
通番 図書･資料名 著編者 刊行年

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
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6865 新規事業一覧表 和歌山市 平成１３

6866 友ヶ島の自然 和歌山市産業部観光施設室 平成１４

6867 予算説明書　平成１５年２月定例市議会 和歌山市 平成１５

6868 和歌山市　市勢要覧　平成１５、１７～１９年度版 和歌山市 平成１５

6869 地震を知り地震に備える　～高めよう地域防災力～ 和歌山市総合防災課 平成１７

6870 平成１７年度和歌山市一般会計特別会計決算報告書　 和歌山市 平成１８

6871 わかやまし　いっしょに旅する紀州路 和歌山市・和歌山市観光協会 平成１８

6872 わかやまし観光ガイド 和歌山市観光協会・和歌山市 平成１８

6873 和歌山市観光便利帳　周遊モデルコース・ガイドマップ
ＷＡＫＡＹＡＭＡ城・まち観
光プロジェクト

平成１９

6874 和歌山市地域防災計画　総則・予防・資料編、災害対策編 和歌山市防災会議 平成１９

6875 わかのうらの海　片男波・浜の宮 和歌山市 ………

6876 フレンドリーアイランド　友ケ島 和歌山市 ………

6877 地元加太の小学生おすすめスポット　加太淡嶋温泉ウォーキングマップ 和歌山市 ………

6878 和歌山市観光案内図 和歌山市観光協会 ………

6879 ２１世紀へ翔る　企業立地のごあんない 和歌山市経済部経済企画課　 ………

6880 和歌山中華そばとラーメン食べ歩きマップ 和歌山市 ………

6881 海南市議会会議録　平成１７年６月～平成１９年１２月 海南市議会

6882 主要施策決算成果表（公営企業会計を除く）平成１０年度～平成１４年度 海南市

6883 広報かいなん　平成１４年～平成１９年（欠号あり） 海南市

6884 市報かいなん　Ｎｏ．５７７、５７８、５８９ 海南市

6885 市議会だより　かいなん第１～１５号　２００５年９月～２００９年３月 海南市議会

6886 海南　市勢要覧　平成１１年、平成１４年 海南市

6887 海南市  産業と観光 海南市

6888 海南市長期総合計画　基本構想 海南市

6889 統計かいなん　平成１４年～平成１６年 海南市

6890 うつみの和傘市制施行５０周年記念　昭和６０年、昭和６３年 海南市教育委員会

6891 海南の教育　平成１３年、平成１６年 海南市教育委員会

6892 同和教育シリーズ第５集　みんなのしあわせを　その３　実践に学ぶ 海南市教育委員会 昭和５１

6893 海南市の地域整備に関する要望書 海南商工会議所 昭和６１

6894 海南市長期総合計画 海南市 昭和６２

6895 海南市の環境白書　昭和６３年版 海南市民生部公害対策課 昭和６３

6896 みんなのしあわせを　－同和問題を正しく理解するために－　第１８集 海南市教育委員会社会教育課 平成　４

6897 海南市長期総合計画　後期基本計画 海南市 平成　８

6898 予算の概要　平成１７年度 海南市総務部財政課 平成１７

6899 海南浪漫紀行　海南市観光ガイド 海南市 ………

6900 防災マップ　東南海・南海地震に備えて！ 海南市 ………

6901 海南の物産 海南市貿易振興会 ………

6902 橋本市議会会議録　平成１３年６月～平成２０年１２月 橋本市議会

6903 予算の概要　平成１２、１３、２０年度 橋本市

6904 予算説明書　平成１４年度～平成１６年度 橋本市

6905 主要施策成果報告　平成１１年度～平成１６年度、平成１８年度 橋本市

6906 広報 はしもと　縮刷版　第一巻 橋本市 平成　７

6907 広報 はしもと　２００２年～２００９年（欠号あり） 橋本市

6908 橋本市暫定予算　平成１７年度、平成１８年度 橋本市

6909 橋本市市勢要覧　平成１２年、平成１７年、平成１８年 橋本市

6910 橋本市予算　平成１４年度～平成１６年度 橋本市

6911 暫定予算説明書　平成１７年度、平成１８年度 橋本市

6912 笑顔輝く創造都市　橋本市第３次長期総合計画 橋本市

6913 統計要覧はしもと　平成８、１０、１３、１５年 橋本市

6914 橋本市・高野口町合併協議会　協議会だより　創刊号～第１２号　

２００４年～２００５年
橋本市・高野口町合併協議会
（橋本市役所内）

6915 はしもと市議会だより第３～１４、２４～４０号平成１４年～平成２１年 橋本市議会

6916 橋本市の教育　平成１４年度～平成１９年度 橋本市教育委員会

6917 橋本市統計要覧　昭和４３年版 橋本市議会事務局・総務課 昭和４３
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6918 はしもと１９７１ 橋本市 昭和４６

6919 橋本周辺広域市町村圏計画書 橋本周辺広域市町村圏協議会 昭和４６

6920 橋本市長期総合計画　－基本計画書－　１９７３ 橋本市企画財政課 昭和４８

6921 統計資料 橋本市市長公室企画課 昭和５５

6922 ふるさと橋本市 ふるさと橋本市編集委員会 昭和６０

6923 橋本市林業振興地域整備計画書 橋本市 昭和６１

6924 国土利用計画橋本市計画　－第２次－（説明資料編含む） 橋本市 平成　４

6925 くらしのガイドはしもと 橋本市 平成　９

6926 橋本市第３次長期総合計画　笑顔輝く創造都市 橋本市 平成　９

6927 和歌山県橋本地方拠点都市地域基本計画　～人々の心に生きる次代の「ふ

るさと」～
橋本周辺広域市町村圏協議会
（橋本市役所内）

平成１０

6928 橋本市地域防災計画　平成１４年、平成１９年 橋本市防災会議 平成１４

6929 防災ハンドブック 橋本市 平成１７

6930 職員初動マニュアル 橋本市災害対策本部 平成１７

6931 新「橋本市」市民便利帳　くらしのガイド 橋本市 平成１８

6932 人が育ち合う共有のまちづくりプラン 橋本市教育委員会 平成２０

6933 平成１９年度　橋本市教育協議会のあゆみ　～人が育ち合う、共有のまち

づくり～
橋本市教育委員会 平成２０

6934 はしもと観光ガイド 橋本市 ………

6935 ぷらっとＨａｓｈｉｍｏｔｏ　（英語版橋本市ガイド） 橋本市 ………

6936 万葉のまち橋本 橋本市観光協会 ………

6937 有田市議会会議録　平成１２年９月定例会～平成２１年１月臨時会 有田市議会

6938 予算書　平成１３～１６、１８～２０年度 有田市

6939 予算説明書　平成１３～１６、１８～２０年度 有田市

6940 決算の概要　平成１１年度～平成１８年度 有田市

6941 決算書　平成１２年度～平成１４年度 有田市

6942 決算説明資料　平成１０、１１、１４、１５年度 有田市

6943 広報 ありだ　Ｎｏ．４７３～Ｎｏ．５４４　平成１５年～平成２１年 有田市

6944 補助金等効果調　平成１１、１４、１５年度 有田市

6945 有田市長期総合計画（後期基本計画編）　平成８年～平成１２年 有田市

6946 議会だより　ありだ　第１号～第２４号　平成１６年～平成２１年 有田市議会

6947 中学生議会会議録　平成１７年、平成２０年 有田市議会

6948 有田市市勢要覧　平成２年、平成１８年 有田市 平成１８

6949 平成１８年度、平成１９年度　有田市地域防災計画 有田市防災会議

6950 昭和三十一年　三月有田市制参考書 有田市 昭和３１

6951 ありだの統計　’６８　 有田市総務部管理課 昭和４３

6952 有田市統計資料　１９８２年 有田市 昭和５７

6953 有田周辺新広域市町村圏計画〔後期計画〕 有田周辺広域圏事務組合 昭和６２

6954 第３次有田周辺広域市町村圏計画（基本計画） 有田周辺広域事務組合 平成　８

6955 有田市予算（案）　平成１２年度 有田市 平成１２

6956 お寿しのまち　有田市ガイドマップ 有田市 平成１５

6957 有田市予算（案）の概要　平成１７年度 有田市総務部財政課 平成１７

6958 紀州有田路ガイドマップ 有田広域観光協議会 他 ………

6959 こんなふるさと有田市が大好き 有田市 ………

6960 有田市防災マップ（震災編、洪水編含む） 有田市 ………

6961 黒潮かおるみかんの里　紀州有田市 有田市観光協会 ………

6962 御坊市議会会議録　平成１５年２月臨時会～平成１９年１２月定例会 御坊市議会

6963 予算の概要　平成１２年度～平成２０年度 御坊市

6964 主要施策の成果　平成１０年度～平成１８年度 御坊市

6965 広報 ごぼう　Ｎｏ．２５４～Ｎｏ．３３８　平成１５年～平成２１年 御坊市

6966 ふるさと通信　２００７ 御坊市

6967 統計ごぼう　平成１４、１８、１９年版 御坊市総務部企画課

6968 御坊市地域防災計画 御坊市防災会議

6969 思いやりⅡ 御坊市教育委員会 昭和１７

6970 御坊　市制施行２５周年記念　昭和５４年市勢要覧 御坊市 昭和５４
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6971 御坊　美人のさと探遊記 御坊市・御坊市観光協会 ………

6972 保健業務の概要（平成２年度実績）　 御坊市生活環境課 平成　３

6973 平成４年度  御坊市同和啓発指導者研修会資料 御坊市教育委員会 平成　４

6974 御坊市老人保健福祉計画 御坊市 平成　５

6975 御坊市　市勢要覧　平成６年、平成１１年、平成１６年 御坊市秘書課 平成　６

6976 統計資料　１９９５年版 御坊市 平成　７

6977 活力と潤い創造　第２次御坊市長期総合計画・後期基本計画 御坊市 平成　８

6978 市政概要 御坊市議会 平成１２

6979 御坊市洪水ハザードマップ－御坊市防災地図・洪水版－ 御坊市都市建設課 平成２０

6980 地震の心得 御坊市 ………

6981 田辺市議会会議録　平成１２年３、６月、平成１５年３月～平成２０年

１２月
田辺市議会

6982 予算の概要　平成１２～１６、１８、１９年度 田辺市

6983 主な政策の成果　平成１０年度～平成１４年度、平成１６年度～平成１８

年度
田辺市

6984 広報 田辺　Ｎｏ．４７７～Ｎｏ．５１３、Ｖｏｌ．１～Ｖｏｌ．４６　平

成１５年～平成２１年（欠号あり）
田辺市

6985 第２次田辺市総合計画基本構想　昭和６０年、昭和６１年 田辺市

6986 田辺市　市勢要覧　昭和４２、６２、６３年、平成１１、１３、１５、

１８年
田辺市

6987 田辺市の教育　平成１５年度～平成２０年度 田辺市教育委員会

6988 田辺市地域防災計画　（震災対策編、資料編、一般対策編含む） 田辺市防災会議

6989 市制施行２０周年記念市勢要覧たなべ　１９６２ 田辺市 昭和３７

6990 第２次田辺市総合計画基本計画 田辺市 昭和６３

6991 田辺湾岸総合利用計画  基本調査 田辺湾岸地域振興協議会 平成　１

6992 第三次田辺市総合計画　魅力ある新地方都市「田辺」の創造 田辺市 平成　８

6993 第４次田辺周辺広域市町村圏計画 田辺周辺広域市町村圏組合 平成１３

6994 合併の記録「田辺市」誕生 田辺市 平成１７

6995 田辺市防災マップ　（田辺市津波ハザードマップ） 田辺市 平成１８

6996 熊野地田辺　観光情報　交通案内　広域地図
田辺市熊野ツーリングビュー
ロー

平成１８

6997 田辺観光情報誌　第９号　 田辺観光協会 平成１９

6998 第１次田辺市総合計画「自然と歴史を生かした新地方都市田辺」を目指し

て
田辺市 平成１９

6999 田辺ブランド情報紙　和歌山県田辺市 田辺市（商工振興課） 平成１９

7000 田辺広域市町村圏産業振興ビジョン・アクションプラン－「健康と観光を

軸にした産業クラスター」の形成をめざして－　きのくに活性化センター
田辺広域市町村圏産業振興ビ
ジョン策定委員会

平成１９

7001 田辺観光ガイド　（マップ） 田辺市・田辺観光協会 ………

7002 武蔵坊　弁慶　（観光リーフレット） 田辺市・田辺観光協会 ………

7003 新宮市議会会議録　平成１３年３月～平成２０年１２月 新宮市議会

7004 平成１９年度、平成２０年度　予算の概要　予算書附属説明資料 新宮市

7005 広報 しんぐう　Ｎｏ．１集録版　平成１７年１０月（創刊号）～平成１９

年３月
新宮市

7006 広報 しんぐう　２００３年２月～２００７年１２月 新宮市

7007 ＴＡＫＥ　ＷＩＮＧ　第３次新宮市総合計画　１９９６年～２００５年 新宮市

7008 新宮市の教育　平成１２、１３、１９年度　教育要覧 新宮市教育委員会

7009 新宮市制施行５０周年記念’８３市勢要覧 新宮市総務部秘書課 昭和５８

7010 新宮　市勢要覧　平成１２年、平成１９年 新宮市 平成１２

7011 新宮圏域モデル定住圏計画　昭和５５年３月策定　昭和６０年３月ローリ

ング
新宮圏域モデル定住圏計画推
進協議会

昭和５９

7012 新宮市林業振興地域整備計画書 新宮市 昭和６２

7013 歴史的都市再生構想策定調査報告書 新宮市 平成　１

7014 新宮市緑の総合プラン 新宮市 平成　２

7015 第３次新宮周辺広域市町村圏計画
新宮周辺広域市町村圏事務組
合

平成　４
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7016 平成１１年度決算にかかる主要な施策の成果 新宮市 平成１２

7017 徐福　新宮市 新宮市・（財）新宮徐福協会 平成１８

7018 地方自治法 233 条第５項の規定に基づく主要施策の成果報告 新宮市 平成１９

7019 資料編ＳＨＩＮＧＵ　ＤＡＴＡ　平成１９年（２００７） 新宮市 平成２０

7020 新宮市（熊野川流域）洪水ハザードマップ 新宮市 ………

7021 新宮市津波浸水予測図（ハザードマップ） 新宮市 ………

7022 新宮市観光ガイド　熊野神邑　新宮　 新宮市・新宮市観光協会 ………

7023 新宮市観光情報マップ　世界遺産の地　新宮　 新宮市・新宮市観光協会 ………

7024 当初予算の概要　平成１９年度、平成２０年度 紀の川市財政課

7025 平成１７年度、平成１８年度　決算主要施策の成果その他の報告書 紀の川市

7026 広報 紀の川　２００６年５月～２００７年４月、２００８年４月～

２００８年６月
紀の川市

7027 おもしゃいな！？　紀の川市（打田）マップ 紀の川市

7028 紀の川市地域防災計画　（追録版含む）　平成１９年、平成２０年 紀の川市

7029 紀の川市例規集（追録含む）　平成１８年、平成２０年 紀の川市

7030 こどもじょうほうし　紀の子っこ　Ｎｏ．４～Ｎｏ．６ 紀の川市教育委員会

7031 紀の川市の教育「豊かな心」～豊かな感性をはぐくむ～ 紀の川市教育委員会

7032 紀の川市ガイドマップ　和歌山ＫＩＮＯＫＡＷＡ　ＧＵＩＤＥ　ＭＡＰ 紀の川市 平成１８

7033 わごころ紀の川　紀の川市市勢要覧２００７ 紀の川市 平成１９

7034 紀の川市人権施策基本方針－人権を尊重し、思いやり、たすけあい、笑顔

とあいさつで和を広めます－（概要版）
紀の川市 平成１９

7035 紀の川市国民保護計画　（追録版含む） 紀の川市 平成２０

7036 平池緑地公園　豊かな自然環境と歴史的空間を育む生きた博物館　 紀の川市 ………

7037 おもしゃいな、紀の川市 紀の川市観光協会広報部会 ………

7038 決算による主要施策等の報告書　平成１０年度～平成１２年度 岩出町

7039 広報 いわで　Ｎｏ．５３２　平成１４年５月 岩出町

7040 一般会計予算の概要　平成１１年度～平成１４年度 岩出町

7041 岩出町　町勢要覧　平成１０年度、平成１３年度 岩出町

7042 いわで議会だより　平成１４年～平成１８年（欠号あり） 岩出町議会

7043 いわで 岩出町 昭和３７

7044 南麓地域整備基本計画調査報告書　 岩出町 昭和５９

7045 同和問題に関する岩出町民の意識　意識調査報告書（第３集）　平成４年 岩出町 平成　５

7046 小・中学生人権作文集　平成５年度 岩出町教育委員会 平成　６

7047 和歌山県岩出町ガイドマップ 岩出町町長公室 平成１１

7048 岩出市ガイドブック 岩出市 ………

7049 広報 しもつ  縮刷版 下津町 昭和５５

7050 広報 しもつ Ｎｏ．３８０～Ｎｏ．４０３　平成１５年～平成１６年 下津町

7051 主要施策成果表（公営企業会計を除く）　平成１３年度～平成１５年度 下津町

7052 みんなのふるさと　しもつの楽しみ方ガイド 下津町

7053 下津町公民館報  縮刷版 下津町 昭和５６

7054（第二次）下津町長期総合計画 下津町 昭和６２

7055 下津町政概況 下津町 ………

7056 広報 のかみ　Ｎｏ．３７７～Ｎｏ．４１０　平成１５年～平成１７年 野上町

7057 野上町長期総合計画　 野上町 昭和６１

7058 のかみ　１９９１ 野上町企画公室 平成　３

7059 ふれあいのあるまちづくり　－いい町・栄える町－ 野上町 平成　５

7060 同和問題に関する町民の意識調査（２）　 野上町 平成　５

7061 野上町勢要覧　２００１ 野上町 平成１３

7062 第三次野上町長期総合計画　「後期基本計画」 野上町 平成１４

7063 野上町パンフレット　のかみ 野上町 ………

7064 広報 みさと　Ｎｏ．３０６～Ｎｏ．３２６　平成１６年～平成１７年 美里町

7065 決算による主要施策等の報告書　平成１４年度 美里町 平成１４

7066 美里ななくさ 美里ななくさ編集委員会 昭和６２

7067 美里町　統計資料編　２００１ 美里町 平成１３

7068 美里町　町勢要覧　昭和５２年、平成１３年 美里町 平成１３
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7069 まなびネット 美里町文化協会 平成１６

7070 美里の自然 前田亥津二 ………

7071 美里ふるさと村　田舎暮らしのすすめ 美里町 ………

7072 美里町パンフレット　みさと　星ふる里　四季彩りの里 美里町 ………

7073 美里町パンフレット　みさと　星ふる。水光る。翠輝く。自然の楽しさ発

見の郷
美里町観光協会 ………

7074 打田町総合計画　ー水と緑と文化の田園都市ー 打田町 昭和６２

7075 ＵＣＨＩＴＡ　２００１ 打田町 平成１３

7076 第５次打田町長期総合計画　基本構想第１次基本計画 打田町 平成１３

7077 打田町公民新報＆広報うちた　CD-ROM（１９５６～） 打田町 平成１７

7078 那賀林業振興地域整備計画書
打田町・粉河町・那賀町・桃
山町

昭和６３

7079 広報 こかわ　Ｎｏ．３９１～４０２、４１８、４１９　平成１５～１６

年
粉河町

7080 ゆうゆう粉河　統計資料　２００１ 粉河町

7081 議会だより　こかわ　創刊号～Ｎｏ．２５、２８～３３　平成１５年～平

成１７年
粉河町

7082 粉河町長期総合計画（基本計画） 粉河町 昭和６１

7083 粉河町戦没者遺芳録 粉河町社会福祉協議会 昭和６２

7084 粉河町　町勢要覧　昭和５７年、平成８年、平成１３年 粉河町役場 平成　８

7085 平成１１年度　決算主要施策の成果・その他の報告書　 粉河町

7086 粉河寺　西国第三番札所・厄除観音 粉河寺 ………

7087 平成１１年度決算主要施策の成果その他の資料 那賀町

7088 平成１２年３月定例議会参考資料 那賀町

7089 那賀町 那賀町企画室 昭和４８

7090 那賀 那賀町 平成　４

7091 同和問題に関する意識調査報告書　 那賀町 平成　５

7092 公孫樹（人権作文第十九集） 那賀町教育委員会 平成　５

7093 桃山町特別会計財産区会計公営企業会計予算書平成１３、１４、１７年度 桃山町

7094 決算主要施策の成果、その他の資料　平成１１、１２、１４、１５年度 桃山町

7095 広報 ももやま　縮刷版　第１号～第２７４号　昭和４６年～平成１４年 桃山町

7096 広報 ももやま　Ｖｏｌ．２８１～３０８　平成１５年～平成１７年 桃山町

7097 桃山町　町勢要覧　昭和４４年、昭和６１年、平成１３年 桃山町

7098 今世紀前半にも発生する？　東南海、南海地震に備えよう 桃山町

7099 桃山町　桃源郷夢ＴＯＷＮ 桃山町

7100 桃山町一般会計・特別会計・財産区会計・公営企業会計歳入歳出決算の状

況　平成１４年度
桃山町

7101 桃山町一般会計予算書　平成１３、１４、１７年度 桃山町

7102 町村合併関係参考資料 桃山町 昭和３１

7103 桃山の夜明け　－明るく住みよい　差別のない町づくりのために－　　 桃山町 平成　５

7104 桃山町一般会計歳入歳出決算書　平成１４年度 桃山町 平成１４

7105 桃山町　町勢要覧ダイジェスト 桃山町 平成１５

7106 桃山町防災マップ 桃山町 平成１６

7107 桃と植木の町　桃山　ＭＯＭＯＹＡＭＡ 桃山町 ………

7108 貴志川町議会だより　第１５～２２号　平成１２年８月～平成１４年４月 貴志川町議会

7109 町勢資料編　貴志川町 貴志川町 昭和５０

7110 人権作文　なかま　貴志川町立、小・中学校児童生徒作文集　第七集　 貴志川町 平成　５

7111 貴志川町観光ガイド　ホタル、屋形船、イチゴのまち貴志川 貴志川町 ………

7112 主要施策の成果その他予算執行実績報告書　平成１１年度～平成１９年度

（平成１４年度欠）
かつらぎ町

7113 かつらぎ町歳入歳出決算書　平成１１年度～平成１９年度 かつらぎ町

7114 かつらぎ町勢要覧　平成１５年、平成１９年（資料編含む） かつらぎ町

7115 一般会計特別会計歳入歳出予算事項別明細書　平成１２年度～平成１９年

度（平成１８年度欠）
かつらぎ町

7116 広報 かつらぎ　平成２１年１月～３月 かつらぎ町
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7117 平成２０年度　一般会計特別会計歳入歳出予算事項別明細書　 かつらぎ町

7118 議会だよりかつらぎ　第５１８号～第５９２号　平成１５年～平成２０年 かつらぎ町議会

7119 新しい学校教育がはじまりました　特色ある教育の展開と生きる力の育成 かつらぎ町教育委員会

7120 かつらぎ町の教育　平成１２年度、平成１９年度 かつらぎ町教育委員会

7121 かつらぎ町立幼稚園の子どもたち　青い実に太陽の光がふりそそいでいる かつらぎ町教育委員会

7122 かつらぎ・高野口林業振興地域整備計画書 かつらぎ町・高野口町 昭和６３

7123 差別と人権を考える　平成４年度同和運動推進月間　小・中学校児童、生

徒応募作文集（第十集）
かつらぎ町 平成　５

7124 かつらぎ町長期総合計画 かつらぎ町 平成　９

7125 かつらぎ町地域防災計画 かつらぎ町防災会議 平成１０

7126 議会概要　かつらぎ町 かつらぎ町 平成１３

7127 旧花園村歳入歳出決算書　平成１７年度 かつらぎ町 平成１７

7128 世界遺産のまち　フルーツの里かつらぎ２００７ かつらぎ町観光協会 平成１９

7129 かつらぎ町防災マップ かつらぎ町 ………

7130 癒しの国　かつらぎ町観光情報ＭＡＰ かつらぎ町 ………

7131 こうやぐち議会だより　第７７、８０～最終号　平成１４年～平成１８年 高野口町議会

7132 高野口町長期総合計画基本計画　２１世紀の生活空間に挑戦するまち、高

野口町　「概要版」
高野口町 昭和６２

7133 人権作文集　平成４年度 高野口町 平成　５

7134 同和教育資料　・・．22　同和教育実践集録　平成４年度 高野口町教育委員会 平成　５

7135 高野口農村紀行 高野口町 平成１４

7136 防災マップ 高野口町 平成１７

7137 みんなで参加　自主防災組織　心構えと活動のポイント 高野口町 ………

7138 高野口　パイル織物のまち 高野口町 ………

7139 高野口町　せせらぎ公園 高野口町 ………

7140 高野口町ＩＴ地域交流センター　裁ち寄り処 高野口町 ………

7141 広報 くどやま　Ｎｏ．３３３～Ｎｏ．３６８　平成１６年～平成１８年 九度山町

7142 こんにちは！議会です　九度山町　第４１～６２号　平成１５～２０年 九度山町議会

7143 九度山町第Ⅲ次長期総合計画　魅力ある２１世紀のまちづくり　実り豊か

な住みよいふる里・九度山の創出
九度山町 平成１１

7144 九度山町勢要覧　２００２　改訂版 九度山町 平成１４

7145 統計資料編　２００２　九度山町 九度山町 平成１４

7146 日本一を誇る富有柿の里　九度山町イラストマップ 九度山町・観光協会 ………

7147 広報 高野　第１９６号～第１９９号、第２２３号　平成１３年７月～平成

１４年４月、平成２０年
高野町

7148 高野町　町勢要覧　平成１０年、平成１４年 高野町

7149 高野町議会だより　創刊号～第４２号　平成１４年～平成１９年 高野町議会

7150“世界にひらけゆく高野文化のまち”をめざして　こころのふるさと高野町

　２１世紀計画
高野町 平成　１

7151 高野町林業振興地域整備計画書の概要 高野町 平成　２

7152 こころのふるさと高野町　２１世紀計画（第２次基本計画） 高野町 平成　８

7153 第二次「こころのふるさと高野町」２１世紀計画 高野町 平成１４

7154 高野山　（香りのパンフレット） 高野町 ………

7155 災害から命を守る術　高野町防災マップ 高野町 ………

7156 高野山 高野町・高野山観光連盟 ………

7157 霊場高野山 高野町観光課 ………

7158 広報 はなぞの　Ｎｏ．１６３、１７９　平成１３年、平成１７年 花園村

7159 花園村　村勢要覧　昭和５６、６１年、平成６年 花園村企画財政課

7160 花園村新総合計画　後期基本計画　平成１０年～平成１２年度 花園村 　

7161 花園村林業振興地域整備計画書 花園村 昭和６０

7162 花園村リゾート整備計画策定調査報告書　 花園村 平成　５

7163 花園村過疎地域自立促進計画　（参考資料含む） 花園村 平成１２

7164 はなぞの　和歌山県花園村 花園村 ………

7165 広報 ゆあさ Ｖｏｌ．３３０～３４２ 平成１４年５月～平成１５年５月 湯浅町

7166 ゆあさ議会だより　Ｎｏ．２８～Ｎｏ．４０　平成１５年～平成１８年 湯浅町議会
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7167 ゆあさ　’６６　（湯浅町勢要覧） 湯浅町 昭和４１

7168 湯浅町長期総合計画　基本計画 湯浅町 平成　７

7169 湯浅町長期総合計画（ゆあさ２１プラン）　～活力ある美しい町、誇れる町

ゆあさ～
湯浅町 平成１３

7170 一般会計予算編成の状況　平成１５年度 湯浅町 平成１５

7171 湯浅町　第２期介護保険事業計画・第３期老人保健福祉計画　「いきいきと、

温もりあるひとづくり」
湯浅町 平成１５

7172 紀州湯浅見聞録 湯浅町観光協会 平成１８

7173 湯浅町マップ 湯浅町観光協会 平成１８

7174 湯浅　ＹＵＡＳＡ　ＴＯＷＮ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 湯浅町 ………

7175 広報 ひろがわ　Ｎｏ．３１０～Ｎｏ．３８３　平成１５年～平成２１年 広川町

7176 ひろがわ　広川町長期総合計画　２００１ 広川町

7177 広川町　町勢要覧　昭和４８年、平成９、１２、１３、１６～１９年 広川町 平成１９

7178 広川町林業振興地域整備計画書（複製） 広川町 昭和６３

7179 広川町例規集 広川町総務課 平成２０

7180 広川町例規集　追録第１１３～１１５号　株式会社ぎょうせい 広川町総務課 平成２０

7181 広川町津波避難地図 広川町 ………

7182 広川　西有田県立自然公園 広川町観光協会 ………

7183 広川町観光ガイドマップ 広川町観光協会 ………

7184 広川町・濱口梧陵観光マップ 広川町観光協会・広川町 ………

7185 吉備町一般・特別会計予算書付予算に関する説明書　平成１４、１５年度 吉備町 平成１５

7186 決算書附属資料　行政報告書　平成１２、１３、１５年度 吉備町

7187 広報 きび　Ｖｏｌ．３８１～Ｖｏｌ．４２２　平成１５年～平成１７年 吉備町

7188 吉備町各種会計歳入歳出決算書　平成１２、１３、１５年度 吉備町

7189 吉備町勢要覧　２００１　きび発見ブックレット 吉備町

7190 ふるさと・きび　アカデミーガイド 吉備町教育委員会

7191 １９８２　１万３０００の、笑顔のあるまち　吉備　町勢要覧 吉備町 昭和５７

7192 コスモスの花のように  同和問題完全解決にむけて
吉備町教育委員会・同和委員
会

平成　５

7193 ドーン計画完結２周年町民集会
ドーン計画完結２周年町民集
会実行委員会

平成　９

7194 いざというときあなたを守る　吉備町防災マップ 吉備町総務課 平成１７

7195 吉備町タウンガイド　ＣＯＳＭＯＳ ＴＯＷＮ　ＫＩＢＩ　 吉備町観光協会 ………

7196 主要施策の成果　平成１１年度、平成１４年度 金屋町

7197 広報 かなや Ｎｏ．１８３～１９０ ２００３年７月～２００４年６月 金屋町

7198 金屋町長期総合計画～心豊かな学びのまち　かなや～２００１年ー

２０１０年　｛ダイジェスト版｝
金屋町

7199 統計資料編　金屋町　１９９５ 金屋町

7200 かなや議会だより　第１８号～第２９号　平成１５年～平成１７年 金屋町議会

7201 金屋町林業振興地域整備計画書 金屋町 昭和６１

7202 平成１２年第１回　金屋町議会定例会会議録　 金屋町議会 平成１２

7203 金屋町決算書　平成１４年度　 金屋町 平成１４

7204 決算審査意見書　平成１４年度 金屋町 平成１４

7205 金屋町一般会計予算書　平成１６年度 金屋町 平成１６

7206 広報 しみず　Ｎｏ．２２４～Ｎｏ．２５６　平成１５年～平成１７年 清水町

7207 清水町林業振興地域整備計画書 清水町 昭和５９

7208 清水町アークタウン計画策定調査報告書　－林間型アークタウンの先導的

開発を目指して－　
清水町 平成　５

7209 清水町　町勢要覧　平成８年、平成１４年、平成１５年 清水町 平成　８

7210 第３次清水町長期総合計画　活力とゆとりの清水新時代の創造 清水町 平成１２

7211 木の国連邦　清水町　しみず 清水町 ………

7212 主要政策の成果　平成１１年度～平成１７年度（平成１３年度欠） 美浜町 平成１１

7213 一般会計特別会計予算書　平成１３、１５～１９年度 美浜町

7214 紀州日高路　美浜　煙樹海岸　県立自然公園 美浜町

7215 決算資料　平成１４年度～平成１６年度 美浜町
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7216 みはま議会だより第７２～８２、８６、９３号　平成１５年～平成２０年 美浜町議会

7217 平成１７年度　特別会計、一般会計　歳入歳出決算書 美浜町 平成１７

7218 町勢要覧　１９９３　美浜 美浜町総務部企画課 平成　５

7219 きらめき　ときめき　かがやく　美浜　（ダイジェスト版含む） 美浜町 平成１３

7220 第４次美浜町長期総合計画　新時代のふるさと　美浜　～人がきらめき、

緑かがやくまちをめざして～
美浜町 平成１３

7221 美浜町　津波浸水予測図（ハザードマップ ) 美浜町 平成１７

7222 美浜町　洪水・土砂災害に関するハザードマップ 美浜町 平成１９

7223 ふれ愛紀州路　紀州日高路美浜 美浜町 ………

7224 煙樹海岸　県立自然公園　紀州日高路　美浜 美浜町 ………

7225 美浜町基本図４ 美浜町 ………

7226 主要政策の成果　平成１５年度、平成１８年度 日高町

7227 広報 ひだか　第１２４号～第１３９号　平成１５年～平成２０年 日高町

7228 ひだか・アート日高町勢要覧　平成１４年、平成１８年（改訂版含む） 日高町

7229 ひだか議会だより　第９０号～第１１３号　平成１５年～平成２０年 日高町議会

7230 ハートプラン日高　日高町総合計画 日高町 平成　４

7231 日高町　陽の里 日高町 平成　４

7232 日高町老人保健福祉計画 日高町 平成　５

7233 旅日記　「はいかい　旅の扇」　－地錦庵豊萩－ 日高町教育委員会 平成１０

7234 日高町勢要覧　統計資料編　平成１４年、平成１８年 日高町 平成１４

7235 防災のしおり 日高町 平成１６

7236 津波防災マップ　（日高町　方杭地区、比井地区、柏地区、田杭地区、小杭

地区、小浦・津久野地区、産湯地区、阿尾地区）
日高町 平成１７

7237 日高町　ドキドキワクワクいっぱい散策マップ 日高町・日高町観光協会 ………

7238 クエの町　日高　タウンガイド 日高町観光協会 ………

7239 主要施策の成果　平成１１～１４、１５、１７年度 由良町

7240 由良町一般会計特別会計予算書（当初予算）平成１３年度～平成１６年度 由良町

7241 広報 ゆら Ｎｏ．２０６、２２０～２２５、２３０ 平成１５年～１９年 由良町

7242 当初予算総括表　平成１５、１８、１９年度　 由良町

7243 由良町　こんにちは！議会です　Ｎｏ．５８、６２、６６、７０、７２　

平成１５年～平成１９年
由良町議会

7244 本校の理科教育－理科教育の本質をめざして－ 由良町立由良小学校 昭和４１

7245 第３次由良町総合計画　ゆら新世紀“ニューカントリープラン” 由良町 平成　７

7246 決算参考資料　平成１１年度 由良町 平成１１

7247 由良町一般会計特別会計歳入歳出決算書　平成１１年度 由良町 平成１１

7248 由良町　統計資料編　２００１ 由良町 平成１３

7249 由良町地域防災計画 由良町 平成１３

7250 由良町　町勢要覧　昭和３９年、平成１３年 由良町 平成１３

7251 由良町津波ハザードマップ（津波浸水予測図） 由良町 平成１８

7252 財政状況比較表　（地方財政状況調査） 由良町 ………

7253 ゆら　Ｄｒａｍａｔｉｃ Ｒｅｓｏｒｔ　Ｙｕｒａ 由良町・由良町観光協会 ………

7254 ふれ愛紀州路　白いファンタジー　ゆら 由良町産業経済課 ………

7255 川辺町議会だより　第７７号～第８４号　平成１５年～平成１６年 川辺町議会

7256 私がんばってます 川辺町 平成　１

7257 川辺町老人保健福祉計画　健やかで安心な高齢社会のまちに向けて 川辺町 平成　５

7258 広報 かわべ　Ｎｏ．２６６ 川辺町 平成１２

7259 第４次川辺町長期総合計画　みんなで育むかわべ２０１０計画　「星と緑と

やさしさに彩られた笑の里・川辺」を目指して
川辺町 平成１３

7260 光と風と星の町　川辺町ハンドブック　川辺町町勢要覧 川辺町 ………

7261 和佐駅周辺ウォーキングガイド 川辺町 ………

7262 土に生きる 川辺町 ………

7263 なかつ　中津村勢要覧　昭和５６年、昭和５７年 中津村

7264 議会だよりなかつＮｏ．５２～６０（５５欠）　平成１５年～平成１７年 中津村議会

7265 中津村林業振興地域整備計画書 中津村 昭和６０

7266 第２次中津村長期総合計画　 中津村 昭和６２
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7267 名優芳澤あやめ顕彰のしおり 中津村 ………

7268 みやま議会だより　Ｎｏ．２１～Ｎｏ．３２　平成１４年～平成１７年 美山村議会

7269 美山　１９７５　村勢要覧 美山村企画室 昭和５０

7270 美山村林業振興地域整備計画書（モデル管理） 美山村 平成　２

7271 美山村キャンプのマニュアル 美山村 ………

7272 広報 りゅうじん　龍神　縮刷版　昭和４１年３月号（第１号）～平成１６

年１２月号（第２７５号）
龍神村 平成１７

7273 広報 りゅうじん　Ｎｏ．２５６、２５７　平成１５年４月、５月 龍神村

7274 龍神村　村勢要覧　昭和３９、４１、４６年、平成３、１１年 龍神村

7275 村政の概要　平成１１年度、平成１３年度 龍神村

7276 龍神議会だより　第８５、８８、８９号　平成１５年～平成１６年 龍神村議会

7277 龍神村　１９７６　村制２０周年 龍神村 昭和５１

7278 第３次龍神村長期総合計画　基本計画 龍神村 平成　９

7279 和歌山県・龍神村　平成１１年版　資料編 龍神村 平成１２

7280 財政の概況 龍神村 平成１４

7281 ガイドマップ　龍の里　龍神村の道 龍神観光協会 ………

7282 龍神温泉　RYUJIN GUIDE 龍神観光協会 ………

7283 主要な施策の成果　平成１１年度 南部川村 平成１２

7284 広報 みなべがわ　Ｎｏ．３４９～Ｎｏ．３６１　２００３年５月～

２００４年４月（欠号あり）
南部川村

7285 数字で見る梅の里 南部川村

7286 南部川村財政状況 南部川村

7287 みなべがわこんにちは議会です 第１２～１８号 平成１５年～平成１６年 南部川村議会

7288 南部川村長期総合計画　梅と健康の村づくり 南部川村 平成　９

7289 主要施策の成果　平成１１年度、平成１４年度 南部町

7290 南部町　町勢要覧　昭和３９年、平成４年 南部町企画開発課

7291 みなべ議会だより　創刊号～第１６号　平成１７年～平成２１年 南部町議会

7292 南部　１９６４　（１９６４町勢要覧） 南部町 昭和３９

7293 南部町要覧　大正十四年版 南部町公民館 昭和４８

7294 第二次南部町長期総合計画 南部町 平成１０

7295 実施主な事業とその効果　平成１０年、平成１１年 印南町

7296 花と磯の香の流れる町　印南 印南町

7297 広報 いなみ　Ｎｏ．１３７～Ｎｏ．１４９、１６１　２００４年～

２００５年、２００７年
印南町

7298 印南町町勢要覧　平成１３年、１５年、１６年、１９年 印南町

7299 いなみ町議会だより　Ｎｏ．１６～２５、３３～３７　平成１５～２０年 印南町議会

7300 印南　合併２０周年記念町勢要覧 印南町 昭和５２

7301 合併３０周年記念町勢要覧　印南 印南町総務課 昭和６２

7302 印南町の農業（夢のある町、人づくりをめざして！） 印南町 平成　４

7303 印南町地域防災計画 印南町防災会議 平成　９

7304 印南町防災ハンドブック 印南町消防科学総合センター 平成１０

7305 第４次印南町長期総合計画基本計画（前期） 印南町 平成１２

7306 第４次印南町長期総合計画基本構想　「人も自然もいきいき　豊かで活力あ

ふれるまち」　－みんなですすめるまちづくり－
印南町 平成１２

7307 印南町決算付属資料　平成１５年度 印南町 平成１５

7308 ガイドマップ　印南町 印南町観光協会 平成１９

7309 平成１９年度　印南町教育計画 印南町教育委員会（教育課） 平成１９

7310 印南　ふるさと健康お詣りコース　ガイドマップ 印南町 ………

7311 広報 しらはま　Ｎｏ．１、２、１２、２８　２００６年～２００８年 白浜町

7312 白浜　町勢要覧（資料編含む）平成２、１２、１４、１９年 白浜町

7313 白浜町一般会計当初予算参考資料　平成１５年度、平成１６年度 白浜町

7314 白浜町例規集（追録第５号含む） 白浜町総務課

7315 広報 しらはま議会だより　平成１３年～平成２１年（欠号あり） 白浜町議会

7316 白浜町の学校教育・社会教育の重点目標等について　平成１５、１６年 白浜町教育委員会

7317 白浜町人権学習推進基本方針と人権学習推進目標　平成１６、１７年度 白浜町教育委員会
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7318 平成１７、１８年度　白浜町の学校教育・社会教育の重点目標等について 白浜町教育委員会

7319 白浜町林業振興地域整備計画書 白浜町 平成　１

7320 平成４年度  白浜町の社会同和教育 白浜町教育委員会 平成　４

7321 白浜町社会同和教育研究大会　第１５回 白浜町 平成　５

7322 まちづくり総合計画　 白浜町 平成　８

7323 旧南紀白浜空港跡地への高等教育機関等の整備に関する基本的考え方 白浜町 平成１１

7324 決算審査意見書　平成１１年度 白浜町 平成１１

7325 白浜町　津波浸水予測図（全町版） 白浜町 平成１７

7326 防災情報 白浜町 平成１７

7327 南紀白浜　Natural Warm 白浜観光協会 平成１８

7328 南紀白浜温泉 白浜観光協会 平成１８

7329 白浜がすぐそこ！（観光マップ） 白浜観光協会 平成１９

7330 第１次白浜町長期総合計画　（概要版含む） 白浜町企画財政課 平成２０

7331 平成２０年度　白浜町予算 白浜町 平成２０

7332 白浜町地域防災計画　（資料編含む） 白浜町防災会議 平成２０

7333 今世紀前半にも発生する？　東南海、南海地震に備えよう 白浜町 ………

7334 白浜町歳入歳出決算附表 白浜町 ………

7335 和歌山南紀白浜　南紀白浜観光ガイドブック 白浜町 他 ………

7336 主要施策の概要と成果　平成１２年度～平成１４年度 中辺路町

7337 公民館報なかへち　縮刷版　第１～４巻　昭和３１年～平成１７年 中辺路町公民館

7338 公民館報なかへち Ｎｏ．５０２～Ｎｏ．５２４ 平成１５年～平成１６年 中辺路町

7339 国産材供給体制整備事業　中辺路町営木材加工場 中辺路町

7340 中辺路町財政事情　平成１３年、平成１４年公表 中辺路町

7341 中辺路町　町勢要覧　歴史の道熊野古道 中辺路町

7342 中辺路町議会だより　第６７号～第７４号　平成１５年～平成１７年 中辺路町議会

7343 雅の中辺路 中辺路町 昭和４８

7344 中辺路町林業振興地域整備計画書（概要版含む） 中辺路町 昭和５７

7345 予算編成方針説明書　平成１６年度 中辺路町 平成１６

7346 おおとう議会だよりＮｏ．９０～１０２　平成１４～１７年（欠号あり） 大塔村議会

7347 広報 おおとう Ｎｏ．４３０、４４２ 平成１５年９月、平成１６年６月 大塔村

7348 大塔村　村勢要覧　平成１０、１１、１５年 大塔村

7349 大塔村観光開発構想 大塔村 昭和６３

7350 大塔村同和教育資料集　平成４年度 大塔村 平成　４

7351 大塔村長期総合計画　おおとう・グリーンハートプラン 大塔村 平成１３

7352 大塔村一般会計予算　平成１４年度 大塔村 平成１４

7353 大塔村　遊びのマニュアル　ＦＩＥＬＤ ＮＯＴＥ 大塔村 ………

7354 大塔村全図 大塔村観光協会 ………

7355 広報 かみとんだ Ｎｏ．４２０～Ｎｏ．４９４ 平成１５年～平成２１年 上富田町

7356 ’９８上富田町　町勢要覧 上富田町

7357 第３次上富田町総合計画実施計画　平成１３年度～平成１５年度 上富田町

7358 生涯学習実践集録あしあと　各団体の取組み状況　平成１３、１４、１６、

１８年
上富田町生涯学習推進委員会
（上富田町教育委員会内）

7359 かみとんだ議会だより　第１２２～１２５号　２００８年～２００９年 上富田町議会

7360 上富田町リゾート整備計画策定調査報告書 上富田町 平成　５

7361 第九回　口熊野俳句大会　通信投句・大会当日句　入賞句集
上富田町教育委員会口熊野俳
句大会事務局

平成１９

7362 口熊野かみとんだ　イラストマップ 上富田町 ………

7363 口熊野かみとんだ　観光案内 上富田町 ………

7364 口熊野かみとんだ　探訪 上富田町 ………

7365 主要事業成果および実績報告書　平成１３年度、平成１４年度 日置川町

7366 ＮＡＮＫＩ　ＨＩＫＩＧＡＷＡ　パンフレット 日置川町

7367 公民館報　日置川町　Ｎｏ．６４７、６６０　平成１５年、平成１６年 日置川町

7368 縮刷版　公民館報　町のすがた　第１～４巻　平成８年、平成１８年 日置川町中央公民館

7369 ひき川議会だより　第２７号～第３０号　平成１５年～平成１６年 日置川町議会

7370 ふるさとのことば 日置川町 昭和４４
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7371 日置川町林業振興地域整備計画書 日置川町 昭和５９

7372 日置川町長期総合計画　 日置川町 昭和６１

7373 第１７回日置川町同和教育実践交流大会 日置川町同和教育推進協議会 平成　５

7374 日置川町長期総合計画　第２次 日置川町 平成　７

7375 日置川町勢要覧　町制４０周年記念誌合併号　南紀　日置川 日置川町 平成　８

7376 日置川町統計資料編　１９９６ 日置川町 平成　８

7377 予算参考資料　平成１５年度 日置川町 平成１５

7378 日置川町予算概要説明　平成１６年度 日置川町 平成１６

7379 ひきがわ町体感術　南紀熊野新発見情報誌 日置川町 ………

7380 向平キャンプ村　パンフレット　 日置川町 ………

7381 日置川町津波防災マップ・日置川町洪水防災マップ 日置川町 ………

7382 主要施策の成果　平成１２年度、平成１６年度 すさみ町

7383 すさみ町観光イラストマップ すさみ町

7384 館報　すさみ　Ｎｏ．６７２～Ｎｏ．７２９　平成１６年～平成２１年 すさみ町

7385 すさみ町議会だより　第８７号～第９６号　平成１７年～平成１８年 すさみ町議会広報編集委員会

7386 すさみ町　町勢要覧　昭和４５年、平成１３年 すさみ町 昭和４５

7387 すさみ町林業振興地域整備計画書 すさみ町 昭和６０

7388 すさみ町地域防災計画 すさみ町防災会議 平成１２

7389 すさみ町一般会計予算 すさみ町 平成１８

7390 すさみ町津波ハザードマップ すさみ町 平成１８

7391 すさみ町津波避難計画 すさみ町 平成１８

7392 すさみ　太陽がまぶしい・吹く風が暖かい　黒潮おどる南国 すさみ町・すさみ町観光協会 ………

7393 すさみ町立歴史民俗資料館 すさみ町立歴史民俗資料館 ………

7394 平成１６年串本町・古座町議会第１回臨時会～平成１７年串本町・古座町

第１回定例会結果報告
串本町議会

7395 地方自治法第１２３条第３項に基づく会議の結果報告書　平成１７、１８、

２０年
串本町議会

7396 広報 くしもと Ｎｏ．４６６～４６８、４７８～４８０平成１５～１６年 串本町

7397 串本町財政事情　平成１２年、平成１５年、平成１６年 串本町

7398 串本町　町勢要覧　昭和３８年、平成１２年、平成１４年 串本町

7399 議会の概要　平成１５年、平成１６年 串本町議会

7400 串本町議会だより　創刊号～第６号　平成１４年～平成２０年 串本町議会

7401 串本町議会第１回臨時会結果報告について　平成１５年 串本町議会

7402 潮埼荘　１、３　昭和５６年、昭和６２年 串本町教育委員会

7403 串本町林業振興地域整備計画書 串本町 昭和６１

7404 串本町長期総合計画（第３次） 串本町 平成　８

7405 南紀串本　地球のスケールを、まるごと体験できる 串本町 平成１９

7406 平成２０年度　串本町社会教育振興計画 串本町教育委員会生涯学習課 平成２０

7407 ラムサール条約湿地　串本沿岸海域　世界最北のサンゴ群集 環境省・串本町 ………

7408 串本町マップ 串本町 ………

7409 串本町都市交流海洋施設　水門（みなと）まつり 串本町 ………

7410 日米修好記念館　歴史のロマンに触れる旅 串本町・串本町観光協会 ………

7411 那智勝浦町議会会議録　平成１２年３月～平成１３年１２月、平成１６年

３月～平成１７年１２月
那智勝浦町議会

7412 当初予算資料　平成１２年度～平成１６年度、平成１９年度 那智勝浦町

7413 主要施策の成果　平成１１年度～平成１５年度、平成１７年度 那智勝浦町

7414 那智勝浦町町勢要覧　昭和５２年、平成７年、平成１５年 那智勝浦町

7415 那智勝浦町長期総合計画　第６、７次基本計画　平成１３年、平成１８年 那智勝浦町

7416 広報 なちかつうら　平成１５年～平成１９年（欠号あり） 那智勝浦町

7417 なちかつうら　nachikatsuura １９７４ 那智勝浦町 昭和５０

7418 那智勝浦町林業振興地域整備計画書 那智勝浦町 昭和６１

7419 那智勝浦町　平成１７年度　事務報告 那智勝浦町 平成１７

7420 那智勝浦観光マップ 那智勝浦町観光協会 平成１８

7421 紀州勝浦　生まぐろマップ
那智勝浦町観光地魅力アップ
推進委員会（産業課内）

平成１９
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7422 古道ウォークガイド　世界遺産を歩く 観光地魅力アップ推進委員会 ………

7423 那智勝浦町　津波防災マップ 那智勝浦町 ………

7424 那智勝浦町　防災計画書（CD-ROM） 那智勝浦町 ………

7425 世界遺産・聖地の旅　那智勝浦　観光ガイド 那智勝浦町観光協会 ………

7426 世界遺産　紀伊山地の霊場と参詣道　那智勝浦町版 那智勝浦町企画課 ………

7427 太地町議会会議録　平成１２年～平成１９年 太地町議会

7428 広報 たいじ　Ｎｏ．１８５～Ｎｏ．２７１　平成１５年～平成１９年 太地町

7429 太地町　町勢要覧　平成４年、平成１４年 太地町

7430 太地町長期総合計画　昭和６１年度～昭和７０年度 太地町

7431 太地町教育概要　平成１４年度 太地町教育委員会 平成１４

7432 くじらの町　太地 太地町 ………

7433 町勢要覧　太地　資料編　（複製） 太地町 ………

7434 古座町一般会計予算の概況　平成１３年度～平成１５年度 古座町

7435 主要な施策と成果　平成１１年度、平成１２年度 古座町

7436 古座町一般会計歳入歳出決算書　説明資料 古座町 平成１３

7437 広報古座　Ｎｏ．７～Ｎｏ．１３　２００２年５月～２００３年５月 古座町

7438 山と川と海のまち　古座　町勢要覧　自然と歴史の原風景　昭和４６、

５２、５７年　平成１０、１４、１６、１８年
古座町

7439 古座町長期総合計画　 古座町 昭和６１

7440 古座町林業振興地域整備計画書 古座町 平成　１

7441 資料編　２００２　古座町 古座町 平成１４

7442 和歌山県東牟婁郡古座川町予算書　平成１５、１６、１８年度 古座川町

7443 広報 こざがわ　Ｎｏ．６２～７２、７７　平成１０年～平成１４年 古座川町

7444 古座川町新長期総合計画　１９８６～１９９５ 古座川町

7445 古座川町林業振興地域整備計画書の概要　昭和５５年、平成２年 古座川町

7446 公民館報古座川町 第３７８～３８５号 平成１４年９月～平成１５年５月 古座川町

7447 古座川町　町勢資料年鑑　平成５年版、平成１４年版 古座川町企画調整課

7448 古座川議会だより　第６１号～第９３号　平成１５年～平成２０年 古座川町議会

7449 古座川町林業振興地域整備計画書 古座川町 昭和５６

7450 古座川町林業振興地域整備変更計画 古座川町 昭和５９

7451 古座川農業振興地域整備計画書（土地利用再編型計画書） 古座川町 平成　３

7452 教育要覧　平成１５年度 古座川町教育委員会 平成１５

7453 平成１６年度　古座川町歳入歳出決算書 古座川町 平成１７

7454 防災パンフレット 古座川町 平成１７

7455 古座川町津波ハザードマップ 古座川町 ………

7456 古座川王国 古座川町・古座川町観光協会 ………

7457 古座川イラストマップ　ゆったり気分で楽しい旅を !! 古座川町観光協会 ………

7458 町勢要覧　１９８８　熊野川 熊野川町企画観光課 昭和６３

7459 熊野川町要覧　２００２　遊らんさんぽ 熊野川町 平成１４

7460 広報誌 熊野川町　第１４７号 熊野川町 平成１５

7461 教育要覧　平成１７年度 熊野川町教育委員会 平成１７

7462 熊野川町林業振興地域整備計画書の概要 熊野川町 ………

7463 森の針音　和歌山県本宮町町勢要覧　平成２年、平成１２年 本宮町

7464 本宮　’７６町制施行２０周年 本宮町 昭和５１

7465 奥熊野本宮　資料編 本宮町 平成　２

7466 熊野文化本宮幸想　本宮町第２次長期総合計画 本宮町 平成　８

7467 本宮町ぎかいだより　第６８号 本宮町議会 平成１３

7468 広報 ほんぐう　Ｎｏ．１５６ 本宮町 平成１５

7469 本宮町林業振興地域整備計画書の概要 本宮町 ………

7470 熊野本宮 熊野本宮観光協会 ………

7471 熊野本宮マップ 熊野本宮観光協会 ………

7472 北山村林業振興地域整備計画書（概要含む） 北山村 昭和６０

7473 第２次長期総合計画　『筏の村、じゃばらの里』 北山村 昭和６２

7474 村勢要覧１９９２　北山 北山村総務課 平成　４

7475 じゃばらの里　北山村 道の駅おくとろ 平成１８
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7476 広報 きみの　第２号～第３０号　平成１８年～平成２０年（欠号あり） 紀美野町役場

7477 きみの食べ歩きガイド 紀美野町

7478 いざというときのための　防災マニュアル 紀美野町 平成１９

7479 紀美野町　ガイドマップ　丸ごと楽しむ紀美野の休日 紀美野町 平成１９

7480 紀美野町　町勢要覧２００７　紀美野町ふるさと名鑑 紀美野町 平成１９

7481 新町教育ビジョン 紀美野町教育委員会 平成２０

7482 生石高原ＧＵＩＤＥ　おいし高原 生石高原観光協会 ………

7483 広報 有田川　創刊号～Ｖｏｌ．４０　平成１８年～平成２１年 有田川町

7484 有田川町議会広報　かわら版　第６号～第９号　平成１７年～平成２０年 有田川町議会

7485 ええとこ便　有田川町観光ガイドブック 有田川町 平成１９

7486 ふれあいの丘　スポーツパーク 有田川町 ………

7487 有田川ガイドマップ 有田川町 ………

7488 しみず　温泉とふるさと体験のまち 有田川町（清水行政局） ………

7489 ひだか川議会だよりＮｏ．１～１４（１２欠）　平成１７年～平成２１年 日高川町議会事務局

7490 日高川　安珍清姫物語所縁の地 日高川町 ………

7491 日高川町の農産物 日高川町 ………

7492 平成１７年度　みなべ町主要施策報告書 みなべ町 平成１８

7493 広報 みなべ　平成１６年５月、平成１９年５月 南部町・南部川村

7494 平成１９年度みなべ町特別会計予算説明書、みなべ町一般会計予算説明書 みなべ町 平成１９

7495 議会だより　みなべ創刊号～第８号　平成１７年２月～平成１８年１１月 みなべ町議会特別委員会

7496 みなべ新紀行　みなべ町町勢要覧 みなべ町 平成１８

7497 みなべ町津波ハザードマップ　東南海・南海地震に備えて、洪水ハザード

マップ
みなべ町 平成１９

7498 みなべガイドマップ　たのしさ２００％ みなべ観光協会 ………

7499 みなべ町教育旅行ガイド みなべ観光協会 ………

7500 梅干健康ＢＯＯＫ みなべ町 ………

7501 みなべマップ　保存版　宿食遊学　２００７－２００８ みなべ町商工会 ………

7502 熊野川清掃センター 熊野川広域清掃施設組合

7503 政府、県予算編成並びに施策に関する要望書　昭和６３年度、平成３、５

年度
和歌山県町村会

7504 紀の川みちハッピーイラストマップ＆観光ガイド
紀の川みち広域観光連絡協議
会・緑の回廊実行委員会

………

7505 第４５回定期総会 和歌山県町村議会議長会 平成　５

7506 平成４年度会務報告書 和歌山県町村議会議長会 平成　５

7507 本会及び各郡提出要望事項（第４５回定期総会） 和歌山県町村議会議長会 平成　５

7508 和歌山県地方分権推進シンポジウム　２１世紀の故郷（くに）づくりをめ

ざして
和歌山県・和歌山県市長会・
和歌山県町村会　

平成１０

９　県外自治体刊行物

7509 全国知事会　十年史、三十年史、四十年史　昭和３２、５２、６２年 全国知事会

7510 昭和３５、３６、３８年度　都道府県歳出決算及び財源内訳に関する調 全国知事会

7511 地方に対する権限の移譲、関与の整理について　昭和５７年４月 全国知事会 昭和５７

7512 都道府県制度論　ー新時代の地方自治のためにー 全国知事会 平成　７

7513 平成１４年度　国の施策並びに予算に関する提案・要望 全国知事会 平成１３

7514 地すべり調査と対策講座　Ⅴ～Ⅸ　昭和４８年～昭和５３年
全国地すべりがけ崩れ対策協
議会

7515 全国都道府県議会便覧　平成６年７月１日現在
全国都道府県議会議長会事務
局

平成　６

7516 人や暮らしを結ぶ快適快速ネットワーク　第二名神高速道路
第二名神自動車道建設促進協
議会

平成１３

7517 地方共済　平成１０年～平成２１年 地方職員共済組合

7518 スタート！地方分権 地方分権推進本部 平成１２

7519 東海南海交流会議活動情報誌　Ｖｏｌ．１３　東海南海連絡道　２１世紀

のフォロンティアロード
東海南海交流会議事務局 平成１３
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