
通番 図書･資料名 著編者 刊行年

4682 読める年表　１～８　昭和５６年、昭和５７年　自由国民社 奈良本辰也（監修）

4683 歴史関係書籍目録 飴谷栄衛 昭和６２

4684 わが国の歴史地震被害一覧表 （社）日本電気協会 平成　６

4685 和紙文化辞典　わがみ堂 久米康生 平成　８

4686 和名類聚抄郷名考證　増訂版　 株式会社吉川弘文館 昭和４７

②地図、地形図等

4687 ５万分の１地形図（旧版地図）　和歌山県内全域　２０枚　　測量　明治

４４年～大正５年　発行　大正２年～大正１０年
大日本帝国陸地測量部

4688 ２０万分の１帝国図（旧版地図）　和歌山（大正９年製版大正９年発行） 大日本帝国陸地測量部

4689 ２０万分の１帝国図（旧版地図）　田辺（大正７年製版昭和１２年修正改版

　昭和１２年発行）
大日本帝国陸地測量部

4690 ５万分の１地形図　和歌山県内全域、三重県・奈良県南部　２９枚　発行

　昭和６１年～平成８年
国土地理院

4691 ２万５千分の１地形図　和歌山県全域、大阪府・奈良県・三重県南部　

１５５枚　　発行　平成１２年～平成２０年
国土地理院

4692 大日本分縣地図　最新　和歌山県　日下和樂路屋 日下伊兵衛 昭和１４

4693 標準世界地図（改定版） 全国教育図書（株） 昭和２７

4694 メリヤスの地図　１９５６年最新版　　（株）センイ・ジヤァナル 芦田純応 昭和３１

4695 朝鮮分道地図集 京文社 昭和４３

4696 世界旅行地図 帝国書院 昭和４９

4697 地域メッシュ統計地図人口分布図（昭和４５年）１首都圏編２北九州編 総理府統計局 昭和５０

4698 平成３年度新版　新日本分県地図　全国地名総覧 （株）国際地学協会 平成　２

4699 日本大地図帳　十訂特別版　株式会社　平凡社 下中直人 平成２０

4700 日本名所大地図　（『日本大地図』上、下巻）　ユーキャン ( 株 ) 平凡社 平成２０

③新聞（全国紙縮刷版）

4701 朝日新聞  縮刷版  昭和２４年１月～昭和２８年１月、昭和４１年４月～昭

和５８年１２月
朝日新聞社

4702 大阪朝日新聞二万号記念帖　株式会社朝日新聞社 大道弘雄 昭和１２

4703 産業経済新聞社  縮刷版  昭和２６年１～６月 産業経済新聞社

4704 毎日新聞  縮刷版  昭和４１年４月～昭和４７年１２月 毎日新聞社

７　和歌山県刊行物

4705 和歌山県統計書　明治３０年度～昭和２９年度 和歌山県

4706
和歌山県会速記録　明治３６年１１月定例会、明治３７年３月臨時会、明

治３９年１１月定例会、明治４０年１１月定例会、明治４３年１１月定例

会～昭和２１年１１月臨時会（欠号あり）

和歌山県会

4707

和歌山県議会会議録　昭和２４年７月、１１月、昭和２６年２月、３月、

昭和２８年２月、昭和３０年２月、昭和３１年１２月、昭和３２年２月、

昭和４０年２月～昭和４１年１２月、昭和４２年６月、昭和４３年１２月、

昭和４４年２月、６月、昭和５７年６月～平成２０年１２月（欠号あり）

和歌山県議会事務局

4708

和歌山県議会議案書等　昭和２７年２月定例会　昭和３２年２月定例会　

昭和３５年２月定例会～昭和５４年２月定例会、平成元年２月～平成２１

年２月　　知事説明要旨　議案　予算説明書　知事専決処分報告　法人の

経営状況報告書　等　

和歌山県

4709 主要施策の成果　昭和５０年度、昭和５２年度、昭和５９年度、昭和６１

年度～平成１９年度（平成１４、１７年度欠）
和歌山県

4710 予算の概要　昭和５０年度、昭和５６年度、昭和６０年度～平成２１年度（平

成８年度、平成１９年度欠）
財政課

4711 和歌山県現行法規　坤巻、乾巻 谷口秀峰 明治３６
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4712 和歌山県報　明治３３年～平成２１年 和歌山県

4713 和歌山県勧業年報　明治１２年～明治２９年 和歌山県

4714 県庁舎改築記録（昭和１３年） 松田茂樹

4715 第十二回京摂区実業大会記念写真帖　和歌山県発行 佐々木米三郎 明治４２

4716 和歌山縣行幸記録 和歌山県 昭和　４

4717 和歌山縣天然記念物寫眞帖 和歌山県 昭和　４

4718 和歌山縣産業調査書　 和歌山縣 昭和　６

4719 社会教育委員時局参考資料 和歌山県 昭和１３

4720 和歌山県災害対策必携 和歌山県 昭和２９

4721 行幸啓概要書 和歌山県行幸啓事務局 昭和３７

4722 行幸啓御日程細目 和歌山県 昭和３７

4723 行幸啓御日程次第書 和歌山県 昭和３７

4724 義宮正仁親王殿下ご来県　報道関係のしおり 和歌山県 昭和３８

4725 義宮正仁親王殿下ご来県　ご日程  和歌山県 昭和３８

4726 郷土の文学展  和歌山県民文化祭（郷土の美と調和） 和歌山県 昭和４４

4727 和歌山県の地質 和歌山県 昭和４５

4728 第２６回国民体育大会夏季大会　行啓御日程次第書 和歌山県 昭和４６

4729 第７回全国身体障害者スポーツ大会　行啓御日程次第書 和歌山県 昭和４６

4730 和歌山県  観光バスガイド 和歌山県 昭和４６

4731 行幸啓誌　１９７１ 和歌山縣 昭和４７

4732 黒潮国体の記録
第２６回国民体育大会和歌山
実行委員会

昭和４７

4733 自然保護関係法規集　 和歌山県 昭和５８

4734 和歌山県環境保全図 公害対策室 昭和６２

4735 行幸啓誌　地方事情御視察　平成９年１０月 和歌山県 平成１０

4736 旧南紀白浜空港跡地利用計画事業具体化調査報告書　
和歌山県（航空工学系大学調
査研究ワーキンググループ）

平成１１

4737 和歌山県ガイドマップ 和歌山県広報室 平成１５

4738 和歌山だより　Ｎｏ．１～Ｎｏ．１２　２００８年～２００９年 秘書課

4739 物産展示目録並びにおみやげ品のご案内 和歌山県行幸敬本部 昭和４６

4740 懸賞論文＜１０１提案＞入選作　これからの和歌山県づくり 秘書課 昭和４７

4741 皇太子妃殿下　紀宮殿下　御来県御日程書　昭和５５年１１月１日～４日 秘書課 昭和５５

4742（社）日本青年会議所第３６回全国会員大会　常陸宮殿下・常陸宮妃殿下御

来県御日程　昭和６２年１０月
秘書課 昭和６２

4743 和歌山県知事表彰　受賞者名簿　平成６年、平成１４年、平成１９年 秘書課

4744 パブリシティの手引き　開かれた県政を進めるために　平成１６、１８年 広報室

4745 Ｗ－ｉｎｇ　Ｖｏｌ．１～１５、１９、２０、２３～２７（平成８年～平

成１７年）
広報室

4746 県民の友　昭和４０年～平成２１年度 広報室

4747 点字版県民の友　平成４年３、４月号　平成５年２月、４月、６～９月、

１２月号、平成６年１、２月号
広報公聴課

4748 連 - ＲＥＮ　Ｖｏｌ．１～３、６～１５　２００１年～２００６年 広報室

4749 和 - ｎａｇｏｍｉ　Ｖｏｌ．１～８　２００７年～２００９年 広報室

4750 ２１世紀への紀ノ国通信ＣａＮ　Ｖｏｌ．１～３１　平成４年～１３年 広報公聴課

4751 グラフわかやまけん　Ｎｏ．１４、１７、１８、２１、２２、２６～２９

　昭和５３、５６年～平成３年
広報公聴課

4752 県政Ｑ＆Ａ　１～８号（７号欠）昭和６２年～平成８年 広報公聴課

4753 県庁見学のしおり 広報公聴課 ………

4754 県民のこえを県政に　昭和６０年、平成元年～１０年、１３年　公聴活動

のまとめ
広報公聴課

4755 広報公聴事業の概要　平成元年～平成１３年度 広報公聴課

4756 伸びゆく臨海工業地帯 広報公聴課 ………

4757 明日は和歌山 広報公聴課 ………

4758 和歌山県ガイドマップ　平成６、１１、１２、１４、１５、１７年度 広報広聴課

4759 和歌山県水害記録写真集　１９５３ 広報公聴課
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4760 和歌山県政に関する世論調査　昭和５９年度、平成元、５、９年度 広報公聴課

4761 テレビ広報番組　黒潮と緑のあいだ 広報公聴課 ………

4762 県政ハンドブック　改訂版 広報公聴課 ………

4763 行幸啓誌　紀州路のよろこび 広報公聴課 昭和３８

4764 県政を語る「ふるさと運動」 広報公聴課 昭和５９

4765 県政モニターアンケート調査結果　平成３年度 広報公聴課 平成　４

4766 和歌山県’９２ 広報公聴課 平成　４

4767 和歌山県　わかやま元気宣言 広報広聴課 平成１１

4768 Ｌｅｔ’ｓ　Ｇｏ　県庁　こども県庁探検隊 広報広聴課 平成１２

4769 わかやま県民意識調査　 広報室 平成１７

4770 予算の概要　昭和５７年度～平成３年度（昭和６１、昭和６３年欠） 文化振興課

4771 和歌山県の文化行政　平成４年度～平成７年度 文化振興課

4772 和歌山県文化表彰　昭和５０､５１､５８､６０年､平成５､６､９～２０年度 文化振興課

4773 和歌山県名匠表彰　平成９年度～平成２０年度 文化国際課

4774 一人ひとりが心をあわせて大きな花を咲かせよう 文化振興課 ………

4775 花づくり 紀州ふるさと運動推進協議会 ………

4776 和歌山の民謡　－民謡緊急調査報告書－ 知事公室 昭和５８

4777 和歌山県方言調査報告書 文化振興課 昭和６０

4778 和歌山県文化懇談会提言　 文化振興課 昭和６１

4779 紀州ふるさと運動事例集 文化振興課 昭和６３

4780 市町村文化行政実態調査 文化振興課 昭和６３

4781 紀州おもしろブック　なんでも　かんでも　わかやま 文化振興課 昭和６３

4782 ふるさと運動をすすめるためのマニュアル 紀州ふるさと運動推進協議会 昭和６３

4783 まちづくりと女性　－女性の視点からのまちづくり－ 紀州ふるさと運動推進協議会 平成　１

4784 ふるさと運動講演集Ｎｏ．２　ふるさとを見直そう 紀州ふるさと運動推進協議会 平成　１

4785 報告書　地域政策フォーラム　じいちゃん＆ばあちゃんのむらづくり 文化振興課 平成　１

4786 紀州おもしろブック　いい碑・旅だち 文化振興課 平成　２

4787 第１２回全国文化行政シンポジウム報告書 文化振興課 平成　３

4788 文化に関する意識調査報告書 文化振興課 平成　３

4789 ふるさと紀の国　ＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ　ふれあい 文化振興課 平成　３

4790 熊野学シンポジウム　報告書　平成６年、７年、９年～１２年
熊野学研究センター（仮称）
構想実行委員会

4791 熊野学研究センター（仮称）構想基本調査報告書　平成５年度　《熊野学ネッ

トワーク》構想
熊野学研究センター（仮称）
構想実行委員会

平成　６

4792 であい　紀州ふるさと運動　１０年のあゆみ 文化振興課 平成　７

4793 和歌山県の国際交流　平成９年度～平成１１年度 国際交流課

4794 和歌山県の旅券取扱状況　平成２年、平成８年～平成１１年 国際交流課

4795 WAKAYAMA JAPAN 国際交流課 平成　４

4796 CURRENT WAKAYAMA 国際交流課 平成　４

4797 Ｎａｃｈｉ　ｎｏ　Ｔａｋｉ（フランス語版） 国際交流課 平成　８

4798 GUIA PARA VIVER EM WAKAYAMA（和歌山県生活ガイドブック） 国際交流課 平成　９

4799 紀州（英語版、スペイン語版） 国際交流課 平成９　

4800 WAKAYAMA PREFECTURE FACTS BOOK １９９８ 国際交流課 平成１０

4801 和歌山県の友好姉妹交流 国際交流課 平成１０

4802 和歌山紹介　１９９８年（中国語版） 国際交流課 平成１０

4803 ＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯ　南紀熊野体験博　リゾートピアわかやま’９９（中

国語版・英語版・フランス語版・スペイン語版）
国際交流課 平成１１

4804 あつまれ！アジアの元気。第１回Ｃ．Ｉ．Ｏ．Ｆ．Ｆアジアこどもフェスティ

バルｉｎ和歌山　記録集
アジアこどもフェスティバル
実行委員会事務局

平成１１

4805 旅券発行の概要　平成１２年～平成１８年 和歌山県パスポートセンター

4806 第３５、４０回　和歌山県民文化祭　平成１４年、平成１９年 文化国際課

4807 和歌山県の国際交流　平成１２、１５～１７年度 文化国際課

4808 近畿のアーティストたち 近畿文化体系策定協議会 平成１２

4809 地域文化緊急調査報告書　その１・その２ 文化国際課 平成１３

4810 きのくに芸術新人賞　きのくに技能奨励賞　平成１７年度～平成１９年度 文化国際課 平成２０
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4811 新生わかやまベンチマーク　～数字で示す政策目標～　（改訂版含む） 理事室 平成１５

4812 海外渡航者数　明治３０年～昭和１５年 総務学事課

4813 行政資料総合目録　昭和６０年、平成７年～平成１３年 総務学事課

4814 行政資料目録（追録第１、２、５～７、９号）　昭和６０年、昭和６１年、

平成元年～平成３年、平成５年
総務学事課

4815 情報公開だより　第１号～第１３号　平成４年～平成８年 総務学事課

4816 情報公開事務の手引き　平成１３年、平成１９年（改訂版） 総務学事課

4817 統計資料目録総合版　昭和４４年、昭和５２年 総務学事課

4818 統計資料目録追録版　昭和４４年４月～昭和４５年４月、昭和５３年１月

～１２月
総務学事課

4819 文書事務の手びき　昭和５５、５８年、平成元年 総務学事課

4820 文書法制だより　Ｎｏ．１９～２８　平成９年５月～平成１２年４月 総務学事課

4821 和歌山県の情報公開　平成５年度～平成１１、１４年度　運用状況報告書 総務学事課

4822 和歌山県私立学校便覧　昭和６１～平成元、３、４、９～１５年 総務学事課

4823 和歌山県宗教法人名簿　昭和５０、５２年、平成６年 総務学事課

4824 個人情報保護事務の手引　平成１５年、平成１８年（改訂版） 総務学事課

4825 和歌山県令規類集　四ノ一総務、四ノ二警察、四ノ三学務、四ノ四経済 総務学事課 昭和１４

4826 資料目録（都道府県刊行物編）　昭和４３年４月 総務学事課 昭和４４

4827 統計資料目録　昭和４７年１２月末現在 総務学事課 昭和４８

4828 和歌山県私立学校概覧　 総務学事課 昭和５６

4829 共通例文 総務学事課 昭和６２

4830 許認可事務の標準処理要綱　（平成元年４月１日） 総務学事課 平成　１

4831 和歌山県における情報公開制度のあり方について　－提言－ 和歌山県情報公開懇話会 平成　４

4832 公文書開示制度職員啓発資料 総務学事課 平成　５

4833 情報公開開かれた県政をめざして　平成５年１０月１日スタート 総務学事課 平成　５

4834 情報提供の手引 総務学事課 平成　５

4835 公文書開示事務　質疑応答集 総務学事課 平成　６

4836 和歌山県における個人情報保護制度のあり方について　提言 和歌山県情報公開懇話会 平成１４

4837 和歌山県の情報公開・個人情報保護　平成１５年度の運用状況 総務学事課 平成１５

4838 個人情報保護制度のあらまし・運用状況・口頭により開示請求をすること

ができる個人情報及び実施状況・処理状況（平成１８年度）
総務学事課 平成１９

4839 公文書開示請求の内容及び処理状況（平成１８年度） 総務学事課 平成１９

4840 情報公開制度のあらまし・公文書開示制度の運用状況・情報提供の状況 総務学事課 平成１９

4841 分かりやすい文書づくり 総務学事課 平成１９

4842 職員のための個人情報保護・情報セキュリティハンドブック 総務学事課・情報システム課 平成１９

4843 文書事務の手引　第５次改訂版　第一法規株式会社 総務学事課 平成２０

4844 和歌山県の個人情報保護制度～みなさんの大切な個人情報を守るために～ 総務学事課 ………

4845 和歌山県私立幼稚園保育料軽減補助金交付要綱 総務学事課 ………

4846 Ｔａｌｋわかやま　Ｖｏｌ．３～Ｖｏｌ．１２　１９９１年～２０００年 人事課

4847 給料表　平成１１～１３年、１９年、２０年改定 人事課

4848 県職員同和特別研修資料　昭和６１年度、平成３、４、９、１１年度　 人事課・県職員労働組合

4849 人事関係通知文書集　平成２年、平成３年 人事課

4850 和歌山県行政組織関係例規集　平成元年、平成１０年 人事課

4851 和歌山県の行政組織 人事課 昭和５５

4852 県職員世界人権宣言研修資料　 人事課 昭和６３

4853 給与事務の手引 人事課 平成　１

4854 県職員障害者特別研修テキスト、資料 人事課 平成　４

4855 県職員障害者特別研修資料 人事課 平成　４

4856 公務災害・通勤災害事務処理の手引
地方公務員災害補償基金和歌
山県支部

平成　５

4857 人事関係ハンドブック 人事課 平成　５

4858 手当認定事務ハンドブック 人事課 平成　６

4859 行政改革大綱　 人事課 平成　７

4860 地方自治法施行５０周年記念　地方分権推進セミナー報告書 人事課 平成１０

4861 和歌山県地方分権推進シンポジウム　２１世紀の故郷づくりを目指して 人事課 平成１０
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4862 和歌山県行政改革大綱「ゆとりと充実　輝く和歌山新時代」を目指して 人事課 平成１１

4863 和歌山県行政組織等検討懇話会　－中間とりまとめ－ 人事課 平成１３

4864 給与関係事務ハンドブック 人事課 平成２０

4865 仕事と子育ての両立支援ハンドブック～仕事と子育ての両立のために～ 人事課 平成２０

4866 和歌山県　地方分権推進シンポジウム報告書 人事課 ………

4867 規則・規程集 地方職員共済組合県支部 昭和５１

4868 和歌山県職員安全衛生管理規程 職員課 昭和５４

4869 福利厚生事務手続マニュアル（諸様式記載例） 人事課職員厚生室 平成１３

4870 財政運営プログラム　平成１１年、平成１２年 財政課

4871 県税のあらまし　平成１２～１５年、１９年、２０年 税務課

4872 和歌山県税務統計書　平成１３年度～平成１８年度 税務課

4873 税務事務概要 税務課 平成　４

4874 地方税わかやま 和歌山県税務協議会 平成１１

4875 紀の国森づくり税のあらまし 税務課 平成１８

4876 市町村財政の概況　昭和３１年度、昭和３３年度～平成１１年度 市町村課

4877 市町村決算の概況　平成１２年度～平成１８年度 市町村課

4878 市町村税政の概況　平成２年度、平成３年度、平成９年度版（別冊含む） 市町村課

4879 主要公共施設の状況　昭和６３年度～平成１２年度（平成４、７年度欠） 市町村課

4880 同和対策事業財源便覧　昭和６０年、平成元、３、５、１１～１３年 市町村課

4881 地方公務員制度の概要　平成８年度～平成１１年度　 市町村課

4882 和歌山県市町村データブック　平成５、７、９～１２、１８～２０年 市町村課編集

4883 研修概要　平成４年度、平成５年度 市町村職員研修協議会

4884 全県市町村長会議資料　平成２年、平成４年、平成５年 地方課

4885 町村の要望に対する県の措置状況　平成２年、平成４年、平成５年 地方課

4886 普通交付税（市町村分）調査表記載要領　平成４年度、平成５年度 地方課

4887 普通交付税算出資料（市町村分）　平成４年度、平成５年度 地方課

4888 町村合併促進関係資料　 地方課 昭和２９

4889 御坊・田辺広域圏テレトピア　基本計画　昭和５９年９月
市町村課　御坊周辺広域市町
村圏組合　田辺周辺広域市町
村圏組合

昭和５９

4890 市町村財政健全化緊急措置要綱 地方課 昭和６１

4891 市町村決算カード　昭和６０年度 地方課 昭和６２

4892 近畿ブロックふるさとづくりシンポジウム　ふるさと’９０S　市町村の活

性化策を探る
地方課 平成　２

4893 地方交付税検査要領（市町村分）　 地方課 平成　３

4894 地方債実務必携 地方課 平成　３

4895 きのくにわがまち 地方課 平成　４

4896 魁　SAKIGAKE  春号１９９２．MAR. 地方課 平成　４

4897 市町村振興資金貸付規則　市町村振興資金貸付運用方針 地方課 平成　４

4898 魅力ある和歌山の地域づくり情報誌　ふれあい紀の国　夏号 地方課 平成　５

4899 和歌山県地方分権推進シンポジウム報告書
市町村課　和歌山県市長会　
和歌山県町村会

平成　８

4900 和歌山県市町村公共施設ガイドブック　
市町村課・（財）和歌山県市
町村振興協会

平成１０

4901 広域行政等に関する県民意識調査　報告書（別冊、概要版含む）
和歌山県市町村行政調査研究
会

平成１０

4902 和歌山県内５０市町村ガイド　Ｕ＆Ｉ　ＴＵＲＮ読本　わくわくわかやま

わがまち
市町村課・（財）和歌山県市
町村振興協会

平成１２

4903 あなたのまちの未来のために　市町村合併について考えてみませんか 市町村課合併推進室 ………

4904 市町村合併について考えてみませんか 市町村課合併推進室 平成１８

4905 平成１９年度版　市町村税政の概況（別冊含む） 市町村課 平成２０

4906 地域活性化基本戦略調査 地方課 ………

4907 財産に関する調書　平成６年度～平成１９年度（平成７、１６年度欠） 管財課

4908 行幸啓関係車輌班計画書 管財課 昭和３７

4909 和歌山県地域防災計画（基本編） 和歌山県防災会議 昭和５４
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4910 和歌山県石油コンビナート等防災計画　平成元～３、５、１０～１４、

１６～１８年　各年度修正
和歌山県石油コンビナート等
防災本部（消防防災課内）

4911 和歌山県地域防災計画　基本計画編　平成元、２、５、８～１４、１７年

度　各年度修正　
和歌山県防災会議

4912 和歌山県地域防災計画　資料編　昭和５６年度、平成２、３、５、８～

１３、１７年度　各年度修正
和歌山県防災会議

4913 和歌山県地域防災計画　昭和５８、６２、６３年　各年度修正 和歌山県防災会議

4914 和歌山県地域防災計画　震災対策計画編　平成２、５、８～１４、１７年

度　各年度修正
和歌山県防災会議

4915 消防防災年報　昭和５８、５９、６２、６３年度、平成３、４、７～１０、

１５～１８年度
消防防災課

4916 和歌山県消防設備保守協会会員名簿 和歌山県消防設備保守協会 昭和６２

4917 会報　第１６号 和歌山県消防設備保守協会 平成　４

4918 南海道地震から５０年 消防防災課 平成　８

4919 平成１０年度　地震関係基礎調査交付金　中央構造線断層帯（和泉山脈南

縁－金剛山地東縁）に関する調査　概要報告書
和歌山県 平成１１

4920 和歌山県防災センター和歌山県総合防災情報システム 総合防災課 平成１９

4921 和歌山県地震防災対策アクションプログラム　改訂版　 総合防災課 平成１９

4922 かけがえのない命をまもるために　東南海・南海地震に備えよう 総合防災課 平成１９

4923 和歌山県立医科大学の統合移転用地選定に関する答申
和歌山県立医科大学統合移転
用地選定委員会

昭和６３

4924 和歌山県立医科大学移転整備基本計画 医科大学整備課 平成　４

4925 Ｎｕｒｓｉｎｇ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｗａｋａｙａｍａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
医科大学整備課・看護短期大
学開設準備室

平成　７

4926 和歌山県国民保護計画（資料編含む） 危機管理室 平成１８

4927 和歌山県公共調達検討委員会報告書　平成１９年５月１０日 行政経営改革室 平成１９

4928 和歌山県公共調達検討委員会報告書の概要 行政経営改革室 平成１９

4929「新行財政改革推進プラン」（素案）・概要版・参考資料 行政経営改革室 平成２０

4930 職員倫理規則に関する事例集 監察査察室 平成２０

4931 不当要求行為対応マニュアル 監察査察室 平成２０

4932 和歌山県工事検査基準　 総合検査室 昭和６０

4933 わかやま学研究成果報告書　平成８年度、平成９年度 企画総務課

4934 政府予算等に関する重点要望書　昭和６１年度～昭和６３年度 企画室

4935 政府予算等に関する要望書　昭和５０、５４、６１～平成８年 企画室

4936 政府予算等に関する重点事項説明書　平成９年度～平成１３年度 企画総務課

4937 国の施策並びに予算に関する提案　平成１５年度、平成１８年度 企画総務課

4938 国の施策及び予算に関する提案・要望　平成１９年度～平成２１年度　 企画総務課

4939 図表で見る県勢　昭和５８年～平成１８年（平成４年、７年欠） 企画室

4940 企画部事務必携　平成３年度、平成４年度 企画室

4941「黒潮和歌山２１計画」調査１、２　和歌山県における海洋科学技術研究施

設に関する基礎調査報告書　昭和５７年、昭和５８年
企画室（社）海洋産業研究会

4942 和歌山県北部臨海工業地帯整備計画 企画室 昭和３５

4943 長期総合計画 企画室 昭和３９

4944 紀南地域（新宮周辺）総合計画 企画室 昭和４１

4945 紀南地域総合計画現況編（未定稿） 企画室 昭和４１

4946 第２次長期総合計画　 企画室 昭和４４

4947 地方中核都市の整備に関する調査報告書（資料編） 企画室 昭和４４

4948 第２次長期総合計画事業実施計画 企画室 昭和４４

4949 第２次長期総合計画の動向　 企画室 昭和４８

4950 地方都市整備構想策定等調査報告書（地方都市開発整備構想等調査） 企画室 昭和５０

4951 和歌山県における人口・工業出荷額の将来予測（試案） 企画室 昭和５０

4952 和歌山県長期総合福祉構想　 企画室 昭和５２

4953 学園都市・地区基本計画策定に関する調査報告書（和泉かつらぎ地域） 企画室 昭和５４

4954 社会・経済に及ぼす影響に関する調査報告書 企画室 昭和５４

4955 目でみる県勢 企画室 昭和５４
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4956 社会経済的影響シミュレーション調査 企画室 昭和５５

4957 定住構想推進調査費　モデル定住圏の推進支援調査報告書（新宮モデル定

住圏における総合レクリエーション施設整備に関する調査）
企画室 昭和５６

4958 和歌山県の将来展望に関するアンケート調査結果報告書 企画室 昭和５７

4959 高齢化社会問題調査報告書 企画室 昭和５８

4960 定住圏形成調査報告書　 企画室 昭和５９

4961 昭和５８年度　加太地域整備基本計画（概要版） 企画室 昭和５９

4962 南麓地域整備基本計画調査報告書 企画室　岩出町 昭和５９

4963 和歌山県長期総合計画審議会資料 企画室 昭和６０

4964 和歌山県長期総合計画中間報告　 企画室 昭和６０

4965 和歌山県長期総合計画　新世紀の国２１　縮刷版 企画室 昭和６１

4966 新宮モデル定住圏中心市街地活性化調査及び総合都市交通計画調査報告書 企画室・新宮市 昭和６１

4967 新世紀の国２１　和歌山県長期総合計画のあらまし 企画室 昭和６１

4968 和歌山県水道整備基本構想　 企画室 昭和６１

4969 ルネ熊野・Ｃ．Ｃ．Ｃ． 企画室 昭和６１

4970 紀伊地域振興計画（案） 企画室 昭和６１

4971 紀伊半島振興シンポジウム 企画室 昭和６１

4972 鯨の生態及び行動に関するヒアリング報告書　－内浦湾への関心の一環と

して－
企画室 昭和６１

4973 高齢化社会対応実情調査資料 企画室 昭和６１

4974 和歌山県海域利用構想基礎調査報告書－紀南黒潮ﾘｿﾞｰﾄｴﾘｱ形成をめざして 企画室（社）海洋産業研究会 昭和６１

4975 和歌山県海域利用構想基礎調査報告書（２） 企画室（社）海洋産業研究会 昭和６２

4976 リフレッシュ和歌山調査　県民意識アンケート調査報告書、オピニオンリー

ダーヒアリング調査報告書、会場適地調査報告書
企画室 昭和６２

4977 和歌山県におけるバイオテクノロジー　基礎研究機関のあり方に関する研

究　昭和６２年３月
企画室 昭和６２

4978 南麓サイエンスパーク計画　和歌山地方生活圏の活性化を求めて 企画室 昭和６２

4979 和歌山県長期総合計画　新世紀の国２１　中期実施計画　６３－６５ 企画室 昭和６３

4980 地域づくりハンドブック 企画室 平成　２

4981 和歌山県ヘリコプター輸送システム導入調査報告書 企画室 平成　２

4982 和歌山県長期総合計画　新世紀の国２１　第２次中期実施計画　平成３－

５（概要版含む）
企画室 平成　３

4983 加太開発事業１号調節池（多目的）実施設計打合せ資料　（株）日建設計 企画総務課 平成　３

4984「アークタウン基本構想」に係る研究調査報告書 企画室 平成　４

4985 メガインフラ国際会議イン和歌山’９１　「関西国際空港のインパクト－世

界との交流を目指して」報告書
メガインフラ国際会議イン和
歌山’９１実行委員会

平成　４

4986 和歌山県長期総合計画　新世紀の国２１　中期実施計画進行管理報告（昭

和６３年度－平成２年度）
企画室 平成　４

4987 和歌山県長期総合計画　第２次中期実施計画進行管理報告（平成３年度～

平成５年度）
企画室

4988 新世紀の国２１　和歌山県長期総合計画　第３次中期実施計画進行管理報

告（平成６年度～平成８年度）
企画室

4989 国際産業開発会議　’９２和歌山　地域産業と国際化　報告書
国際産業開発会議’９２和歌
山実行委員会（企画室内）　

平成　５

4990 新世紀の国２１　和歌山県長期総合計画 企画室 平成　６

4991 新世紀の国２１　和歌山県長期総合計画　第３次中期実施計画６- ８　和歌

山県の主要プロジェクト
企画室 平成　６

4992 和歌山県長期総合計画　新世紀の国２１　第３次中期実施計画平成６- ８ 企画室 平成　６

4993 和歌山県２１世紀ビジョン　喜びと集いの和歌山 企画室 平成　７

4994 政府予算編成等に関する重点事項説明書　平成９年度 企画総務課 平成　８

4995 旧南紀白浜空港跡地利用計画策定調査報告書 企画室 平成　９

4996 政府予算等に関する主要事項説明書　平成１０年度 企画総務課 平成　９

4997 和歌山県長期総合計画　中間報告 企画総務課 平成　９

4998 和歌山県長期総合計画　わかやま２１世紀計画　～地球時代の故郷づくり

～　ゆとりと充実をめざして　（普及版含む）　
企画総務課 平成１０

－ 101 －



通番 図書･資料名 著編者 刊行年

4999 和歌山県長期総合計画  わかやま２１世紀計画　概要版 企画総務課 平成１０

5000 和歌山県長期総合計画　わかやま２１世紀計画　第１次中期実施計画（平

成１１年度～平成１３年度）《和歌山県の主要プロジェクト・圏域計画》
企画総務課 平成１１

5001 航空工学系大学基本計画検討委員会検討結果報告書
航空工学系大学基本計画検討
委員会（企画総務課内）

平成１１

5002 ２００３　和歌山工科大学整備プロジェクト 企画総務課工科系大学整備室 平成１２

5003「わかやま学２１」地域連携推進事業研究成果報告書　平成１０年度 企画総務課 平成１２

5004 和歌山工科大学（仮称）整備基本計画－旧南紀白浜空港跡地利用計画案－ 企画総務課 平成１２

5005 紀淡海峡交流圏の形成　紀淡海峡ルートの早期実現に向けて 企画総務課 平成１３

5006「新生わかやま共同研究支援事業」研究成果報告書　平成１３年度 企画総務課 平成１４

5007 和歌山県長期総合計画　未来に羽ばたく元気な和歌山（概要版含む） 企画総務課 平成２０

5008 和歌山県長期総合計画（案）　 企画総務課 平成２０

5009 由良港と工場用地 企画室 ………

5010 和歌山県長期総合計画答申（案） 和歌山県長期総合計画審議会 ………

5011 和歌山県長期総合計画概要図 企画室 ………

5012 きのくに健康テクノタウン＜御坊田園テクノタウン＞
御坊田園テクノタウン建設促
進協議会

………

5013 わかやま物価とくらし Ｎｏ．１５７～２４３ 平成３～１７年 ( 欠号あり ) 県民生活課

5014 きのくに生活情報誌 くらしのとびら ２００５年～２００９年 ( 欠号あり ) 県民生活課

5015 ふるさとマップコンクール作品集　第１～７回　平成１０年～平成１６年 県民生活課

5016 くらしの豆知識　１９８０年版、１９８９年版、１９９２年版 県民生活室

5017 わかやまくらしのモニターの手引き　平成１３年、平成１４年 県民生活課

5018 感動わかやま２１　Ｖｏｌ．１～９、１６　平成９年～平成１４年 県民生活課

5019 県民相談　平成元年～平成９年度（平成５、７年度欠） 県民生活室

5020 交通事故相談の概要　平成元年～平成２０年　 交通事故相談所

5021 消費者・物価行政の概要　昭和６１年、平成３～１４年度（１１年度欠） 県民生活課

5022 省資源・省エネルギーカレンダー　平成１２年、平成１４年 県民生活課

5023 生活関連物資（農林水産省所管）の価格等調査結果表　昭和６２年度～平

成５年度
県民生活室

5024 農林水産省物価安定対策事業　生活関連物資価格調査結果表　平成１１年

度、平成１２年度
県民生活課

5025 物価安定対策事業（通商産業省）調査結果表　平成２年度～平成５年度 県民生活室

5026 物価安定対策事業生活関連物資の価格調査結果表　平成６、７、９年度 県民生活課

5027 和歌山県交通安全実施計画　平成６年度～平成２０年度（平成１０、１１、

１５、１７年度欠）
和歌山県交通安全対策会議
（県民生活課内）

5028 和歌山県生活関連物資販売情報調査集計結果表　平成元、４、６、８～

１０年度
県民生活室

5029 きのくに生活情報誌　くらしのとびら　２００５年～２００９年 県民生活課

5030 くらしに関わる商品の価格動向　生活関連物資価格調査結果表　平成１３

年度～平成１６年度　
県民生活課

5031 県民相談年報　平成１０年度～平成１９年度（平成１７年度欠） 県民生活課

5032 消費者行政の概要　平成１８年度～平成２０年度 県民生活課

5033 和歌山県交通安全計画　第５次（平成３年度～平成７年度）　第７次（平成

１３年度～平成１７年度）　第８次（平成１８年度～平成２２年度）
和歌山県交通安全対策会議
（県民生活課内）

5034 和歌山県消費生活条例　平成１８年１月１日施行 県民生活課 昭和１８

5035 和歌山県における消費流通環境の現状と課題（生鮮魚類の小売市場調査） 県民生活室 昭和５４

5036 物価行政の概要 県民生活室 昭和６３

5037「リサイクル・資源回収事業所」調べ 和歌山県生活学校連絡協議会 平成　３

5038 環境問題に関する調査集計－ゴミのリサイクルと生活排水の浄化－ 和歌山県生活学校連絡協議会 平成　３

5039 消費生活モニターの手引 県民生活室 平成　４

5040 学校における消費者教育・物価教育の支援方策等検討のためのアンケート

調査結果報告書
県民生活室 平成　５

5041 くらしの情報 県民生活課 平成　９

5042 経済産業省物価安定対策事業　生活関連物資価格調査結果表 県民生活課 平成１２

5043 みんなでなくそう過大景品・不当表示 県民生活課 平成１３
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5044 わかやまワクワク探検隊 感動わかやま２１県民会議 平成１３

5045 和歌山県交通安全県民運動推進要綱 県民生活課 平成１３

5046 あま～い誘いにご用心！　 県民生活課 平成１４

5047 夏の交通事故防止県民運動　和歌山県実施要綱 県民生活課 平成１４

5048 秋の全国交通安全運動 県民生活課 平成１４

5049 消費生活コンサルタントの手引き 県民生活室 ………

5050 御坊田園テクノタウン基本構想　－きのくに健康テクノタウン－　昭和

５７年、昭和５８年
地域振興課

5051 地価調査位置図　平成３～９、１４～１６年改訂版　 和歌山県

5052 和歌山県離島振興計画　平成５年度～平成１４年度 地域振興課

5053 紀伊地域半島振興計画　昭和６１年度～平成７年度 三重県　奈良県　和歌山県

5054 和歌山県の地籍調査　平成１４年度～平成２０年度 地域振興課

5055 紀伊地域半島振興計画（和歌山県地域）昭和６１年度～平成７年度 地域振興課

5056 和歌山県地価調査基準地価格要覧　平成１４年度～平成１９年度 地域振興課

5057 国土利用計画和歌山県計画 地域振興課 昭和５２

5058 御坊田園テクノタウン開発構想（概要編） 地域振興課 昭和５８

5059 和歌山県地域エネルギー開発利用事業化可能性調査報告書 地域振興課 昭和５８

5060 御坊田園テクノタウン開発整備調査報告書 地域振興課 昭和５９

5061“燦”黒潮リゾート構想調査報告書　 地域振興課 昭和６３

5062 総合保養地域の整備に関する基本構想　－”燦”黒潮リゾート構想－ 地域振興課 平成　２

5063 国土庁委託調査半島振興プロジェクトモデル調査報告書　平成２年度 地域振興課 平成　３

5064“燦”黒潮リゾートフォーラム’９２　地域に根ざしたリゾート整備 地域振興課 平成　４

5065 リゾート関連産業参画モデル調査報告書 地域振興課 平成　４

5066 黒潮と遊ぶリゾートをめざして　”燦”黒潮リゾート構想 地域振興課 平成　４

5067 熊野地域活性化計画基礎調査　調査報告書　平成４年度 地域振興課 平成　５

5068 熊野地域活性化計画策定調査（その２）報告書 地域振興課 平成　７

5069 熊野地域体験プログラム実施調査報告書 地域振興課 平成　８

5070 紀伊半島広域連携プロジェクト検討事業報告書（概要版含む） 地域振興課 平成　９

5071 半島振興ハンドブック 地域振興課 平成　９

5072 わかやまの土地　平成１４年度版 地域振興課 平成１５

5073 世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道 地域振興課 平成１８

5074 ネットワークわかやま　第１５号　 地域振興課 平成２０

5075 地域づくり支援制度ハンドブック 地域振興課 ………

5076 和歌山県橋本地方拠点都市地域整備アクションプログラム 地域振興課 他 ………

5077 和歌山県公共交通機関等資料集　平成８～１２、１５、１８、１９年度 総合交通政策課

5078 平成元年版  交通安全推進便覧 生活交通課 平成　１

5079 和歌山県総合交通資料集 交通政策課 平成　３

5080 テクノスーパーライナーシンポジウムによる物流革新と和歌山県　“物流革

新と地域活性化”
交通政策課 平成　４

5081 設立総会議案書　 紀淡海峡交流会議 平成　４

5082 陳情書　第二国土軸構想の推進について 第二国土軸構想推進協議会 平成　４

5083 要望書　紀淡海峡をとりまく地域の交通体系の整備について 紀淡海峡交流会議 平成　４

5084 和歌山県交通安全実施計画 和歌山県交通安全対策会議 平成　４

5085 第二国土軸構想策定基礎調査近畿ブロック報告会　多軸型国土と第二国土

軸　～新たな国土軸の形成と近畿圏の将来～
第二国土軸構想推進協議会近
畿ブロック（交通政策課内）

平成　５

5086 テクノスーパーライナー講演会講演録 総合交通政策課 平成　６

5087 多軸型国土と太平洋新国土軸～２１世紀型国土軸の形成と近畿圏の将来～
太平洋新国土軸構想推進協議
会近畿ブロック

平成　７

5088 バス　ネットワーク図（北部・南部） 総合交通政策課 平成１０

5089 紀淡海峡交流圏の形成　紀淡海峡ルートの早期実現に向けて 紀淡海峡交流会議 平成１１

5090 ＴＳＬ　TECHNO SUPER LINER ２１世紀の海上輸送革命 総合交通政策課 平成１２

5091 紀勢本線活性化フォーラム　紀勢本線の高速化と活性化を目指して 総合交通政策課 平成１２

5092 紀淡海峡道路　早期実現をめざして 総合交通政策課・道路建設課 平成１２

5093 紀淡海峡交流フォーラム　紀淡海峡ルートが拓く西日本の将来　－海峡交

流圏の形成にむけて－
紀淡海峡交流会議（交通政策
課内）

………
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5094 ＪＲ和歌山線利用促進計画 総合交通政策課 平成１３

5095 要望書　紀淡海峡道路の早期実現について 交通政策課 ………

5096 和歌山県公共交通機関ネットワーク図 総合交通政策課 ………

5097 関西国際空港関係資料　昭和５７、６０，６１年、平成元、８年、１２年 関西国際空港対策室

5098 関西国際空港関連記事　昭和４９年７月～昭和６３年８月　平成元年１月

～平成６年６月
関西国際空港対策室

5099 関西国際空港開設に伴う、和歌山県における、水産物流通への影響とその

課題に関する調査研究
関西国際空港対策室 昭和６０

5100 関西国際空港関連かつらぎ山系西部開発整備計画調査報告書 関西国際空港対策室 昭和６０

5101 加太開発計画－コスモパーク加太構想－ 加太地域開発推進協議会 昭和６０

5102 関西国際空港周辺関連地図 空港対策室 昭和６１

5103 関西国際空港関連プロジェクト　コスモパーク加太
空港対策室　和歌山県土地開
発公社　和歌山市空港対策室

昭和６２

5104 関西国際空港を活かした和歌山県活性化に向けて　－関西国際空港関連活

性化プログラム－
関西国際空港関連活性化プロ
グラム策定検討委員会

平成　８

5105 テイクオフ和歌山 関西国際空港対策室 ………

5106 関西国際空港　地域整備計画　〔７プロジェクト・３軸計画の推進〕 関西国際空港対策室 ………

5107 関西国際空港地域整備計画〔概案〕 空港対策室 ………

5108 地価調査　平成元年、平成３年　 土地対策課

5109 土地利用動向調査　昭和５７、６０、６２年、平成元年度～平成１０年度 水・土地政策課

5110 和歌山県の地籍調査　平成８年度～平成１１年度 水・土地政策課

5111 和歌山県国土調査事業補助金等交付要綱関係集　平成４、５、７、１２年 水・土地政策課

5112 和歌山県地価調査基準地価格要覧　平成５～７、１０～１３年 土地対策課

5113 改訂版　地価調査位置図　平成１０年～平成１３年 水・土地政策課

5114 和歌山県土地利用規制現況図　 土地対策課 昭和４９

5115 和歌山県土地利用基本計画図 土地対策課 昭和５０

5116 有田周辺地域　土地分類基本調査　海南　　５万分の１国土調査　 土地対策課 昭和５１

5117 御坊周辺地域　土地分類基本調査　御坊 土地対策課 昭和５３

5118 田辺周辺地域　土地分類基本調査　田辺・印南 土地対策課 昭和５４

5119 橋本周辺地域　土地分類基本調査　高野山・五条 水土地対策課 昭和５５

5120 新宮周辺地域　土地分類基本調査　新宮・阿田和 土地利用対策課 昭和５５

5121 和歌山周辺地域　土地分類基本調査　和歌山 土地対策課 昭和５６

5122 那智勝浦・串本周辺地域　土地分類基本調査　那智勝浦・串本 土地対策課 昭和５７

5123 和歌山県の土地概要 土地対策課 昭和５８

5124 すさみ・日置川周辺地域　土地分類基本調査　江住・田並・周参見 土地対策課 昭和６０

5125 野上・金屋周辺地域　土地分類基本調査　動木・伯母子岳 土地対策課 昭和６２

5126 日高川・切目川周辺地域　土地分類基本調査　川原河 土地対策課 昭和６３

5127 富田川・日置川周辺地域　土地分類基本調査　栗栖川 土地対策課 平成　１

5128 龍神・本宮・北山周辺地域　土地分類基本調査　龍神・十津川・木本・釈迦ヶ

岳・尾鷲
土地対策課 平成　１

5129 地価調査要覧　 土地対策課 平成　３

5130 地籍調査事業概要　 土地対策課 平成　４

5131 ＣＨＩＳＥＫＩ　和歌山県地籍調査の概要 土地対策課 平成　５

5132 土地取引の届出面積が変わります 土地対策課 平成　６

5133 和歌山県土地利用基本計画図　（県内全域５枚） 地域振興課 昭和６２

5134 和歌山県土地利用基本計画（計画書、計画図、（参考）総括図） 土地対策課 平成　６

5135 国土利用計画和歌山県計画　－第３次－ 水・土地政策課 平成１０

5136 国土利用計画和歌山県計画（第三次）　計画書・資料集 水・土地政策課 平成１１

5137 粉河周辺開発地域　土地分類基本調査　粉河 土地対策課 ………

5138 和歌山県統計年鑑　昭和２９、３０、３９年～平成２０年　 統計課

5139 和歌山県の工業（工業統計調査結果報告書）昭和４１～５２年、昭和５８

～平成９年、平成１６～１９年（昭和４６、５１年、平成５年欠号）
統計課

5140 工業統計調査結果速報　平成９年、平成１０年 統計課

5141 統計ニュース　Ｎｏ．１～Ｎｏ．２６８　１９８１年～２００９年 統計課

5142 毎月勤労統計調査結果の概要（和歌山県）平成１７年、平成１８年 統計課
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5143 １００の指標からみた和歌山　昭和６３年～平成１８年 統計課

5144 わたくしたちの和歌山　１９８１、１９８３　 統計課

5145 学校基本調査の概要　昭和６２年度～平成２０年度（平成５、６、１３、

１６年度欠）
統計課

5146 県民経済計算年報　平成３年度～平成１７年度　　 統計課

5147 県民所得　昭和４２～５７、５９年度 統計課

5148 国勢調査　和歌山県　昭和４０、５０年、平成１２年　（流動人口調査結果

概要、和歌山県の人口）
統計課

5149 最近の和歌山縣　昭和６、１０～１２、１５、１６年版 統計課

5150 指定統計 第７号 毎月勤労統計調査　地方調査　平成１４年１､２月速報 統計課

5151 第５～８次漁業センサス調査結果概要　昭和５０､５５､５９年 ､平成２年 統計課

5152 統計からみた農業　昭和２５年～昭和５５年 統計課

5153 統計ニュース　Ｎｏ．１～Ｎｏ．２６８　昭和５６年～平成２１年 統計課

5154 統計業務の概要　昭和４８、５９年度～平成５年度 統計課

5155 統計和歌山’６６～’７４、’７７、’７８、’８３～’８９　 統計課

5156 毎月勤労統計調査　平成４年４月～平成２０年１２月（欠号あり） 統計課

5157 毎月勤労統計調査総合報告書地方集計結果　昭和４４年版～昭和４７年版 統計課

5158 毎月勤労統計調査総合報告書－賃金・労働時間・雇用－　昭和４８年版～

昭和５４年版　
統計課

5159 毎月勤労統計調査速報　平成元～３、１４、１６～２１年 統計課

5160 和歌山県の商業（一般飲食店）　商業統計調査結果報告書　平成元、４年 統計課

5161 和歌山県の商業（商業統計調査結果報告書）昭和４５、６０、６１、６３年、

平成３、６、９、１６、１９年
統計課

5162 和歌山県の農林業　２０００年世界農林業センサス結果報告書 統計課

5163 和歌山県鉱工業生産指数　昭和５２、５７年～平成１３年 統計課

5164 和歌山県消費者物価指数年報　昭和５２～６３年、平成３～５、１１、

１２、１６、１９、２０年
統計課

5165 和歌山県勢要覧　昭和２７、２８、３７、３８年 統計課

5166 和歌山県民経済計算　昭和６１年度～平成２年度 統計課

5167 和歌山県民所得　昭和５８年度、昭和６０年度 統計課

5168 指標からみた和歌山県経済報告年報　平成１５年、平成１８年 統計課

5169 農林業センサス結果概要　－農林業経営体調査－　昭和５０年、６０年、

平成７年、１７年
統計課

5170 毎月勤労統計調査総合報告書　昭和６３年、平成元、３、１０～１９年 統計課

5171 和歌山県のすがた　昭和４２～５４、６３年～平成１７、１９年 統計課

5172 和歌山県産業連関表　昭和５０、５５、６０年、平成２、７、１２年　 統計課

5173 和歌山県市町村民経済計算推計報告書　平成１２年度～平成１７年度　 統計課

5174 和歌山縣勢一班　大正三年 統計課 大正　４

5175 和歌山縣勢図解 統計課 昭和　３

5176 和歌山縣特殊産業展望 統計課 昭和　９

5177 和歌山縣勢要覧 統計課 昭和２５

5178 県勢要覧 統計課 昭和４１

5179 和歌山県県民所得 統計課 昭和４１

5180 和歌山県のあゆみ　－グラフで見る－ 統計課 昭和４２

5181 各種統計からみた  県勢の歩み 統計課 昭和４４

5182 県勢のあゆみ　－付、市町村別統計－　 統計課 昭和４９

5183 学校卒業者の動向　昭和５１年５月１日現在　学校基本調査結果 統計課 昭和５２

5184 統計からみた和歌山県 統計課 昭和５４

5185 毎月勤労統計調査地方調査速報 統計課 昭和６３

5186 和歌山市消費者物価指数　 統計課 平成　５

5187 和歌山県のすがた　－数字でみる和歌山－ 統計課 平成　６

5188 統計からみた和歌山県の魅力 統計課 平成１７

5189 和歌山県経済の現況 統計課 平成１９

5190 指標からみた和歌山県のすがた 統計課 平成２０

5191 業務概要　昭和６３年～平成３、５、６、９、１０、１２年 情報システム課
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5192 和歌山県地域情報化推進計画　平成４年、平成１０年 情報システム課

5193 和歌山県行政事務用パソコン操作手引書　平成１０年、平成１１年 情報システム課

5194 電子計算組織の事務概要 情報システム課 昭和６１

5195「待ったなしだよ、情報化」パート２ 情報システム課 平成　１

5196 パソコン／ワープロ通信Ｗａｖｅ　Ｎｅｔ　ｗｉｔｈ黒潮ネットワーク 情報システム課 平成　４

5197 パソコン通信Ｗａｖｅ－Ｎｅｔマニュアル　Ｖｅｒ．１．３ 情報システム課 平成　４

5198 ＯＡだより　第２１号、第２５号 情報システム課 平成　７

5199 コスモパーク加太土地利用計画策定調査報告書 コスモパーク加太推進室 平成１０

5200 コスモパーク加太土地利用計画　概要版 加太地域開発整備推進協議会 平成１１

5201 リーディング・プロジェクト　「健康ふれ愛和歌山計画」推進計画書 複合施設整備室 平成　４

5202 和歌山県多目的ホール（仮称）基本設計概要書 複合施設整備室 平成　５

5203 ２１世紀へ向けて“紀の国”和歌山から発信－　日本最大級の多目的ホー

ル誕生。　平成９年　夏
複合施設整備室 平成　８

5204 電子メールについてのマナー 情報政策課 平成１９

5205 和歌山県情報システム全体最適化計画 情報政策課 平成１９

5206 平成１７年度～平成１９年度「人権施策の実施状況」 人権施策推進課

5207 県民の人権意識　みんなで考えようよ　平成１５年人権に関する県民意識

調査結果の概要
人権施策推進課 平成１６

5208 和歌山県人権に関する県民意識調査報告書 人権施策推進課 平成１６

5209 和歌山県人権施策基本方針（概要版含む）　 人権施策推進課 平成１６

5210 平成１８年度　和歌山県人権施策基本方針関係事業分野別施策一覧 人権施策推進課 平成２０

5211 広域行政に関する資料　昭和４０年、昭和４２年 企画部

5212 土地利用動向調査　平成６年度、平成１２年度～平成１５年度 企画部

5213 和歌山県社会経済構造の展望についての一試案 企画部 昭和４９

5214 国際社会への対応に関する調査報告書　 企画部 昭和６１

5215 医療廃棄物適正処理の手引【感染性廃棄物を適正処理するために】 廃棄物対策室 平成　３

5216 おもいでのみち　＝自然愛護テクコロジー開催記録＝ 自然保護課 ………

5217 昭和６０年度水質マスタープラン水質環境容量解析調査 公害対策室 昭和６１

5218 川の水と生き物 公害対策室 昭和６１

5219 市町村ボランティア連絡協議会状況調査報告書　平成３年２月、１２月
県社会福祉協議会　県ボラン
ティア連絡協議会

平成３　

5220 和歌山県福祉保健研修人材センター事業実施報告書 和歌山県社会福祉協議会 平成１１

5221 福祉保健業務の概要　平成１０年度、平成１１年度 福祉保健総務課

5222 福祉保健部の概要　平成８、１０～１４、１６年度 福祉保健総務課

5223 福祉保健施設一覧　平成１２年度～平成２０年度（平成１５年度欠） 福祉保健総務課

5224 和歌山県地域福祉推進計画　～「支え合いのふるさとづくり」に向けて～ 福祉保健総務課 平成１７

5225 人権啓発読本　１、４　 福祉保健総務課 ………

5226 ＮＰＯとの協働推進ガイドライン　平成１６年、平成１８年 ＮＰＯ協働推進課

5227 ＮＰＯ・ボランティアガイドブック　平成１３、１５、１６、１９年 ＮＰＯ協働推進課

5228 特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き　平成１７年～平成

２０年
ＮＰＯ協働推進課・和歌山Ｎ
ＰＯサポートセンター

5229 和歌山県環境・保健センター（仮称）整備調査　－要約版－ 自然環境課 平成　８

5230 和歌山県環境基本条例のあらまし 自然環境課 平成１０

5231 和歌山地域公害防止計画 自然環境課 平成１０

5232 和歌山県環境公害関係条例・規則集 自然環境課 平成１１

5233 高濃度ダイオキシンに克つ　「橋本市産廃問題」解決のプロセス 環境生活部 平成１６

5234 環境　今、私たちができること （財）和歌山環境保全公社 ………

5235 暮らしと環境　環境にやさしい暮らしの工夫　平成３年～平成５年 環境調整課

5236 和歌山県の公害　昭和４８、５１～５３、５７、５８年度年次報告 環境調整課

5237 和歌山地域公害防止計画　昭和５１年、平成３年、５年 環境調整課

5238（昭和５９年度環境庁委託業務報告書）御坊田辺地域環境利用ガイド　 環境調整課 昭和６０

5239 紀の川の水質と生物 環境調整課 昭和６０

5240 和歌山県環境公害関係条例・規則集 環境調整課 平成　３

5241 私たちの環境（指導者用ガイドブック含む） 環境調整課 平成　４

5242 和歌山アメニティガイドブック 環境調整課 平成　４
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5243 循環型社会システム推進調査報告書　和歌山県におけるリサイクルの現状

と課題
環境調整課 平成　５

5244 和歌山県の環境　 環境調整課 平成　５

5245 紀の国の名水 環境調整課 ………

5246 好きです！きれいな水　家庭でできるちょっとした心くばり 環境調整課 ………

5247 和歌山県公害防止条例・規則集 環境調整課 ………

5248 和歌山県の環境　平成１０、１２～１４、１７、２０年版　環境白書要約 環境生活総務課

5249 わかやま環境大賞　募集のお知らせ　平成１９年～平成２１年 環境生活総務課

5250 環境白書　昭和６０～６２年版、平成元～２０年版 環境生活総務課

5251 和歌山県環境基本計画　平成１２年、平成１７年（概要版含む） 環境生活総務課

5252 環境生活部の概要 環境生活総務課 平成１２

5253 和歌山県地球温暖化防止実行計画　～地球温暖化防止に向けた率先行動～ 環境生活総務課 平成１２

5254 保全上重要なわかやまの自然　－和歌山県レッドデータブック－ 環境生活総務課 平成１３

5255 わかやま環境学習プログラム　中学校指導者用 環境生活総務課 平成１７

5256 地域整備における環境配慮の手引き（改訂版） 環境生活総務課 平成１８

5257 平成１９年度「わかやま環境学習プログラムモデルスクール事業」 環境生活総務課 平成２０

5258 和歌山地域公害防止計画　 環境生活総務課 平成２０

5259 ダイオキシン類常時監視結果報告書　平成１５、１６、１９年度 環境管理課

5260 公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成１３、１５～１７年度 環境管理課

5261 光化学オキシダント（スモッグ）緊急時対策関係規程集 環境管理課 平成１２

5262 ダイオキシン類Ｑ＆Ａ　身の周りからダイオキシン類を減らしましょう 環境管理課 平成１３

5263 ダイオキシン類とは？ 21 世紀の環境を守るためにわたしたちにできること 環境管理課 平成１３

5264 みんなで守ろう紀の国の水　生活排水を考える 環境管理課 平成１４

5265 和歌山県環境保全図 環境管理課 平成１９

5266 和歌山の親しめる水辺６６ 環境管理課 平成２０

5267 光化学オキシダント（スモッグ）にそなえて 環境管理課 ………

5268 ぱれっと　Ｎｏ．１～Ｎｏ．９　１９９４年～１９９６年（欠号あり） ぱれっと編集部

5269 わかやま女性１００人委員会　報告書（１～４期）、提言書（２、３期）　

平成９年～平成１２年
女性政策課

5270 女性施策の概要　平成９年～平成１１年度 女性政策課

5271 第１～５回 和歌山県海外派遣「女性のつばさ」報告書 平成８年～１２年 女性政策課

5272 ＴＯＭＯＲＲＯＷ　女と男の未来のために 女性政策課 平成　９

5273 わかやま　女性のデータブック 女性政策課 平成　９

5274 わかやま女性１００人委員会　中間報告書、専門部会提言書 女性政策課 平成　９

5275 Ｔａｌｋｉｎｇ　Ｍａｎ　「男たちへの応援歌」 女性政策課 平成１０

5276 こどもジェンダー探偵団 女性政策課 平成１２

5277 男女共生社会をめざして　平成１２年度 女性政策課 平成１２

5278 和歌山県男女共生社会づくりプラン　（ダイジェスト版含む） 女性政策課 平成１２

5279 ２１世紀の扉　－ Women's Wings-　～ここから始まるわたしたちの明日～ 女性政策課 平成１３

5280 こどもジェンダー探偵団実施報告書 女性政策課 平成１３

5281 ハイスクール版ホンネでトーク実施報告書（ジェンダーフリー推進事業） 女性政策課 平成１３

5282 生活文化部の概要　平成８年度～平成１１年度　 生活文化総務課

5283 非行から守ろう！！和歌山の青少年　～非行の芽　みんなでつもう　愛の

手で～　平成１７年～平成１９年
青少年課

5284 男女共同参画で描く新しいふるさと和歌山　平成１５年度版～平成１９年

度版　年次報告書
青少年・男女共同参画課

5285 平成１０年度青少年健全育成地域フォーラム　育てよう！２１世紀を担う

子どもたち
青少年課 平成１１

5286 ふれあう人と心の輪「つながリング」 青少年課 平成１８

5287 和歌山県男女共同参画推進条例　－平成１４年４月１日施行－ 男女共生社会推進課

5288 男女共同参画に関する県民意識調査　報告書　平成１５年、平成１９年 男女共生社会推進課

5289 男女共同参画に関する県民意識調査　和歌山県男女共同参画基本計画　概

要版　平成１５年、平成１９年
男女共生社会推進課

5290 和歌山県男女共同参画基本計画  平成１５年、平成１９年 男女共生社会推進課

5291 女性エンパワーメント２１海外派遣　研修報告書　平成１３年度 男女共生社会推進課 平成１４
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5292 男女共同参画フォーラムｉｎわかやま　～未来へのチャレンジ　高野山か

ら～　報告書　平成１６年度
男女共生社会推進課 平成１７

5293 和歌山県の一般廃棄物処理　平成１２、１３、１８年度実績 循環型社会推進課

5294 第５期和歌山県分別収集促進計画　平成１９年、平成２０年 循環型社会推進課

5295 和歌山県認定リサイクル製品　認定製品　平成１５、１６、２０年 循環型社会推進課

5296 和歌山県廃棄物処理計画　平成１５、１８～２２年度 循環型社会推進課

5297 内川の概況 内川浄化対策室 昭和４７

5298 第４次和歌山県産業廃棄物処理計画（平成１１年度～平成１５年度） 地域環境課 平成１１

5299 和歌山県ごみ処理広域化計画 地域環境課 平成１１

5300 ごみの本　みんなで考えよう 循環型社会推進課 平成１４

5301「循環型社会を目指して」～紀南地域の廃棄物を考える～ 循環型社会推進課 平成１５

5302 和歌山県リサイクル製品認定制度申請募集　第１、２回　平成１５年　　 循環型社会推進課 平成１５

5303 紀南地域廃棄物シンポジウム　報告書、パンフレット 循環型社会推進課 平成１６

5304 新エネルギー和歌山県自然エネルギー導入プラン 循環型社会推進課 平成１８

5305 第２次和歌山県廃棄物処理計画　使い捨てから資源循環へ 循環型社会推進課 平成１９

5306 和歌山県認定リサイクル製品 循環型社会推進課 平成２０

5307 わかやまの民生行政のあらまし　１９８２、１９８５、１９８８ 厚生援護課

5308 社会福祉施設一覧（付青少年関係施設）　昭和６０、６２年、平成元、３、５、

７年
厚生援護課

5309 社会福祉法人（施設経営法人）運営の手引 厚生援護課 ………

5310 生活保護法指定医療機関のしおり　平成元年、平成５年 厚生援護課

5311 民生部の概要　昭和６０年度～平成５年度 厚生援護課

5312 和歌山県の生活保護　平成２、３、５～７、１０～１９年度 福祉保健総務課

5313 生活保護法による指定医療機関名簿　 厚生援護課 昭和６１

5314 サマー・ボランティアスクール報告書　 厚生援護課 平成　３

5315 和歌山県母子世帯等実態調査結果報告書　昭和６２年６月１日現在 児童家庭課 昭和６３

5316 和歌山県保育研究会資料 和歌山県保育所連合会 平成　２

5317 子育てに関する県民意識調査 児童家庭課 平成　６

5318 わたしの子育て体験記　－若いパパ・ママへの応援歌－ 児童家庭課 平成　７

5319 子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりへの提言 児童家庭課 平成　７

5320 和歌山県ひとり親家庭等実態調査報告書 児童家庭課 平成　９

5321 和歌山県子育て環境づくりアンケート調査報告書 児童家庭課 平成１２

5322 和歌山県少子化対策基本調査報告書 子育て推進課 平成１３

5323 紀州っ子元気プラン 子育て推進課 平成１７

5324 和歌山県次世代育成支援行動計画 子育て推進課 平成１７

5325 子育てって楽しい！～子育て応援メッセージ～ 子ども未来課 平成１８

5326 和歌山県配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画 子ども未来課 平成１８

5327 国際青年年報告書　IYYREPORT 青少年女性課 ………

5328 女性の生活と意識調査　－報告書－　平成２年、平成７年 青少年女性課

5329 子ども会のあゆみ 和歌山県子ども会連絡協議会 昭和６０

5330 和歌山県青年議会（青年フォーラム）会議録　昭和６０年１０月２５日 青少年女性課 昭和６０

5331 若者はいま・・・・・・　和歌山県の青年意識調査報告書
国際青年年和歌山県推進委員
会（青少年女性課内）

昭和６１

5332 子ども会指導者研修会集録　 青少年女性課 昭和６３

5333 女性の団体・サークル　 青少年女性課 平成　１

5334 大自然を体感　平成２年度　和歌山県青年海外派遣報告 青少年女性課 平成　２

5335 定期総会議案書　１９９０年度 和歌山県子ども会連絡協議会 平成　２

5336 婦人施策の概要 青少年女性課 平成　２

5337 和歌山の先人たち 青少年女性課 平成　３

5338 女性施策の概要 青少年女性課 平成　５

5339 青年意識調査報告書、資料編 青少年女性課 平成　６

5340 わかやま女性プラン　＜改定版＞ 青少年女性課 平成　７

5341 いよいよ中学生健全育成　非行防止をめざす保護者必携　平成２、５、

１７～２０年度版
青少年保護課

5342 次代を担う人づくり　昭和６３年度～平成４、７、１２年度　 和歌山県青少年総合対策本部
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5343 青少年の意識と行動に関する調査報告書 和歌山県青少年総合対策本部 昭和６２

5344 青少年をめぐる環境浄化活動の概況と青少年補導センター要覧 青少年保護課 平成　１

5345 明るい家庭づくりの推進　子どもたちの提言によるパネル討議記録集 和歌山県青少年総合対策本部 平成　２

5346 平成２年度における青少年対策の成果 和歌山県青少年総合対策本部 平成　３

5347 青少年わかやま　第１３２号 青少年保護課 平成　４

5348 青少年地域指導者等研修会 青少年保護課 平成　５

5349 わかやまの青少年プラン策定の基本構想について　答申 和歌山県青少年問題協議会 平成　６

5350 青少年の行動スタイルと生活意識 青少年保護課 平成　６

5351「青少年の意識と行動に関する調査」報告書 青少年課 平成１７

5352 いきいきとした喜の国・和歌山の実現にむけて　－喜びの国・ふるさとづ

くりの推進－
長寿社会推進課 ………

5353 わかやま長寿プラン　平成１２年、１５年、１８年
長寿社会推進課・介護保険対
策室・健康対策課

5354 高齢者の生活と意識に関する調査報告書　昭和６３年度、平成５年度 高齢社会政策課

5355 老人の船 和歌山県長寿丸 第２～１６回（９回欠）昭和４９年～６３年 高齢社会政策課

5356 和歌山県介護保険事業年報　平成１２年度～平成１８年度 長寿社会課

5357 AXIS あくしす　２００５年、２００６年 和歌山県介護普及センター

5358 ふれあいアルバム　～心豊かな長寿社会をめざして～　平成１３年度版～

平成２０年度版
長寿社会推進課

5359 おとしよりの介護　平成２年度改訂版 高齢社会政策課 昭和６２

5360 和歌山県老人ゲートボール大会　第５回 高齢社会政策課 昭和６２

5361 和歌山県老人スポーツ大会　第１７回 高齢社会政策課 昭和６３

5362 和歌山県洋上老人大学「長寿丸」　第１回 高齢社会政策課 平成　１

5363 長寿社会総合対策指針 県長寿社会対策推進本部 平成　２

5364 和歌山県長寿社会総合対策指針　要約版 高齢社会政策課 平成　２

5365 おとしよりの介護の手びき　いたわりの手をさしのべて 県介護普及センター 平成　５

5366 喜の国トップセミナー報告書 高齢社会政策課 平成　５

5367 福祉機器・介護用具の手引き 和歌山県介護普及センター 平成　５

5368 和歌山県長寿社会対策関連施策の概要 県長寿社会対策推進本部 平成　５

5369 和歌山県老人保健福祉計画 高齢社会政策課 平成　５

5370 お年寄り・障害者の住宅改造の手びき 和歌山県介護普及センター 平成　６

5371 過疎町村在宅高齢者調査研究事業実績報告書 長寿社会推進課 平成１０

5372 いきいきとした喜の国・和歌山の実現にむけて　～喜の国に咲かそう長寿

の大輪を～　
長寿社会推進課 平成１１

5373 和歌山県入退所体制円滑化事業報告書 長寿社会推進課 平成１１

5374 喜の国・和歌山　～心豊かな長寿社会をめざして～　平成１２年度版 長寿社会推進課 平成１２

5375 和歌山県障害者・高齢者難病患者防災マニュアル　－災害弱者を地震等か

ら守るために－
長寿社会推進課・障害福祉課 平成１２

5376 わかやま２００１喜の国長寿保健福祉プラン 老人福祉課 平成１３

5377「介護サービス情報の公表」制度パンフレット 長寿社会推進課 平成１９

5378 和歌山県介護給付適正化計画 長寿社会推進課 平成２０

5379 和歌山県地域ケア体制整備構想 長寿社会推進課 平成２０

5380 障害者（児）福祉のしおり　２００６年～２００８年 障害福祉課

5381 心身障害者（児）福祉のしおり　平成５、７、１０、１１年 障害福祉課

5382 和歌山県障害福祉計画　第１期　平成１８年度～平成２０年度 障害福祉課

5383 障害者にかかる和歌山県長期行動計画　中間実績と今後の推進目標　－共

に生きる心豊かな福祉社会をめざして－
障害福祉課 平成　１

5384 心の輪を広げる体験作文集　－出合い、ふれあい、心の輪－ 障害福祉課 平成　４

5385 和歌山県身体障害者体育大会プログラム　第３１回 障害福祉課 平成　５

5386 わかやまのやさしい地図 障害福祉課 平成　６

5387 紀の国障害者プラン　－第２次障害者にかかる和歌山県長期行動計画－ 障害福祉課 平成　６

5388 障害者等の住みよい生活環境整備指針（改訂版） 障害福祉課 平成　７

5389 和歌山県福祉のまちづくり条例設計マニュアル 障害福祉課・建築課 平成　９

5390 紀の国障害者プラン 実施計画 ( 改訂版 ) やさしさとふれあいの故郷づくり 障害福祉課 平成１２

5391 紀の国障害者プラン　２００４　－第３次和歌山県障害者計画－ 障害福祉課 平成１６
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5392 Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ ( オンリー・ワン） 障害福祉課 平成１７

5393「わたしは停めません～本当に必要な人のために～」 障害福祉課 平成２０

5394 わたしたちの伝えたいこと　～皆さんのサポート、お願いします。～ 障害福祉課 平成２０

5395 コミュニケーションボード　～私たちの伝えたいこと～ 障害福祉課 平成２０

5396 サポートハンドブック～障害のある人への窓口でもサポート～ 障害福祉課 平成２０

5397 第５６回精神保健福祉全国大会　こころがつなぐ地域の輪－あたり前の暮

らしを目指して－
障害福祉課 平成２０

5398 紀州の国保　昭和５７～６０年度、平成３、５～１８年度 国民健康保険課

5399 事業運営適正化対策　平成元、２、５年度 保険課

5400 社会保険事業計画書　付職場研修計画書　平成３年度～平成５年度　 保険課・国民年金課

5401 社会保険事業年報　昭和５５、５７、５９年度～平成１６年度（平成１１

年度欠）
保険課

5402 和歌山県国保医療費マップ　和歌山県版地域差指数　平成５、７～９年度 保険課

5403 社会保険広報計画書
保険課・国民年金課　　　　
和歌山東・和歌山西・田辺社
会保険事務所

平成　５

5404 医療費適正化特別対策事業実施保険者の医療費の状況 保険課 平成　８

5405 国民年金事業年報　昭和５６、５９、６０、６２年度～平成１０年度（平

成３年度欠）
国民年金課

5406 福祉年金関係事務の手引　昭和６２年、平成２年 国民年金課

5407 国民年金事業（広報）計画書 国民年金課 平成　５

5408 同和関係事業予算　昭和６１、６３年～平成８年度 同和室

5409 同和対策予算　平成９年度～平成１３年度 同和室

5410 同和対策事業特別措置法　国および和歌山県同和対策長期計画 同和室 ………

5411 同和対策補助要綱集 同和室 ………

5412 和歌山県自治体職員同和問題研究集会　第１６、２０～２３回　平成元、

５～８年
同和室

5413 和歌山県同和対策総合推進計画　昭和６２年、平成５年 同和室

5414 和歌山県同和対策補助要綱集　昭和６３年、平成５年 同和室

5415 同和対策関係県補助金交付要綱等集 同和室 昭和４７

5416 同和対策の現状と課題　１９７８年 同和室 昭和５３

5417 同和対策の成果と課題　１３年のあゆみ 同和室 昭和５７

5418 同和地区実態調査報告書 同和室 平成　６

5419 和歌山県同和行政総合推進プラン 同和室 平成１０

5420 衛生統計年報　昭和３８、４７、５２、５８、５９、６２年～平成３年 医務課

5421 看護への道　平成６、１０、１１年 医務課

5422 保健婦業務実績発表会集録　平成４年度、平成５年度 医務課

5423 和歌山県看護教員養成講習会演習集録　平成４年度、平成８年度 医務課

5424 和歌山県実習指導者（看護婦）講習会　研究討議集録　昭和５８、５９、

６２、６３年度、平成２～４年度
医務課

5425 和歌山県地域保健医療計画　平成２年、平成５年 医務課

5426 和歌山県保健医療計画　平成１０年、平成２０年 医務課

5427 和歌山県保健婦助産婦看護婦実習指導者講習会　研究討議集録　平成５、

７、９、１０年度
医務課

5428 保健統計年報　平成６年～平成１６年版 医務課

5429 和歌山衛生情報システム検討資料 医務課 昭和５０

5430 昭和５０年度医療情報システムの研究開発報告書 和歌山県地域医療協議会 昭和５１

5431 いきいき新世紀の国２１　第２回　健康わかやま推進県民大会 医務課 昭和６２

5432 保健環境部の概要 医務課 平成　１

5433 全国保健衛生大会　第２３回　ゆとりと健康　緑の郷土 医務課 平成　２

5434 次の世代への贈りもの　素晴らしい健康と豊かな環境 和歌山県 平成　５

5435 きのくに魅看フェスティバル 医務課 平成　６

5436 潜在看護婦等把握調査報告書 医務課 平成　６

5437 医療圏地域保健医療計画（和歌山市、岩出保健所管轄地域、海南保健所管

轄地域編、有田、橋本、御坊、有田、田辺、新宮）
医務課 平成　７
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5438 魅看 mikan ＢＯＯＫ’９４ 医務課 平成　６

5439 和歌山県圏域別保健医療計画 医務課 平成１２

5440 新潟県中越沖地震派遣保健師活動報告書 医務課 平成２０

5441 クリーニング講習会　テキスト 生活衛生課 ………

5442 会報　Ｎｏ．４６、４７　平成３年度、平成４年度　 和歌山県水道協会

5443 事業概要　平成３年度、平成４年度 生活衛生課

5444 知っておきたい食品表示　平成１７年、平成１９年 食品安全企画課

5445 食品衛生責任者認定講習テキスト （社）和歌山県食品衛生協会 平成　３

5446 和歌山県動物の保護及び管理に関する条例（解説含む） 生活衛生課 平成１２

5447 イヌとネコ　ともだちブック 生活衛生課 平成１３

5448 くらしに役立つ食品表示ハンドブック 全国食品安全自治ﾈｯﾄﾜｰｸ 平成１７

5449 健康な暮らしを応援する情報誌　おれんじ　平成８、９、１４年版 健康対策課

5450 事業概要　昭和５８、６０、６１年　平成３～６、１２、１６、１７年 健康対策課

5451 有田市を中心として発生したコレラ誌 健康対策課 昭和５３

5452 思春期母子保健研究事業に関する報告書  昭和６１年度 健康対策課 昭和６２

5453 若年の人工妊娠中絶対策事業に関する報告書昭和６２年度、昭和６３年度 健康対策課 平成　１

5454 達者で長生き健康ガイド 健康対策課 平成　３

5455 こころ　第９号 和歌山県精神保健協会 平成　５

5456 和歌山県公衆衛生学会　第１５回 和歌山県公衆衛生協議会 平成　５

5457 和歌山の結核　２０００ 健康対策課 平成１３

5458 和歌山県たばこ対策指針 健康対策課 平成１３

5459 新潟県中越地震　派遣保健師活動報告書 健康対策課 平成１７

5460 ハンセン病を正しく理解しましょう－間違った知識や誤解はありませんか 健康対策課 平成１９

5461 和歌山県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要領 健康対策課 ………

5462 グラフで見る和歌山県の老人保健 成人病対策室 平成　４

5463 老人保健法１０周年・老人福祉法３０周年記念　健康・福祉わかやま創造

セミナー　新・おもしろ楽し健康長寿法〈発言集〉
成人病対策室 ………

5464 薬務事業概要　昭和６２、６３年度、平成２、１０～１４年度 薬務課

5465 麻薬取扱者ハンドブック 薬務課 昭和６３

5466 自然薬草園 薬務課 平成　３

5467 麻薬・向精神薬取扱ハンドブック　改訂版（病院・診療所） 薬務課 平成　９

5468 和歌山県の献血 薬務課 平成１３

5469 第４１回献血運動推進全国大会　記念誌
第４１回献血運動推進全国大
会実行委員会事務局

平成１７

5470 国保連合会ガイドブック　平成１２年度
和歌山県国民健康保険団体連
合会（国民健康保険室）

平成１２

5471 届出及び参考施設一覧表 国民健康保険室 平成１４

5472 和歌山県の医療費の現状と保健事業のあり方を考える報告書（概要版含む）

平成１４、１５年
国民健康保険室 平成１５

5473「県民ウォーキングガイド」 健康づくり推進課 平成１８

5474 第二次和歌山県健康増進計画　 健康づくり推進課 平成２０

5475 和歌山県がん対策推進計画　 健康づくり推進課 平成２０

5476 和歌山県医療費適正化計画 健康づくり推進課 平成２０

5477 設備近代化資金貸付申込案内　平成３年度～平成１１年度 商工金融課

5478 和歌山県の商工業　平成４、６、９年版 商工労働総務課

5479 きのくに産業白書　平成１３年度版～平成１５年度版 商工労働総務課

5480 計量行政概要　平成１２、１５、１６、１８年度 商工労働総務課

5481 地域資源活用ハンドブック　平成１２年度版 商工労働総務課 平成１２

5482 和歌山県新産業創出等環境整備調査報告書 商工労働総務課 平成１２

5483 平成２０年度　商工観光労働政策戦略プラン 商工観光労働総務課 平成２０

5484 ニュービジネス関係資料 商工企画課 ………

5485 商工労働行政の概要　昭和６２年度～平成１６年度（平成６～８、１３年

度欠）
商工企画課

5486 中小企業金融のしおり　昭和６０、６１年、平成４、１１～１５年度 商工企画課

5487 和歌山県中小企業融資制度要綱集　昭和６１、６３年度、平成３、４年度 商工企画課
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5488 和歌山地域広域商業実態調査報告書　 商工企画課 昭和４９

5489 串本町地域商業実態調査報告書 商工企画課 昭和５４

5490 美浜町地域商業実態調査報告書　 商工企画課 昭和５５

5491 #NAME? 商工企画課 昭和６２

5492 #NAME? 商工企画課 昭和６２

5493 和歌山県特定地域中小企業特別融資制度について 商工企画課 昭和６２

5494 ハイテク・インキュベーター構築調査報告書 商工企画課 平成　１

5495 和歌山県中小企業地域情報化基本構想報告書 商工企画課 平成　１

5496 ビル建設構想の一考察 商工企画課 平成　３

5497 商工企画課予算の概要　平成３年度 商工企画課 平成　４

5498 和歌山県産業活性化ビジョン 商工企画課 平成　７

5499 オレンジ和歌山ロボットコンクール’９４、’９５、’９７　事業報告書
和歌山県ロボットコンクール
実行委員会（商工振興課内）

平成１１

5500 わかやまの地場産業　昭和５７～６３年度事業報告（昭和６１年度欠）、平

成元～４、７、１０～２０年度（平成１４年版欠）
産地振興課

5501 ASIA PACIFIC LEATHER FAIR 2000、2002、2004　和歌山県出品展示報告書 商工振興課

5502 地場産業  －繊維と皮革－ 産地振興課 昭和５４

5503 和歌山県地場産業実態調査報告書 産地振興課 昭和５６

5504 和歌山県製革業産地診断報告書 産地振興課 昭和６１

5505 和歌山県製革業振興ビジョン 産地振興課 昭和６３

5506 和歌山県地場産業振興ビジョン（改訂） 産地振興課 平成　２

5507 わかやまの地場産業（企業名一覧） 産地振興課 ………

5508 アジアパシフィックレザーフェアー２００１　和歌山県出品展示報告書 商工振興課 平成１３

5509 ＲＥＳＯＲＴ　ＷＡＫＡＹＡＭＡ　　和歌山県リゾート産業立地ガイド 商工振興課企業立地室 ………

5510 企業立地優遇制度のご案内 商工振興課企業立地室 ………

5511 元気。和歌山　和歌山県企業立地ガイド（ダイジェスト版含む） 商工振興課企業立地室 ………

5512 和歌山　ＷＡＫＡＹＡＭＡ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（英語版） 商工振興課企業立地室 ………

5513 和歌山県の工場適地 企業立地課 ………

5514 和歌山県企業誘致対策本部設置要綱 企業立地課 ………

5515 企業立地の基礎資料　平成４、７、１０年 企業立地課

5516 和歌山県企業用地位置図　平成７年、平成１９年、平成２０年 企業立地課

5517 和歌山県企業立地促進資金貸付制度　平成７年 企業立地課

5518 和歌山県誘致企業ごあんない　平成２～５、７、１０年 和歌山県企業立地連絡協議会

5519 ＷＡＫＡＹＡＭＡリゾート産業立地ガイド 企業立地課 ………

5520 企業立地のごあんない　和歌山県 企業立地課 昭和６２

5521 和歌山県リゾート開発適地図 企業立地課 平成　１

5522 和歌山県企業立地のごあんない　 企業立地課 平成　２

5523 Ｋａｉｎａｎ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｐａｒｋ 企業立地課 平成　７

5524 リゾート開発適地資料集 企業立地課 平成　７

5525 御坊工業団地・御坊第二工業団地　－御坊テクノパークの中核－ 企業立地課 平成　７

5526 北勢田ハイテクパーク　－関西国際空港・臨空圏－ 企業立地課 平成　７

5527 和歌山県企業立地ガイド 企業立地課 平成　７

5528 和歌山県企業立地促進対策要綱 企業立地課 平成　７

5529 ＫＡＩＮＡＮ　ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ　ＰＡＲＫ　企業立地ガイド 商工振興課企業立地室 平成１１

5530 紀南地域企業立地ＧＵＩＤＥ 商工振興課企業立地室 平成１１

5531 ＷＡＫＡＹＡＭＡ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｇｕｉｄｅ 企業立地室 平成１２

5532 北勢田ハイテクパーク　新世紀の企業戦略を実現する臨空型工業団地 企業立地室

5533 和歌山県　企業立地ガイド　平成１９年度版（ダイジェスト版含む） 企業立地課 平成１９

5534 和歌山県　企業立地トータル・サポート 企業立地課 平成２０

5535 生石高原県立自然公園 ( 二川・生石ケ峰線 ) 車道、事業決定調査書 和歌山県 ………

5536 和歌山県観光客動態調査報告書　昭和４９、５９、６０、６２、６３年、

平成４、５、９～１１、１３～１９年
観光振興課

5537 和歌山県イベントカレンダー　平成１５年６月～平成１６年２月 観光振興課

5538 和歌山県の観光情報　平成３年～平成１４年（欠号あり） 観光課

5539 和歌山県観光情報誌旅しん坊 Ｖｏｌ．６～２１ 平成４、５、７～１２年 観光課
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5540 和歌山県観光便覧　昭和６２年、平成１１年 観光課

5541 和歌山県海岸線の景観保護と開発との調整策について 和歌山県観光審議会 昭和４４

5542 紀州　民話の旅 観光課 昭和５７

5543 根来の自然 観光課 昭和５９

5544 ふれ愛紀州路　和歌山県観光便覧 観光課 平成　３

5545 身近な生きものの里　保全活動事例集　平成３年度 観光課 平成　４

5546 紀州語り部の旅 観光課 平成　５

5547 和歌山の自然を遊ぶ・観る・食べる・探るガイドブック 平成５年秋号 観光課 平成　５

5548 紀州　－訪れるたびに新しい山と海の国。－ 観光課 平成　７

5549 和歌山県観光振興計画　－休・遊・地　和歌山のデザイン－ 観光課 平成　７

5550 Ｈｅａｒｔｆｕｌ　Ｍｅｍｏｒｉｅｓ　ＷＡＫＡＹＡＭＡ 観光課 平成１１

5551 WAKAYAMA　JAPAN　紀州路 観光課 ………

5552 WAKAYAMA きらめく紀州路  風景から感動へ。透明な光のくにの万華鏡。 観光課 ………

5553 WAKAYAMA Doing　和歌山わくわく体験紀行［体験編、温泉編、グルメ編］観光課 ………

5554 きらめく紀州路  和歌山県 観光課 ………

5555 きらめく紀州路の旅　WAKAYAMA エメラルド紀州 観光課 ………

5556 ふれ愛紀州路 観光課 ………

5557 黒潮国体　思い出の紀州路 観光課 ………

5558 夢飛行南紀 観光課 ………

5559 和歌山県 観光課 ………

5560 紀州浪漫　和歌山県観光情報　２００２夏号、２００７夏号（Vol.21）、
２００８春号（Vol.24） 和歌山県観光連盟

5561 和歌山県　ふるさとの散歩道 和歌山県観光連盟 昭和６０

5562 ふれ愛紀州路　ネイチャーランドキャンペーン　平成７年春号 和歌山県観光連盟 平成　７

5563 和歌山の温泉 和歌山県観光連盟 平成１８

5564 ふれ愛紀州路　和歌山 和歌山県観光連盟 ………

5565 花と緑のガイドブック　きのくに花のくに 和歌山県観光連盟 ………

5566 紀州路 和歌山県観光連盟 ………

5567 旅の想い出に　紀州路のおみやげを 和歌山県観光連盟 ………

5568 紀の国の祭り 和歌山県観光連盟 ………

5569 和歌山県街道マップ　熊野古道　大辺路、中辺路、紀伊路、熊野速玉大社

～熊野那智大社
和歌山県観光連盟 ………

5570 和歌山県観光ガイド＆マップ 和歌山県観光連盟 ………

5571 和歌山県観光マップ 和歌山県観光連盟 ………

5572 和歌山　ＷＡＫＡＹＡＭＡ（北京語、台湾語、ハングル語版）平成１５年 観光交流課

5573 ほんまもん体験　体験観光ガイド　２００６年～２００８年 観光交流課

5574 Nachi Katsuura Walking MAP 観光交流課 平成１８

5575 Shirahama Walking MAP 観光交流課 平成１８

5576 ほんまもん体験　事前事後学習資料 観光交流課 平成１８

5577 和歌山県観光振興アクション・プログラム２００７ 観光振興課・観光交流課 平成１９

5578 ＷＡＫＡＹＡＭＡ　ＪＡＰＡＮ（英語版） 観光交流課 ………

5579 Welcome to WAKAYAMA prefecture Sightseeing Guide 観光交流課 ………

5580 労働時間等実態調査報告書　昭和６０年度、平成３、６、８、１０年度 労政能力開発課

5581 労政概要　平成２、４、５、８年度 労政課

5582 労働年報　昭和４６、４８～５５、５７、６０年 労政課

5583 和歌山県の賃金事情（県内中小企業賃金事情実態調査結果報告書）　昭和

６０、６１、６３年、平成２、３、５～１１年
労政課

5584 和歌山県労働組合　労働関係団体役員名簿　昭和６２、６３年、平成元、２、

４、５、８、１０年
労政課

5585 和歌山県労働組合名簿　昭和５１、５３、５８、６０、６１年度、平成元

～１０、１４年度
労政課

5586 組合規約・労働協約就業規則の手引 労政課 昭和５６

5587 職業能力開発事業概要　昭和６２年度～平成５年度 職業能力開発課

5588 職業訓練に関する調査結果報告 職業能力開発課 昭和５８

5589 職業訓練概要  昭和６０年度 職業能力開発課 昭和６０

－ 113 －



通番 図書･資料名 著編者 刊行年

5590 職業能力開発各種給付金活用の手引　－企業における能力開発体制確立の

ために－
職業能力開発課 平成　４

5591 Ｗｅ’ｌｌ　１９９２年～２００６年（２００３年欠）
職業安定課・和歌山県経営者
協会  

5592 求人のしおり　基本的人権の尊重（就職の機会均等を )　－同和問題の認識

－　昭和６０年、昭和６２年
職業安定課

5593 職安業務統計　平成５年、平成９年 職業安定課

5594 職業安定統計年報　昭和５９年度、平成３、１０～１８年度 和歌山労働局職業安定部

5595 和歌山県年次雇用計画　昭和６１、６３年～平成２、５、１１年度　雇用

見通しと職業安定行政の重点施策
職業安定課

5596 昭和４７年度の雇用の見通しと職業安定行政の重点施策 職業安定課 昭和４７

5597 和歌山県雇用基本計画　今後に予想される急速な高齢化、産業構造の転換

等に的確に対応するため・・・・
職業安定課 昭和５９

5598 和歌山県雇用基本計画　「構造調整期において雇用の安定を確保し、これを

基盤としたゆとりある職業生活の実現を目指すこと」
職業安定課 平成　１

5599 雇用保険わかやま業務概要　昭和６２、６３年度～平成２、７～９年度 雇用保険課

5600 雇用保険のしおり 雇用保険課 ………

5601 設備近代化資金貸付対象企業および対象設備一覧表　平成１０、１１年度 商工金融課

5602 和歌山県中小企業融資制度要綱集　平成１０年度～平成１５年度 商工金融課

5603 多重債務で悩んでおられる方へ
（社）和歌山県貸金業協会・
商工金融課　

………

5604 貸付対象企業および対象設備一覧表 商工金融課 ………

5605 パートタイマー実態調査報告書　平成７年度、平成９年度 労政能力開発課

5606 給付金制度の活用を　生涯能力開発給付金の手引き　平成９、１０年度 労政能力開発課

5607 事業概要　平成９年度、平成１０年度 労政能力開発課

5608 平成１６年度～平成１８年度　和歌山県労働条件等実態調査報告書 労働企画課

5609 第６次職業能力開発計画 労政能力開発課 平成　８

5610 わかやま技能フェスティバル　受賞者名簿　和歌山県技能者のつどいの部

平成４年、平成９年
和歌山県

5611 第４１回和歌山県技能者のつどい　受賞者名簿 和歌山県 平成１９

5612 バーチャル和歌山構想報告書　 和歌山県 平成１２

5613 和歌山県リゾート産業立地ガイド 新産業推進課 平成１２

5614 企業立地ガイド　KAINAN INTELLIGENT PARK ＩＴ・新産業推進課 平成１３

5615 Ｓａｎ燦　和歌山県企業立地ガイド 新産業室 ………

5616 和歌山県橋本・伊都地域雇用開発計画　 雇用推進課 平成１９

5617 和歌山県御坊・日高・田辺・西牟婁地域雇用開発計画 雇用推進課 平成１９

5618 和歌山県新宮・東牟婁地域雇用開発計画　 雇用推進課 平成１９

5619 和歌山県中小企業融資制度要網集 産業支援課 平成１６

5620 和歌山県工業用水道事業 公営企業課 平成１９

5621 ソフト産業の立地に関するシンポジウム　講演録 （株）和歌山リサーチラボ 平成　４

5622 ＷＡＫＡＹＡＭＡ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　ＬＡＢ （株）和歌山リサーチラボ 平成　９

5623 農林水産業関係補助事業ガイド・ブック　昭和５８年、昭和６０、６２、

６３年、平成３、５、９～１４年（追補版含む）
農林水産部

5624 農林部重点施策　昭和５８年度～平成６０年度 農政課

5625 和歌山の農業　昭和６０年、昭和６１年 農政課

5626 和歌山県農業集落分析結果と農業粗生産額の動向　平成４、６、１２年 農林水産企画課

5627 事業概要　昭和６０年度、昭和６２年度 農林水産企画課

5628 工事検査の状況　平成９年度、平成１４年度～平成１９年度　 農林水産総務課

5629 農林水産部施策概要　昭和６３年度、平成元年度、平成１８年度　 農林水産総務課

5630 和歌山県の農林水産業　昭和６３年、平成２～５、１０～１２、１４、

１８、１９年
農林水産総務課

5631 農民賞　受賞者名簿　平成元年～平成１２年度 農林水産総務課

5632 和歌山縣農業概要　 和歌山県 昭和　６

5633 和歌山県農業の基本問題と基本対策 農政課 昭和３７

5634 和歌山県農業の現状 農政課 昭和３７
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5635 ふるさとの味和歌山 農政課 昭和５３

5636 むらの人々といとなみ（農家高齢者生活史） 農政課 昭和５４

5637 和歌山県メッシュ気候図 農政課 昭和５９

5638 和歌山県農業の動向 農林水産企画課 昭和５９

5639 和歌山県農業集落専兼規模別分析結果　 農林水産企画課 昭和５９

5640 バイオテクノロジーの研究開発と農林業　－和歌山県における実用分野と

可能性について－
農林水産企画課 昭和６０

5641 農林部施策概要 農林水産企画課 昭和６１

5642 和歌山県農業粗生産額の動向　 農林水産企画課 平成　２

5643 農林水産業３ヶ年のあゆみ（昭和６３年～平成２年） 農林水産企画課 平成　３

5644 農林水産業施策調整推進事業（市町村事業計画一覧表） 農林水産企画課 平成　３

5645 和歌山県農家経済と農業粗生産額の動向 農林水産企画課 平成　３

5646 農林水産業関係同和対策事業の実績　－平成３年度－ 農林水産企画課 平成　５

5647 和歌山県農業労働力保有状態別農家数調査と農家類別分析結果 農林水産企画課 平成　５

5648 和歌山県花き振興計画　ー２１世紀黒潮フラワー産地推進構想ー 農林水産部 平成　８

5649 ２１世紀を拓く普及活動をめざして 農林水産部 平成１０

5650 生産調整推進基本方針 和歌山県 平成１０

5651 平成１３年度（第１７回）漁民賞・功労賞表彰者業績 和歌山県 平成１４

5652 和歌山県漁協の組織・事業基盤の強化に関する基本方針 和歌山県 平成１４

5653 ２１世紀農業振興計画 和歌山県 平成　７

5654 ２１世紀農業振興計画のあらまし 和歌山県 ………

5655 むらとくらしを考える女性会議資料　平成４、５、１１年度 農業振興課

5656 農業改良普及指導活動指針　平成３、４、１２年度 農業振興課

5657 農業関係制度金融のしおり　昭和６３年～平成２、４、６、１１年 農業振興課

5658 婦人・高齢者グループの歩み（婦人・高齢者グループ表彰体験文）　平成３

年度、平成５年度
農業振興課

5659 普及活動事例報告　NO.1 ～ NO.3　和歌山県農業確立に向けて　－産地の

未来を拓く普及活動－　昭和６２年、平成元、２年
農業振興課

5660 和歌山県青年農業者会議発表資料　平成２年度、平成３年度 農業振興課

5661 和歌山県農業協同組合要覧昭和６１年度、平成３、１１、１３、１４年度 経営支援課

5662 和歌山県農林水産業施策の総合的推進要綱関係集　昭和６２年、平成元、

３～５、９、１０年　
農業振興課

5663 農村の特色を生かした豊かな食生活を求めて　－地域農産物利用促進事業

成果の概要－
農業振興課 昭和６２

5664 後継者が育つ健康生活基盤づくり　－健康の里づくり推進事業活動事例集 農業振興課 平成　２

5665 産地づくりにおける健康管理活動　－中堅農家健康推進対策特別事業活動

事例集－
農業振興課 平成　２

5666 高性能農業機械導入計画 農業振興課 平成　３

5667 通常総会資料　第３０回　平成３年度
和歌山県農業改良普及推進協
議会（農業振興課内）

平成　３

5668 和歌山県ふるさと名人名簿（付・名人技術掲載）　平成２年度 農業振興課 平成　３

5669 協同農業普及事業の実施に関する方針 農業振興課 平成　４

5670 働きがいとゆとりの創造をめざして労働環境整備に取り組んだ事例集 農業振興課 平成　４

5671 普及指導資料専門技術員の技術指導資料 農業振興課 平成　４

5672 和歌山県４Ｈクラブ活動報告書　平成３年度
和歌山県４Ｈクラブ連絡協議
会（農業振興課内）

平成　４

5673（新生活関係普及活動強化特別事業）平成４年度プロジェクト研修報告書 農業振興課 平成　５

5674 農作物栽培の基礎知識＆流通のしくみ 農業振興課 平成　９

5675 農業経営モデル指標（Ⅲ） 農業振興課 平成１０

5676 輝く農業で豊かな和歌山づくり　農業体験学習実施校のよこがお 農業振興課 平成１１

5677 和歌山の味とふれあい　たずねてみよう直売所や観光農園　農産物・農産

加工品直売所＆観光農園マップ
和歌山県農業改良普及推進協
議会・農業振興課

平成１１

5678 和歌山県新規就農支援ガイド　新しく農業を始めるあなたを和歌山県が応

援します
農業振興課 平成１１

5679 農業制度融資のごあんない 農業振興課 平成１２
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5680 女性・高齢者グループの歩み（女性・高齢者グループ表彰体験文）　平成

１１年度
農業振興課 平成１２

5681 きらめいて　ときめいて　さわやかに　平成１３年目標「和歌山農山漁村

女性ビジョン２１」達成指標
農業振興課 平成１２

5682 農作物栽培の基礎知識＜改訂版＞ 農業振興課 平成１２

5683 魅力あふれる農業経営をめざして　～家族経営協定のあるくらし～ 農業振興課 平成１２

5684 和歌山県農業振興地域土地利用計画図 農業振興課 平成１２

5685 ぶらり紀の国味な旅 農業振興課 平成１３

5686 NEW　あぜみち　第１、２、１４、１７号 農業振興課 ………

5687 農業労働管理推進事業　健康で施設栽培（花き）をすすめるためのチェッ

クポイント
農業振興課 ………

5688 和歌山県農業士認定事業実施要綱 農業振興課 ………

5689 就農支援資金制度の手引き　平成８年、平成１０年 和歌山県農業公社

5690 事業概要　昭和６１年度～平成４年度 みかん園芸課

5691 水田農業確立対策実績　平成元年度、平成２年度　 みかん園芸課

5692 農作物病害虫及び雑草防除指針　昭和６２年度、平成元、４、５年度 みかん園芸課

5693 和歌山の野菜と花　平成７年、平成１１年 みかん園芸課

5694 和歌山県卸売市場整備計画　第４次　昭和６２年、第５次　平成４年 みかん園芸課

5695 和歌山の果樹　果樹農業のすがた　平成１２、１３、１５、２０年度版 果樹園芸課

5696 和歌山県果樹農業振興計画書　平成２年、平成１３年 果樹園芸課

5697 和歌山の柑橘　１９６６ 和歌山県果樹研究連合会 昭和４１

5698 和歌山のみかん　１９７１ みかん園芸課 昭和４６

5699 果樹振興重点対策　昭和４８年度 みかん園芸課 昭和４８

5700 農業委員会委員等研修資料　４　８０年代農業への対応　昭和５４年度 和歌山県農業会議 昭和５４

5701 和歌山のかんきつ　１９７９
和歌山かんきつ 400 年記念事
業運営委員会事務局

昭和５４

5702 黒潮フラワーライン　和歌山の花
第３２回日本花き生産大会実
行委員会（みかん園芸課内）

昭和５９

5703 米に関する資料　 みかん園芸課 昭和５９

5704 農業経営と税金　農家の相続と贈与税・相続税、納税猶予制度 和歌山県施設園芸協会 昭和６０

5705「明日の農林業基本計画」策定資料Ⅲ青果物市場価格の動向（昭和５５年～

昭和５９年）
みかん園芸課 昭和６１

5706 水田利用再編対策実績　昭和６０年度 みかん園芸課 昭和６１

5707 野菜作柄安定産地改善計画書 みかん園芸課 昭和６１

5708 野菜・花き主要品種ハンドブック みかん園芸課 昭和６２

5709 花き技術実証展示ほ実施成績書 みかん園芸課 昭和６３

5710 資料　６２－３（自立経営育成特別事業資料　構造政策業務推進体制整備

事業資料）農業経営と税金　農家の相続と贈与税・相続税、納税猶予制度
和歌山県農業会議 昭和６３

5711 自立経営育成特別事業関係資料 和歌山県農業会議 昭和６３

5712 資料　　元－１（自立経営育成特別事業）　コスト低減営農事例集　 和歌山県農業会議 平成　１

5713 資料　６３－３　地域農業活性化モデル事業　地域別活性化推進資料　 和歌山県農業会議 平成　１

5714 オレンジ・果汁等輸入自由化をめぐる情勢【国際化時代に備えて】 みかん園芸課 平成　１

5715 かんきつ経営者大会記念誌　わかやまのかんきつ
かんきつ経営者大会実行委員
会（みかん園芸課内）

平成　３

5716 加工用しその品種特性について（昭和６３年度～平成２年度加工用トマト

産地等再編整備特別対策事業）
みかん園芸課 平成　３

5717 県農業青年調査活動結果 和歌山県農業会議 平成　３

5718 和歌山県かんきつ園地再編対策実績　１９９２年１月 みかん園芸課 平成　４

5719 和歌山県の花き生産の現状と振興方法　 みかん園芸課 平成　７

5720 紀州みかん語りべ　平成９年度版［和歌山フルーツブック（みかん編）］ みかん園芸課 平成１０

5721 和歌山県の果樹　果樹農業のすがた みかん園芸課 平成１０

5722 和歌山の園芸　１９９９ みかん園芸課 平成１１

5723 和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針 みかん園芸課 平成１１

5724 土壌肥料対策指針 みかん園芸課 平成１２

5725 和歌山県水田農業振興基本方針　平成１２年度 みかん園芸課 平成１２
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5726 和歌山県花き振興計画　花の紀州路ネットワーク計画 果樹園芸課 平成１３

5727 和歌山県野菜振興計画　和歌山の野菜グリーンウェーブ計画 果樹園芸課 平成１３

5728「いきいきシニアふるさと技と知恵バンク集」追録版 果樹園芸課 平成１６

5729 ウメ高品質安定生産のための栽培管理マニュアル（改訂第２版）２００８ 果樹園芸課 平成２０

5730 和歌山の園芸と流通 みかん園芸課 ………

5731 家畜保健衛生業績発表会集録　平成８年度、平成９年度 畜産課

5732 畜産関係事業実施計画書　昭和６２年度、平成１１、１２年度 畜産課

5733 畜産技術業績発表会集録　平成１０年度～平成１３年度 畜産課

5734 統計からみたわかやまの畜産　平成６、９、２０年 畜産課

5735 チャレンジ・ザ・熊野牛！！　「育種価」について 畜産課 平成１２

5736 脱塩濃縮梅酢を利用した養鶏飼養マニュアル 畜産課 平成１７

5737 わくわく畜産　夢のカントリーライフⅠ、Ⅱ 畜産課 ………

5738 耕地課事業概要　昭和６１年度～平成４、９～１３年度 耕地課

5739 耕地課所掌事務事業概要　昭和５９年度、昭和６０年度 耕地課

5740 農業農村整備事業概要　平成１５年、平成１６年 農村計画課

5741 平成１９年度、平成２０年度　わかやまの農業農村整備 農業農村整備課

5742 和歌山県の農業農村整備　平成１２年～平成１８年（平成１６年欠）
耕地課・農村計画課・農地整
備課

5743 和歌山県の農業農村整備　（平成７年度～平成１０年度） 耕地課 平成１１

5744 和歌山県の農業農村整備　（平成１１年度～平成１５年度） 耕地課 平成１６

5745 土地改良事業　管理事務の手びき 耕地課 昭和５３

5746 和歌山県耕地事業あらまし 耕地課 昭和６２

5747 和歌山県の地籍調査事業概要　 耕地課 昭和６３

5748 地籍調査事業概要　 耕地課 平成　２

5749 和歌山県の土地改良 耕地課 平成　３

5750 紀の川地区のあゆみ（広域営農団地農道）竣工記念誌 耕地課 平成　６

5751 農業集落排水事業 耕地課 平成１２

5752 平成１３年度　中山間ふるさと・水と土保全活動実績集　棚田体験隊 耕地課 平成１４

5753 南紀用水のはたらき 農村計画課 平成１５

5754 和歌山の農業用水 農村計画課 平成１５

5755 畑地帯総合土地改良事業　印南地区概要書 耕地課 ………

5756 紀ノ川地域森林計画書（紀ノ川森林計画区）　計画期間　昭和６２年～平成

９年
林政課

5757 和歌山の森づくり人づくりを担う森林組合　－２１世紀の森林整備と林業

産業振興を担う森林組合－
林業振興課

5758 和歌山県の林道　平成元、３、５、７、９、１１、１４年 林業振興課

5759 森林・林業および山村の概況　平成９～１２、１４、１６～２０年度 林業振興課

5760 紀北地域森林計画（紀北森林計画区）計画期間　平成４年～平成２４年 林業振興課

5761 紀中地域森林計画（紀中地域森林計画区）計画期間平成３年～平成２３年 林政課

5762 紀南地域森林計画書（紀南森林計画区）計画期間　平成６年～平成２１年 林業振興課

5763
地域森林計画の一部変更について　（平成２年　紀の川　富田川　古座川）

（平成４年　紀中、紀南）（平成５年　紀北、紀中、紀南）（平成８年　紀北、

紀南）（平成９年　紀北）（平成１２年　紀北、紀中、紀南）

林業振興課

5764 日高川地域森林計画書（日高川森林計画区）　計画期間　昭和６１年～平成

１３年（概要含む）
林政課

5765 日置川地域森林計画書（日置川森林計画区）　計画期間　昭和６０年～平成

１２年（概要含む）
林政課

5766 富田川地域森林計画書（富田川森林計画区）　計画期間　昭和５８年～昭和

７３年（概要含む）
林政課

5767 熊野川地域森林計画書の概要（熊野川森林計画区）　計画期間　昭和６３年

～昭和７３年、平成３年～平成１３年
林政課

5768 林業および山村の概況　昭和６１年度～平成３、５年度 林政課

5769 林業普及指導実績レポート集　平成４、７～１１年度 林政課

5770 林政の方向と施策の概要　昭和６１年度～平成２年度 林政課

5771 和歌山県林業振興地域整備基本方針書　昭和５５年、平成３年 林政課
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5772 和歌山県林業振興地域整備変更基本方針書　昭和５８年、昭和６３年 林政課

5773 和歌山縣の林業 林政課 昭和５

5774 和歌山県林業の現状 林政課 昭和３７

5775 林分簡易収穫表　伐根による伐採材積推定表　適正伐期収穫予想表 林政課 昭和４４

5776 林業振興地域育成対策事業実施要領 林政課 昭和５５

5777 和歌山県林業統計要覧　 林政課 昭和５５

5778 和歌山県林業の現状と振興方向　－活力ある新しい林業をめざして－ 林政課 昭和５７

5779「林業普及情報Ｎｏ．１」　林業研究グループの概要　 林政課 昭和５８

5780 主要森林病虫獣害とその防除 林政課 昭和５８

5781 森林施業計画関係通達集 林政課 昭和５９

5782 森林施業計画認定事業運営要領 林政課 昭和５９

5783 林業振興地域整備計画制度便覧 林政課 昭和５９

5784 木の国－和歌山  －ふるさとを彩る樹樹－ 林政課 平成　２

5785 林業融資の手引き　 林政課 平成　２

5786 紀州便長炭原木林の択伐施業について 林政課 平成　４

5787 広域基幹林道　谷口皆瀬川線の事業概要 林政課 平成　４

5788 紀の川の森林植生 林政課 平成　５

5789 広域基幹林道　龍神本宮線 林政課 平成　５

5790 林業指導職員海外派遣研修事業報告書　アメリカ’Ｓ　レポート集　平成

４年度
和歌山県林業普及指導職員協
議会（林政課内）

平成　５

5791 林業労働の明日に向けて　和歌山県林業技能者新規確保対策事業調査報告 林政課 平成　５

5792 林道水上栃谷線 林政課 平成　５

5793 水上栃谷トンネル 林政課 ………

5794 ふるさと林道　広見川線 林業振興課 平成１０

5795 広域基幹林道　小広和田川線 林業振興課 平成１０

5796 和歌山県森林組合広域合併等推進基本方針書　付属資料含む 林業振興課 平成１０

5797 林道紀泉高原線 林業振興課 平成１３

5798 平成１７年度　森林組合統計集計結果　調査基準日平成１８年３月３１日 林業振興課 平成１９

5799 ～紀の国森づくり基金シンポジウム～森林をまもり森林をいかす 林業振興課 平成２０

5800 紀の国森づくり基金 林業振興課 平成２０

5801 紀州材生産販売プラン 林業振興課 平成２０

5802 強さ抜群紀州材 林業振興課 ………

5803 水源かん養機能　モデル林施業効果調査報告書 林業課 昭和５９

5804 保安林 林業課 昭和６０

5805 わかやまの治山 林業課 昭和６１

5806 和歌山県緑化推進基本方針 林業課 平成　５

5807 みんなで植えて、みんなで育てようシャクナゲの森“護摩壇山森林公園” 林業課 平成　７

5808 採種園カメムシ等防除対策事業報告書（平成４年～平成６年度実施） 林業課 平成　７

5809 熊野の森 森林整備課 平成１１

5810 第１０回緑の少年団全国大会実績報告書 森林整備課 平成１２

5811 和歌山の治山 森林整備課 平成２０

5812 和歌山県保安林配備図 森林整備課 平成２０

5813 和歌山県植物公園緑花センターの概要　 森林整備課 ………

5814 過疎地域自立促進計画（前期）　平成１２年度～平成１６年度 山村振興課

5815 過疎地域自立促進方針　平成１２年度～平成１６年度 山村振興課

5816 過疎地域振興計画参考資料  事業計画（昭和６０～６４年度）・年度別事業

計画（昭和６０年度）
和歌山県

5817 和歌山！　ＵＪＩターンマニュアル　平成１５年、平成１８年　 定住促進課

5818 山村へ行こう！　平成１２年、平成１３年 山村振興課

5819 第五期山村振興計画書　（平成１２年度　金屋町　大塔村　中辺路町　龍神

村）（平成１１年度　清水町　美山町　南部川村）
山村振興課

5820 第五期山村振興計画参考資料　（平成１２年度　金屋町　大塔村　中辺路町

　龍神村）（平成１１年度　清水町　美山町　南部川村）
山村振興課

5821 和歌山県の山村　昭和４４年 山村対策課

5822 後進地域等構造改善計画調査報告書　 山村対策課 昭和４６
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5823 紀州・木の国ふれあいの村づくり
和歌山県ふるさとふれあい
フェア実行連絡協議会

昭和６１

5824 紀州の山村　大資源博
和歌山県ふるさとふれあい
フェア実行連絡協議会

昭和６２

5825 過疎地域の現況と課題 山村対策課 昭和６３

5826 木の国づくり・事例集＜活力ある山村づくり推進事業の実績＞ 山村対策課 昭和６３

5827 過疎地域活性化計画書 山村対策室 平成　２

5828 過疎地域活性化計画参考資料 山村対策室 平成　２

5829 山村対策審議委員会  過疎対策関係 山村対策室 平成　２

5830 林業技術定着促進事業 山村対策課 平成　２

5831 平成３年度　新山村振興計画参考資料 山村対策課 平成　３

5832 グリーンインフォメーション　 のんびり和歌山緑と遊ぼう徹底ガイド 山村振興課 平成　９

5833 山村　－新たなる世紀への脱皮にむけて－ 山村振興課 平成　９

5834 平成１２年度「紀州・山の日」関係資料 山村振興課 平成１２

5835 木炭づくりと田舎暮らし 定住促進課 平成１５

5836 和歌山県山村過疎地域図 定住促進課 平成１５

5837 和歌山県の移住・交流推進に向けて　田舎暮らし支援事業（平成１８年度

～平成１９年度）報告書
地域交流課 平成２０

5838 山村２１創造事業　－山村～新たなる世紀への脱皮にむけて－ 山村振興課 ………

5839 第３期活力ある山村づくり推進事業　＝自信と誇りに満ちた山村づくりを

めざして＝
山村対策課 ………

5840 和歌山の未来　３Ｌ山村　地域づくりへのチャレンジ 山村対策課 ………

5841 和歌山県漁業地区別統計表　昭和５８、６１～６３年、平成２年 水産課

5842 和歌山の水産　昭和６０、６２年、平成８年～平成２０年（１５年欠） 水産振興課

5843 全国豊かな海づくり大会記念誌　第３回 水産課 昭和５８

5844 漁業公害等調査指導の手引き 水産課 平成　６

5845 漁業金融制度概要 水産課 平成１２

5846 和歌山県漁業近代化資金制度関係規則集 水産課 平成１２

5847 和歌山の漁港　昭和５４年、平成２年 漁港課

5848 和歌山県の漁港漁村 漁港課 平成　８

5849 和歌山県の漁港漁村整備（第９次漁港整備長期計画の推進） 漁港課 平成　８

5850 新ふるさと創り 新ふるさと推進課 平成１５

5851 緑の雇用 新ふるさと推進課 平成１５

5852 田舎暮らし応援県　わかやま　ほんももんのスローライフがまっている 新ふるさと推進課 平成１９

5853 漁船統計表　第２３、２５、２６号　平成１６、１８、１９年　 資源管理課

5854 たずねてみよう　直売所や観光農園 就農促進課 平成１６

5855 アクションプログラム２００７　和歌山県農水産物・加工食品の販売戦略 食品流通課 平成１９

5856 治山事業技術基準　１９７４年、１９７８年 和歌山県

5857 ふるさとを拓く　わかやまの土木　平成元年度、平成２年度 監理課

5858 土木部予算の概要　平成３年度～平成１２年度（平成５年度欠） 土木総務課

5859 和歌山県県土整備の概要　平成１６年度～平成２０年度 県土整備総務課

5860 測量作業規程 和歌山県 昭和５２

5861 落石防護網共通仕様書 土木部 昭和５５

5862 和歌山県土木工事共通仕様書 和歌山県 昭和５９

5863 和歌山県土木工事施工管理基準 和歌山県 昭和５９

5864 市街地土木工事公衆災害防止対策要綱 土木部 昭和６０

5865 調査作業及び業務委託必携 土木部 昭和６０

5866 昭和６３年度舗装工事設計標準（アスファルト舗装の部） 監理課 昭和６３

5867 工事執行事務の手びき　昭和６１年度 監理課 平成　２

5868 土地収用法事業認定申請書作成の手引 監理課 平成　２

5869 土地請負工事必携　 用地対策室 平成　３

5870 補償標準単価表　 用地対策室 平成　５

5871 土木積算オンラインに関する職員の意識について 技術管理室 昭和６１

5872 昭和６３年  災害査定設計書作成簡素化表 技術管理室 昭和６３

5873 設計基準と標準工法 技術管理室 平成　３
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5874 和歌山県土木積算システム（分散型公共事業設計積算） 技術管理室 平成　４

5875 土木請負工事必携 技術管理室 平成　８

5876 わたしたちのくらしと県土整備 県土整備総務課 平成１７

5877 条件付き一般競争入札の全面実施に向けた新「業者評価制度」( 案 ) に対す

る県民意見募集
技術調査課 平成１９

5878 建設工事に係る　委託業務の条件付き一般競争入札制度　－競争性・公平

性・透明性の向上－
技術調査課 平成２０

5879 新　業者評価制度　建設業界の発展に向けて 技術調査課 平成２０

5880 治山工事便覧　Ｎｏ．１、Ｎｏ．１０７ 和歌山県 ………

5881 農業改良普及指導活動指針　 和歌山県 ………

5882 和歌山県漁業調整規則和歌山県内水面漁業調整規則 和歌山県 ………

5883 和歌山県のこれからの道路整備計画概要　昭和６３年度～昭和６７年度　 道路建設課

5884 和歌山県の道路　昭和５９年、平成１１～１３、１７、１８年 道路建設課

5885 和歌山県道路橋集覧　昭和５５、５８年版、平成７年版 道路建設課

5886 通行規制基準　 道路維持課 平成　５

5887 紀伊半島道路網図 道路建設課 平成　６

5888 紀淡連絡道路の実現に向けて 道路建設課 平成　６

5889 異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 道路環境課 平成１２

5890 道路交通情勢調査（道路交通センサス）　平成１１年度 道路環境課 平成１３

5891 開かれた和歌山を目指して　交流から活力を生み出す
道路政策課・和歌山県道路協
会

平成１８

5892 和歌山県道路整備中期計画（中間とりまとめ） 道路政策課 平成１９

5893 和歌山県に真に必要な道路整備への提言～中期計画策定に向けて～ 和歌山県道路懇談会 平成１９

5894 わかやまの道路 道路建設課 ………

5895 高野龍神スカイライン 道路建設課和歌山県道路公社 ………

5896 和歌山県　道の駅 道路保全課 ………

5897 紀建　Ｎｏ．３４～３６（１９９１年～１９９３年） 和歌山県建設技術協会

5898 全健わかやま　通刊１０６号　１９９７年６月号　 和歌山県建設技術協会 平成　９

5899 １９９２年、１９９８年　会員名簿 和歌山県建設技術協会 ………

5900 和歌山県雨量観測表　平成元、３、１０、１１年 河川課

5901 和歌山県水防計画書　昭和６１、６２年度、平成元～１２、１７～１９年

度（平成７年度欠）
河川課

5902 和歌山県水防計画書（案）　昭和６３年度～平成２年度、平成４年度 河川課

5903 河川法施行河川法準用河川調 河川課 昭和３０

5904 災害統計（国庫対象箇所表） 河川課 昭和３８

5905 有田川総合開発事業の概要　 河川課 昭和４２

5906 和歌山県の河川と海岸 河川課 昭和６２

5907 和歌山県管内確率降雨強度の算定　 河川課 昭和６２

5908 和歌川 河川課 昭和６２

5909 わかやまの河川と海岸 河川課 平成　２

5910 紀の国川の日 河川課・和歌山県河川協会 平成　８

5911 那智の川と道づくり整備計画書
河川課・那智勝浦町・（財）
河川環境管理財団）

平成　８

5912 白浜海岸環境整備事業事業概要書 河川課 ………

5913 和歌山の港湾　平成４年、平成９年、平成１８年 港湾課

5914 和歌山下津港概要　昭和６３年、平成４年、平成１８年 港湾課

5915 和歌山県港湾統計　昭和５７、５９、６１年、平成２、５、８～１９年 港湾課

5916 新宮港　平成１５年、平成２０年 振興課

5917 わかやま　ポートニュース　Ｖｏｌ．７～１０　平成１８年～平成２０年
和歌山下津港本港区ﾎﾟｰﾄｾｰﾙｽ
推進協議会（振興課）

5918 日高港港湾計画調査報告書（案） 日高港港湾計画調査委員会 昭和５８

5919 和歌山下津港港湾計画図　港湾審議会第１１０回計画部会 港湾課 昭和６０

5920 和歌山下津港港湾計画資料（その２）－改訂－ 和歌山下津港港湾管理者 昭和６０

5921 ＮＡＮＫＩ　ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ　ＡＩＲＰＯＲＴ 港湾課 平成１２

5922 和歌山のみなと～くらしを支えるみなとの活性化をめざす～ 和歌山県港湾協会 平成１８
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5923 和歌山のみなと 振興課 平成１９

5924 ＵＳＥＲ’Ｓ　ＧＵＩＤＥ　 振興課 平成１９

5925 重要港湾　日高港 振興課 平成１９

5926 特定重要港湾　和歌山下津港　２００８．３ 振興課 平成２０

5927 津波から「逃げ切る！」ために～東海道・南海地震による津波に備えて～ 港湾整備課 平成２０

5928 津波から「逃げ切る！」支援対策プログラム 港湾整備課 平成２０

5929 新宮港概要 新宮港工事事務所 ………

5930 紀州路の翼 南紀新空港整備室 ………

5931 和歌山県の砂防　平成３年、平成５年、平成１８年 砂防課

5932 地すべり調査標準仕様書（案）地すべり調査標準歩掛表（案） 砂防利水課 昭和５３

5933 管理業務の取扱い要領　｛砂防指定地　地すべり防止区域　急傾斜地崩壊危

険区域　採石法｝
砂防課 昭和５６

5934 土砂災害危険箇所を知ろう！
和歌山県・全国治水砂防協会
和歌山県支部

平成１５

5935 和歌山県の都市計画　昭和５４年、平成元、１４、１９年 都市政策課

5936 和歌山県の都市政策行政　平成１４、１５、１９年度版 都市政策課

5937 国鉄紀勢本線紀伊田辺駅付近鉄道高架事業調査報告書 都市計画課 昭和５１

5938 国鉄紀勢本線海南駅付近鉄道高架事業調査報告書 都市計画課 昭和５２

5939 流通センター設置計画調査成果報告書 都市計画課 昭和５５

5940 緩衝緑地基本計画策定調査 都市計画課 昭和５６

5941 研究会資料　Ｎｏ．２　５８年度第１回　広域都市基盤整備計画調査 都市計画課 昭和５８

5942 屋外広告物関係法令集　 都市計画課 昭和５９

5943 地区景観ガイドプラン（和歌浦地区） 都市計画課 昭和６３

5944 地震に強い住まいづくりの提案 都市政策課 平成１８

5945 きのくに木造住宅　耐震改修の手引き　施工者向けマニュアル 都市政策課 平成１９

5946 安心・快適な住宅を　－木造住宅耐震改修のすすめ－ 都市政策課 平成１９

5947 和歌山県住宅・建築物耐震化促進計画 都市政策課 平成１９

5948 風致地区のあらまし 都市政策課 平成２０

5949 屋外広告物の手引 都市計画課 ………

5950 和歌山地域における人の動きの実態－パーソン・トリップ調査から－ 土木部 昭和５７

5951 基本構想計画における  基本フレームの検討とプログラムの想定 土木部 昭和５８

5952 わかやまの下水道　平成６年～平成１２年 下水道課

5953 紀の川流域下水道（伊都処理区）一般平面図 下水道課 平成１３

5954 和歌山県　紀の川流域下水道　伊都浄化センター 下水道課 平成１３

5955 和歌山県全県域汚水適正処理構想 下水道課 平成１３

5956 伊都浄化センター　和歌山県紀の川流域下水道 下水道課 平成１９

5957 住宅需要実態調査結果報告　昭和５８、６３年、平成５、１０年 住宅課

5958 和歌山県公共賃貸住宅建替促進計画報告書　平成４年度～平成１３年度　 住宅課

5959 和歌山県第二～七期住宅建設五箇年計画  昭和４６年度～平成７年度 住宅課

5960 和歌山県の住宅とまちづくり　平成１５年度版～平成１９年度版　－和歌

山県住宅環境課の取り組み－
住宅環境課

5961 和歌山県の住宅行政　平成１２、１３、１４年度版 住宅課

5962 和歌山県住宅建設五箇年計画  住宅課 昭和４２

5963 住宅需要実態調査結果の概要［和歌山県］ 住宅課 昭和５８

5964 和歌山県の公営住宅　 住宅課 平成　５

5965 市町村住宅マスタープラン策定マニュアル 住宅課 平成　７

5966“きのくに”住宅マスタープラン、資料編 住宅課 平成　８

5967 和歌山県公営住宅管理計画　 住宅課 平成　９

5968 平成２０年度版　和歌山県の住宅とまちづくり－和歌山県住宅環境課の取

り組み－
住宅環境課 平成２０

5969 ２１世紀・和歌山のまちづくり事業　良質な空間形成方策の検討報告書　

平成６年、平成７年
建築課

5970 和歌山県の建築行政　平成４、７、１１、１２年度版 建築課

5971 和歌山県木造住宅生産供給基本計画等策定調査報告書、資料編
建築家　和歌山県木造住宅振
興協議会

昭和６２
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5972 ふるさとを築く 営繕課 昭和６２

5973 紀の国建築文化
建築課・（社）和歌山県建築
士会

平成　７

5974 出納事務概要　平成２年、平成６年～平成９年 出納室

5975 和歌山県歳入歳出決算書　昭和２６年度～昭和４３年度、平成６年度～平

成１１年度　
出納室

5976 和歌山県歳入歳出決算説明書　昭和５６年度～昭和６３年度（昭和５８年

度欠号）、平成３年度～平成１１年度　
出納室

5977 和歌山県財務関係例規集　昭和６０年、昭和６２年 出納室

5978 国の会計事務の手引き　昭和５８年、平成３、１７、２０年 出納室

5979 収入事務の手引　昭和５９年、平成２年（改訂新版）、平成１３年 出納室

5980 審査事務の手引　昭和５９年、平成２年（改訂新版） 出納室

5981 和歌山縣歳入歳出及各種特別會計歳入歳出決算報告　昭和７年度 出納室 昭和　８

5982 会計実務質疑応答集 出納室 昭和６１

5983 審査だより 出納室 昭和６２

5984 平成元年度歳入決算諸収入内訳 出納室 平成　１

5985 平成元年度証紙徴収実績額調 出納室 平成　１

5986 支出事務の手引 出納室 平成１０

5987 会計事務の手引 出納室 平成１８

5988 和歌山県財務会計法規集　追録第１３９号～第１４３号（追録分含む） 出納室 平成２０

5989 第２６回国民体育大会　準備概要、実施要項、防疫対策要項、環境衛生対

策要項、国体の食事、報告書　等　昭和４６年、昭和４７年
第２６回国民体育大会和歌山
実行委員会

5990 教育便覧　昭和６０年度、平成３～５、８～２０年度（１３、１８年欠） 教育委員会総務課

5991 和歌山県の教育　昭和４７､４８年度 ､平成元年度～平成２０年度 教育委員会総務課

5992 教育調査統計要覧　昭和５６、６１、６２年度、平成５～平成１１年度 総務課

5993 和歌山県郷土法人連絡協議会総会議案　平成２年度、平成５年度 和歌山県郷土法人連絡協議会

5994 教育関係公益法人会計基準　平成２年３月 総務課 平成　２

5995 教育関係公益法人事務必携
総務課・和歌山県郷土法人連
絡協議会

平成　３

5996 教育行政関係データＢＯＯＫ－和歌山県の教育（資料編）－ 総務課 平成２０

5997 つながるひろがる共育の輪　平成２０年度きのくに共育コミュニティ推進

事業　実践事例集
教育委員会 平成２１

5998 すべての子どもに豊かな教育を　平成２年度、平成９年度、平成１９年度 学校教育課

5999 ハイスクールガイド　平成１１年、平成１２年、平成１４年　 学校教育課

6000 学校教育指導の方針と重点　平成１０年度～平成１２年度 学校教育課

6001 総会資料　平成５年度、平成１０年度、平成１２年度 和歌山県産業教育振興会

6002 同和教育資料　昭和６１年～平成３、５、８～１１年 学校教育課

6003 和歌山県の特殊教育　平成２、３、８～１５年度 学校教育課

6004 和歌山県高等学校卒業者の進路状況　平成５、１０、１２年 和歌山県産業教育振興会

6005 和歌山県高等学校卒業予定者の進路希望状況　平成５、１０、１２年度 和歌山県産業教育振興会

6006 和歌山県産業教育振興会要覧　平成５、１０、１２年度 和歌山県産業教育振興会

6007 和歌山県立高等学校入学者選抜実施要項　昭和６４年度、平成１３、１９、

２０年度
学校教育課

6008 県立高等学校入学者選抜学力検査結果の概要　平成１２、１８、１９年度 県立学校課

6009 指導資料　人間尊重教育（同和教育）を進めるために 学校教育課 昭和４１

6010 学校教育指導の重点目標並びに指導の着眼点　 学校教育課 平成　３

6011 和歌山県高校生海外生活体験事業派遣団報告書 学校教育課 平成　４

6012 中学校各教科指導資料　指導計画の作成と学習指導の工夫 学校教育課 平成　５

6013 学習状況に関する調査研究　－つまずきの分析と指導法の工夫－ 学校教育課 平成　７

6014 就学指導の手引 学校教育課 平成　７

6015 同和教育資料　同和教育をすすめるために 学校教育課 昭和５７

6016 道徳教育郷土資料　ふるさとわかやまの心
学校教育課・和歌山県道徳教
育推進協議会

平成　９

6017 初任者研修実施報告書　 学校教育課 平成１１

6018 和歌山県の特別支援教育 県立学校課 平成１６
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6019 和歌山県中高一貫教育推進懇談会　和歌山県における今後の中高一貫教育

の在り方について　報告書
県立学校課 平成１５

6020 高校生のインターンシップの積極的な受け入れをお願いします 県立学校課 平成１９

6021 キャリア教育推進地域指定事業研究報告書　和歌山県田辺市龍神地域（平

成１６・１７・１８年度文部科学省指定）
県立学校課 平成１９

6022 高野・熊野ワールドヘリテージレンジャー（ＷＨＲ）高校生ネットワーク

事業　高野・熊野ＷＨＲ　平成１８年度事業報告書
県立学校課 平成１９

6023 平成１８年度　わかやまことばの探検隊　報告書 県立学校課 平成１９

6024 平成１８年度　わかやまことば　～和歌山の方言を調べてみよう～ 県立学校課 平成１９

6025 平成１８年度　高校生よみかたりボランティア事業 県立学校課 平成１９

6026 平成１８年度　専門高校等における「日本版デュアルシステム」推進事業

実施報告書（第３年次）
県立学校課 平成１９

6027 平成１９年度　ものづくり人材育成のための専門高校・地域産業連携事業

　中小企業ものづくり人材育成事業実施報告書　成果報告書
県立学校課 平成２０

6028 平成１９年度　県立高等学校における学習と生活に関する意識・実態調査

　結果報告書　
県立学校課 平成２０

6029 初任者研修資料 学校教育課 ………

6030 給料表　平成元年、平成８年～平成１０年 教職員課

6031 人事給与関係コード表２（教育委員会関係） 教職員課 昭和６２

6032 阪神・淡路大震災に係る教職員の派遣　和歌山県の支援活動記録 教職員課 平成　７

6033 扶養手当、住居手当及び通勤手当認定事務の手引き 教職員課 平成　８

6034 スポレクわかやま’９０開催記念　平成２、４、１１、１２年 スポーツ健康課

6035 本県児童生徒の発育及び健康の状況（昭和５８年度　定期健康診断結果報

告書）
保健体育課 昭和５９

6036 第１７回県民総参加スポーツ大会兼第２４回県民総合体育大会実施要項ガ

ンバレ！わかやま！
保健体育課 昭和６３

6037 第３回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレクわかやま’９０　黒

潮の風に友情　光る汗　平成２年１０月１３日（土）～１６日（火）

第３回全国スポーツ・レクリ
エーション祭和歌山県実行委
員会（保健体育課内）

平成　２

6038 ２１世紀を展望した本県のスポーツ振興方策について（中間報告） 和歌山県スポーツ振興審議会 平成　５

6039 第２回全国アウトドアスポーツフェアｉｎ和歌山［報告書］
第３回全国アウトドアスポー
ツフェア実行委員会

平成１０

6040 黒潮（第４１号） （社）和歌山県体育協会 平成１２

6041 第３回全国マリンスポーツフェア報告書
第３回全国マリンスポーツ
フェア和歌山県実行委員会

平成１２

6042 和歌山県スポーツ振興基本計画－元気な和歌山の実現に向けて－ 教育委員会 平成１９

6043 和歌山国体　２０１５
第７０回国民体育大会和歌山
県準備委員会事務局

平成２０

6044 教職員の福利厚生
公立学校共済組合和歌山支
部・和歌山県教育互助会

平成１０

6045 人権教育学習プラン　平成１８年～平成２０年 生涯学習課

6046 障害者（児）教育資料　社会教育における障害者（児）教育事業　平成７、

１０、１６、１８年度
生涯学習課

6047 平成１７年度～平成１９年度　人権教育資料集　実践に学ぶ 生涯学習課

6048 和歌山県の生涯学習　平成１２、１７、１９年度 生涯学習課

6049 人権教育学習教材・資料集　豊かなつながりを求めて 生涯学習課 平成１４

6050 気づく・学ぶ・広げる　人権学習　人権教育指導者用手引 生涯学習課 平成１６

6051 人権教育資料第３０集　明日へのとびら　平成１５年度 生涯学習課 平成１６

6052 今後の社会教育の在り方について～わかやまをつくる社会教育～ 生涯学習課 平成１８

6053「学びあい、支えあい」地域活性化推進事業　合同実践事例集（平成２０年

度）、活動事例集（平成１９年度）
和歌山県ふれあいネットワー
ク推進協議会（生涯学習課）

6054 平成１８、１９年度　和歌山県家庭教育支援総合推進事業　
和歌山県ふれあいネットワー
ク推進協議会（生涯学習課）

6055 よみかき交流会記録集　平成７年度～平成１９年度
和歌山県識字教育推進連絡会
議（生涯学習課内）
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6056 平成９、１０年度「和歌山県社会教育施設情報化・活性化推進事業」研究

報告書
和歌山県社会教育施設情報化・
活性化推進事業実行委員会

6057 平成１７年度　地域ボランティア活動推進事業　活動事例集
和歌山県ふれあいネットワー
ク推進協議会（生涯学習課）

平成１８

6058 平成１８年度　「つれもていこら通学合宿」活動事例集 ふれあいネットワーク 平成１８

6059 平成１８年度　地域ふれあいルーム　活動事例・資料集 ふれあいネットワーク 平成１９

6060「きのくに県民カレッジ」講座案内　きのくに学習メニューブック　平成

１４～１６、１９、２０年
きのくに県民カレッジ事務局
（文化情報センター）

6061 きのくに県民カレッジ　入学しませんか？！ 生涯学習課 平成１５

6062 きのくに県民カレッジ構想　 生涯学習課 平成１５

6063 きのくに県民カレッジ　受講手帳 生涯学習課 ………

6064 和歌山県人権教育基本方針 生涯学習課 ………

6065「識字問題を考える県民の集い」記録集　平成２年～平成６年 社会教育課

6066 識字問題研修資料　平成４年度、平成８年度 社会教育課

6067 社会同和教育資料集　実践に学ぶ  昭和５２～６１年度（昭和５３年度欠）、

　平成元～９年度（平成３、７年度欠）
社会教育課

6068 和歌山県の社会教育　平成元、３～５、１０、１１年度 社会教育課

6069 和歌山県社会教育振興計画　昭和５９年度、昭和６１年度 社会教育課

6070 和歌山県ＰＴＡ指導者研修会の記録　平成元年度 社会教育課 平成　１

6071 フロンティア・アドベンチャー事業報告書　きらりアドベンチャー大塔 社会教育課 平成　２

6072 和歌山県識字推進指針 社会教育課 平成　３

6073 学習情報提供システムの手引 社会教育課 平成　４

6074 識字問題にかかる和歌山県長期行動計画（点字版含む） 社会教育課 平成　４

6075 生涯学習ボランティア活動総合推進事業に係る「ボランティア活動に関す

る調査研究」報告書
社会教育課 平成　４

6076 和歌山県学習情報提供システム（ＷＧＳ）学習情報分類表 社会教育課 平成　４

6077 フロンティア・アドベンチャー実施報告書　恐竜王国・ＩＮ・花園　花園

自然探検隊　平成７年度
社会教育課 平成　８

6078 すこやか子育て 社会教育課 平成　９

6079 識字学級・教室生による作品集 社会教育課 ………

6080 生涯教育教材目録視聴覚教育教材目録（県下各ライブラリー・教育委員会

各課・県庁各課・室）
社会教育課 ………

6081 識字学級検討委員会報告　文字は生きる力 和歌山県識字学級検討委員会 平成１６

6082 教育関係行事予定表　平成９年度、平成１３年度 和歌山県教育委員会

6083 民俗芸能大会　昭和４７年、昭和５３年、昭和５８年 県教育委員会 他 ………

6084 文化財課関係規程集 教育委員会 昭和４７

6085「紀伊風土記の丘」建設概要 文化財課 昭和４８

6086 高等学校総合芸術祭 文化財課 昭和５８

6087 映像記録作成事業報告書　１　熊野大辺路のまつり 文化財課 昭和５９

6088 近畿高等学校総合文化祭記録集　第１２回　１９９２ 総合文化祭実行委員会事務局 平成　４

6089 和歌山県「２１世紀を創る人づくり」推進協議会報告書
和歌山県「２１世紀を創る人
づくり」推進協議会

平成　４

6090 和歌山県の特色ある教育の在り方について　報告 第２期きのくに教育協議会 平成１４

6091 和歌山県の情報教育の在り方について　第３期きのくに教育協議会　 第３期きのくに教育協議会 平成１５

6092 平成１９年度、平成２０年度版　チャレランブック　みんなで楽しもう！

きのくにチャレンジランキング
健康体育課

6093 平成１９年度　児童生徒の体力・運動能力調査報告書 健康体育局 平成２０

6094 和歌山県立図書館等建設基本構想（図書館・視聴覚（文化情報）センター・

文書館・公文書館）
図書館等建設基本構想検討委
員会（文化施設整備室内）

平成　１

6095 和歌山県立新美術館の建設基本構想について 新美術館建設検討委員会 平成　１

6096 平成５年度　数学教育の研究　第１９号 高等学校教育研究会数学部会 平成　３

6097 和歌山県会決議録　明治２９年、昭和７、９～１２年 和歌山県

6098 和歌山県参事会会議録　明治４０年～大正１１年、昭和３年～昭和１５年

（欠号あり）
和歌山県

6099 県議会運営の概要　昭和６２年４月、平成７年４月 和歌山県議会事務局
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6100 和歌山県議会関係例規集　平成１５年、平成１９年 議事課

6101 みんなの県議会 調査課 ………

6102 議会月報　昭和５０年、昭和５５年 調査課

6103
議会参考資料　昭和５２年６月、昭和５７年７月、８月、１０月、昭和

５８年１月、５月、８月、昭和５９年２月～昭和６３年９月、平成元年２

月～平成２１年２月

調査課

6104 議会参考資料〈別冊〉２月６月９月１２月定例会の本会議における議員の

質問等に対する措置状況　昭和５５年、昭和５７年～平成１９年
調査課

6105

和歌山県議会時報　昭和４５年２月～昭和４８年２月、９月、昭和４９年

２月～昭和５１年２月、９月、昭和５４年９月、昭和５６年９月、１２月、

昭和５７年６月、昭和５８年１２月、昭和５９年２月～平成１３年２月、

６月

調査課

6106 和歌山縣議會時報資料版　VOL.20 － NO. 1 ～ NO.15、VOL.21 － NO. 1
～ NO. 8（VOL.20 － NO.3 欠号）昭和４２年～昭和４３年

調査課

6107 県議会図書室概要　昭和４２年、平成５年、平成９年 調査課

6108 図書目録　追録　１～４　昭和４０年～昭和４８年 調査課

6109 図書目録資料目録　昭和４０、４５、５０、６２年、平成６、１０年 調査課

6110 和歌山県の議会　昭和４７年、平成２、９、１１～１３、２０年 調査課

6111 議会活動参考資料　地方自治と議会　予算・決算の見方　和歌山県友会 和歌山県議会 平成２０

6112 請願書（写）平成７年６、９、１２月定例会 議事課

6113 陳情書（写）平成７年～平成１２年 議事課

6114 議会調査のしおり　 調査課 平成　４

6115 和歌山県議会　昭和２６、３０、３６、４６、４２、５４年 和歌山県議会

6116 わかやま県議会だより　創刊号～Ｎｏ．３　平成２０年６、９、１２月定

例会号
和歌山県議会

6117 平成１７年～平成２０年　県議会便覧 和歌山県議会

6118 和歌山県議会関係法令集 和歌山県議会 昭和３７

6119 われわれが見た欧州のすがた 和歌山県議会海外視察団 昭和４０

6120 欧米地方議会視察記 和歌山県議会 昭和４１

6121 南紀郷土民芸のしおり 和歌山県議会 昭和４４

6122 補助・融資便覧 和歌山県議会 昭和４５

6123 職員の給与等に関する報告参考資料昭和６２年～平成１１、１６、１９年 職員課

6124 労働基準法労働安全衛生法関係事務取扱便覧　平成８年、平成１３年、労

働基準関係事務取扱便覧　
職員課 昭和５４

6125 和歌山県職員募集案内　平成３～５、７～１１、１４～１６年 人事委員会総務課

6126 職員の給与等に関する報告及び勧告　昭和５０～５４、６１年～平成５、７、

８、１０～１５、１８年
人事委員会

6127 地方公務員関係例規集 人事委員会 昭和３３

6128 和歌山県地方労働委員会年報　平成５、７～１１、１５～１９年版 和歌山県地方労働委員会

6129 労使関係法運用の実情及び問題点に関する報告書 審査調整課 昭和４１

6130 審査関係事務処理要領 和歌山県地方労働委員会 昭和５３

6131 調整事務処理要領 和歌山県地方労働委員会 昭和６３

6132 事業概要　昭和５７年版、平成２年版 地方労働委員会総務課

6133 行政監査報告書　平成７年度～平成１１年度 監査委員事務局

6134 和歌山県公営企業決算審査意見書　昭和６３年度、平成２～１０年度（平

成７年度欠）
監査委員

6135 和歌山県公営企業会計決算審査意見書　平成１３年度 監査委員 平成１３

6136 和歌山県歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書　平成元～１２、１９

年度（平成１１年度欠）
監査委員

6137 和歌山県歳入歳出決算及び土地開発基金運用状況審査意見書昭和６３年度 監査委員 平成　１

6138 平成１９年度決算に基づく和歌山県健全化判断比率及び資金不足比率審査

意見書
監査委員 平成２０

6139 選挙の記録　昭和５０年１１月２３日執行和歌山県知事選挙　昭和５０年

８月～昭和５０年１２月市町村選挙
選挙管理委員会 昭和５１

6140 選挙の記録　昭和５３年２月１９日執行参議院地方選出議員補欠選挙 選挙管理委員会 昭和５３
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6141 選挙の記録　昭和５４年１０月７日執行衆議院議員総選挙最高裁判所裁判

官国民審査
選挙管理委員会 昭和５４

6142 選挙の記録　昭和５５年６月２２日執行参議院議員通常選挙 選挙管理委員会 昭和５５

6143
選挙の記録　昭和５５年６月２２日執行衆議院議員総選挙最高裁判所裁判

官国民審査　昭和５５年８月６日執行和歌山海区漁業調整委員会委員一般

選挙　昭和５５年１月～昭和５５年９月市町村選挙

選挙管理委員会 昭和５５

6144 選挙の記録　昭和５８年４月１０日執行和歌山県議会議員一般選挙　昭和

５５年１０月～昭和５８年８月市町村選挙
選挙管理委員会 昭和５８

6145 選挙の記録　昭和６１年７月６日執行参議院議員通常選挙　昭和５９年４

月～昭和６１年１２月市町村選挙
選挙管理委員会 昭和６１

6146 選挙の記録　昭和６１年７月６日執行衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官

国民審査　昭和５９年　４月～昭和６１年１２月市町村選挙
選挙管理委員会 昭和６１

6147 選挙の記録　昭和６２年１０月２５日執行和歌山県知事選挙　昭和６２年

６月～昭和６２年１２月市町村選挙
選挙管理委員会 昭和６２

6148 選挙の記録　昭和６２年４月１２日執行和歌山県議会議員一般選挙　昭和

６２年１月～昭和６２年５月市町村選挙
選挙管理委員会 昭和６２

6149 選挙の記録　平成２年２月１８日執行衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官

国民審査　平成元年１０月～平成２年３月市町村選挙
選挙管理委員会 平成　２

6150 選挙の記録 選挙管理委員会 平成　５

6151 選挙の記録　平成５年７月１８日執行　衆議院議員総選挙　最高裁判所裁

判官国民審査
選挙管理委員会 平成　６

6152 選挙の記録　平成７年１１月５日執行　和歌山県知事選挙 選挙管理委員会 平成　７

6153 選挙の記録　平成７年４月９日執行　和歌山県議会議員一般選挙 選挙管理委員会 平成　７

6154 選挙の記録　平成７年７月２３日執行　参議院議員通常選挙 選挙管理委員会 平成　７

6155 平成７年１１月公表　政治団体等の収支報告書の要旨 選挙管理委員会 平成　７

6156
選挙の記録　平成 17 年 9 月 11 日執行衆議院議員総選挙　平成 17 年 3 月

25 日執行　海区漁業調整委員会委員補欠選挙　平成 17 年 1 月～平成 17 年

12 月　市町村選挙

選挙管理委員会 平成１８

6157 選挙公報　平成 19 年 7 月 29 日　執行参議院比例代表選出議員通常選挙 選挙管理委員会 平成１９

6158 選挙公報　平成 19 年 7 月 29 日　執行参議院和歌山選挙区選出議員通常選挙 選挙管理委員会 平成１９

6159 平成３年１１月公表　政治団体等の収支報告書の要旨 選挙管理委員会 平成　３

6160 企業局の事業概要　昭和６０年版、平成３、４、６～８、１１年度版 企業局企業総務課

6161 和歌山県電気事業工業用水道事業土地造成事業駐車場事業観光レクリエー

ション事業決算書　平成８、１０、１１、１３年度
企業総務課

6162 和歌山県電気事業工業用水道事業土地造成事業駐車場事業決算書　平成６、

７、９年度
企業総務課

6163 和歌山県電気事業工業用水道事業土地造成事業有料道路事業決算書　昭和

６３年度、平成２、３、４年度
企業総務課

6164 和歌山県公営企業予算書　 企業総務課 平成　３

6165 和歌山県電気事業工業用水道事業土地造成事業決算書　平成５年度 企業総務課 平成　５

6166 和歌山県の公営企業 企業総務課 平成１１

6167 卸認可申請書　平成９年、平成１１年　 企業課

6168 電力受給契約書　平成元、３、５、７年 企業課

6169 料金原価算定説明資料　平成５、７、９～１２年度 企業課

6170 黒潮　昭和５９、６０、６２年、平成３～１３年　 和歌山県警察本部

6171 交通年鑑　昭和５９、６１年、平成３、４、１０、１１年 交通企画課

6172 Ｓｔｏｐ！該当犯罪　乗り物に対する犯罪特集
和歌山県警察（財）和歌山県
防犯協議会連合会

………

6173 振り込めサギ　あわてるな振り込む前にまず相談！
和歌山県警察（財）和歌山県
防犯協議会連合会

………

6174 犯罪統計書　平成１５年～平成１９年 警察本部

6175 和歌山の警察　平成１２～１４、１８、２０年 警察本部

6176 交番速報　振り込め詐欺注意！！、ひったくりにご注意！ 和歌山西警察署 ………

6177 少年非行概況  平成５年 防犯少年課 平成　６

6178 和歌山県警察受験案内　平成１０年、平成７年 警察本部 平成　７
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6179 ＦＩＧＨＴ　君の一生懸命が、街の、人の、笑顔を作る。 警察本部 平成１１

6180 研修概要　平成元、２、４～１１、１３、１４年度　 職員研修所

6181 政策政策能力開発研修　課題研究報告書　平成８、９、１２、１３年度 職員研修所

6182 通信教育研修のご案内　平成１２年度～平成１５年度 職員研修所

6183 職員研修所だより　Ｖｏｌ．１～１１、１３～１６、１９～２３ 職員研修所 昭和６１

6184 研修案内　平成８年度版 職員研修所 平成　８

6185 ゆとりと充実輝く和歌山新時代　－和歌山県の取り組み－ 和歌山県東京事務所 平成１０

6186 業務統計　平成１１、１６～１８年度 防災航空センター

6187 和歌山県防災ヘリコプター 防災航空センター 平成１８

6188 和歌山県衛生公害研究センター年報　昭和６０年度、平成２～１３年度（平

成３年度欠）
衛生公害研究センター

6189 衛公研だより 第１５号～第２２号 １９９６年～１９９９年（欠号あり） 衛生公害研究センター

6190 和歌山のキノコ 環境衛生研究センター 平成１９

6191 和歌山県女性センター概要 女性センター 平成１０

6192 りぃぶる　創刊号～第４２号　１９９９年～２００９年（欠号あり） 女性センター

6193 りぃぶるＢｏｏｋ　Ｖｏｌ．１、２　平成２０年、２１年 男女共生社会推進センター

6194 わかやま女性地域リーダー養成プロジェクト　第２、３期生論文集　平成

１４年、平成１５年
男女共生社会推進センター

6195 行政職員のための男女共生社会づくり推進の手引き 男女共生社会推進センター ………

6196 女性就業援助事業の概要　平成１１年度、平成１３年度 男女共生社会推進センター

6197 りぃぶるｄｅさんかくトーク　報告書　平成１９年～平成２１年 男女共生社会推進センター

6198 ワカちゃんの男女共同参画日記　平成１６年、平成１７年（点字版含む） 男女共生社会推進センター

6199 和歌山県男女共生社会推進センター概要　平成１３年度～平成２０年度 男女共生社会推進センター

6200 自分らしくあなたらしく生きるために 男女共生社会推進センター 平成１３

6201 しらべてみよう　男女平等　こども探偵団手帳 男女共生社会推進センター 平成１５

6202 すすめよう男女共同参画 男女共生社会推進センター 平成１５

6203 自分のこと好き？ 男女共生社会推進センター 平成１５

6204 情報冊子　人材ナビＢＯＯＫ 男女共生社会推進センター 平成１５

6205 和歌山県男女共同参画推進員活動報告書 男女共生社会推進センター 平成１５

6206 チャレンジ支援　女性総合政策研究塾 男女共生社会推進センター 平成１６

6207 チャレンジ支援「まちづくり実践塾」報告書 男女共生社会推進センター 平成１７

6208 男女共同参画でまちづくり　りぃぶるタウントーク 男女共生社会推進センター 平成１７

6209 ふるさとづくりタウントーク　報告書 男女共生社会推進センター 平成１８

6210 チャレンジ支援「わたしには夢がある塾」報告書 男女共生社会推進センター 平成１８

6211 しおかぜ　平成１２年９月～平成１５年８月（欠号あり） 子ども・障害者相談センター

6212 子育て情報ブック　すくすく・のびのび紀州っ子 子ども・障害者相談センター 平成１１

6213 事業概要　平成７年度版～平成１９年度版（平成９、１１年度欠）
子ども・障害者相談センター
　和歌山県紀南児童相談所

6214 事業実施状況　平成１７年度、平成１８年度
和歌山県難病・子ども保健相
談支援センター

6215 事業実施状況　 子ども保健福祉相談センター 平成１６

6216 病気の子どもへの支援の手引 子ども保健福祉相談センター 平成１７

6217 和歌山県難病・子ども保健相談支援センター
和歌山県難病・子ども保健相
談支援センター

平成１８

6218 事業概要　平成１３年度～平成１９年度（平成１４年度欠）
和歌山県動物愛護センター・
和歌山県鳥獣保護センター

6219 人と動物が共生する潤いのある社会づくりをめざして
和歌山県動物愛護センター・
和歌山県鳥獣保護センター

平成１２

6220 和歌山県動物愛護センター（パンフレット） 和歌山県動物愛護センター 平成１２

6221 ネコと暮らそう 和歌山県動物愛護センター 平成１３

6222 パートナーズ・ノート　 和歌山県動物愛護センター 平成１３

6223 正しい飼い方　～動物と楽しく暮らすためすために～ 和歌山県動物愛護センター 平成１３

6224 動物とともにくらそう 和歌山県動物愛護センター 平成１３

6225 犬のしつけ方 和歌山県動物愛護センター 平成１４

6226 マスターとウーのズーノーシスって何？ 和歌山県動物愛護センター 平成１５

－ 127 －



通番 図書･資料名 著編者 刊行年

6227 子犬物語 和歌山県動物愛護センター 平成１５

6228 こねこ物語　 和歌山県動物愛護センター 平成１６

6229 わかやまＮＰＯ情報 第１～４１号 平成１３年～平成２１年（欠号あり）
和歌山県ＮＰＯサポートセン
ター

6230 和歌山県ＮＰＯ・ボランティア情報誌　わか愛愛　特別号　ＮＰＯってな

んやろ？編
和歌山県ＮＰＯサポートセン
ター

平成１９

6231 ガイドブック　三つ星で知る和歌山のＮＰＯ ＮＰＯサポートセンター 平成２０

6232 共助で生活復興ガイド ＮＰＯサポートセンター 平成２０

6233 家庭支援電話相談事業の概要　子供と家庭のテレフォン１１０番　＝平成

４、６年度実績＝
県中央児童相談所

6234 わかやまの児童相談　１９９５（平成６年度業務概要）
県中央児童相談所・紀南児童
相談所

平成　７

6235 業務概要　平成元年度、平成９年度～平成１３年度　
県女性相談所・女性保護施設
なぐさホーム

6236 女性相談の概要　平成１５年度～平成２０年度
女性相談所・女性保護施設な
ぐさホーム

6237 女性相談所からの発信　平成１５年、１６年、２１年 女性相談所

6238 女性相談 女性相談所 平成１２

6239 和歌山県立潮岬青年の家　利用の手びき　平成７年、平成８年 県立潮岬青年の家

6240 事業概要　平成６年度 身体障害者福祉センター 平成　６

6241 事業運営適正化対策　政府管掌健康保険　厚生年金保険　国民年金事業運

営向上対策　平成２年度
和歌山東社会保険事務所

6242 事業運営適正化対策　平成元年度 和歌山西社会保険事務所 平成　１

6243 事業概要　平成３年～平成１０年 岩出保健所

6244 事業概要　平成２年度、平成６年度 高野口保健所

6245 事業概要　昭和６１年、昭和６２年　 海南保健所

6246 図表で見る管内の保健衛生の現状　昭和６３年度～平成６年度 海南保健所

6247 管内の保健衛生の現状　平成７年度 海南保健所 平成　８

6248 事業概要（有田地方の保健衛生の動向）　平成元年度、平成２年度 湯浅保健所

6249 事業概要　平成１８年度、平成２０年度　 湯浅保健所

6250 保健所事業概要　平成２、３、５～７年度 御坊保健所

6251 食中毒から家族を守る　６つのポイント 御坊保健所 ………

6252 彩食健美（Ｖｏｌ．１～４、６、１１）
御坊保健所・食と健康推進委
員会

………

6253 平成１５年度地域保健特別推進事業　日高地方における高校生を対象とし

た生活習慣病予防健診事業について
御坊保健所 平成１６

6254 子どもを事故から守りましょう（４ヶ月児 ､１歳６ヶ月児 ､３歳児健診用） 御坊保健所 平成１７

6255「災害時の保健所業務マニュアル作成と健康危機管理ネットワークづくりモ

デル事業」報告書
御坊保健所 平成１７

6256 メタボリックシンドロームを知ってますか？ 御坊保健所 平成１８

6257 事業概要　平成元～３、７～９年度 田辺保健所

6258 古座保健所だより  第１１～１４号  平成１０年５月～平成１１年３月 古座保健所

6259 事業概要　平成３年度 古座保健所 平成　３

6260 事業概要　平成２年版、平成４年版 新宮保健所

6261 事業概要　平成１０年度
新宮保健所・東牟婁福祉事務
所

平成１１

6262 和歌山県立高等看護学院　案内　平成１４年～平成１６年 和歌山県立高等看護学院

6263 和歌山県立高等看護学院　学則 和歌山県立高等看護学院 平成１４

6264 和歌山県立高等看護学院　学生募集要領　平成１４年度～平成１７年度 和歌山県立高等看護学院

6265 和歌山県立高等看護学院　教育概要　平成１３年度～平成１５年度 和歌山県立高等看護学院

6266 和歌山県立五稜病院事業会計決算書　昭和６３年度、平成２～６、８、９、

１３年度
県立五稜病院

6267 わかやま　和歌山県精神保健福祉センターだより　Ｎｏ．１～Ｎｏ．３８

　１９９９年～２００９年
和歌山県精神保健福祉セン
ター

6268 和歌山県子ども保健福祉相談センター（パンフレット） 子ども保健福祉相談センター ………
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6269 わかやま　地場産業の景況　昭和６２年、平成６年 中小企業総合指導所

6270 商店街の景況　昭和６１年～昭和６３年 中小企業総合指導所

6271 和歌山県下輸出関連企業における円高影響の概要 中小企業総合指導所 昭和６２

6272 御坊市本町四丁目商店街診断報告書 中小企業総合指導所 昭和６２

6273 広域商業診断報告書　日高町観光業界 中小企業総合指導所 昭和６２

6274 海南特産家庭用品業界の現状と課題（産地診断報告書） 中小企業総合指導所 平成　４

6275 特定大型店進出地域商店街診断報告書　御坊駅前通商店街　平成３年度 中小企業総合指導所 平成　４

6276 産地診断報告書（南部町・南部川村梅干業界） 中小企業総合指導所 平成　５

6277 計量 計量検定所 ………

6278 計量行政概要　平成９年度 計量検定所 平成　９

6279 業務報告　昭和３２、３４～３６年度 和歌山県工業試験場

6280 和歌山県工業試験場年報　昭和３７年度～昭和５０年度 和歌山県工業試験場

6281 技術情報誌テクノリッジ２１７～２８２　平成８年～２１年（欠号あり） 和歌山県工業技術センター

6282 未来を結ぶ技術の架け橋　和歌山県工業技術センター（パンフレット） 県工業技術センター ………

6283 研究報告　平成３～９、１１、１４、１５～１９年度 県工業技術センター

6284 業務年報　平成８、９、１１、１４～１９年度 県工業技術センター

6285 工業技術センター関係新聞記事の抜粋　平成６年７月～平成８年１０月 県工業技術センター

6286 技術情報別冊　和歌山県工業試験場報告 県工業技術センター 平成　１

6287 技術情報別冊　和歌山県工業技術センター報告 県工業技術センター 平成　２

6288 平成１９年度　業務年報 県工業技術センター 平成２０

6289 和歌山工業技術センター　ご利用の手引き 県工業技術センター 平成２０

6290 事業概要　平成１６年度～平成１８年度 和歌山高等技術専門校

6291 事業概要　平成１９年度、平成２０年度 県立和歌山産業技術専門学院

6292 平成１９年度　入学のしおり 県立和歌山産業技術専門学院 平成１９

6293 事業概要　平成５年度 婦人等就業援助センター 平成　５

6294 農業振興構想　－明日を拓く和海の農業－ 和歌山農業改良普及センター 平成　３

6295 和海の農業（パンフレット含む） 和歌山農業改良普及センター 平成　３

6296 那賀郡の農業・生活指標 那賀農業改良普及所 昭和６２

6297 食べてみようよ とりたてがじまんです 生産者と消費者を結ぶマップ那賀 那賀農業改良普及センター 昭和６３

6298 那賀の農業と生活 那賀農業改良普及センター 平成　１

6299 地域の産物を活かした手づくりの味（農産加工と料理） 那賀農業改良普及センター 平成　８

6300 母から子へ　伝えよう食文化　なが味ものがたり 那賀農業改良普及推進協議会 平成１１

6301 旬果旬菜　伝え育てる那賀の味料理集 那賀農業改良普及センター 平成１７

6302 はばたく農業へのチャレンジ 伊都農業改良普及センター ………

6303 世界遺産登録へ　大師黒（古代米）料理集 伊都農業改良普及センター ………

6304 伊都地方の農業案内 伊都農業改良普及センター 昭和６０

6305 安田島営農の手引き 伊都農業改良普及所 昭和６２

6306 はばたく伊都農業（農業・生活振興構想） 伊都農業改良普及センター 平成　４

6307 伊都地方に根ざした手づくりの味 伊都農業改良普及センター 平成　９

6308 魅力ある伊都地方をめざして 伊都農業改良普及センター 平成　９

6309 伊都地方ふるさと味便り 伊都農業改良普及センター 平成１３

6310 有田農業振興構想 有田農業改良普及所 ………

6311 伸びゆく有田農業 有田農業改良普及センター ………

6312 有田農業振興構想　普及指導計画「基本計画」平成９年度～平成１４年度 有田農業改普良及センター ………

6313 平成７年度普及活動の歩み　～日本一有田みかんの里を目指して～ 有田農業改良普及センター 平成　８

6314 有田地方の産地　～２１世紀に花咲く有田農業～ 有田農業改良普及センター 平成　９

6315 有田地方の農家と共に 有田農業改良普及推進協議会 平成１２

6316 有田農業見て歩き（農業経営事例集） 有田地方青年就農促進協議会 平成１４

6317 日高農業を創造する　Ⅰ、Ⅱ　平成８年、平成９年 日高農業改良普及センター

6318 日高の農業　 日高農業改良普及センター 平成　３

6319 新時代を拓く日高農業　－農業振興構想－ 日高農業改良普及センター 平成　４

6320 紀南の特色を活かし活力のある産地作りを目指した西牟婁地方の農業 西牟婁農業改良普及センター 平成　３

6321 明日を拓く活力産地づくり　－むらおこしをめざした普及活動－ 東牟婁農業改良普及センター 昭和６１

6322 明日の農業を担う 和歌山県農業大学校 ………

6323 事業報告　平成１１、１３、１７、１８年度 和歌山県農業大学校
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6324 卒業論文集　平成１３年度～平成１８年度　 和歌山県農業大学校

6325 学生募集　２００１年 和歌山県農業大学校 平成１２

6326 平成１９年度　教育計画書（シラバス） 和歌山県農業大学校 平成１９

6327 試験研究成績の概要（試験研究成績概要書）　昭和５５年～平成元、３～６、

１４～２０年
農業試験場

6328 試験研究設計概要書　平成２、４～６、１４、１５、１７、１８年度 農業試験場

6329 病害虫発生予察事業年報　昭和５２年度～昭和６２年度 農業試験場

6330 和歌山県農業試験場ニュース　第１号～第８０号　昭和４９年～平成５年 農業試験場

6331 和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場ニュース　第１０１号～第

１１４号　平成１５年～平成２２年
農業試験場

6332 和歌山県農業試験場年報　昭和５０年度～平成５年度 農業試験場

6333 和歌山縣農業試験場研究報告　第１～１４号　昭和３８年～平成２年 農業試験場

6334 和歌山縣農業地図（第１輯）　１９５２ 農業試験場 昭和２７

6335 和歌山県農業試験場蔵書目録 農業試験場 昭和５８

6336 水田農業確立のための地域別目標営農類型　 農業試験場 昭和６３

6337 農業試験場試験設計概要　平成２年４月　 農業試験場 平成　２

6338 技術資料　Ｎｏ．１～３９ 農業試験場 平成　４

6339 ウメ経営の改善方向 農業試験場 平成１８

6340 産地の維持・発展を目指した合理的ウメ経営方式の確立 農業試験場 平成１８

6341 水稲乾田直播栽培マニュアル　平成１８年７月 農業試験場 平成１８

6342 試験研究成績概要　平成５年度～平成８年度 暖地園芸センター

6343 試験研究成績年報　平成９年度～平成１２年度 暖地園芸センター

6344 暖地園芸センターニュース　第２９～３４号　２００６年～２００９年 暖地園芸センター

6345 農作物有害動植物発生予察事業年報　昭和６３年度～平成４、１２～１９

年度
農作物病害虫防除所

6346 果樹試験研究成績　平成６～８、１８、１９年度 果樹園芸試験場

6347 試験研究成果発表要旨　平成元、２年度 果樹園芸試験場

6348 和歌山県果樹園芸試験場研究報告　第１、３、６～９号　昭和４２、４６、

５７～５９年、平成５年
果樹園芸試験場

6349 和歌山県果樹園芸試験場特別研究報告　第１号　カンキツ黒点病およびそ

ばかす病の生態と防除に関する研究　
果樹園芸試験場 平成　３

6350 要覧 果樹園芸試験場 ………

6351 要覧 果樹園芸試験場紀北分場 ………

6352 和歌山県戦略的研究開発プラン課題　「省力型牛ふん固形化堆肥実用化技術

の確立」成果報告書
果樹試験場 平成１９

6353 和歌山県戦略的研究開発プラン課題　「カキ極早生品種の安定出荷・流通技

術の開発と体系化」成果報告書　
果樹試験場かき・もも研究所 平成２０

6354 要覧 紀北家畜保健衛生所 平成１２

6355 要覧 紀中家畜保健衛生所 平成１２

6356 要覧 紀南家畜保健衛生所 平成１２

6357 まきば　第１号～第１３７号　昭和４４年～平成２１年 県畜産試験場振興協議会

6358 和歌山県畜産試験場試験研究報告 第５～８号 平成５、７、１０、１４年 畜産試験場

6359 和歌山県畜産試験場業務成績表　１９７２ 畜産試験場 昭和４７

6360 業務並試験研究報告　第２２～３０号　平成元年度～平成９年度 養鶏試験場

6361 紅冠　平成４年～平成１８年（平成８年欠） 養鶏研究所振興協議会

6362 和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場 林業試験場 ………

6363 業務報告　平成１１～１３、１７、１９年度　 林業試験場

6364 林業架線設計書作成の手引（林業架線作業主任者用） 林業センター 昭和５７

6365 和歌山県林業センター研究報告　第３号 林業センター 平成　４

6366 林業センター講習の案内　平成５年度 林業センター 平成　５

6367 試験成績概要　平成元、７～１３年度　 山村産業試験場

6368 サカキの栽培方法 山村産業試験場 平成１２

6369 和歌山県ふるさと定住センター御案内　平成１５年、平成１８年 ふるさと定住センター

6370 和歌山県ふるさと定住センター研修のご案内　平成１５年度 ふるさと定住センター 平成１５

6371 ようこそ田舎暮らしへ ふるさと定住センター 平成１９
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6372 紀伊半島におけるケヤキ人口林育成マニュアル 林業試験場 平成２０

6373 和歌山県水産試験場戦後２０年　付昭３５～３９事業概要報告 水産試験場

6374 和歌山県水産試験場事業報告　平成２、４～６、８～１９年度　 水産試験場

6375 和歌山県水産増殖試験場報告　第１５～３０号　昭和５９年～平成９年度 水産増殖試験場

6376 地域特産種増殖技術開発事業報告書（巻貝類グループ）　昭和６３年度、平

成元～５年度
水産増殖試験場

6377 地域先端技術共同研究開発促進事業報告書（ホンダワラ類） 水産増殖試験場 平成１１

6378 和歌山県内水面漁業センター事業報告　第３～３０号　昭和５２年度～平

成１６年度
内水面漁業センター

6379 平成１４年度内水面資源増養殖・管理総合対策事業報告書 水産試験場内水面研究所

6380 平成１５、１６年度　健全な内水面生態系復元推進委託事業　環境調和型

アユ増殖手法開発事業報告書
水産試験場内水面研究所

6381 水産試験場増養殖研究所報告　平成１５年度～平成１７年度　第３８号 水産試験場増養殖研究所

6382 和歌山県農林水産総合技術センター水産試験場特別研究報告　第５号 水産試験場 平成１９

6383 わかやま果試ニュース　Ｎｏ．１～４８、６８～７３　　　　　　　　　

昭和５５年８月号～平成８年８月号、平成１８年７月号～平成２１年１月
果樹試験場

6384 農業試験場ニュース　第１０１号～第１１２号　２００３年～２００９年 農業試験場

6385 和歌山県林業試験場だより 第５２号～第６９号 ２０００年～２００９年 林業試験場

6386 和歌山県農林水産総合技術センター概要 県農林水産総合技術センター ………

6387 試験研究成績書　平成１３年度～平成１８年度 暖地園芸センター

6388 研究成果選集　平成１１、１２、１４～１７、１９年度 県農林水産総合技術センター

6389 農林水産総合技術センター研究報告　第１～１０号　平成１２年～２１年 県農林水産総合技術センター

6390 農林水産総合技術センター特別研究報告 第１～９号 平成１２年～１８年 県農林水産総合技術センター

6391 農林水産総合技術センター年報　平成１０年度～平成１９年度 県農林水産総合技術センター

6392 地域特産果樹の樹勢強化による安定生産技術の確立　
和歌山県暖地園芸センター
福井県園芸試験場
徳島県果樹研究所

平成１４

6393 要覧　平成１６年１月 果樹試験場かき・もも研究所 平成１６

6394 うめ研究所　成果情報　第１号～第３号　平成１８年～平成２０年 うめ研究所

6395 機能性成分を高めるための家庭用梅加工マニュアル 果樹試験場うめ研究所 平成２０

6396 就農支援センター業務報告書　平成１６年度、平成１７年度 和歌山県就農支援センター

6397 就農研修募集要項　平成１６～１８、２０、２１年 和歌山県就農支援センター

6398 和歌山県で農業に夢を託す人達の事例集 和歌山県就農支援センター 平成１８

6399 新規就農ガイド～農業にチャレンジしたいあなたのために～ 和歌山県就農支援センター 平成２０

6400 事業概要　平成４年度 岩出土木事務所 平成　４

6401 春日川事業概要書 岩出土木事務所 平成　７

6402 岩出土木事務所管内図 岩出土木事務所 平成　７

6403 湯浅土木事務所管内図 湯浅土木事務所 ………

6404 管内概況　平成３年度、平成８年度 和歌山土木事務所

6405 管内概況　平成５年度、平成７年度 岩出土木事務所

6406 管内概況　平成４年度 湯浅土木事務所 平成　４

6407 管内概況　平成４、７、９年度 御坊土木事務所

6408 管内概況　平成４年度、平成７年度 田辺土木事務所

6409 管内概況　平成４年度、平成７年度 串本土木事務所

6410 管内概況　平成７年度 新宮土木事務所 平成　７

6411 和歌山県串本土木事務所管内図 串本土木事務所 平成　４

6412 和歌山県新宮土木事務所管内図 新宮土木事務所 平成　７

6413 管内概況　平成１４年度～平成１６年度 和歌山下津港湾事務所

6414 港湾審議会第１６９回計画部会資料　和歌山下津港港湾計画書、資料 和歌山下津港港湾管理者 平成１１

6415 和歌山下津港湾事務所管内図 和歌山下津港湾事務所 平成１９

6416 南紀白浜空港パンフレット 南紀白浜空港管理事務所 ………

6417 南紀白浜空港の概要（１９９８） 南紀白浜空港管理事務所 平成１０

6418 南紀白浜空港利用者の手引き 南紀白浜空港管理事務所 平成１０

6419 海草県事務所和歌山農業改良普及所の概況　平成２、３、５年 海草県事務所

6420 重点要望書　平成３年度、平成５年度　 海草県事務所
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6421 那賀地方重点施策要望書　昭和６３年度、平成４、５年度 那賀県事務所

6422 事務概要 那賀県事務所 昭和４８

6423 那賀郡の農業（活力ある農業・農村をめざして） 那賀県事務所 平成　４

6424 喜の国いきいきフォーラム　「おじいちゃんおばあちゃん」作文大募集　－

入賞入選作品集－
喜の国いきいきフォーラム実
行委員会（那賀県事務所内）

平成　５

6425 予算等に関する重点事業要望書　平成４年度、平成５年度 伊都地方機関連絡会議

6426 伊都県事務所事業概要　 伊都県事務所 平成　５

6427 田口地区地すべり事業概要　報告書　昭和４７年～昭和５３年 和歌山県有田県事務所

6428 有田地方重点事業要望書　昭和６３、６４年度、平成３～５、７、１１、

１４年度
有田地方機関連絡会議（有田
県事務所内）

6429 有田地方　山村地域の特産物について 有田県事務所 昭和５６

6430 紀州日高路 日高観光協会 ………

6431 予算等に関する重点事項要望書　昭和６２、６３年度、平成３、５、６、

１１、１２年度
日高振興局

6432 統計ひだか　１９６６ 和歌山県統計協会日高支部 昭和４２

6433 日高地方要覧　１９７２ 和歌山県統計協会日高支部 昭和４７

6434 重点施策要望書　平成５、６、１２年度 西牟婁地方機関連絡会議

6435 西牟婁の森林、林業 西牟婁県事務所 昭和６２

6436 東牟婁地方重点事業要望書　平成３年度～平成６年度 東牟婁地方機関連絡会議

6437 Ｓｃｒａｐ Ｂｏｏｋ  台風第十五号災害写真集 東牟婁地方事務所 昭和３４

6438 紀南東牟婁新宮市要覧　１９６９ 県統計協会東牟婁支部 昭和４４

6439 那智山の山地　地すべり報告書１　 東牟婁県事務所 昭和５６

6440 那智山の地すべり　Ｖｏｌ．１ 東牟婁県事務所 昭和５６

6441 海草振興局の概要　平成１０年～平成１２年 海草振興局県民行政部

6442 重点事業要望書　平成１１年度、平成１２年度 海草振興局

6443 海草振興局管内図 海草振興局県民行政部 平成１１

6444 事業概要　平成１１年、平成１２年 海草振興局健康福祉部

6445 海草振興局農業振興課　普及だより　平成２０年、平成２１年 海草振興局農業振興課

6446 和海地方の農業 海草振興局農業振興課 平成２０

6447 海草振興局建設部管内図　平成１５年、平成１８年 海草振興局建設部

6448 海草振興局建設部　平成１５年度、平成１９年度　管内概況 海草振興局建設部

6449 重点事業要望書　平成１１年度、平成１２年度 那賀地方連絡会議

6450 那賀ドライブマップ　平成１２年、平成１３年 那賀郡広域観光協議会

6451 事業概要　平成１１、１３～１９年度版 那賀振興局岩出保健所

6452 なが普及だより（４９号） 那賀振興局農業振興課 ………

6453 紀州わくわくマップ２１　那賀地域の物産を求めて
那賀郡ふるさと未来づくり事
業」研究会

平成１１

6454 管内概況　平成１２年度～平成１９年度（平成１４年度欠） 那賀振興局建設部

6455 那賀振興局建設部管内図　（道路）、（河川） 那賀振興局建設部 平成１９

6456 パワフル・ナガフル　那賀振興局だより 那賀振興局 ………

6457 那賀の国ウォーキングガイド　那賀の国を歩こうよ !! 那賀郡広域観光協議会 ………

6458 那賀の国　漫遊季 那賀郡広域観光協議会 平成１５

6459 伊都振興局だより　平成１４年～平成１８年 伊都振興局総務室

6460 伊都地方の農林水産業 伊都振興局農林水産部 平成１０

6461 ＩＴＯ’Ｓ　ＦＯＲＥＳＴ 伊都振興局農林水産振興部 平成１１

6462 伊都地方重点事業要望書　平成１２年度 伊都地方機関連絡議会 平成１１

6463 地域食材を活かした体にやさしい料理　伝えたい味 伊都振興局農林水産振興部 平成１５

6464 伊都地方の「伝えたい味と食材」ガイド　いとうまし 伊都振興局農林水産振興部 平成１７

6465 カキの栽培指針 伊都振興局農林水産振興部 ………

6466 柿酢ガイド 伊都地方柿酢利用促進協議会 平成１９

6467 伊都振興局管内図（道路）平成１７年版、平成１８年版 伊都振興局建設部

6468 伊都振興局管内図（河川）平成１８年版 伊都振興局建設部 平成１８

6469 有田地域の未来のために　市町村合併について考えてみましょう
有田地域市町村合併調整協議
会

………

6470 有田川創造アクションプラン 有田振興局県民行政部 平成１２
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6471 みかんのふるさと味めぐり 有田振興局農林水産振興部 平成１１

6472 管内概況　平成１５年度～平成２０年度　 有田振興局建設部

6473 有田振興局建設部管内図　平成１８年度、平成１９年度 有田振興局建設部

6474 森林土木効率化等技術開発モデル事業　平成１２、１３年度調査報告書 有田振興局

6475 管内概況　平成１０年度～平成１９年度（平成１１年度欠） 日高振興局建設部

6476 日高振興局（案内パンフレット） 日高振興局総務室 平成１９

6477 紀州日高ウォーキングガイド　日高 View てぃふる物語 日高振興局総務室 ………

6478 なかつみやまっぷ　「奥日高」の山歩きガイドマップ 日高振興局林務課 ………

6479 事業概要　平成１４年度、平成１８年度 御坊保健所

6480 地域食材で新たな産業興し日高の味　料理集
地域食材で新たな産業興し実
行委員会

平成１９

6481 暮らしをまもる切目川ダム 切目川ダム建設事務所 平成１７

6482 みんなで進めよう健康日高２１　（ダイジェスト版含む） 健康日高２１計画策定委員会 平成１５

6483 事業概要　平成１２年度～平成２０年度（平成１６年度欠） 田辺保健所

6484 和歌山県田辺・御坊地方拠点都市地域基本計画
和歌山県田辺・御坊地方拠点
都市地域整備推進協議会

平成　６

6485 にしむろアグリ情報　第７１号～第７４号　平成１９年～平成２１年 西牟婁振興局農業振興課

6486 西牟婁地方の農林水産業の概要　 西牟婁振興局農林水産振興部 平成１７

6487 西牟婁地方の産業振興（農林水産業・商工業・観光・世界遺産） 西牟婁振興局産業振興部 平成１９

6488 平成１８年度、平成１９年度　管内概況 西牟婁振興局建設部

6489 西牟婁振興局建設部管内図 西牟婁振興局建設部 平成１８

6490 紀南流域林業活性化実施計画書 紀南流域林業活性化センター 平成　８

6491 事業概要　平成１６年度版～平成２０年度版（新宮保健所） 東牟婁振興局健康福祉部

6492 事業概要　平成１４年度版～平成１８年度版（新宮保健所古座支所） 東牟婁振興局健康福祉部

6493 新宮建設部管内図　平成１２、１４、１７年 東牟婁振興局建設部

6494 平成１２年度～平成１９年度　管内概況 東牟婁振興局建設部

6495 串本建設部管内図（平成１７年度作成） 東牟婁振興局串本建設部 平成１７

6496 平成１９年度　管内概況 東牟婁振興局串本建設部 平成１９

6497 和歌山の果汁 県経済農業協同組合連合会 昭和５２

6498 黒潮の譜 故大橋正雄先生顕彰委員会 昭和５２

6499 ニーハオ中国 和歌山県職員友好訪中団 昭和５３

6500 和歌山県南紀地方観光診断報告書－白浜・勝浦両温泉およびその周辺地域 （社）日本観光協会 昭和５４

6501 第３９回和歌山県青年大会　
和歌山県青年団協議会・和歌
山県・日高郡町村会

平成　２

6502 通常総会　 和歌山県商工会連合会 平成　５

6503 名誉県民和歌山県知事  故大橋正雄県葬記録 大橋正雄先生顕彰委員会 昭和５２

6504 和歌山県立医科大学看護短期大学部　年報　平成９年度～平成１９年度 県立医科大学看護短期大学部

6505 和歌山県立医科大学看護短期大学部　紀要　平成１０年度～平成１５年度 県立医科大学看護短期大学部

6506 和歌山県立医科大学保健看護学部　紀要　平成１７年～平成２０年 県立医科大学保健看護学部

6507 衛生学・公衆衛生学実習報告書　昭和５５、５７～平成３年度　 和歌山県立医科大学

6508 和歌山県立医科大学概要　昭和５３、６０、６２年度、平成３、４、１０、

１１年度
県立医科大学

6509 WAKAYAMA　MEDICAL　REPORTS　平成１０、１３～１６、１９年 県立医科大学

6510 博士学位論文　内容の要旨および審査結果の要旨　平成１４～１９年度 県立医科大学

6511 和歌山県立医科大学附属病院広報誌　まんだらげ　創刊号～Ｖｏｌ．５　

２００７年～２００８年
県立医科大学附属病院

6512 和歌山医学　第５１～６０巻　平成１２年～平成２１年 和歌山医学会（医科大学内）

6513 和歌山県立医科大学活動報告書  平成３、１１～１９年 医科大学医学部図書委員会

6514 第三次メキシコ医学踏査隊  報告書
県立医科大学メキシコ医学踏
査隊事務局

昭和５１

6515 某縫製工場における婦人従業者の健康障害の調査研究報告書 県立医科大学 昭和５４

6516 和歌山県における振動障害に関する総合的研究報告書 県立医科大学 昭和５８

6517 和歌山県立医科大学　循環器内科  開講１０周年記念業績集 県立医科大学循環器内科 昭和５９

6518 和歌山県立医科大学　運営計画策定基礎調査報告書 県立医科大学 平成　７

6519 和歌山県立医科大学　医療情報システム基本計画策定調査報告書 新医大総合開発室 平成　８
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6520 和歌山県立医科大学　病院オーダシステム検討委員会報告書 新医大総合開発室 平成　９

6521 紀要　第２９巻 県立医科大学教養部 平成１２

6522 和歌山県立医科大学附属病院概要 県立医科大学附属病院 平成２０

6523 Program ＆ Abstracts　ICCLE　２００８ 県立医科大学皮膚科学教室 平成２０

6524 きずな 紀北分院付設准看護学校 平成１０

6525 図書館報みかづら　創刊号 看護短期大学部図書館 ………

6526 研修員研究集録（第１８集）　平成４年度 教育研修センター 平成　５

6527 幼稚園等新規採用教員研修実施報告書　平成４年度 教育研修センター 平成　５

6528 要覧　平成５年度 教育研修センター 平成　５

6529 和歌山県教育研修センター所報  第４３号　 教育研修センター 平成　５

6530 和歌山県立武道館（パンフレット） 和歌山県立武道館 平成１９

6531 和歌山県の公共図書館及び公民館図書室　平成６年度、平成９年度 和歌山県公共図書館協会

6532 和歌山県の公共図書館・図書室　平成１１、１５、１８、２０年度 和歌山県公共図書館協会

6533 手づくり紙芝居コンクール　平成８年～平成１１年 県立図書館

6534 きのくに志学館 県立図書館・県立文書館 平成　８

6535 和歌山県立図書館　要覧 県立図書館 平成　８

6536 図書館報　きのくに志学館だより 県立図書館 平成１０

6537 和歌山県立博物館年報　昭和４６～６２年度、平成６～１６年度 和歌山県立博物館

6538 地域文化フィールドワーク教室事業に関する研究開発 和歌山県立博物館 平成　９

6539 ベトナム近代絵画展　2005-06（和歌山県立近代美術館展示図録） 産経新聞社

6540 県立近代美術館だより　第３１９号～第３３９号　平成４年～平成６年 和歌山県立近代美術館

6541 近代美術館ＮＥＷＳ Ｎｏ．１～Ｎｏ．５９　平成６年～平成２１年 県立近代美術館

6542 和歌山県立近代美術館年報　昭和４９、５０、５２年度、平成９年～平成

１５年
県立近代美術館

6543 ピノッキオ－その誕生から現代まで　2004-05　（和歌山県立近代美術館展

示図録）　Ｒ＆Ｆインターナショナル
県立近代美術館 他

6544 紀州陶磁器展 和歌山県立美術館 昭和３９

6545 祇園南海展 和歌山県立美術館 昭和４０

6546 近代洋画名作展  原勝四郎遺作展 和歌山県立美術館 昭和４０

6547 川端龍子展 和歌山県立美術館 昭和４１

6548 富岡鉄齋展 和歌山県立美術館 昭和４２

6549 郷土の美術家  明治・大正・昭和の物故作家 和歌山県立美術館 昭和４３

6550 桑山玉洲展 和歌山県立美術館 昭和４３

6551 現代洋画大家展  具象への招待 和歌山県立美術館 昭和４３

6552 扇絵 和歌山県立美術館 昭和４３

6553 郷土出身大家展  保田龍門 和歌山県立美術館 昭和４４

6554 明治大正昭和名作美術展図録 和歌山県立美術館 昭和４４

6555 大夢・晩花 和歌山県立美術館 昭和４６

6556 竹久夢二展 和歌山県立美術館 昭和４６

6557 アメリカにおける日本人作家回顧展 和歌山県立美術館 昭和４７

6558 原勝四郎展  その自己表現の軌跡 和歌山県立美術館 昭和４７

6559 現在日本絵画秀作展 和歌山県立近代美術館 昭和４７

6560 川口軌外展 和歌山県立近代美術館 昭和４８

6561 地中海の古代美術展 和歌山県立近代美術館 昭和４８

6562 吉田政次遺作展 和歌山県立近代美術館 昭和４９

6563 硲伊之助展 和歌山県立近代美術館 昭和４９

6564 木下孝則回顧展 和歌山県立近代美術館 昭和５０

6565 １９１０年代における京都日本画の新動向 和歌山県立近代美術館 昭和５１

6566 木下義謙作品展 和歌山県立近代美術館 昭和５１

6567 昌克  日高昌克展 和歌山県立近代美術館 昭和５３

6568 高井貞二展 和歌山県立近代美術館 昭和５４

6569 神中糸子と工部美術学校展 和歌山県立近代美術館 昭和５４

6570 村井正誠展 和歌山県立近代美術館 昭和５４

6571 日高昌克画集 和歌山県立近代美術館 昭和５４

6572 恩地孝四郎・田中恭吉・逸見享版画展 和歌山県立近代美術館 昭和５６
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6573 観山  その人と芸術 和歌山県立近代美術館 昭和５６

6574 紀州の風景を描いた作家たち展 和歌山県立近代美術館 昭和５９

6575 和歌山の作家と県内洋画檀展 和歌山県立近代美術館 昭和５９

6576 和歌山県立近代美術館  所蔵品目録 和歌山県立近代美術館 昭和６０

6577 太平洋を超えた日本の画家たち 和歌山県立近代美術館 昭和６２

6578 美術の現在・４つの試み 和歌山県立近代美術館 平成　２

6579 恩地孝四郎　色と形の詩人　　 和歌山県立近代美術館 他 平成　６

6580 大正のまなざし　－若き保田龍門とその時代－ 和歌山県立近代美術館 平成　６

6581 美術館だより　第３１９号、第３３１号～第３３９号 和歌山県立近代美術館 平成　６

6582 和歌山県立近代美術館　和歌山県立博物館　要覧 県立近代美術館・県立博物館 平成　６

6583 日本のグラフィックデザイン 和歌山県立近代美術館 平成　８

6584 新しい関西の美術家たち　ものとあらわれ 和歌山県立近代美術館 平成　９

6585 アメリカの中の日本　石垣栄太郎と戦前の渡米画家たち 和歌山県立近代美術館 平成　９

6586 意味とイメージ　あらわれる浪漫主義の明治 和歌山県立近代美術館 平成１０

6587 静けさのなかから　星の贈りもの 和歌山県立近代美術館 平成１０

6588 泉　茂　版画作品集 和歌山県立近代美術館 平成１０

6589 日本の近代版画 和歌山県立近代美術館 平成１０

6590 熊野の音　熊野の色 和歌山県立近代美術館 平成１１

6591 川口軌外展　ある洋画家の軌跡 和歌山県立近代美術館 平成１１

6592 田中恭吉展　ＮＨＫきんきメディアプラン 和歌山県立近代美術館 平成１２

6593 西村伊作の世界 和歌山県立近代美術館 平成１４

6594 近代日本洋画の巨匠　黒田清輝展 和歌山県立近代美術館 平成１５

6595 コレクション洋画　２００４（和歌山県立近代美術館展示図録） 和歌山県立近代美術館 平成１６

6596 ＹＵＺＯ　ＳＡＥＫＩ　佐伯祐三展　芸術家への道　２００５ 和歌山県立近代美術館 平成１７

6597 世界の版画名品展　 和歌山県立近代美術館 平成１７

6598 没後１０年　遺業・泉茂 和歌山県立近代美術館 平成１７

6599 科学の感情－あたらしい時代の感覚と表現－　2006.11.3 ～ 12.17 和歌山県立近代美術館 平成１８

6600 現代「日本画」の展望－内と外のあいだで－ 和歌山県立近代美術館 平成１８

6601 没後２０年　高井貞二－ニューヨークのタカイ－　2006.11.3 ～ 12.10 和歌山県立近代美術館 平成１８

6602「夏休み　わかやま美術探偵団」展報告書　2005（和歌山県立近代美術館展

示）
夏休みわかやま美術探偵団展
実行委員会

平成１８

6603 平成１１年度　紀伊風土記の丘　－ミュージアム催しものガイド－ 紀伊風土記の丘管理事務所 平成１１

6604 平成１７年度イベントガイド　紀伊風土記の丘 和歌山県立紀伊風土記の丘 平成１７

6605 和歌山県立自然博物館友の会だより　ことのうら　創刊号～第７３号　昭

和６１年～平成１６年
和歌山県立自然博物館友の会

6606 自然博物館だより　昭和５８年～平成２０年（欠号あり） 和歌山県立自然博物館

6607 和歌山県立自然博物館　第３、５～１０、１４回　昭和６０、６２～平成４、

８年
和歌山県立自然博物館

6608 和歌山県立自然博物館展示解説　第１～１６集　昭和５８年～平成１６年 和歌山県立自然博物館

6609 帰化生物 和歌山県立自然博物館 昭和５８

6610 和歌山県立自然博物館ガイドブック 和歌山県立自然博物館 昭和５８

6611 海の忍者・陸の忍者　－生物の適応と多様性－ 和歌山県立自然博物館 昭和５９

6612 生きている化石　＝過去からの証言者たち＝ 和歌山県立自然博物館 昭和６１

6613 青少年科学活動促進事業報告　第８回自然博物館教室　第６回子供科学会

議　１９９２年３月　平成３年度
和歌山県立自然博物館 平成　４

6614 永井誠二コレクション　カニ類標本目録 和歌山県立自然博物館 平成１５

6615 小川植物コレクション標本目録 和歌山県立自然博物館 平成１６

6616 和歌山県立自然博物館（パンフレット） 和歌山県立自然博物館 ………

6617 和歌山工業高等専門学校研究紀要　第２８～３０号　平成５年～平成７年 和歌山工業高等専門学校

6618 昭和４１年度読書感想文集 由良町立由良小学校

6619 昭和４３、４５年度教育計画 和歌浦小学校

6620 昭和４１年度学校教育の方針及び指導の着眼点 学校教育課

6621 平成３、４年度　文部省指定心身障害児理解推進校　心身障害者に対する

理解の推進－盲学校との交流を通して－
和歌山県公立学校事務職員協
会

平成　４

6622 熊高紀要　平成５～７、１１、１３～２０年 和歌山県立熊野高等学校
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6623 熊野　平成元、４、５、６年度クラブ集録 和歌山県立熊野高等学校

6624 書に寄せて　第２～６集　昭和３３年～昭和３７年 県立日高高等学校書道部

6625 生物紀要　ＶＯＬ．１、２　昭和３６、３７年 県立日高高等学校生物科

6626 ＨＡＲＭＡＳ　昭和５１、５３～５９年 県立日高高等学校生物部

6627 小学校教育研究協議会要綱 和歌山大学附属小学校 ………

6628 小學校に於ける公民教育の實際 東牟婁郡下里尋常高等小學校 昭和１１

6629 校友会誌 和歌山県師範学校校友会 昭和１２

6630 書に寄せて－高校生に書に関する作文集－ 県立日高高等学校書道部 昭和３２

6631 白馬　第２号 県立御坊商工高等学校 昭和４１

6632 青潮　第６集 県立御坊商工高等学校文芸部 昭和４１

6633 １９９３　教育計画 和歌山県立はまゆう養護学校 平成　５

6634 研究紀要　第９号 和歌山県立はまゆう養護学校 平成　５

6635 南紀紀要　第１３号 和歌山県立南紀養護学校 平成　６

6636 第７９回選抜高等学校野球大会出場記念　全力疾走和商、７０年ぶりの春 県立和歌山商業高等学校 平成１９

6637 歴史・文化・人・地域をつなぐ　京奈和自動車道
京奈和自動車道建設促進協議
会

………

6638 要望書 近畿ブロック知事会 平成　８

6639 南紀熊野体験博　ＮＥＷＳ　Ｖｏｌ．１～Ｖｏｌ．６　平成１０年４月～

平成１１年１１月
南紀熊野体験博実行委員会

6640 南紀熊野体験博　リゾートピアわかやま’９９　［１０万人ｎｏ熊野詣］ 南紀熊野体験博実行委員会 平成１０

6641 南紀熊野体験博　リゾートピアわかやま’９９　南紀熊野体験博第２次実

施計画
南紀熊野体験博実行委員会 平成１０

6642 南紀熊野体験博　こころにリゾート実感　公式記録 南紀熊野体験博実行委員会 平成１２

6643 博覧会で故郷づくり　～地域からみた南紀熊野体験博～ 南紀熊野体験博実行委員会 平成１２

6644 ボランティア手帳 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6645 運営マニュアル　ポケット版　那智勝浦シンボルパーク 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6646 交通計画書 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6647 交通計画書　那智勝浦シンボルパーク ､田辺新庄シンボルパーク ､熊野古道 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6648 南紀熊野体験博　リゾートピアわかやま’９９（点字版含む） 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6649 南紀熊野体験博　リゾート体験イベントまるごとコレクション 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6650 南紀熊野体験博　組織・財政計画・規則 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6651 南紀熊野体験博　団体活用ガイド 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6652 南紀熊野体験博（パンフレット、チラシ等） 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6653「１０万人の熊野詣」ウォークガイド 南紀熊野体験博実行委員会 ………

6654 よみがえる「熊野の森」　森づくりの案内 南紀熊野体験博推進局 ………

6655 和歌山県中学生海外研修事業　テイクオフ２１　研修報告書　平成７年度

～平成１２年度
博覧会記念事業推進室

6656 世界リゾート博　第二次実施計画書 世界リゾート博協会 平成　４

6657 世界リゾート博　主会場計画（第２次実施計画）の概要 世界リゾート博協会 平成　４

6658 世界リゾート博　会場運営実施計画 世界リゾート博協会 平成　５

6659 世界リゾート博　各種運営マニュアル　 世界リゾート博協会 平成　６

6660 世界リゾート博　交通計画書 世界リゾート博協会 平成　６

6661 世界リゾート博　報道用資料 世界リゾート博協会 平成　６

6662 世界リゾート博　公式記録 世界リゾート博協会 平成　７

6663 世界リゾート博ビラ＆キャンピングゾーン　オートキャンプサイド「のび

のび村」事業報告書
世界リゾート博協会 平成　７

6664 Ｈｅｒｅ‘ｓ　ＷＡＫＡＹＡＭＡ　和歌山 世界リゾート博記念財団 平成　９

6665 地域おこしイベントガイドブック 世界リゾート博記念財団 平成　９

6666 マグナムフォト　熊野古道　サンティアゴへの道
世界リゾート博記念財団・南
紀熊野体験博実行委員会

平成１１

6667 和歌山マリーナシティ　わかやま館（リーフレット等） わかやま館 平成１１

6668 和歌山まるごと体験 世界リゾート博記念財団 平成１２

6669 国際リゾート館記念誌 世界リゾート博協会 ………

6670 世界リゾート博　交通案内マップ　新・旧 世界リゾート博協会 ………

6671 世界リゾート博ニュース　１～１０ 世界リゾート博協会 ………
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6672 世界リゾート博　参加のご案内 世界リゾート博協会 ………

6673 ＷＩＸＡＳふれ愛情報　ＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ　創刊号～Ｖｏｌ．２３　年

度不明～２００１年（欠号あり）
（財）和歌山県国際交流協会

6674 Ｈｉ　Ｈａｉ　Ｈｏｌａ（４カ国語）　第１号 （財）和歌山県国際交流協会 ………

6675 文化情報誌　Ｗａｃａｆ（ワカフ）　創刊号～Ｖｏｌ．１０　２００３年～

２００４年
（財）和歌山県文化振興財団

6676 煌　きらめき創刊号～Ｎｏ．４１　平成１０年～平成１５年（欠号あり） （財）和歌山県文化振興財団

6677 響　けんぶん月刊情報誌　平成５年７月号～平成１２年４月号 和歌山県民文化会館

6678 第７回～第３６回　和歌山県新人演奏会　昭和５４年～平成２０年 和歌山県民文化会館

6679 県民文化会館グラフ 和歌山県民文化会館 昭和４８

6680 会館１５周年記念  けんぶん実験劇場  四季 和歌山県民文化会館 昭和６１

6681 重要無形文化財  文楽（第６回県民文化祭参加） 和歌山県民文化会館 ………

6682 和歌山県民文化会館 和歌山県民文化会館 ………

6683 和歌山ビッグホエール　リーフレット・チラシ、パンフレット 和歌山ビッグホエール ………

6684 和歌山ビッグホエール 和歌山ビッグホエール ………

6685 ふるさと誕生日制定記念基調講演録　魅力ある地域づくりをめざして 紀州ふるさと運動推進協議会 平成　１

6686 福利厚生のしおり　昭和６３年、平成４年、平成７年
地方職員共済組合和歌山県支
部・和歌山県職員互助会

6687 世界へはばたく和歌山、先進の都市、緑の空間、やすらぎの街－加太開発

事業－
和歌山県土地開発公社 ………

6688 加太開発事業土砂採取工事
和歌山県土地開発公社　和歌
山加太ＪＶ工事事務所

………

6689 加太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〔要約〕 和歌山県土地開発公社 昭和６０

6690 加太開発計画に係る土砂採取事業計画概要 和歌山県土地開発公社 昭和６０

6691 ３０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 和歌山県土地開発公社 平成　３

6692 加太開発事業記録　関空埋立用土砂搬出をおえて
和歌山県土地開発公社　和歌
山加太共同企業体

平成　５

6693 世界的な博物学者南方熊楠へのいざない１、２　平成１２年、平成１３年 （財）南方熊楠記念館

6694 ２１世紀わかやま　創刊号～第８号、別冊　昭和５７年～昭和６２年 （財）和歌山社会経済研究所

6695 和歌山県経済の概観　昭和６０年、平成４年、平成１２年 （財）和歌山社会経済研究所

6696 ２１世紀 WAKAYAMA　昭和６３年～平成２１年（欠号あり） （財）和歌山社会経済研究所

6697 ゴールデンタウン建設構想調査報告書　昭和５９年、概要版　昭和６１年 （財）和歌山社会経済研究所 昭和５９

6698 和歌山県国際流通加工基地構想調査報告書 （財）和歌山社会経済研究所 昭和５８

6699 和歌山県総合交通体系構築基本調査 （財）和歌山社会経済研究所 昭和５８

6700 いまなぜ．．． （財）和歌山社会経済研究所 昭和６０

6701 和歌山県２１世紀の展望調査 （財）和歌山社会経済研究所 昭和６０

6702 国際化社会への対応に関する調査報告書、概要版 （財）和歌山社会経済研究所 昭和６１

6703 提言「新王子構想」、「新王子構想（案）］ （財）和歌山社会経済研究所 昭和６１

6704 土砂採取事業の波及効果調査　報告書、資料 （財）和歌山社会経済研究所 昭和６１

6705 円高が和歌山県下の企業におよぼす影響調査報告書（２） （財）和歌山社会経済研究所 昭和６１

6706 紀の国リゾートシンポジウム－いま、紀の国リゾートへのスタート－ （財）和歌山社会経済研究所 昭和６２

6707 円高に関する企業経営者意識調査 （財）和歌山社会経済研究所 昭和６３

6708 和歌山市における公共交通の再生 （財）和歌山社会経済研究所 平成　７

6709 知的障害者のための施設福祉の充実促進に関する調査　～入所型厚生施設

を中心として～　報告書
（財）和歌山社会経済研究所 平成　８

6710 平成１０年度時局講演会講演録私と日本　今日の日米経済関係等について （財）和歌山社会経済研究所 平成１１

6711 参詣道散策者からみた世界遺産　本宮編、那智勝浦編、中辺路編、高野編、

熊野川編、すさみ編、全体編　
（財）和歌山社会経済研究所 平成１８

6712 和歌山県２１世紀の展望調査（資料含む） （財）和歌山社会経済研究所 ………

6713 木の国ねんりん　平成６年、平成１２年～平成１６年（欠号あり） いきいき長寿社会センター

6714 和歌山県洋上老人大学「長寿丸」　第６～１１回　平成５年～平成１１年 いきいき長寿社会センター

6715 和歌山県高齢者総合スポーツ大会［一般競技］　第２回 いきいき長寿社会センター　 平成　２

6716 企業における高齢社会対策及び中高年サラリーマンの意識調査 いきいき長寿社会センター 平成　５

6717 和歌山県市町村高齢者保健福祉ガイド　 いきいき長寿社会センター 平成１２

6718 女性のみなさん　人権問題について考えてみませんか？ 婦人同和運動実践連絡協議会 ………
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6719「みんなの同和運動」　平成１０、１１年度　和歌山放送ラジオ番組より 和歌山県同和委員会

6720 行政責務と国民課題　同和問題解決への結集　昭和６２年、平成５年 同和委員会

6721 ふれあい　同和・人権啓発冊子　平成１１年、平成１２年 同和委員会

6722 同和問題を理解するために　平成４年、平成５年、平成７年 同和委員会

6723 小･中･高校生作文集 １４、１５、２２～２４ 平成２、３、１０～１２年 同和委員会

6724 同和研修資料　昭和５９、６３年、平成１０、１１年 同和委員会

6725 同和問題に関する和歌山県民の意識　県民意識調査より抜粋　昭和５９年、

平成元、２、７年
同和委員会

6726 同和問題啓発指導者養成講座　その１～５　平成５年度　 同和委員会

6727 同和問題啓発指導者養成講座記録　平成７年度～平成１１年度　 同和委員会

6728 和歌山県における同和地区住民の生活と意識　－意識調査報告　その１、

４－　昭和５３年、昭和６３年
同和委員会

6729 同和復刊　第６５、６７、７１～８０号　平成５年～１３年（欠号あり） 同和委員会

6730 学習を深めるために・・・同和問題の基本認識　平成３年、平成５年 同和委員会 平成　３

6731 改訂  同和問題十章 同和委員会 昭和４２

6732 昭和５５年１２月１０日陳情　和歌山県同和対策特別措置強化促進政府陳

情状況報告書
同和委員会 昭和５５

6733 昭和６０年７月要望書　同和対策特別措置強化促進 同和委員会 昭和６０

6734 青年婦人同和運動実践連絡会　指導者合同研修会 同和委員会 平成　３

6735 同和問題解決への展望 同和委員会 平成１０

6736 人権文化の創造　同和問題解決への結集 同和委員会 平成１２

6737 セピア色の風景 同和委員会 平成１３

6738 まごころ 同和委員会 ………

6739 こんど逢うとき（研修ガイド含む） 同和委員会 ………

6740 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律　期限切

れに対する基本的見解
同和委員会 ………

6741 地対協「意見具申」について　本県としての留意事項 同和委員会 ………

6742 同和問題は私たちに関係あるの 同和委員会 ………

6743 NEW ENERGY GUIDE　中小事業者のための新エネルギーガイドブック 和歌山県産業情報センター ………

6744 わかやま人材情報リスト 和歌山県中小企業振興公社 ………

6745 中小企業者の手引き（改訂版含む）　平成４年、６年、８年 和歌山県中小企業振興公社　

6746 万国博・国体開催記念　和歌山県の産業　昭和４６年＝１９７１年
和歌山県経済センター“和歌
山県の産業”編さん本部

昭和４５

6747 企業経営者見通し調査結果報告書　昭和６３年度上期の実績見込昭和６３

年度下期の見通し
和歌山県中小企業振興公社 昭和６３

6748 理事会議案　 和歌山県中小企業振興公社 平成　３

6749 海外取引実態調査　 和歌山県中小企業振興公社　 平成　４

6750 和歌山県中小商業活性化助成事業報告書　 和歌山県中小企業振興公社 平成　４

6751 和歌山県自社製品・技術ガイド 和歌山県中小企業振興公社 平成　７

6752 小規模企業者等設備導入資金　設備資金貸付申込案内 和歌山県中小企業振興公社 平成１２

6753 設備貸与割賦リース制度のごあんない 和歌山県中小企業振興公社 平成１２

6754（財）和歌山地域地場産業振興センター　歴史資料館 地場産業振興センター ………

6755 ＮＥＸＴ　ＳＴＥＰ 地場産業振興センター ………

6756 ＷＡＫＡＹＡＭＡ　その先の・世界へ・ここから 地場産業振興センター ………

6757 新たなる未知へのかけ橋 地場産業振興センター ………

6758 地場産わかやま　第４５号～第４９号　１９９６年～２０００年 地場産業振興センター

6759 伝統が創るゆとりと調和･･････ 地場産業振興センター ………

6760 伝統の技はさらなる時代へ。 地場産業振興センター ………

6761 和歌山地域の地場産業 地場産業振興センター 平成　９

6762 テクノウェーブＷＡＫＡＹＡＭＡ　Ｖｏｌ．１０ （財）和歌山テクノ振興財団 平成１２

6763 平成２０年度版　わかやま産業支援ハンドブック （財）わかやま産業振興財団 平成２０

6764 信用保証２０００ 和歌山県信用保証協会 ………

6765 ＵＲ対策３事業 （財）和歌山県農業公社 ………

6766 そういう時こそ農業公社　農地保有合理化事業ってなに？ （財）和歌山県農業公社 ………

6767 みんなで考えよう！　遊休農地対策 （財）和歌山県農業公社 ………
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6768 農地保有合理化事業ってなに （財）和歌山県農業公社 ………

6769 寄付行為 （財）和歌山県農業公社 ………

6770 わが故郷にかつ力をやさしさとまごころで　ふるさと和歌山便 県農業農村活性化推進機構 平成　４

6771 農業公社の組織と義務　 （財）和歌山県農業公社 平成　６

6772 農業公社が行う農地関係義務について　 （財）和歌山県農業公社 平成　８

6773 農地保有合理化事業　実施規程・事務処理要領　 （財）和歌山県農業公社 平成　８

6774 農地保有合理化事業のしくみと種類 （財）和歌山県農業公社 平成１０

6775 わかやま林業雇用情報　２０００年～２００５年 わかやま森林と緑の公社

6776 四季の詩　平成６年、平成７年 県植物公園緑花センター

6777 ウッディハウス「松風」　－小径木利用モデル施設－ 県植物公園緑花センター 平成　７

6778 緑花センター催しご案内　平成７年度 県植物公園緑花センター 平成　７

6779 第２９回　通常総会議案書　平成８年度 （社）和歌山県林業公社 平成　８

6780 和歌山県栽培漁業センター事業報告書　平成８年度、平成９年度 和歌山県栽培漁業センター

6781 和歌山県栽培漁業協会事業報告書　平成１０年度、平成１１年度 （財）和歌山県栽培漁業協会

6782 和歌山県の２１世紀に向けた斜面対策の基本方向について　－地域と住民

を主体とするがけ崩れ対策の推進－
和歌山県の斜面対策を考える
懇談会

平成　９

6783 和歌公園片男波地区　片男波公園 （財）わかやま公園緑地協会 ………

6784 和歌山県紀の川流域下水道伊都浄化センター　平成１７年、平成１９年 （財）和歌山県下水道公社

6785 維持管理年報　 （財）和歌山県下水道公社 平成１６

6786 紀のせせらぎ～伊都浄化センターだより～　２００５年春号 （財）和歌山県下水道公社 平成１７

6787「ゆとり」と「うるおい」のあるすまいづくりをめざす　県公社の分譲住宅

ガイド
和歌山県住宅供給公社 平成　５

6788 和歌山県文化情報センターだより　平成１９年１２月～平成２１年３月 和歌山県文化情報センター

6789 暴追センターだより 暴力団追放県民センター 平成２０

6790 平成２０年中の事故統計資料　わかやまの水の事故 （財）和歌山県水上安全協会 平成２１

6791 やまびこ　第５号～第８号　平成９年～平成１１年 和歌山県青少年育成協会

6792 社団法人和歌山県青少年育成協会通常総会　平成１１年度、平成１２年度 和歌山県青少年育成協会

6793 少年メッセージ平成４、１０、１１年度「少年メッセージ和歌山県大会」 和歌山県青少年育成協会

6794 平成３、４年度　総会資料　 和歌山県青少年育成協会

6795 少年の主張　平成３年度「少年の主張」和歌山県大会 和歌山県青少年育成協会 平成　３

6796「社団法人　和歌山県青少年育成協会」設立総会（資料） 和歌山県青少年育成協会 平成　４

6797 １９９３　第１回通常総会 和歌山県青少年育成協会 平成　５

6798 くろしお　第１４号～第１７号　１９９７年～１９９８年（欠号あり） 和歌山県福祉事業団

6799 愛の大家族　－創立１５周年記念誌－　由良あかつき園 和歌山県福祉事業団 昭和６０

6800 県民交流プラザ　和歌山ビッグ愛 和歌山県社会福祉事業団 平成１２

6801 南紀福祉センター 和歌山県社会福祉事業団 ………

6802 和歌山県知的障害者更生施設　古座あさかぜ園 和歌山県社会福祉事業団 ………

6803 和歌山県知的障害者授産施設　由良みのり園 和歌山県社会福祉事業団 ………

6804 和歌山県福祉事業団 和歌山県社会福祉事業団 ………

6805 和歌山県立経費老人ホーム　無憂園 和歌山県社会福祉事業団 ………

6806 和歌山県老人休養ホーム　真静荘 和歌山県社会福祉事業団 ………

6807 知的障害者更生施設　由良あかつき園 和歌山県社会福祉事業団 ………

6808 空港立地に伴う和歌山県地域整備計画調査報告書　昭和５４年、５５年
和歌山県地域整備研究会・株
式会社日建設計

6809 御坊田園工業都市建設構想策定調査報告書　 地域振興整備公団・和歌山県 昭和５３

6810 和歌山県９０年の気象 和歌山県防災気象連絡会 昭和４７

6811 かつらぎ町の農業 和歌山農林統計情報協会 昭和５６

6812 和歌山県漁業の動向  沿岸漁業等の動向に関する報告書  昭和６０年度 和歌山農林統計情報協会 昭和６１

6813 うめと健康のむら  南部川村の農業 和歌山農林統計情報協会 昭和６３

6814 和歌山県農林業の動き　昭和６３年度 和歌山農林統計情報協会 平成　１

6815 農林漁業統計情報　わかやま　Ｎｏ．１１５～１１８　 和歌山農林統計情報協会 平成　３

6816 １９９５年農業センサス結果から　日高川流域５市町村の新しい農業をめ

ざして
和歌山農林統計情報協会 平成１１

6817 次世代を担う子どもたちのために 和歌山農林統計情報協会 平成１４

6818 講演シリーズ　和歌山を元気に（和歌山県知事　仁坂吉伸） 地方行財政調査会 平成１９
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6819 コスモパーク加太建設による和歌山県への経済波及調査 株式会社日本総合研究所 平成　２

6820 わかものジェンダー塾実行委員会　案内 ジェンダー塾実行委員会 ………

6821 和歌山デザインコンクール実行委員会　作品集　平成７年～平成９年 コンクール実行委員会

6822 がんばろう和歌山の農林水産業体験マップ　 農林水産業推進協議会 ………

6823 わかやまの農林水産業　昭和６２年、平成元、２、４、１２年度 農林水産業編集委員会

6824 わかやまの農林水産業指導資料集　昭和６２年度、平成２年度 農林水産業編集委員会

6825 要望書（林材業振興のための諸施策の促進について）平成６年、平成７年 和歌山県林材振興協議会

6826 有田の農業 有田地方農業振興協議会 ………

6827 水田営農活性化対策のあらまし 和歌山県農業会議 ………

6828 有田農業のつづり 有田地方農業振興協議会 平成　４

6829 和歌山県における情報公開制度のあり方について  提言 和歌山県情報公開懇話会 平成　４

6830 わかやま  地場産業の景況 和歌山県中小企業総合指導所 平成　６

6831「木の国」の輝き　森林・林業・木材産業の今後に向けて 和歌山県林材振興協議会 平成　７

6832 農林水産業応援団員手帳 農林水産業推進協議会 平成１０

6833 おどるんや２００５～第２回紀州よさこい祭り～公式ガイドブック　紀州

お祭りプロジェクト実行委員会
有限会社パッシュ 平成１７

6834 平成２０年度　県職員人権・同和特別研修資料 和歌山県職員労働組合 平成２０

８　和歌山県内市町村刊行物

6835 和歌山市議会会議録　平成１１年２月～平成２０年１２月（欠号あり） 和歌山市議会

6836 予算内示資料　平成１２、１７、１８、２０年 和歌山市

6837 和歌山市歳入歳出決算書　和歌山市歳入歳出決算事項別明細書　和歌山市

各会計実質収支に関する調書　財産に関する調書　平成１０、１３年度
和歌山市

6838 市報わかやま　Ｎｏ．６７８～７１２、７３４、７４５、７６１～７６８

　平成１３年９月～平成２１年３月
和歌山市

6839 わかやま　昭和４４年、昭和４６年 和歌山市

6840 和歌山海南都市計画用途地域図、総括図　昭和６１年、昭和６３年 和歌山市

6841 和歌山市一般会計特別会計決算報告書　平成１１年度、平成１７年度 和歌山市

6842 和歌山市議会だより　Ｎｏ．２９、３０、３３～３５、３８～５２　平成

１５年～平成２１年
和歌山市議会

6843 市政概要　平成５、１３～２０年 和歌山市議会事務局

6844 和歌山市の教育　平成１４、１６～２０年度版 和歌山市教育委員会

6845 和歌山市立博物館館報　１～２３（１１欠）昭和６０年～平成１９年 和歌山市教育委員会

6846 防災マップ　保存版　災害…その時のために！　平成１７年、平成１８年 和歌山市総合防災課

6847 図書館だより　第６０号～第８７号　平成１２年～平成１９年 和歌山市民図書館

6848 和歌山 和歌山市役所 昭和３９

6849 昭和４４年県費補助  家庭教育学級実施集録 和歌山市教育委員会 昭和４５

6850 和歌山公園および岡公園の植生等調査報告書 和歌山市 昭和５１

6851 わかやま　資料編（統計表）　昭和５３年度版 和歌山市企画部統計課 昭和５３

6852 選挙の結果　昭和５５年６月２２日施行衆議院議員総選挙最高裁判所裁判

官国民審査参議院議員通常選挙
和歌山市選挙管理委員会 昭和５５

6853 和歌山市新総合計画　美しいまちの創造と活性化 和歌山市 昭和６２

6854 ふるさとの城と花　若原水心　桜井栄子と紀州民芸盆栽協会　作品展 和歌山市 平成元　

6855 和歌山市制１００周年記念東洋古陶磁展  海のシルクロードからの贈り物 和歌山市 平成元　

6856 和歌山市制１００周年記念　日本美術の秀作展 和歌山市 平成元　

6857 陳情書　紀淡連絡道路の早期実現について
紀淡海峡連絡ルート実現期成
同盟会（和歌山市）

平成　４

6858 和歌山市経済振興ビジョン 和歌山市 平成　４

6859 和歌山市生活排水対策推進計画 和歌山市 平成　４

6860 和歌山市の公害概況　平成４年版 和歌山市公害対策室 平成　４

6861 和歌山市労働実態基本調査報告書 和歌山市労働福祉課 平成　５

6862 定例市議会議案、予算説明書（その３） 和歌山市 平成　６

6863 定例市議会議案（その４） 和歌山市 平成　６

6864 和歌山市長期総合計画　いのち　ひかる　未来和歌山 和歌山市 平成１０

－ 140 －


