p 4 35-2221 

岬だより 116号(昭60.4)�127号(昭61.3)

総務部企酒室企画広報係 19-286 

岬町地域 整備構想( 案〕 要約締 昭59 11p へ1-671

みさきの公害 事業部環境対策課 昭57

89p 717-3319 

みさきの大気汚染 昭和57年度~昭和59年

度 住民部生活環境課 3冊 717-3321 

太 子 町

町報たいし 125号(昭60.4)�136号(昭61.3) 19-287 

河 南 町

広報かなんだより No.156(昭60.12)�

No.159(昭61.3) 19-294 

千早赤阪村

広報ちはやあかきか 15 3号(昭60.4)�

164号(昭61.3) 19-288 

狭 山 町

考古学少年 昭60 244p 320.2-1049 

広報さやま 194号(昭60.4)�205号

(昭61.3) 19-64 

国勢 調査結 果概要 昭和60年 90p 5 31-295 

狭山町郷土資料館狭山シリーズ No. 1 

(昭56.9)�No.10(昭60.3) 郷土資料館

美 原 町

河内鋳物師とその作品 教育委員会 昭61

16p 

広報みはら No.235(昭60.4)-No.246

(昭61.3)

781-1333  

19-122 

- 18ー



外郭団体及びその他の関係団体

和泉丘陵内遺跡発掘調査会

和泉丘陵内遺跡発掘調査概要 5 昭61

64p 図版23枚

大阪医薬品協会

協会のしおり 昭和59年版 54p

大阪科学技術センター

欧米主要国際空港における 情報通信システ

328-1029 

686-63 

ムの現 状と将来 昭60 276p 551-427 

新空港レピュー No. 78(昭60.4)�89(昭61.3) 雑-2884

大阪観光協会

観光の大阪 No.40 7(昭60.4)�No.418

(昭61.3)

大阪港振興協会

雑-2297

大阪港 167号(昭60.7)�170号(昭61.1) 雑ー2825

OSAKA PORT NEWS No.19(昭60.6) 16-252 

大阪交還災害遺族会

愛よ、 とどけf 昭60 272p 550-1379 

大阪国際貿易センター

月報貿易センター Vol. 25 No. 4(昭60.4)�

Vol. 26 No.3(昭61.3) 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ャーナノレ 247号

(昭60.4)�258号(昭61.3) 雑-2217

大阪市学校教育振興公社

教育大阪 403号(昭60.4)�414号(昭61.3) 雑ー1784

大阪市こども文化協会

こども文化 No.23(昭60.4)�No.28(昭61.2) 16-250 

大阪市社会福祉協議会

大阪の社会福祉 359号(昭60.4)�370号

(昭61.3) 16-183 

大阪市住宅供給公社

大阪市住宅供給公社20年のあゆみ 1966ー

1986 昭61 150p 544.8-209 

大阪市政調査会

市政研究 No. 70(昭61.1) 112p 

大阪市天王寺動物園協会

なきごえ 236号(昭60.4)�247号(昭61.3) 雑-2826

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ガス対策の歩み

その15 昭60 275p 717-339 

大阪市都市整備協会

車生えるわが街 戦災復興土地区画整備事業 C7J 

大淀地区 昭60 214p 436-863 

大阪市土木鏡術協会

大阪市土木局業務論文報告集 5 巻

昭61 1459p 

大阪市の旧街道と坂道 昭60 195p 

大阪市働〈青少年友の会

働く 青少年ニュース No.298(昭60.4)�

710-427 

378-1169 

No.309(昭61.3) 欠: No・299 16-141 

大阪市PTA協議会

大阪市PTA だより 310号(昭60.4)�321号

(昭61.3)

大阪市文化財協会

芳火 大阪市文化財情報 創刊号(昭61.3)

大阪社会運動協会

16-112 

大阪社会労働運動史 2 巻 昭61 1074p 562.2-1129 

誘社会労働運動史編集ニュース 33号

(昭60.5)�41号(昭61.3) 16-232 

「大阪消防」発行会

大阪消防 No.422(昭60.4)�No.433(昭61.3) 雑一2340

大阪市立自然史博物館友の会

Nature Study 32巻 1 号(昭61.1)�

3 号(昭61.3)

大阪市緑化問題懇談会

21世紀に向けての新しい緑化施策の展開に

ついて報告書 昭61 63p 718-1017 

21世紀に向けての新しい緑化施策の展開に

ついて報告書 概要 昭61 18p 718-1017 

大阪市老人クラブ連合会

大老連 321号(昭60.4)�332号(昭61.3) 16-172 

大阪人権歴史資料館

大阪人権歴史資料館報 12号(昭60.7)�15号

(昭61.3) 欠: 14-号 16-256

大阪生活衛生協会

生活衛生 29巻 3 号(昭60.5)�30巻 2 号

(昭61.3) 雑-2886

大阪青少年活動振興協会

青少年サービス 137号(昭60.10)�139号

(昭61.2) 16-8 

20周年を記念し て 昭61 123p 199-1929 

大阪精神衛生協議会

大阪精神衛生 30巻1�6 号合併号(昭60) 雑-1930

大阪精神薄弱者育成会

太陽の子 239号(昭60.4)�249号(昭61.3) 16-39 

大阪成人病予防協会
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成人病 25巻 2 号(昭60)-26巻 1 号(昭61) 雑-2511

成人病 240号(昭60.5)-245号(昭61.3) 16-51 

大阪中小企業情報センター

大阪中小企業 情 報 59号(昭60.4)-69号
(昭61.2) 16-215 

大阪における小規模企業の実在者 賃金

昭和61年版 109p 518.1-749 

経営に役立つ講演会・講習会・催物一覧

昭和60年4月号 ~昭和61年 3月号 16-225 

小売業景況調査 昭和60年 4- 6月期、

昭和61年 1 - 3月期 16-243 

襲告密警中小企業関係情 報目録 No.58 

(昭60.4) 16-226 

製造業の経済ソフト化への対応 昭61 47p 780-11 

設備投資 動向調査 昭和59年度実績60年度

計画見込み 昭61 37p 

大阪都市協会

大阪人 39巻 4 号(昭60.4)-40巻 3 号(昭
61.3) 雑-14田

平野川改修事業のあゆみ 昭61 222p 714-697 

大阪都市経済調査会

関西国際空港と 大阪経済 昭60 28p 551-429 

大阪21世組協会

大阪21世紀計画ニュース 20号(昭60.4)-

23号(昭61.3) 16-234 

大阪能率協会

産業能率 337号(昭60.4)-348号(昭61.3) 雑ー1299

大概府育英会

大阪府育英会'86 ガイド プック 12p 16-239 

大阪府技術協会

大阪府 技術協会リポート No.1(昭59.12)

協会リポート No.2(昭60.3)-No.3(昭60.7)

cr大阪府技術協会9ポー十」の改題)

大阪府献血協会

献血ニュース 56号(昭61.3)

大阪府建霞監理協会

府 営住宅の歩み 昭60 136p 

大阪府公園協会

現代の公園 No.7(昭61) 99p 

大阪府工業協会

16-35 

566-2205 

雑-2809

商工振興 No.422(昭60.4)-No.433(昭61.3) 雑ー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

増補改訂版 昭60 118p 354.1-1305 

大阪府公民館援興協議会

大阪府公民館白書 昭60 132p 199-1865 

大阪府国民健康保険団体連合会

こくほ大阪 No.198(昭60.4)-No.203

(昭61.3) 雑-2300

大阪府こども会育成連合会

月刊こども会大阪 No.68(昭61.2)

大阪府下請企業振興協会

協会だより 81号(昭60.4)-92号(昭61.3) 16-86 

大阪府社会福祉協議会

福祉おおさか 265号(昭60.4)-276号(昭61.3) 16-38 

大阪府青少年育成センター

青少年活動ガイド プック 〈昭61] 1冊 199-1961 

ゃんぐ瓦版 13号(昭60.10)-15号(昭61.3) 16-246 

大阪府赤十字血液センター

年報 18 昭和59年版 197p 665-805 

Circular Osaka No.39(昭60.4)-No.50

(昭61.3) 16-233 

大阪府干息センター

千里 245号(昭60.4)-256号(昭61.3) 16-45 

大阪府地方自治振興会

自治大阪 36巻 4 号(昭曲.4)-37巻 3 号

(昭61.3) 雑-1887

大阪府中小企業団体中央会

大阪の中小企業 346号(昭60.4)-358号
(昭61.3) 雑-2395

大阪府旬刊商工ニュース No.638(昭60.9)

-No.653(昭61.紛 争45

大阪府道路公社

第二 阪奈有料道 路 一般国道308'号線 E昭印】
1 枚 16-283

淀川橋梁 千里丘寝屋川線 E昭60J 1 枚 16-282 

大阪府同和事業促進協議会

府同促通信 創刊号(昭60.7)- 3 号(昭61.1) 16-288 

大阪府都市闘発

20年のあゆみ 昭60 64p 

大阪府農業会議

大阪における農業所得様主体の動向 昭60

544.4-1981 

97p 812-3811 

大阪農業のあゆみ 写真集 昭60 123p 819-749 

1985年農業 センサス結果にみる大阪の農業

構造 昭61 57p 810-1009 

地核計画のための農業基礎指標 2揖

昭60 91p 810-953 

地域農業に果たす集団活 動の役割 後継者

問題を中心にして 昭61 36p 812-3913 

農家の世代炎代に関する調査 昭和60年3

月 38p 812-3803 

農業青年の組織に対する意向調査 昭60

21p 812-3805 

農業労 賃等に 関する調査結果 昭和59年度

昭和60年度 2冊 812-3439 
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Uタ{ン農業青年に関する 調査 昭和60年
2月 43p 812-3801 

大阪府農業協同組合

農協大阪 525号(昭60.4)�536号(昭61.3) 雑ー2452

大阪府婦人問題アドバイザーの会

OFA 通信 No. 50( 昭61.3) 16-244 

大阪府埋蔵文化財協会

大阪府埋蔵文化財協会読査報告書 328-1447 

1輯 向井池遺跡 昭60 20p 図5 枚
2輯 別 所遺跡 昭60 12p 図5 枚

仏並遺跡発掘調査現 地説明会資料 No.1 

(昭60.10) 16-2郡

大阪府盲人福祉協会

財団法人大阪府盲人福祉協会事業のあらま

し 昭和60年度 昭60 68p 567.2-617 

府盲協二十年誌、 昭61 217p 

大阪文化財センタ一

大阪文化財 センター蔵図書目録 追録(1985

567.2-661 

年2月10日現在) 昭60 79p 011-2791 

河内長野市上原地区区画整理事業予定地内

分布 調査報告書 昭60 6p 図版4p 328-1493 

近畿自動車道大阪線遺物整理事業基本 マニ

ュアノレ 遺物整理から報告書作成まで 328-1511 

第1 版 昭60 119p 

図版編 昭60 図版 5 、 36枚

大阪防疫協会

まこと 50号(昭60.4)�53号( 昭61.1)

大阪労働協会

16-46 

月刊労働 434号(昭60.4)�445号(昭61.3) 雑-1370

大阪湾広域臨海環境盤備センター

大阪湾圏域 広域処理場 整備基本計画の概要

昭60 1 枚 目ー286

大阪湾広域臨海環境整備 センター概 要

〔 昭60コ 1 枚 16-287

関西空港調査会

関西空港ニュース No.43(昭60.4)�No.48

(昭61.2) 雑-2759

関西 国際空港建設へ のみちのり 昭60

435p 715-189 

都市と空港 31号(昭60.5)�34号(昭61.1) 16-235 

関西国際空港

関西国際空港 昭60 12p 551-395 

関西 国際空港計画と環境影響評価のあらま

し 昭60 22p 717-3325 

関西 国際空港建設事業に係る環境影響評価

準備書 昭60 1冊 へ1-678

関西 国際空港建設事業に係る環境影響評価

準備書 要約 昭60 64p 717-3327 

関西産業公害防止センター

調査研究報告書 昭和59年度 53p 717-3115 

関西消費者協会

護費喜ぇ・ら・ぶ m号(昭60.4)�180号
( 昭61.3) 雑ー2291

関西道路研究会

関西道 路研究会会報 8 号(昭57.11)�11号
(昭60.12) 雑-2810

人権啓発推進大阪協議会

草の根 No.1(昭55.9)�No.14(昭60.9)

泉北開発センター

泉北 86号( 昭60.5)�91号(昭61.3) 16-15 

都市問題研究会

都市問題研究 37巻 4 号(昭60.4)�38巻 3 号
(昭61.3) 雑一2046

西成労働福祉センター

西成地域日雇労働者の就労と福祉のために

23号 59年度事業の報告 62p 518.7-129 

日本万国博覧会記怠協会

万国博記念公園 緑に包まれた文化会国 昭60

1 枚 16-278

阪神高速道路公団

阪神高速道路公団年報 昭和59年度 157p 554-129 

阪神ノ、イクエイ No.81(昭60.7)�No.84

( 昭61.3) 雑-2561

東大阪市社会福祉協議会ボランティアセ

ンター

東大阪ボランティアハンドブック 昭60

210p 567-1287 

東大阪市文化財協会

財団法人東大阪市文化財協会紀要 1 

昭60 148p 図版38枚 328-1411 

(財)東大阪市文化財協会年報 1983年度

132p 図版88枚 328-1403 

芝ケ丘遺跡発掘調査概報 市立石切中学校校舎

噌築工事に伴 う 錦4次調査 昭60 18p 

図版13枚 328-1523 

高井田遺跡第2・ 3次調査報告 昭59 35p 

図版14枚 328-1399 

東大阪市文化財協会ニュース Vo1.1 NO. 1  

( 昭60.8)�No. 3(昭61.3)

法通 寺 石切剣箭神社禽積殿建設工事に伴 う 調査

昭60 24p 328-1525 

匙る河内の 歴史 国道308号線関係遺跡発掘調査

中間報告展 昭59 38p 328-1405 

若江北遺跡 締�.東学園校舎建設に伴 う 遺跡調査報告

昭60 57p 図版38枚 328-1401 

枚方市文化財研究調査会
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枚方市文化財 調査報告 1 8集 小倉東遺跡

閥酉外国賂大学テ エ 旦 コ ー ト 建設に伴 う 調査 昭60

38p 図版17枚 909-417 

枚方市民 俗文化財 調査報告 2 間 口 問 ロ ・

出屋敷 両地区を含む 昭60 54p 571-1253 

貿易振興推進大阪協議会

大阪の貿易統計 (1984 J 38p 547.5-25 

矢 田 同和教育推進協議会

す いし ん 151号(昭60 .6)�158号(昭61 . 2) 16-113 

部落解放矢田地区研究集会報告書 10 回

昭61 214p 563-453 

矢田同和教育 推進協議会総会決 定集 団回

昭60 69p 199-1611 
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