
通番 図書･資料名 著編者 刊行年

7807 ８０年代熊本県総合計画　（素案） 熊本県 昭和５６

7808 熊本県における第３次産業の現況と課題 熊本県 昭和５７

7809 くまもと緑の３倍増計画　－水・緑・光の生活空間をめざして－ 熊本県 昭和６０

7810 熊本県の商業（一般飲食店）昭和６１年商業統計調査結果報告書 熊本県 昭和６２

7811 くまもとの職業能力開発　平成２年度 熊本県職業能力開発課 平成　２

7812 新しい村づくりのあゆみ 大分県 昭和３８

7813 大分県総合振興計画資料 大分県 昭和５８

7814 豊の国大分県　明日への創造　’８５大分県の現状と将来 大分県 昭和６０

7815 大分県先哲叢書　資料集　瀧廉太郎、大友宗麟　第三～五巻 大分県教育委員会 平成　６

7816 １９９６　第１６回　大分国際車いすマラソン大会記念誌 大分県 平成　９

7817 介護保険の施行に伴った保健所難病事業の進め方に関する研究  報告書 大分県竹田保健所 平成１２

7818 一村一品２１ 一村一品２１推進協議会 ………

7819 豊の国情報ライブラリー 豊の国情報ライブラリー 平成　７

7820 宮崎県の長期展望（要約編）－２１世紀をみる－ 宮崎県 昭和５４

7821 宮崎県経済の現況 宮崎県 昭和５９

7822 国土保全奨励制度 宮崎県 平成　５

7823 国土保全奨励制度研究シンポジウム記録集 宮崎県 平成　７

7824 第三次宮崎県総合長期計画　（改訂計画）　２０００年宮崎の展望と課題　

後期　５箇年計画
宮崎県 昭和６１

7825 第三次宮崎県総合長期計画　改訂計画の骨子（案） 宮崎県 昭和６１

7826 第三次農業振興長期計画（後期計画）－「暖地営農」の飛躍的発展をめざ

して－
宮崎県 昭和６１

7827 平成３年度　職業能力開発の概要 宮崎県労政能力開発課 平成　３

7828 鹿児島県新総合計画　活力とぬくもりにみちた偉大な鹿児島の創造 鹿児島県 昭和６０

7829 鹿児島県新総合計画　前期事業実施計画（昭和６０年度～昭和６４年度） 鹿児島県 昭和６０

7830 鹿児島県総合計画　後期事業実施計画　（昭和５７年度～昭和６０年度） 鹿児島県 昭和５７

7831 沖縄県勢のあらまし　昭和５９年６月、昭和６１年７月 沖縄県

7832 昭和５７年度版、昭和６０年度版　沖縄県の経済概況 沖縄県

7833 海洋開発可能性・利用調査報告書　昭和５５年 沖縄県 昭和５６

7834 第２次沖縄振興開発計画 沖縄県 昭和５７

7835 沖縄県文書事務関係例規集 沖縄県総務部文書学事課 昭和６１

7836 太平洋戦争・沖縄線終結５０周年記念「平和の礎」序幕式典　都道府県知

事の平和メッセージ集
沖縄県知事公室平和推進課 平成　７

7837 管理監督者のための  職場のメンタルヘルス 地方公務員安全衛生推進協会 平成１０

7838 紀淡連絡道路に実現に向けてーその必要性と利活用方策ー 紀淡連絡道路建設促進協議会 ………

7839 平成１０年版～平成１２年版　全国市町村要覧　第一法規出版株式会社 市町村自治研究会

7840 瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画 （社）瀬戸内海環境保全協会 昭和５６

7841 太平洋新国土軸構想推進協議会ＰＲ誌　虹の向こうに　創刊号～第６号　

平成１０年～平成１３年
太平洋新国土軸構想推進協議
会

7842 太平洋新国土軸の創造に向けて　平成１１年～平成１３年 太平洋新国土軸

7843 太平洋新国土軸講演会　講演集　１ 太平洋新国土軸 平成１１

7844 太平洋新国土軸道路ニュース　創刊号 太平洋新国土軸 平成１２

10　国刊行物

①和歌山県関係

7845 事業所統計調査報告　第２巻　都道府県編　その３０　和歌山県　昭和

４１、４４、４７、５０、５３、５６年　
総理府統計局

7846 住宅統計調査報告　第３巻　都道府県編　その３０　和歌山県　昭和３８

年～平成５年（欠号あり）
総理府統計局［総務庁統計局］

7847 和歌山県の事業所 総理府統計局 昭和４９

7848 土地分類図（和歌山県） 経済企画庁総合開発局 昭和４９

7849 第３回自然環境保全基礎調査　河川調査報告書近畿版（滋賀県・京都府・

大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）
環境庁自然保護局 昭和６２

7850 明日の近畿　プロジェクト概要　昭和４３年、平成元年 新近畿創生推進委員会
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7851 泉州・紀北地域総合整備計画調査報告書 国土庁 昭和６０

7852 近畿圏　近郊整備区域建設計画　都市開発区域建設計画 国土庁 昭和６２

7853 近畿圏基本整備計画 国土庁 昭和６３

7854 紀伊半島地域振興に関する調査報告書
国土庁　紀伊半島開発連絡協
議会　( 株 ) 東洋情報システム

昭和５８

7855 円山四条派絵画展  －応挙と芦雪－ 文化庁　東京国立博物館 昭和５４

7856 農林漁業現地情報  和歌山県農林漁業の新たな動き　昭和６３年、平成２～

４年
近畿農政局和歌山統計情報事
務所

7857 和歌山農林水産統計年報　昭和３９年～昭和６０年 和歌山統計情報事務所

7858 昭和４８年度～昭和５１年度　和歌山県漁業の動き 和歌山統計情報事務所

7859 わかやま農政　Ｖｏｌ .　３、Ｖｏｌ .　４　平成１８年 近畿農政局和歌山農政事務所

7860 １９６５年農業センサス　（和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県）
農林省統計調査部

7861 世界農林業センサス　１９６０年、１９７０年　和歌山県統計書　 農林省統計調査部

7862 農薬中毒の症状と治療法　平成５、８、１２、１４年（医師用資料含む）
農林水産省農蚕園芸局　和歌
山県

7863 養蚕に関する町村別統計書（昭和２６年～昭和３０年）和歌山県編 農林省農林経済局統計調査部 昭和３２

7864 農業センサス　１９７５年　和歌山県統計書　 農林省農林経済局統計情報部 昭和５１

7865 農業投資総合効果測定調査報告書  南部町、南部川村 近畿農政局計画部 平成　５

7866 昭和４０年度沿岸漁業等総合把握 農林省和歌山統計調査事務所

7867 昭和４２年、昭和４４年　産農作物市群別資料 和歌山統計調査事務所

7868 和歌山県農業の動き  昭和４３、４５、４６年度 和歌山統計調査事務所

7869 和歌山農林水産統計年報 和歌山統計調査事務所 昭和３６

7870 和歌山県における農産物生産費の動き 和歌山統計調査事務所 昭和４５

7871 統計からみた和歌山の水稲 和歌山統計調査事務所 昭和４６

7872 和歌山県の果樹 和歌山統計調査事務所 昭和４７

7873 農業所得統計からみた市町村のすがた 和歌山統計情報事務所 昭和５０

7874 和歌山の米米米・・・  生産とその背景 和歌山統計情報事務所 昭和５２

7875 和歌山県の生産農業所得 和歌山統計情報事務所 昭和５２

7876 和歌山県農業３０年の歩み 和歌山統計情報事務所 昭和５３

7877 和歌山県の耕地と普通作物 和歌山統計情報事務所 昭和５９

7878 図でみる農家の経営とくらし＜和歌山県＞ 和歌山統計情報事務所 平成　４

7879 ＪＡ紀の里  管内の農業 和歌山統計情報事務所 平成　６

7880 和歌山における第２種兼業農家のすがた 和歌山統計情報事務所 平成　６

7881 西牟婁地域の農林水産業 和歌山統計情報事務所 平成　８

7882 田辺市の農林水産業
近畿農政局和歌山統計情報事
務所田辺出張所

昭和６３

7883 業務年報  昭和５７年度～昭和５８年度 和歌山食糧事務所

7884 管内概要 高野営林署 昭和５１

7885 高野山国有林のしおり 高野営林署 ………

7886 国有林の地域別の森林計画書（紀北森林計画区、紀中森林計画区、紀南森

林計画区）
大阪営林局 ………

7887 和歌山県工業開発指導報告書 通商産業省 昭和５９

7888 内陸工業開発環境保全総合事前調査（桃山地区）報告書 大阪通商産業局 昭和６２

7889 関西国際空港計画に関する調査概要 運輸省航空局飛行場部 昭和４６

7890 関西国際空港の規模及び位置　－航空審議会答申資料の要約－ 運輸省航空局 昭和５０

7891 関西国際空港と和歌山県　 運輸省航空局 昭和５１

7892 ５０年のあゆみ 運輸省和歌山港工事事務所 昭和５９

7893 万葉の舞台に開く２１世紀・余暇時代の魁　－和歌山マリーナシティ 運輸省第三港湾建設局 昭和６３

7894 和歌山県気象年報　昭和６０、６２、６３年 和歌山地方気象台

7895 和歌山県の気象 和歌山地方気象台 昭和４１

7896 創立百周年記念誌（沿革史篇）　 和歌山地方気象台 昭和５４

7897 和歌山縣電話番號簿　昭和８年８月１日現在 大阪逓信局 昭和　８

7898 昭和３１年度水害経済調査報告書  紀ノ川水系桃山町安楽川地区 近畿地方建設局 昭和３２

7899 新宮市附近 陸地測量部 昭和１０
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7900 田辺地区交通網計画調査報告書
建設省近畿地方建設局・和歌
山県

昭和６３

7901 和歌山藩林制史調査資料　第１～２３号 農林省 ………

7902 ムーブ南畿　第３号　
近畿農政局南近畿土地改良調
査管理事務所

平成　７

7903 全国消費実態調査　平成１１年　地域別統計表　［３０　和歌山県］ 総務省統計局 平成１４

7904 平成１６、１７年分　財産評価基準書　路線価図　海南市　海草郡　御坊

市　日高郡　田辺市　西牟婁郡　新宮市　東牟婁郡　
大阪国税局

7905 平成１６、１７年分　財産評価基準書　路線価図　橋本市　那賀郡　有田

市　有田郡
大阪国税局

7906 平成１６～１９年分　財産評価基準書　路線価図　奈良県　和歌山県 大阪国税局

7907 平成１６～１９年分　財産評価基準書　路線価図　和歌山市 大阪国税局

7908
平成１８、１９年分　財産評価基準書　路線価図　橋本市　紀の川市　岩

出市　有田市　有田郡　海南市　御坊市　日高郡　田辺市　西牟婁郡　新

宮市　東牟婁郡

大阪国税局

7909 職業安定業務月報（職安業務統計）平成１４年２月～平成２１年１月 和歌山労働局職業安定部

7910 社会保険事業年報　平成１２年度～平成１６年度 和歌山社会保険事務局

7911 国民年金事業年報　平成１１年度 和歌山社会保険事務局 平成１１

7912 港へいこら　Ｖｏｌ．８～Ｖｏｌ．２８　平成１９年～平成２０年（欠号

あり）
国土交通省近畿地方整備局和
歌山港湾事務所

7913 事業概要２００４　いきいき近畿　（ダイジェスト版含む） 国土交通省近畿地方整備局 平成１６

7914 美しい近畿へのみちしるべ　近畿の景観宣言 国土交通省近畿地方整備局 平成１６

7915 一般国道２４号　京奈和自動車道　紀北東道路、紀北西道路
国土交通省近畿地方整備局和
歌山河川国道事務所

平成１６

7916 明治中期産業運動資料　第１集　農事調査　第九巻（一）　和歌山県・三重

県
日本経済評論社 昭和５５

7917 和歌山県沿岸域利用適正調査報告書（要約編含む） 株式会社エコー 昭和５５

7918 和歌山県沿岸域利用適正調査（概要版含む） 株式会社エコー 昭和５６

7919 紀州柑橘録 農務局 明治１５

7920 関西新国際空港周辺地域整備に関する調査研究報告書　昭和５２、５３年 （財）大阪科学技術センター

7921 自然の保全と観光開発に関する調査報告書　紀南地域の観光開発の構想
近畿圏整備本部（社）日本観
光協会

昭和４５

7922 土地分類図（和歌山県）複刻版 （財）日本地図センター 昭和４９

7923 紀勢地域の交通計画調査（要旨）　－新幹線の可能性についての研究－ （財）運輸経済研究センター 昭和５０

7924 和歌山の砂防 治水砂防協会和歌山県支部 昭和５３

7925 関西国際空港早期実現の国家的意義とその期待される効果－関西国際空港

の合意形成のための調査より－
（財）航空振興財団 昭和５７

7926 関西国際空港建設事業に係る環境影響評価準備書〔要約〕 関西国際空港株式会社 昭和６０

7927 関西国際空港旅客ターミナルビル設計競技参加希望者募集要項 関西国際空港株式会社 昭和６３

7928 平成２年　紀の川水系主要出水記録 紀の川洪水予報連絡会 平成　３

7929 地域商工業振興モデル調査　和歌山県　 地域伝統芸能活用センター 平成　７

7930 有田みかんのデータブック 和歌山近畿農林統計情報協会 平成　８

7931 1890　エルトゥールル号事件　報告書 中央防災会議 平成１７

7932 天神崎の自然観察 （財）日本自然保護協会 昭和５２

7933 天神崎自然観察地域設置調査報告書 （財）日本自然保護協会 昭和５４

②教科書

7934 尋常小学　国語書キ方手本　第５学年用上、下　大正１０年、大正１１年 大阪書籍

7935 小学書方手本　尋常科用　第３学年下、第４学年上　昭和１０、１１年 大阪書籍

7936 小学読本　四 野田大二朗 明治　７

7937 小学　読本五　和歌山県翻刻書籍製本所 文部省 明治　７

7938 小学国史教師用書　中巻 大阪書籍 昭和　７

7939 小学高等読本　巻一　下 阪上半七 明治２０

7940 初等科理科１、３　昭和１７年、昭和１８年 大阪書籍
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7941 初等科音楽４ 大阪書籍 昭和１７

7942 初等科図画１、２　教師用 大阪書籍 昭和１７

7943 初等科国語７、８ 大阪書籍 昭和１８

7944 初等科算数５ 大阪書籍 昭和１８

7945 初等科習字３、４ 大阪書籍 昭和１８

7946 中等習字教本　３ 明治書院 大正　４

7947 新撰中等習字帖　下巻　宝文館 木村剛石 大正１０

7948 中学校国語科　中学新習字　巻３ 文学社 大正１２

7949 中等教科新撰習字帖　下巻 文書堂 大正１２

7950 中学校国語科・師範学校習字科　新書範　巻１～３ 富山房 昭和　２

7951 中学校博物科用教科書　六訂石川生理衛生教科書 富山房 昭和　３

7952 新制中等作文　巻１　栄進社書店 八波則吉 昭和　５

7953 中学校国語科・師範学校習字科　新撰習字帖　上 富山房 昭和　８

7954 中学校国語漢文科　中学上級用　昭和実力書鑑 国華会 昭和　８

7955 中学校国語漢文科　中等書範　巻１～３ 富山房 昭和１２

7956 高等女学校国語科　手ならひ帖　女子用　３ 明治書院 昭和　６

7957 高等小学家事教科書　第３学年　教師用 大阪書籍 昭和１２

7958 高等科音楽　１　女子用 大阪書籍 昭和１９

7959 師範学校農業科教科書　師範教育　新制農業教科書　第１部用　巻１～５

　昭和６年、昭和７年
東洋書院

7960 師範学校漢文科用教科書　師範漢文　巻１ 明治書院 昭和　１

7961 師範学校・中学校漢文科用教科書　新修孟子鈔 明治書院 昭和　２

7962 師範学校・中学校国語科用教科書　中等新国文法 東京開成館 昭和　２

7963 師範学校新手工教科書　上巻 培風館 昭和　３

7964 師範学校修身科用教科書　師範修身要義　巻１、巻２ 東京開成館 昭和　５

7965 師範学校体育教科書　巻１、巻３ 目黒書店 昭和　５

7966 師範学校地理科用教科書　五訂中等地理学　日本之部 富山房 昭和　５

7967 師範学校国語漢文科用教科書　漢文精華　巻２～５ 宝文館 昭和　６

7968 師範学校国語科教科用教科書　師範国文　第１部用　巻１ 光風館 昭和　６

7969 師範学校修身科用教科書　改訂師範修身 富山房 昭和　６

7970 師範学校修身科用教科書　師範修身要義　修正版　巻５ 東京開成館 昭和　６

7971 師範国文第１部用　予習辞書　巻２ 東京辞書出版社 昭和　６

7972 師範学校・中学校・高等女学校音楽家用教科書　中等新楽典教科書基礎篇 東洋図書 昭和　７

7973 師範学校国語漢文科用教科書　師範国文選　巻２ 明治書院 昭和　７

7974 師範学校・中学校国語漢文科用教科書　最新国文学史 東京開成館 昭和　８

7975 師範学校・中学校国語漢文科用教科書　十八史略鈔 帝国書院 昭和　８

7976 師範学校及中学校音楽科用教科書　新制中学音楽教科書 六星館 昭和　８

7977 師範学校・高等女学校裁縫科用教科書　新々裁縫教科書改訂版２、３ 盛林堂 昭和　９

7978 博物新編譯解　一～三　明治２年、明治３年 菊翠居藏

7979 脩身兒訓  巻１、２、４、５　明治１３年、明治１４年 東京光風社

7980 啓蒙知恵の環巻  天、地、人 和泉屋吉兵衛 明治　５

7981 師範学校編輯　日本地誌略　一 文部省 明治　７

7982 史畧  支那之部  二 文部省 明治　７

7983 實験　日本修身書  巻三 金港堂書籍 明治１０

7984 初学経済論　巻ノ三 牧山耕平 明治１０

7985 現代習字教本　明治書院 山口彦総 大正１１

7986 習字帖　男子用　第３巻　南光社 吉田茂松 昭和　５

7987 書譜附臨書 学書会 昭和　９

7988 商用文 自彊館書店 昭和　９

7989 高貞碑 学書会 昭和１１

7990 新学習指導要論　目黒書店 石山脩平 昭和１４

7991 和音感教育　三喜堂 佐藤吉五郎 昭和１５

7992 テホン上　教師用　大阪書籍 文部省 昭和１６

7993 ヨミカタ１ 大阪書籍 昭和１６

7994 ヨミカタ１　教師用 大阪書籍 昭和１６
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7995 算法記十二巻 ………

7996 日本地理往来　巻上 ………

7997 新撰地理小志  利、元、亨　 香風館 ………

7998 修身叢語 埼玉県 ………

7999 地文学初歩　二、三 宕陽堂 ………

8000 日本立志編　１、２ 雙書房 ………

8001 箋註蒙求校本  上中下 寳文堂 ………

③統計資料・その他

8002 官報　明治３７年～昭和６３年 大蔵省印刷局

8003 観光白書　昭和３９年版、昭和５１年版～平成７年版 総理府

8004 交通安全白書　昭和５１年～平成７年 総理府

8005 雨量の観測と予報  その現状と将来 総理府資源調査会事務局 昭和３１

8006 高齢者問題の現状 総理府 昭和５４

8007 国際児童年の記録 総理府青少年対策本部 昭和５５

8008 日本の国内人口移動　昭和２９年～昭和４６年　 総理府統計局

8009 日本統計年鑑　昭和５５年～平成１３年 総理府統計局

8010 労働力調査報告 昭和４２年～平成元年、平成１９年 ( 年報 ､年平均分含む ) 総理府統計局

8011 全国消費実態調査報告　昭和３４年～昭和５４年 ､平成１１年 ､平成１６年 総理府統計局　

8012 全国物価統計調査報告　昭和４２年～昭和６２年 総理府統計局　

8013 個人企業営業状況調査報告　昭和５８年～昭和６２年　 総理府統計局

8014 個人企業経済調査年報　昭和４１年度～昭和５４年度　 総理府統計局

8015 国際統計要覧　昭和５３年～昭和６２年 総理府統計局

8016
国勢調査報告　大正９年～平成７年（我が国の日本人口地図、人口集中地区、

人口移動集計結果、従業地・通学地集計結果、抽出詳細集計結果、基本集

計結果、就業者の職業、資料シリーズ、解説シリーズ　等）

総理府統計局

8017 国民の生活行動　社会生活基本調査の解説　昭和５６年、昭和６１年 総理府統計局

8018 事業所統計調査報告　第２巻　都道府県編（速報、解説編含む）　　　　昭

和５６年、昭和６１年、平成３年
総理府統計局

8019 社会生活基本調査報告（概要編含む）昭和５１、６１年、平成３、８年 総理府統計局

8020 住宅統計調査報告　昭和４８、６３年、平成５年（速報集計結果含む） 総理府統計局

8021 住民基本台帳にもとづく人口移動報告年報　昭和４３年～昭和５０年 総理府統計局

8022 昭和１９年～昭和２１年　人口調査集計結果摘要 総理府統計局

8023 全国消費実態調査　昭和４９年、平成１１年　 総理府統計局

8024 地域メッシュ統計の概要　昭和６２年、平成６年 総理府統計局

8025 地域メッシュ統計地図　昭和５０年～昭和５６年 総理府統計局

8026 住宅統計調査　昭和３８年　調査の手引 総理府統計局

8027 社会生活統計指標　－体系第二次案に基づく試算値－ 総理府統計局 昭和５４

8028 市町村別地域メッシュ・コード一覧 総理府統計局 昭和５８

8029 全国６６都市小売物価統計調査２０年報（昭和３６年～昭和５５年） 総理府統計局 昭和５８

8030 図でみる県のすがた　 総務庁統計局 昭和５８

8031 磁気テープ等により都道府県に提供される統計データの概要 総理府統計局 平成　２

8032 幼学綱要　１～７ 宮内省 明治１４

8033 昭和６１年事業所統計調査プログラムリスト集 総務庁 昭和６１

8034「平成元年度・同和対策指導者養成研修会」記録　啓発・そのあり方　　総

務庁長官官房地域改善対策室編
中央法規出版（株） 平成　２

8035 平成３年度　青少年健全育成中央フォーラム「青少年２１世紀を担う者」
総務庁　東京都（社）青少年
育成国民会議

平成　４

8036 国際高齢者年の記録 総務庁高齢社会対策室 平成１２

8037 青少年白書　昭和５７年～平成７年（欠号あり） 総務庁青少年対策本部

8038 平成元年度　「世界青年の船」（第２回）報告書 総務庁青少年対策本部 平成　２

8039 社会生活統計指標　市町村の指標　平成２年、平成７年 総務庁統計局

8040 ミニ統計ハンドブック　全国編　平成元年、地域編　平成２年 総務庁統計局

8041 家計調査年報　昭和５２年～昭和６３年 総務庁統計局
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8042 個人企業経済調査総合報告書　昭和４２年度～昭和６１年度 総務庁統計局

8043 社会生活統計指標　－都道府県の指標－　平成５年～平成１４年 総務庁統計局

8044 社会生活統計指標　昭和５２年～平成４年（参考資料）　 総務庁統計局

8045 住民基本台帳人口移動報告年報、季報 　平成４年、 平成５年 総務庁統計局

8046 小売物価統計調査年報　昭和４７年～平成３年（昭和５０年欠） 総務庁統計局

8047 昭和５６年～平成２年　貯蓄動向調査報告 総務庁統計局

8048 消費者物価指数年報　昭和６２年、昭和６３年　 総務庁統計局

8049 統計でみる県のすがた　昭和５６年～６２年、平成元、２、４～１２年 総務庁統計局

8050 統計情報総索引　平成元年版、平成２年版 総務庁統計局

8051 日本の統計　昭和５７、５８、６１、６２年、平成１１、１５年 総務庁統計局

8052 平成１０年　住宅・土地統計調査報告 総務庁統計局

8053 平成１１年　事業所・企業統計調査報告（速報結果含む） 総務庁統計局

8054 平成２年国勢調査、平成３年事業所統計調査等のリンクによる　地域メッ

シュ統計地図　階級メッシュ・マップ（東日本編、西日本編）
総務庁統計局

8055 平成３年事業所統計調査に関する地域レッシュ統計地図（東日本編、西日

本編）　－全産業事業所数・従業者数－
総務庁統計局

8056 労働力調査特別調査報告　昭和６２年～平成２年 総務庁統計局

8057 明日への統計　平成５年度に総務庁統計局が実施する調査から、平成４年

度に総務庁統計局が実施する調査から　　
総務庁統計局 　

8058 日本の住宅・土地　平成１５年住宅・土地統計調査の解説 総務庁統計局 昭和１８

8059 日本の住宅　昭和４８年　住宅統計調査の解説　　 総務庁統計局 昭和５１

8060 サービス業統計総覧 総務庁統計局 昭和５９

8061 総務庁統計局・統計センター統計関係法令集 総務庁統計局 昭和６２

8062 消費者物価指数　・しくみと見方・ 総務庁統計局 平成　３

8063 平成３年事業所統計調査　全国都道府県市区町村別事業所数 総務庁統計局 平成　３

8064 時系列でみる県のすがた　１９９１ 総務庁統計局 平成　４

8065 市区町村別地域メッシュ・コード一覧　平成２年１０月１日現在 総務庁統計局 平成　５

8066 事業所統計調査　関係法令等資料集 総務庁統計局 平成　５

8067 統計情報インデックス　１９９３ 総務庁統計局 平成　５

8068 統計でみる日本　１９９６　財団法人日本統計協会 総務庁統計局 平成　８

8069 労働力調査年報 総務庁統計局 平成元　

8070 統計ガイドブック　社団法人日本経営協会 総務庁統計局 平成元　

8071 事業所・企業統計調査に関する地域メッシュ統計地図　階級メッシュマッ

プ 平成３年、平成８年 総務庁統計局 平成１１

8072 全国消費実態調査主要耐久消費財に関する結果（速報、統計表） 総務庁統計局 平成１２

8073 統計でみる市区町村のすがた　２０００ 総務庁統計局 平成１２

8074 生活時間とライフスタイル　財団法人日本統計協会 総務庁統計局 平成１２

8075 日本の防衛　昭和５２年、昭和５３年 防衛庁

8076 防衛白書　昭和５６年版～平成７年版（平成４年版欠） 防衛庁

8077 アメリカ経済白書－１９８６年アメリカ大統領経済諮問委員会年次報告－

昭和５６年、５７年、６０年、６１年
経済企画庁

8078 経済白書　昭和３０年～平成７年（欠号あり） 経済企画庁

8079 国民所得統計年報　昭和４１年版～５７年版、昭和６０年版～６２年版 経済企画庁

8080 国民所得白書　昭和３２年～昭和４０年（昭和３９年欠） 経済企画庁

8081 国民生活白書　昭和３８年～平成６年（欠号あり） 経済企画庁

8082 昭和２９年度の国民所得、昭和３１年度の国民所得 経済企画庁

8083 図でみる生活白書　昭和５６年版、５８年版　国民生活白書　 経済企画庁

8084 世界経済白書　昭和５０、５１、５７、５９、６３年、平成２、３、５～７年（本

編、資料編、各国編含む）
経済企画庁

8085 県民経済計算年報　昭和６３年版、平成元、２、４年版 経済企画庁経済研究所

8086 県民所得統計年報　昭和５２年版～昭和６２年版　 経済企画庁経済研究所

8087 国民経済計算年報　昭和６３年版、平成元年版　 経済企画庁経済研究所

8088 国民経済計算、季刊国民経済計算　昭和４１年～平成３年（欠号あり）　 経済企画庁経済研究所

8089 経済要覧　昭和４０年版～昭和６３年版（昭和４８年版欠） 経済企画庁調査局

8090 消費動向調査年報　昭和５８年版～平成元年版（昭和６１、６２年版欠） 経済企画庁調査局
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8091 地域経済要覧　昭和４３、４４、４７、４８、５０～５５年版 経済企画庁調査局

8092 日本経済の現状  昭和６１、６２年版、平成２年版 経済企画庁調査局

8093 物価レポート　昭和６０年、昭和６１年、平成３年 経済企画庁物価局

8094 全国地下水（深井戸）資料台帳  近畿編 経済企画庁国土調査課 昭和３９

8095 地域経済統計要覧 経済企画庁 昭和４０

8096 経済社会基本計画　－活力ある福祉社会のために－ 経済企画庁 昭和４８

8097 第七十一国会　国土総合開発法案資料 経済企画庁 昭和４８

8098 職業安定行政組織・職業訓練行政組織及び施設一覧

昭和５８年、昭和６０年～昭和６２年、平成元年、平成４年
行政管理庁行政管理局統計主
幹

8099 県民・市町村民所得統計　（昭和５１年版） 経済企画庁経済研究所 昭和５１

8100 情報社会と国民生活　－技術的側面を中心として－ 経済企画庁国民生活局 昭和５８

8101 県民経済計算標準方式推計方法　－昭和６０年版（案）－（その１） 経済企画庁経済研究所 昭和６０

8102 人生８０年時代における労働と余暇に関する調査報告書　 経済企画庁国民生活局 昭和６０

8103 都道府県における余暇行政の現状 経済企画庁国民生活政策課 昭和６０

8104 長期遡及推計　国民経済計算報告　（昭和３０年～昭和４４年） 経済企画庁経済研究所 昭和６３

8105 早わかり物価を見る目 経済企画庁物価局 ………

8106 物価を見る目　暮らしに生かそう物価の知識 経済企画庁物価局 ………

8107 経済危機後のアジア太平洋経済の現状と課題 経済企画庁調整局 平成１２

8108 科学技術白書　昭和５１年版～平成７年版（欠号あり） 科学技術庁

8109 環境白書昭和５１、５２、５６～６３年版、平成元、２、３、５～７年版 環境庁

8110 環境基本計画のあらまし 環境庁 平成　７

8111 関係省庁共通パンフレット　ダイオキシン類 環境庁 平成１１

8112 ダイオキシン類を減らす 環境庁 平成１２

8113 化学物質の管理と環境保全のための新しいシステム PRTR 法ができました 環境庁・通商産業省 平成１２

8114 昭和５６年度、昭和５７年度　定住構想推進調査費　国土庁委託調査　高

齢化社会に対応した居住地域の整備方策に関する調査　
三井情報開発（株）

8115 昭和４９年度　国土庁委託地方都市整備計画（土地利用構想）調査 （財）政策科学研究所 昭和４９

8116 地方都市整備計画（土地利用構想）調査報告書（国土庁委託） 日本システム（株） 昭和５０

8117 高齢化社会に対応した地域政策に関する調査 （株）シィー・ディー・アイ 昭和５４

8118 将来の地域像に関する全国市区町村の意識調査報告書 （社）中央調査社 昭和５８

8119 国土審議会計画部会調査検討報告 国土審議会計画部会 平成　８

8120 昭和５６年度、昭和６０年度、平成９年度　近畿圏事業計画（案含む） 国土庁

8121 土地白書　平成２、３、５～７年版 国土庁

8122 防災白書　昭和５１年～平成７年版（欠号あり） 国土庁

8123 過疎対策の現状  昭和５６年版、昭和５７年版 国土庁過疎対策室

8124 新しい近畿の創生計画（すばるプラン）昭和６０年、昭和６２年（要約版含む）
国土庁大都市圏整備局　近畿
開発促進協議会

8125 昭和５０年～平成１９年　地価公示 国土庁土地鑑定委員会

8126 国土利用白書　昭和５１、５２、５６年～平成元年 国土庁

8127 地方都市整備の方向　－地方都市問題懇談会中間報告書－ 国土庁地方振興局 昭和５１

8128 弟三次全国総合開発計画 国土庁 昭和５２

8129 モデル定住圏計画策定手法調査報告書 国土庁 昭和５６

8130 昭和５６年度定住構想推進調査費　地域行動計画の推進と行政の対応方策

に関する調査報告書
国土庁地方振興局都市整備課 昭和５６

8131 高齢化に伴う地方都市の整備方策に関する調査報告書 国土庁地方都市整備課 昭和５７

8132 昭和５８年度　国土の利用に関する年次報告（案） 国土庁 昭和５８

8133「地方都市の景観管理の実態に関する調査」報告書 国土庁地方都市整備課 昭和５８

8134 日本２１世紀への展望 国土庁計画調政局 昭和５９

8135 大都市高齢者地域交流推進調査－報告書－ 国土庁大都市圏整備局 昭和６０

8136 昭和６１年度　定住構想推進調査費　先端技術産業と地元産業との複合化

による地域の活性化に関する調査報告書
国土庁計画・調整局 昭和６１

8137 産業構造の変化に対応した都市整備方策調査 国土庁地域振興局 昭和６２

8138 かいてき軽米構想 国土庁地方振興局 平成　７

8139 地域振興情報ライブラリーの概要および収録プロジェクト名一覧 国土庁 平成　８

8140 農村環境の現状と課題 国土庁地方振興局 平成　８
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8141 世界半島会議
半島地域振興対策協議会・国
土庁

平成１０

8142 国土総合開発法第７条１項に基づく　全国総合開発計画　２１世紀の国土

のグランドデザインー地域の自立の促進と美しい国土の創造ー
国土庁 平成１０

8143 平成９年度国土庁調査　半島地域交流条件整備モデル事業　 国土庁（株）リクルート 平成１０

8144 平成９年度国土庁調査　半島地域の類型化を通じた振興策のあり方に関す

る調査　報告書
国土庁（財）日本総合研究所 平成１０

8145 犯罪白書　昭和５１年、昭和５６年～平成３、５～７年 法務省法務総合研究所

8146 わが外交の近況　昭和５６年版～昭和５９年版（第２８号） 外務省

8147 外交青書　昭和６０年版～平成３、６、７、９年版　 外務省

8148 昭和６１、６２年版、平成元年版　海上保安白書のあらまし 大蔵省印刷局

8149 昭和６１、６２年版、平成元年版　外交青書のあらまし 大蔵省印刷局

8150 昭和６１、６２年版、平成元年版　環境白書のあらまし 大蔵省印刷局

8151 昭和６１、６２年版、平成元年版　観光白書のあらまし 大蔵省印刷局

8152 昭和６１、６２年版、平成元年版　漁業白書のあらまし 大蔵省印刷局

8153 昭和６１、６２年版、平成元年版　警察白書のあらまし 大蔵省印刷局

8154 昭和６１、６２年版、平成元年版　建設白書のあらまし 大蔵省印刷局

8155 昭和６１、６２年版、平成元年版　原子力白書のあらまし 大蔵省印刷局

8156 昭和６１、６２年版、平成元年版　交通安全白書のあらまし 大蔵省印刷局

8157 昭和６１、６２年版、平成元年版　公害紛争処理白書のあらまし 大蔵省印刷局

8158 昭和６１、６２年版、平成元年版　国土利用白書のあらまし 大蔵省印刷局

8159 昭和６１、６２年版、平成元年版　消防白書のあらまし 大蔵省印刷局

8160 昭和６１、６２年版、平成元年版　地方財政白書のあらまし 大蔵省印刷局

8161 昭和６１、６２年版、平成元年版　中小企業白書のあらまし 大蔵省印刷局

8162 昭和６１、６２年版、平成元年版　通商白書のあらまし 大蔵省印刷局

8163 昭和６１、６２年版、平成元年版　農業白書のあらまし 大蔵省印刷局

8164 昭和６１、６２年版、平成元年版　犯罪白書のあらまし 大蔵省印刷局

8165 昭和６１、６２年版、平成元年版　防衛白書のあらまし 大蔵省印刷局

8166 昭和６１、６２年版、平成元年版　防災白書のあらまし 大蔵省印刷局

8167 昭和６１、６２年版、平成元年版　林業白書のあらまし 大蔵省印刷局

8168 昭和６１、６２年版、平成元年版　労働白書のあらまし 大蔵省印刷局

8169 昭和６１年版、平成元年版　国民生活白書のあらまし 大蔵省印刷局

8170 昭和６２年版、平成元年版　世界経済白書のあらまし 大蔵省印刷局

8171 昭和６２年版、平成元年版　通信白書のあらまし 大蔵省印刷局

8172 白書のあらまし１７　昭和６１年版　経済白書のあらまし 大蔵省印刷局 昭和６１

8173 白書のあらまし３２　昭和６２年版　公務員白書のあらまし 大蔵省印刷局 昭和６２

8174 白書のあらまし３３　平成元年版　我が国の文教施策のあらまし 大蔵省印刷局 平成元　

8175 白書のあらまし２６　平成元年版　独占禁止白書のあらまし 大蔵省印刷局 平成　２

8176 白書のあらまし２７　平成元年版　運輸白書のあらまし 大蔵省印刷局 平成　２

8177 白書のあらまし２８　平成元年版　青少年白書のあらまし 大蔵省印刷局 平成　２

8178 白書のあらまし２９　平成元年版　原子力安全白書のあらまし 大蔵省印刷局 平成　２

8179 白書のあらまし３０　平成元年版　科学技術白書のあらまし 大蔵省印刷局 平成　２

8180 四全総総合的点検調査部会報告　－新しい時代のはじまりと国土政策の課

題－　国土庁計画・調査局編
大蔵省印刷局 平成　６

8181 通信白書　 大蔵省印刷局 平成　８

8182 平成９年度地方財政計画－平成９年度地方団体の歳入歳出総額の見込額－ 大蔵省印刷局 平成　９

8183 第三次、弟四次、全国総合開発計画　昭和５２年、昭和６２年 大蔵省印刷局

8184 三全総フォローアップ作業報告－三全総策定後の情勢変化と新しい国土計

画への課題－
大蔵省印刷局 昭和５８

8185 昭和６０、６１、６３年分　税務統計から見た民間給与の実態 国税庁長官官房企画課

8186 我が国の文教施策　昭和６３年～平成３、７年度　 文部省

8187 学校基本調査報告書　昭和３５年度～昭和６３年度（欠号あり） 文部省

8188 昭和５６年度　文部省第１０９年報 文部省 昭和５８

8189 昭和５７年度　文部省第１１０年報 文部省 昭和５９

8190 民主主義  上 文部省 昭和２３
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8191 新教育方針　新日本建設の根本問題　第一分冊～第二分冊・附録マッカー

サー司令部發教育関係指令
文部省 ………

8192 学校及び社会教育施設における視聴覚教育設備等の状況調査報告書 文部省生涯学習局学習情報課 平成　２

8193 学校週５日制に対応した学校外活動の充実のための取組みに関する事例集 文部省 平成　５

8194 文部省刊行物目録　第５１集 文部省 平成　５

8195 映像音響資料目録　１９９３ 放送教育開発センター 平成　５

8196 文部省大学共同利用機関　放送教育開発センター要覧  平成６年度 放送教育開発センター 平成　６

8197「ことば」シリーズ　昭和５０～５２、５７、５８年、平成元年 文化庁

8198 文化財愛護地域活動事例集 文化庁 昭和４７

8199 著作権審議会　第９小委員会（コンピュータ創作物関係）報告書 文化庁  平成　５

8200 著作権審議会マルチメディア小委員会第一次報告書 文化庁  平成　５

8201 中国帰国者のための日本語教育Ｑ＆Ａ 文化庁文化部国語課 平成　９

8202 著作権テキスト～初めて学ぶ人のために～　平成２０年度文化庁 文化庁長官官房著作権課 平成２１

8203 厚生白書　昭和４６年版～平成５年版（欠号あり） 厚生省

8204 地域改善対策提要　昭和５８年、平成元、２～４、６、１０年          厚生省

8205 衛生行政業務報告（厚生省報告例）　昭和３５年～昭和６３年 厚生省大臣官房統計情報部

8206 患者調査　昭和２８～５４、５８、５９、６２年（昭和３１年欠、都道府県編、

全国編含む）
厚生省大臣官房統計情報部

8207 厚生行政基礎調査報告　昭和２８年～昭和６０年（昭和４１年） 厚生省大臣官房統計情報部

8208 国民健康調査　昭和２８年～昭和６０年（昭和４１年欠） 厚生省大臣官房統計情報部

8209 国民生活実態調査報告　昭和３７年～昭和６０年（昭和３８、４１年欠） 厚生省大臣官房統計情報部

8210 社会医療診療行為別調査報告　昭和５２年度～昭和６３年度、平成３年 厚生省大臣官房統計情報部

8211 社会医療調査報告　昭和３６年度～昭和５１年度（欠号あり） 厚生省大臣官房統計情報部

8212 社会福祉行政業務報告　昭和３８、３９、４７～５３、５７～６３年度 厚生省大臣官房統計情報部

8213 主要死因別訂正死亡率　昭和４０、４５、５０、５５、６０年　人口動態

統計特殊報告
厚生省大臣官房統計情報部

8214 食中毒統計　昭和５６、６０～６３年、平成４年 厚生省大臣官房統計情報部

8215 人口動態統計　昭和１８、２１、６３年、平成３年（欠号あり） 厚生省大臣官房統計情報部

8216 生活保護動態調査報告　昭和４９年度～昭和５３年度 厚生省大臣官房統計情報部

8217 伝染病及び食中毒統計　昭和２７年～昭和５５年 厚生省大臣官房統計情報部

8218 伝染病統計　昭和５６年～昭和６３年（昭和５９年欠） 厚生省大臣官房統計情報部

8219 保健衛生基礎調査　昭和４３年～４６年、昭和４８年～６０年 厚生省大臣官房統計情報部

8220 保健所運営報告　昭和２９、３１～６３年（保健所運営報告年報含む） 厚生省大臣官房統計情報部

8221 心身障害研究心身障害児（者）の医療療育に関する総合的研究・報告書 岡田喜篤 昭和　４

8222 児童福祉法試行１５周年記念　児童福祉白書１９６３ 厚生省 昭和３８

8223 最近の人口動態 厚生省 昭和４９

8224 自動車事故死亡統計　人口動態統計特殊報告 厚生省大臣官房統計情報部 平成　４

8225 平成３年度　人口動態社会経済面調査報告　婚姻 厚生省大臣官房統計情報部 平成　４

8226 平成３年度　老人保健事業報告 厚生省大臣官房統計情報部 平成　５

8227 母子保健家族計画全国大会　－母子保健を語ろう－ 厚生省 平成元　

8228 医療施設調査　医師・歯科医師・薬剤師調査報告　昭和２９年～昭和６３

年（欠号あり）
厚生省大臣官房統計調査部

8229 厚生統計年報　昭和３６年～昭和３９年 厚生省大臣官房統計調査部

8230 社会福祉施設調査報告　上巻、下巻　平成３年　 厚生省大臣官房統計調査部

8231 社会福祉統計年報　昭和２６年～昭和３４年度 厚生省大臣官房統計調査部

8232 伝染病精密統計年報　昭和２４年～昭和２６年 厚生省大臣官房統計調査部

8233 病院年報　昭和２９年～昭和３５年 厚生省大臣官房統計調査部

8234 病院報告　昭和２６年～２８年 ､昭和３６年～６３年 ( 医療施設調査含む ) 厚生省大臣官房統計調査部

8235 保健所事業成績年報　昭和２３、２５～２８年 厚生省大臣官房統計調査部

8236 人口動態統計年報記述編　昭和２３年、昭和２４年　 厚生省大臣官房統計調査部

8237 職業別、産業別死亡統計　人口動態統計特殊報告　昭和２６年７月－昭和

２７年６月　
厚生省大臣官房統計調査部 昭和３０

8238 くらしの相談ハンドブック－健康・福祉・社会保障に関するＱ＆Ａ－ 厚生省大臣官房総務課 平成　６

8239 全国人口の再生産に関する指標　昭和４０年～昭和４５年 厚生省人口問題研究所

8240 最近のおもな人口統計　第２１号　 厚生省人口問題研究所 昭和４８
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8241 人口問題研究　第１２７号 厚生省人口問題研究所 昭和４８

8242 人口問題研究所年報　第１８号　昭和４８年度 厚生省人口問題研究所 昭和４８

8243 都道府県別標準化人口動態率　昭和４５年 厚生省人口問題研究所 昭和４８

8244 衛生年報　昭和１４年、昭和１６年～３４年
厚生省公衆保健局・厚生省大
臣官房統計調査部

8245 エンゼルプラン　今後の子育て支援のための施策の基本的方向について 厚生省児童家庭局 ………

8246 厚生年金保険・船員保険・国民年金給付関係  年金統計月報　昭和６３年３

月～平成元年２月
社会保険庁年金保険部業務第
一課・第二課

8247 １９６０年世界農林業センサス　（林業調査報告書、農業集落調査報告書

（全）、農家調査報告書、事後調査結果報告書）昭和３６年～昭和３８年
農林省統計調査部

8248 １９６５年農業センサス（農業地域経済地帯別報告書、農家調査報告書、

中間農業センサス結果概要）　昭和４０年、昭和４２年
農林省統計調査部

8249 １９７０年世界農林業センサス　昭和４６年～昭和４８年 農林省統計調査部

8250 １９７５年農業センサス　昭和５１年、昭和５２年 農林省統計調査部

8251 １９８０年世界農林業センサス 農林水産省統計情報部 昭和５７

8252 ２０００年世界農林業センサス　第１～１１巻　平成１３年、平成１４年 農林水産省統計情報部

8253 １９９０年世界農林業センサス　第２～９、１５巻、別巻 農林水産省統計情報部

8254 農地の移動　昭和４２年～昭和４７年（農地移動実態調査結果、報告書） 農林省農地局管理部農地課

8255 農業所得統計　昭和３６年～昭和４７年（昭和４２年欠） 農林省農林統計情報部

8256 耕地および作付面積累年統計表　昭和３５、４０～４５年 農林省農林統計情報部

8257 耕地及び作付面積統計　昭和４８年～昭和６３年（欠号あり） 農林省農林統計情報部

8258 耕地及び作付面積累年統計　昭和５０年、昭和５６年～６０年 農林省農林統計情報部

8259 作物統計　昭和４７年産～昭和６３年産（欠号あり）　 農林省農林統計情報部

8260 生産農業所得統計　昭和４８～５５、５７、６１～６３年 農林省農林統計情報部

8261 畜産統計　－（家畜飼養の概況）－　昭和４６年～昭和６３年 農林省農林統計情報部

8262 農家の形態別にみた農家経済　昭和５３年度～昭和６３年度 農林省農林統計情報部

8263 農家経済調査報告　昭和２８年度～昭和６３年度（欠号あり） 農林省農林統計情報部

8264 農産物生産費調査報告　昭和４３～４５、５０、５３～６３年　 農林省農林統計情報部

8265 農村物価賃金統計　昭和３９、４０、５３～６３年度（昭和５５年度欠） 農林省農林統計情報部

8266 農地の移動と転用　昭和４８年～昭和６３年（欠号あり） 農林水産省農政部農地課

8267 第６０次農林水産省統計表　昭和５８年～昭和５９年 農林水産省統計情報部

8268 畜産物生産費調査報告　昭和５０年～昭和６３年（昭和５８年欠） 農林水産省統計情報部

8269 農村物価賃金調査報告書　昭和３５年度 農林省農林統計調査部 昭和３６

8270 第６次漁業センサス　調査結果概要 農林水産省統計情報部 昭和５４

8271 昭和５９年度定住構想推進調査費　高齢化時代に対応した農林漁業施策の

展開による農山漁村地域の活性化に関する調査報告書
農林水産省大臣官房企画室 昭和６０

8272 協同農業普及事業の運営に関する指針 農林水産省 平成　３

8273 農業センサス累年統計書 農林水産省統計情報部 平成　４

8274 市街化区域内農地面積 近畿農政局計画部地域計画課 平成　７

8275 食料・農業・農村基本問題調査会答申関係資料集 近畿農政局 平成１０

8276 農振制度の充実を願って 農林水産省地域計画課 平成１０

8277 大阪営林局事業統計書　昭和４４年度～昭和６２年度 大阪営林局監査課

8278 大阪営林局事業統計要覧　昭和４４年度～昭和４７年度 大阪営林局経営部監査課

8279 治山研究発表会論文集　昭和３７年～平成４年（欠号あり）　 林野庁

8280 治山必携　設計施行編、災害編　昭和６３年、平成３年 林野庁

8281 第五、七次　治山事業五箇年計画　昭和５２年、昭和６２年 林野庁

8282 みどりの日本に　治山治水読本　日本週報社 林野庁 昭和２７

8283 森林土木便覧　（株）大成出版社 林野庁 昭和３６

8284 治山コンクリートダムの自動設計製図 林野庁治山課 昭和４７

8285 都市近郊保全計画調査報告書　 林野庁治山課 昭和４７

8286 林業補助金の実務　（社）日本林業技術協会 林野庁 昭和５０

8287 すべり面より上部に地盤反力を考慮した場合の地すべり抑止グイの設計に

ついて　昭和５８年７月
林野庁地すべり対策協議会 昭和５３

8288 航空緑化工の計画、設計、施工指針とその解説　（社）日本治山治水協会 林野庁 昭和５５

8289 保安林の実務　昭和６２年度版　（株）地球社 林野庁 昭和６２
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8290 森林計画業務必携　（株）日本林業調査会 林野庁計画課 平成　２

8291 高性能林業機械の導入に対応した林業施業のあり方に関する調査報告書 林野庁造林保全課 平成　９

8292 複層林への誘導手法に対する調査報告書 林野庁造林保全課 平成　９

8293 森林被害に強い森林づくりのために  基礎調査報告書 林野庁 平成　９

8294 昭和６３年度　災害緩衝林保全調査報告書　 林野庁治山課 平成元　

8295 関東育種基本区  スギ推奨品種特性表 林野庁林木育種センター 平成１１

8296 九州育種基本区  スギ推奨品種特性表 林野庁林木育種センター 平成１１

8297 森林総合研究所年報　平成１０年度
農林水産省林野庁　森林総合
研究所

平成１２

8298 地すべり抑止グイの設計　（社）日本治山治水協会 林野庁地すべり対策協議会 昭和５３

8299 集水井・シャフト杭併用工法の調査・設計・施工基準（案）
林野庁地すべり対策協議会・
秋田県林務部土木課

平成　３

8300 木で山をまもる　木製土木施設開発事例 （社）北海道治山協会 平成　３

8301 データベース白書　昭和６２年、昭和６３年、平成２年 通商産業省

8302 我が国情報処理の現状  昭和６０年度～平成２年度　情報処理実態調査 通商産業省

8303 通商白書　昭和５１年版、昭和５６年版～平成７年版（平成４年版欠） 通商産業省

8304 バイオテクノロジー研究開発施設等先端技術導入による産業振興等地域の

活性化方策に関する調査報告書　昭和５９年度、昭和６０年度
通商産業省工業技術院

8305 貿易業態統計表　昭和５３年、昭和５５年～昭和６３年 通商産業省通商政策局

8306 昭和２７年度  水力調査報告書 通商産業省公益事業局 昭和２８

8307 地域間産業連関表報告書（第１集）　－産業連関表と近畿経済の構造－ 大阪通商産業局総務部調査課 昭和４１

8308 地域経済振興ビジョン作成マニアル 通商産業省地域振興室 昭和５７

8309 近畿地域技術振興計画 大阪通商産業局 昭和５８

8310 商業統計調査質疑応答集　総集編　（平成３年商業統計調査用） 通商産業省商業統計課 平成　３

8311 中小企業施策ガイドブック２０００ 近畿通商産業局 平成１２

8312 就業構造基本調査報告　昭和４３年、昭和６２年、平成４年 通商産業大臣官房調査統計部

8313 わが国の商業　１９６５年、１９７３年 通商産業大臣官房調査統計部

8314 化学工業統計年報　昭和３８年～平成３年 通商産業大臣官房調査統計部

8315 機械統計年報　昭和４８年～昭和６３年 通商産業大臣官房調査統計部

8316

工業実態基本調査報告書　昭和４６、５１、５６、６２年　（都道府県編、

鉄鋼・非鉄金属・金属製品工業編、繊維工業編、食料品工業編、化学・石油・

ゴム・皮革・窯業編、パルプ・紙・出版・印刷工業編、木材・家具・その

他工業編、速報、総括編）

通商産業大臣官房調査統計部

8317
工業統計表　昭和２１年～昭和６２年（企業多角化等調査編、用地・用水

編、品目編、市町村編、工業地区編、分布相関編、産業編、鋼材編、原材料・

燃料編、企業編、企業統計編、総括編）

通商産業大臣官房調査統計部

8318 工業用地・用水統計表　昭和３３年、昭和３７年～昭和３９年 通商産業大臣官房調査統計部

8319 商業実態基本調査報告書　昭和４２年、４８年、５４年（都道府県編、小

売業編、卸売業編、総括編）
通商産業大臣官房調査統計部

8320 商業統計速報（一般飲食店含む）　昭和６３年、平成元年 通商産業大臣官房調査統計部

8321
商業統計表　昭和２７年～昭和６３年（産業編、立地環境特性別統計編、

流通経路別統計編、大規模小売店舗統計編、業態別統計編、品目編、産業編、

一般飲食店、都道府県編　欠号あり）

通商産業大臣官房調査統計部

8322

昭和５９年～昭和６３年　特定サービス産業実態調査報告書（物品賃貸業

編、情報サービス業編、ゴルフ場編、エンジニアリング業編、物品賃貸業編、

遊園地編、貸自転車業編、葬儀業編、広告業編、デザイン業編、クレジットカー

ド業編　欠号あり）

通商産業大臣官房調査統計部

8323 繊維統計年報　昭和３７年～昭和６３年（昭和３９、５９年欠号） 通商産業大臣官房調査統計部

8324 流通経路別統計表（卸売部門）　昭和４１年 通商産業大臣官房調査統計部 昭和４５

8325 石灰製造設備調査書昭和４６年１２月末現在 通商産業大臣官房調査統計部 昭和４８

8326 昭和５２年度通産統計企画連絡会議議事録（抄） 通商産業省統計企画課 昭和５２

8327 わが国企業の経営分析　昭和５３年度（業種別統計編、企業別統計編） 通商産業省統計企画課 昭和５５

8328 商業動態統計総覧 通商産業大臣官房調査統計部 昭和６０

8329 平成２年　通商産業省統計関係法令集 通商産業大臣官房調査統計部 平成　２

8330 化学工業統計月報　平成２年１月分　（財）通商産業調査会 通商産業大臣官房調査統計部 平成　２
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8331 中小企業白書　昭和５１年版～平成７年版（昭和５３、５５年版、平成４

年版欠）
中小企業庁

8332 運輸白書　昭和５１年版、昭和５６年版～平成７年版（平成４年版欠号） 運輸省

8333 陸運統計要覧　昭和４２年版～昭和６３年版 運輸省情報管理部統計課

8334 港湾統計（年報）昭和３０年～昭和６３年（日本国港湾統計、欠号あり） 運輸省統計課

8335 港湾統計（流動表）　昭和５５、５７、５８、６２、６３年 運輸省統計課

8336 伊勢湾　災害の歴史　（防災・整備編、地震・津波編、台風・高潮編、伊勢

湾台風以前）　平成９年、１１年、１２年
運輸省第五港湾建設局　企画
課

8337 陸運要覧　昭和３５年度、昭和４３年度～昭和５８年度 大阪陸運局

8338 貨物運輸概況　昭和４１年度～４９年度、昭和５３年度～５８年度 天王寺鉄道管理局

8339 昭和５４年度国土総合開発事業調査費　定住圏の産業基盤に与える空港影

響調査報告書
運輸省航空局 昭和５５

8340 空港整備社会経済便益効果調査　昭和６３年２月、３月
運輸省第三港湾建設局・日本
システム開発研究所

昭和６３

8341 空港整備事業の概要 運輸省航空局計画課 平成　６

8342 伊勢湾・港と船の歴史 運輸省第五港湾建設局 平成　６

8343 図でみる運輸白書　ー災害に強い運輸をめざしてー　平成７年度 運輸省 平成　８

8344 広域的な連携による地域活性化方策に関する調査　＜報告書＞
運輸省第三港湾建設局・港湾
空間高度化センター

平成　９

8345 海岸のくらしと営み～災害をのりこえて～
運輸省第五港湾建設局　四日
市港湾工事事務所

平成１２

8346 平成７年度  空港整備事業に関する説明会資料 運輸省航空局 平成　６

8347 海上保安白書　昭和５１年版～平成７年版（欠号あり） 海上保安庁

8348 日本近海海流統計図  季節別 海上保安庁水路部 昭和５８

8349 昭和６１年度　水路測量の記録 海上保安庁水路部 昭和６２

8350 通信白書　昭和５１、５６年版～平成６年版（昭和５８、平成４年版欠） 郵政省

8351 発電水力調査書  第１、２巻  総論、詳論 逓信省 大正　３

8352 発電水力調査書付図 逓信省 大正　３

8353 いつでも、どこでも、だれでも　ラジオ体操７５年の歩み
ラジオ体操７５周年記念誌編
集委員会

平成１６

8354 毎月勤労統計調査月報－全国調査－　平成１８年１、２月分 厚生労働大臣官房統計情報部

8355 昭和３９年～平成２年版（欠号あり）　労働経済の分析 労働省

8356 労働白書 昭和３８、４４、５２、５６年～平成２年版 労働省

8357 雇用の安定のために　昭和６０年度版、昭和６１年度版 労働省 他
8358 労働時間の手引き　昭和５４年、昭和５５年 労働省労働基準局

8359 労働時間対策資料集　昭和５７～６０年 ( 統計資料編、通達等関連資料編 ) 労働省労働基準局賃金福祉部

8360 海外労働情勢　１９６９年～１９７７年 労働大臣官房統計情報部

8361 昭和３５年～昭和４９年　労働組合基本調査報告（結果速報含む） 労働大臣官房統計情報部

8362 毎月勤労統計調査５０年史 厚生労働大臣官房統計情報部 昭和４９

8363 労働時間等関係資料集 労働省労働基準局 昭和５４

8364 海外労働白書　昭和６１年版 労働省 昭和６１

8365 外国人労働問題必携　（財）労務行政研究所 労働省職業安定局 平成　３

8366 第５次勤労青少年福祉対策基本方針 労働省 平成　３

8367 国際化時代の勤労青少年指導者の役割 労働省労政局勤労者福祉部 平成　４

8368 外資系企業の労使関係等実態調査結果報告書　（財）労務行政研究所 労働省労政局労政課 平成　４

8369 建設工事施工統計調査報告　昭和３３年～昭和６３年度（欠号あり） 建設経済局

8370 建設統計要覧　昭和４５年～昭和６３年（欠号あり） 建設経済局

8371 建設白書　昭和３６、３７、５０、５１年版、昭和５６年版～平成７年版（平

成４、５年版欠）
建設省

8372 最近１０ヶ年間の災害統計　昭和３３年～昭和４２年 建設省

8373 水害統計　昭和４６年版～昭和６３年版（総括編、欠号あり）　 建設省河川局河川計画課

8374 災害統計　昭和４３年版～昭和５３年版 建設省河川局防災課

8375 建築統計年報　昭和３５～４４、５３～６０、６２、６３年 建設省経済局調査情報課

8376 公共工事着工統計年度報　昭和３８年度～昭和６３年度（欠号あり） 建設省計画局

8377 建設業務統計年報　昭和３０年度～昭和６３年度 建設省建設経済局
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8378 沿岸海域基礎調査報告書（八代海北部地区、松阪地区）昭和４９、５０年 建設省国土地理院

8379 管内技術研究論文集 近畿地方建設局 昭和３０

8380 一等水準点検測成果集録  第１巻 地理調査所 昭和３０

8381 河川総合開発実績調査概要  第７巻 建設省河川局開発課 昭和３８

8382 骨材等の実態調査報告 建設省計画局 昭和３８

8383 総合開発計画資料集 近畿地方建設局企画課 昭和５６

8384 京阪神都市圏の人の動き　第２回パーソン・トリップ調査から 京阪神都市圏交通計画協議会 昭和５７

8385 京阪神都市圏パーソン・トリップ調査　データ利用の手引き 京阪神都市圏交通計画協議会 昭和５８

8386 道路統計年報 建設省道路局企画課 昭和６３

8387 水防のしおり 建設省河川局治水課 平成　２

8388 ９７  近畿建設白書  阪神・淡路大震災からの復興～新しい近畿の創造 建設省近畿地方建設局 平成　９

8389 地方財政統計年報　昭和３２、３７、４０～４２年度 自治省

8390 地方財政白書　昭和５１、５６年版～平成３、６、７年版 自治省

8391 地方自治便覧　１９６９ 自治省 昭和４４

8392 都道府県別行政投資等実績調査報告（昭和４４年度） 自治大臣官房企画室 昭和４６

8393 新しい国語表記による　公用文作成の手引　第一法規出版（株） 自治大臣官房文書広報課 昭和４８

8394 政治改革関連四法のあらまし
自治省・（財）明るい選挙推
進協会

………

8395 行政投資実績  都道府県別行政投資実績報告書 自治大臣官房地域政策室 平成　４

8396 地方選挙結果調　平成１１年４月執行 自治省選挙部 平成１２

8397 消防白書　昭和５６年版～平成３、５～７年版（昭和５８年版欠） 消防庁

8398 警察白書　昭和５６年版～平成３、６、７年版　 警察庁

8399 公務員白書　昭和５６年版～平成７年版（平成４年版欠） 人事院

8400 原子力安全白書　昭和５６、５９年版～平成７年版（平成４年度版欠） 原子力安全委員会

8401 原子力白書　昭和５１、５５年版～平成７年版（平成４、６年欠） 原子力委員会

8402 公害紛争処理白書　昭和６０年版～平成３、６、７年版 公害等調整委員会

8403 行政管理の現状  昭和５６年、昭和５９年 行政管理庁

8404 日本標準産業分類　昭和４７年、昭和５１年 行政管理庁統計主幹

8405 基金年報　昭和４１、４２、４９～６３年度 社会保険診療報酬支払基金

8406 海浜公園  沖縄国際海洋博覧会 政府出展

8407 経済統計月報　Ｎｏ．４４２～５１３　昭和５９年１月～平成元年１２月 日本銀行調査統計局

8408 広域行政  作業報告案 臨時行政調査室広域行政班 昭和３９

8409《昭和４６年版》国の予算と決算　１９７１ 会計検査調査会 昭和４６

8410 日本の地すべり－全国地すべり危険個所一覧表－ 建設省・林野庁・農林省 昭和４８

8411 近畿圏における宅地開発適地の条件整理（その２）調査報告書 日本住宅公団大阪支所 昭和４８

8412 すぐ役立つコンクリートの知識　その１　昭和４９年１月
大阪営林局コンクリート試験
室

昭和４９

8413 ヨーロッパのポスター　その源流から現代まで 京都国立近代美術館 昭和５３

8414 浪漫衣裳展　京都服飾文化研究財団 京都国立近代美術館 昭和５５

8415 常用漢字表　昭和５６年３月２３日　国語審議会答申 昭和５６

8416 港湾審議会第９２回計画部会資料　中城湾港港湾計画書　－改訂－ 中城湾港港湾管理者 昭和５６

8417 農林水産物の貿易　１９８８　主要１００品目の国内・海外事情　　　　 日本貿易振興会 昭和６２

8418 平成４年度中小企業の動向に関する年次報告 国会 ………

8419 平成５年度において講じようとする中小企業施策 国会 ………

8420 けんさいん　第１１号 会計検査院 平成１０

8421 会計検査　－国の財政監督機関として－　 会計検査院 平成１０

8422 会計検査でわかったこと　－平成８年度決算検査報告と会計検査院の活動

状況－
会計検査院 平成１０

8423 会計検査研究　第３４号 会計検査院上席研究調査官 平成１８

8424 内閣府青年国際交流事業　参加青年募集 内閣府 平成２１

8425 内閣府青年国際交流事業　事業概要及び応募要領 内閣府 平成２１

8426 みんなで考えたいな、未来のふるさと。市町村合併 総務省市町村合併推進室

8427 総務省（広報誌） 総務省 平成１９

8428 社会・人口統計体系のしくみと見方 総務省統計局 平成１３

8429 社会・人口統計体系　基礎データ項目定義集　上巻、下巻 総務省統計局 平成１４
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8430 世界の統計　２００３年版 総務省統計局 平成１５

8431 公正取引委員会年次報告  昭和５６年版、昭和５７年版 公正取引委員会

8432 検疫所 厚生労働省 ………

8433 薬物乱用防止読本　薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」健康に生きよう　パー

ト１８
厚生労働省　（財）麻薬・覚
せい剤乱用防止センター

………

8434 農林水産省　野菜・茶業試験場 農林水産省野菜・茶業試験場 平成　６

8435 解説　２００５年農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 平成１９

8436 図説漁業白書　昭和５６、５８年度～平成２、５～７年度 農林統計協会

8437 図説林業白書　昭和５６年版～平成２年版（昭和５７年欠） 農林統計協会

8438 図説農業白書　昭和５６年度～昭和６２年度、平成元、５～７年度 農業統計協会

8439 覚えて便利・案内標識 国土交通省 ………

8440 交通安全総点検 国土交通省・警察庁 ………

8441 近畿地方整備局管内図 国土交通省近畿地方整備局 平成１６

8442 用地広報　８４号　２００５年２月 国土交通省　調整課 平成１７

8443 海上保安庁　ＪＡＰＡＮ　ＣＯＡＳＴ　ＧＵＡＲＤ 海上保安庁政策評価広報室

8444 平成の名水百選 環境省 ………

8445 環境基本計画 環境省 平成１８

8446 郵政民営化の基本方針　だから、いま民営化 内閣官房郵政民営化準備室

8447 河川整備基金助成事業成果発表会報告書　平成１７年、平成１８年 （財）河川環境整備財団

8448 中央省庁改革　簡素・透明・効率を目指す２１世紀の行政システムへ　ー

２００１年１月６日新体制スタートー
中央省庁等改革推進本部事務
局

8449 省庁改革の四本柱　ー明治維新に負けたらいかんぜよー 中央省庁等改革推進本部

8450 独立行政法人って何だろう？　あなたの疑問にＱ＆Ａでお答えします！ 中央省庁等改革推進本部 平成１２

8451 裁判員制度　私の視点、私の感覚、私の言葉で参加します。　
最高裁判所　法務省　日本弁
護士連合会

………

8452 豊かな地域社会をめざして　公団業務のご案内 地域振興整備公団 平成　３

8453 統計でみる日本　２００４ （財）日本統計協会 平成１５

8454 農工情報　昭和６１年４月号～昭和６２年１２月号（欠号あり）
（財）農村地域工業導入促進
センター

8455 道路　平成７年１月、４月 （社）日本道路協会 平成　７

8456 日本標準産業分類　昭和４３年、昭和４８年 （財）全国統計協会連合会

8457 地域創造レター Ｎｏ．１０９～１１３ ２００４年４月～２００４年８月 （財）地域創造

8458 ポケット農林水産統計　１９５７年～１９８８年（欠号あり） 　 農林水産省統計情報部

8459 水害のない日本は、いつ  水害レポート’９２ （社）日本河川協会

8460 民有林造林施策の概要　平成８年、９年、１１年 日本造林協会

8461 昭和５１、５２年度　統計情報の地方における多目的利用に関する調査研

究報告書要約版
（財）全国統計協会連合会

8462 統計調査総覧　昭和６１年、６２年、平成元年 （財）全国統計協会連合会

8463 工業統計調査　都道府県別産業細分類別表　昭和５５年、昭和５８年 （財）通商産業調査会

8464 講演シリーズ　第９１～９６号　平成１８年～平成２０年 （社）地方行財政調査会

8465 森林の公益機能解説シリーズ１～７（６欠）　昭和６０年～昭和６２年 （社）日本治山治水協会

8466 昭和３９、４１、４３年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調 地方財政統計研究会

8467 積算ハンドブック　土木工事の積算、公園・緑地の維持管理と積算　昭和

６３年、平成３年　（財）経済調査会
藤田修照

8468 わが国の河川 （社）日本河川協会 昭和３４

8469 改訂　コンクリート工事の実際　（財）林業土木コンサルタンツ 竹内一雄 昭和３８

8470 治山原理～山地における水の運動法則～　（社）日本治山治水協会 カールエドアルドネー 昭和３９

8471 宇宙をひらく  ２１世紀にむかって　日本科学技術振財団 科学技術庁 昭和４６

8472 コンクリートポンプ工法施工指針案　同解説 （社）日本建築学会 昭和４７

8473 コルゲートメタルカルバート・マニュアル　第１回改訂版　（社）土質工学

会
コルゲートパイプ研究小委員
会

昭和４７

8474 昭和４８年版　勧告と改善　資料・行政管理庁・自治省 行政管理資料調査会 昭和４８

8475 コンクリート工事の実際　改訂版　（財）林業土木コンサルタンツ 竹内一雄 昭和４８

8476 ポケット園芸統計　 農林水産省統計情報部 昭和５０

8477 紀勢地域の交通計画調査　－新幹線の可能性についての研究－ （財）運輸経済研究センター 昭和５０
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8478 昭和３５－４０－４５年接続産業連関表　総合解説編、計数編　 （財）全国統計協会連合会 昭和５０

8479 航空貨物流動実態調査報告書　－大阪国際空港を中心として－ 関西物流近代化センター 昭和５１

8480 コンクリート標準示方書（解説含む）　昭和４９年度版 土木学会コンクリート委員会 昭和５１

8481「アジア・ポート」構想について（試論） （財）国際開発センター 昭和５４

8482 昭和５０年産業連関表　総合解説編、計数編 （財）全国統計協会連合会 昭和５４

8483 関西の輸送需要変化に適合する鉄道貨物輸送システム調査研究報告書　荷

主の貨物輸送実態と輸送ニーズ
（財）関西物流近代化センター 昭和５５

8484 地域政策策定のための地域整備情報システムの研究開発 （財）地方自治情報センター 昭和５５

8485 高年齢を生きる　１４　兼業農家のお年寄りたち　－長野県諏訪市湖南の

くらし－
（財）地域社会研究所　高年
齢層研究委員会

昭和５６

8486 大規模自転車道資料地図（西日本編） （財）自転車道路協会 昭和５７

8487 テクノポリス基本構想調査　R&D 分科会報告書　－テクノポリスにおける

研究開発活動のあり方－
（財）日本立地センター 昭和５７

8488 行政の効果と限界（Ⅷ）公共サービスの料金負担決定に対する合意形成シ

ステムの研究
地方自治研究資料センター 昭和５７

8489 ポケット林業統計　－累年版－　 農林水産省統計情報部 昭和５８

8490 ヘリコプターによる林業関係物資輸送事業計画、実行指針（改訂版） （社）農林水産航空協会 昭和５９

8491 山村地域の活性化対策に関する調査研究　－広域観光への行政対応－ 地方行政システム研究所 昭和５９

8492 四川・雲南の治山治水 （社）日中農林水産交流協会 昭和６０

8493 市町村行政の連係のための情報システムの形成と情報拠点の確立に関する

調査研究
（財）地方行政システム研究
所

昭和６１

8494 明日を拓く　浮体構造物　A －既往事例集、B －新規アイデア集 （社）日本造船工業会 昭和６３

8495 リゾート地域整備ハンドブック
大規模リゾート地域整備推進
協議会

昭和６３

8496 海区漁業調整委員会　委員・職員名簿
全国海区漁業調整委員会連合
会

平成　２

8497 公益信託要覧 （社）信託協会 平成　３

8498 平成２年度　森林水資源対策報告書　 日本林業協会水資源部会 平成　３

8499 第８次治水事業五箇年計画　主要課題と整備方向 （財）河川情報センター 平成　４

8500 財団法人社会開発総合研究所 （財）社会開発総合研究所 平成　４

8501 森林国営保険加入促進のしおり （社）森林保険協会 平成　５

8502 青年海外協力隊への現職参加 国際協力事業団 平成　４

8503 技術移転　情報ＣＡＴＡＬＯＧ 国際協力事業団 平成　５

8504（畜環リース）貸付事業の手引き 畜産環境整備リース協会 平成　６

8505 環境保全砂防事例集　美しい自然と安全を求めて 建設省河川局砂防部 平成　７

8506 関西のプロジェクト動向調査報告書 関西産業活性化センター 平成　７

8507 阪神・淡路大震災　福祉関係者による救援活動の記録　１ 社会福祉・医療事業団 平成　７

8508 阪神・淡路大震災救援活動報告書 社会福祉法人恩賜財団済生会 平成　７

8509 ２１世紀を展望した空港整備 航空政策研究会 平成　８

8510 わたしたちの水のふるさと　水源の森百選 （社）国土緑化推進機構 平成　８

8511 月刊　政府資料　Ｎｏ．２６７ （社）政府資料等普及調査会 平成　８

8512 政府資料アブストラクト　・・・．26　・・．11 （社）政府資料等普及調査会 平成　８

8513 内政関係者名簿 地方財務協会 平成　９

8514 １９８５年版～１９８９年版　水経済年報 （財）水利科学研究所 平成元　

8515 わかりやすい農地の税制　平成元年度版 全国農業会議所 平成元　

8516 平成１０年度固定資産評価員等研修会  固定資産税の現状と課題　平成１２

年度固定資産の評価替えに関する留意事項
自治省・（財）資産評価ｼｽﾃﾑ
研究ｾﾝﾀｰ

8517 土地評価に関する調査研究　平成１０年、平成１１年 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 平成１０

8518 家屋評価に関する調査研究 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

8519 固定資産評価の基本問題に関する調査研究報告書 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

8520 資産評価システムに関する調査研究 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

8521 機械・装置等償却資産の保有状況等に関する調査研究 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

8522 平成１０年度固定資産評価事務地方研修会 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

8523 固定資産評価審査委員会の手引き  １９９８年版 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

8524 地方税における資産課税のあり方に関する調査研究報告書 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ
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8525 固定資産現況調査標準化委員会報告書 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 平成１１

8526 償却資産等の保有状況等に関する調査研究 （財）資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 平成１１

8527 農業組織経営体経営調査報告 農林水産省統計情報部 平成１１

8528 海外血液事業報告書　第４集 （財）血液製剤調査機構 平成１１

8529 全国知事・市町村長ファイル　（１９９９年～２０００年） （社）地方行財政調査会 平成１１

8530 くっきり！福祉の未来形  平成１１年度社会福祉助成事業実施報告 （財）日本社会福祉弘済会 平成１２

8531 健康づくり　第２６３号（５月） 健康・体力づくり事業財団 平成１２

8532 川や水の活動団体名簿 （社）日本河川協会 平成１７

8533「もったいない」を考える （社）地方行財政調査会 平成１７

8534 流域総合間伐対策の実務 日本造林協会 平成　７

8535 民有林治山事業の概要　平成１０年、平成１１年 （社）日本治山治水協会

8536 治山林道弘報　昭和４９年２月～昭和６１年１２月（欠号あり）
日本治山治水協会・日本林道
協会

8537 農林省直轄荒廃林地復旧事業 （社）日本治山治水協会 昭和５７

8538 日本の治山　１９８７ （社）日本治山治水協会 昭和６２

8539 水土保全のための複層林施行技術事例調査　（財）林業科学技術振興所 （社）日本治山治水協会 平成　３

8540 森林と水　－主要な研究成果から－ （社）日本治山治水協会 平成　８

8541 森林整備必携  治山設計編 （社）日本治山治水協会 平成１１

8542 水源地治山対策のあらまし （社）日本治山治水協会 平成１１

8543 砂防関係法令例規集 （社）全国治水砂防協会 昭和６１

8544 地すべり対策技術設計実施要領（第１～４分冊） （社）地すべり対策技術協会 昭和５７

8545 地すべり技術　第２５号～第５７号（欠号あり） （社）地すべり対策技術協会 ………

8546 地すべり鋼管杭設計要領 （社）地すべり対策技術協会 平成　２

8547 全国標準積算資料　土質調査・地質調査　昭和６１年度歩掛版 全国地質調査業協会連合会 昭和６３

8548 治山　１９７２年５月～１９９０年１２月 治山研究会

8549 治山林道研究発表論文集　昭和４０年～昭和６０年（欠号あり） 治山林道研究会

8550 応急仮締切工事 全国防災協会・海岸協会 昭和３８

8551 治山・保安林関係質疑応答集　（社）日本治山治水協会 治山研究会 昭和５７

8552 治山技術写真図説　（社）日本治山治水協会 治山研究会 平成　２

8553 治山便覧　平成元年版　（社）日本治山治水協会 治山研究会 平成　２

8554 森林ハンドブック　平成２年、平成９年 （社）日本林業協会

8555 林業・木材関連産業における金融及び税制の概要 （社）日本林業経営者協会 平成　７

8556 急傾斜地の路網マニュアル　林業改良普及双書１０３ （社）全国林業改良普及協会 平成元　

8557 森の再生 （社）国土緑化推進機構

8558 林業土木請負契約の考え方 日本林業土木業会連合会 昭和３７

8559 １９９５年度  事業概要 （社）近畿建設協会 平成　７

8560 林業土木施設研究所報　８　平成元年３月 （財）林業土木施設研究所 平成元　

8561 公共用緑化樹木の品質寸法規格基準 ( 案 ) の解説（複製） （財）日本緑化センター

8562 緑化樹木の生産状況調査報告書　平成８年、平成９年 （財）日本緑化センター

8563 水湿生植物の種類と栽培 （財）日本緑化センター 平成　９

8564 水湿生植物の繁殖育苗技術 （財）日本緑化センター 平成１１

8565 農地局通達集　昭和２９年、昭和３２年 （株）農政タイムズ社

8566 道路橋示方書（Ⅰ共通編　Ⅱ鋼橋編　Ⅲコンクリート橋編）　同解説　昭和

５３年、昭和５５年　丸善（株）
（社）日本道路協会

8567 検査報告より見たる　官公庁　工事の経理（上、中）　昭和４１年、昭和

４２年　大村書店
会計検査院　斉藤信雄 他

8568 統計六法　昭和５５、５７、５８年版　新日本法規出版株式会社 行政管理庁統計企画課

8569 平成７年版、平成８年版　同和問題の現状　中央法規出版株式会社 総務庁地域改善対策室

8570 宣命詳釋　右文書院 御巫清勇 昭和１１

8571 現行法規総覧　１～１０３（５欠）［加除式・平成１３年３月７日内容現在］

　第一法規出版株式会社
衆議院法制局・参議院法制局 昭和２５

8572 基礎地盤と其の調査　鉄道図書局（工学出版社） 後藤　清 昭和２８

8573 再々訂　地方自治と予算　株式会社港出版合作社 地方自治制度研究会 昭和３１

8574 治山・砂防ポケットブック　千代田出版（株） 萩原貞夫 昭和４４

8575 林業土木の設計と積算 （有）林土連研究社 昭和４５
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8576 林業土木の施工管理 （有）林土連研究社 昭和４６

8577 道路舗装マニュアル（第２版）　（株）オーム社 多田宏行 昭和４８

8578 建設省工事契約実務要覧　　新日本法規出版（株） 建設省工事契約制度研究会 昭和５５

8579 厚生省補助金ハンドブック　第一法規出版株式会社 田中重弥 昭和５８

8580 森林土木ハンドブック　千代田出版（株） 酒井紀男 他 平成　２

8581 緑化技術用語事典　（株）山海堂 日本緑化工学会 平成　２

8582 農林水産業災害対策Ｑ＆Ａ　５　（株）ぎょうせい 農地制度資料集成編纂委員会 平成　４

8583 新中央省庁機構図 第一法規（株） 平成１１

8584 社会保険旬報増刊　介護保険情報　Ｎｏ．２０４９、Ｎｏ．２０５３ 社会保険研究所 平成１２

8585 国民の福祉の動向  昭和５７年～平成元年 （財）厚生統計協会

8586 国民衛生の動向  昭和５６年～昭和６３年 （財）厚生統計協会

8587 保険と年金の動向  昭和５７年～昭和６２年、平成元年、平成２年 （財）厚生統計協会

8588 林業白書　平成１０年度、平成１１年度　 （社）日本林業協会

8589 機關術　Ⅳ 海軍兵學校 昭和　９

8590 教育總監部校閲　軍事教育補充兵、第二國民兵必携 財團法人軍人會館図書部 昭和１７

8591 第二次世界大戦艦船遺柱総覧 （財）公益推進機構 昭和５９

8592 水経済年報　１９８６年版　　 （財）水利科学研究所 昭和６１

8593 くらしの中の文化 （社）地方行政財政調査会 平成　５

8594 改正診療報酬点数表参考資料（平成６年１０月１日実施） 和歌山県社会保険協会 平成　６

8595 国土緑化運動を推進する団体の活動と組織 （社）国土緑化推進機構 平成　９

8596 ＦＵＲＵＳＡＴＯ　Ｖｏｌ．３３ （財）地域総合整備財団 平成　９

8597 平成１０年度  業務統計 社会福祉・医療事業団 平成１１

8598 年金財政の現況　－財政を支える財源率の話－ 地方公務員年金制度研究会 平成１１

8599 痴呆老人の介護と家族のケアー 健康保険組合連合会 平成１２

8600 知っていますか？支えて支えられること （社）日本広報協会 平成１４

11　上記に該当しない図書・雑誌等

8601 愛国百人一首学習帖　泰東書道院 仲田幹一 昭和１８

8602 愛知の古鏡 毎日新聞社 昭和５１

8603 愛と汗　 修養団 昭和　７

8604 秋草の系譜　－日本のデザイン－ サントリー美術館 昭和５４

8605 秋月党　亀陽文庫 川上市太郎 昭和５１

8606 秋津野塾　未来への挑戦～田辺市上秋津と地域づくり～　きのくに活性化

センター
鈴木裕範 平成１６

8607 悪政  乱政  弊政 和歌山県政治経済研究新聞社 平成１０

8608 曙山・直武 （株）三彩社 昭和５２

8609 アジア太平洋地域の発展と金融の相互依存 総合研究開発機構 昭和６０

8610 アジ研ニュース アジア経済研究所 平成　５

8611 謎の絵師写楽と傑作浮世絵展  －海外から発掘された幻の名作－ 神戸新聞社　大塚巧藝社 昭和５６

8612 明日のしあわせと発展を願って  広域行政調査研究大会の記録 和歌山県広域行政調査研究会 昭和４３

8613 あすの地方都市と交通－交通指標ランキングその２・地方中心都市版－ トヨタ交通環境委員会 昭和５８

8614 明日の和歌山県農政 村上六三 昭和３７

8615 明日をめざす労働戦略 岡部晃三　猪股靖 平成　４

8616 新しい画像情報システムを創造する  月刊ＩＭ  （社）日本マイクロ写真協会 平成　２

8617 新しい共済年金　　地方公務員共済年金制度研究会編 （株）社会保険出版社 平成１２

8618 あなたの目で見る国造りの現場　平成１１年度　ODA 民間モニター報告書 「ODA 民間モニター」事務局 平成１２

8619 あの日あの頃 高井貞二 昭和５４

8620 新たな解放理論の創造にむけて　中央理論委員会［提言］ 部落解放同盟中央本部  平成　５

8621 新たな食料・農業・農村基本法をめざして 全国農業会議所 平成１０

8622 平成１４年産　有田みかん販売反省会資料 ＪＡありだ共選協議会 平成１４

8623 有田川鮎茶屋まで　株式会社ドライブイン有田川 花田喜代子 昭和４９

8624 アルザスとフランス近代美術の歩み　ストラスブール近代美術館展
東京都庭園美術館　姫路市立
美術館　和歌山県立近代美術
館　山梨県立美術館

平成　９
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