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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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7520 世界半島会議開催業務報告書
半島地域振興対策協議会 他・
国土庁

平成１２

7521 北海道の治山　昭和５９年、昭和６２年 （社）北海道治山協会

7522 北海道刊行物目録　第２０～２６号　昭和６０年度～平成３年度 北海道行政情報センター

7523 経済白書　昭和６０～６２年度版　北海道経済実相報告書 北海道

7524 文書事務の手引 北海道 昭和５７

7525 北海道発展計画点検報告 北海道 昭和５８

7526 有珠山の治山激特シリーズ　山崩れ、土石流　調査報告書（３） 北海道林務部治山課 昭和５８

7527 国際交流を考える　－地方の時代シンポジウム－ 北海道 昭和６０

7528 道民生活白書　昭和６０年度版　－こころ豊かなふれあいの社会を求めて 北海道 昭和６１

7529 北海道新長期総合計画基本構想編－転換期を乗り切り、２１世紀をひらく 北海道 昭和６２

7530 第５次青森県長期総合計画　豊かで住みよい活力のある地域社会の建設　

－自立力向上をめざして－
青森県 昭和６２

7531 青森県の職業能力開発　 青森県職業能力開発課 平成　３

7532 新岩手県総合発展計画　昭和５９年、昭和６２年 岩手県

7533 第６次岩手県教育振興基本計画 岩手県 昭和５９

7534 新しい総合計画の基本的方向について（中間答申） 岩手県総合計画審議会 昭和５９

7535 行政資料目録（追録Ⅰ～Ⅲ含む）　昭和５９年、平成元～４年 秋田県県政情報室

7536 秋田県総合発展計画後期実施計画（第１次案含む）昭和６０年、６１年 秋田県

7537 まちづくり実践例（横断的な発想による新規施策報告書） 秋田県 昭和５６

7538 秋田県総合発展計画　～秋田の良さを活かし誇りを持って進もう～ 秋田県 昭和５６

7539 秋田テクノポリス開発構想 秋田県 昭和５８

7540 発展計画とわが地域　地域における主要課題（案） 秋田県 昭和６１

7541 活力ある地域社会の創造をめざして－第６次山形県総合開発計画点検結果

報告書－〈要約版〉
山形県 昭和５６

7542 第６次山形県総合開発計画点検結果報告書 山形県 昭和５６

7543 県経済の成長と構造変化　－昭和５５年山形県産業連関表－ 山形県企画部調整課 昭和５９

7544 第７次山形県総合開発計画　各論、総論 山形県 昭和６０

7545 昭和５９年度～昭和６１年度　県政の成果（主要施策の成果に関する説明

書）
宮城県

7546 第三次宮城県長期総合計画（「実施計画」、「あらまし」含む）　２１世紀へ

の飛翔　新しいふるさとづくり　昭和６１年、昭和６２年
宮城県

7547 宮城の職業能力開発事業概要　平成２年度、平成３年度 宮城県職業能力開発課

7548 行政資料目録（統計資料編）　平成元、２、４年 宮城県総務部総務課

7549 宮城県計量経済モデル開発調査報告書 宮城県 昭和５９

7550 宮城県システム・ダイナミックス・モデルⅡ開発調査報告書　－モデルが

描く２１世紀の宮城－
宮城県企画部 昭和５９

7551 宮城の地すべり　１９８８ 宮城県地すべり編集委員会 昭和６３

7552 治山事業の施行に伴う損失補償基準 宮城県水産林業部治山課 ………

7553 新福島県長期総合計画　豊かなふるさとづくり・新ふくしまプラン 福島県 昭和５９

7554 平成２年度　職業能力開発事業概要 福島県職業能力開発課 平成　２

7555 文書事務の手引 茨城県 昭和５５

7556 －県政白書’８２－　はばたく茨城 茨城県 昭和５７

7557 IBARAKI 茨城 茨城県 昭和６０

7558 茨城観光１００選　－絵画・写真作品集－ 茨城県 昭和６０

7559 新茨城県民福祉基本計画　－豊かさと生きがいを求めて－ 茨城県 昭和６１

7560 職業能力開発事務資料　平成３年４月 茨城県職業能力開発課 平成　３

7561 史跡名勝　偕楽園（ほか茨城県観光ガイド類） 茨城県 他 ………

7562「活力・安全・環境」地域社会の創造への挑戦 茨城県土木部 ………

7563 三名のふるさと　水戸 水戸市観光課 ………

7564 小山市立博物館　博物館だより　４７ 小山市立博物館

7565 小山市立博物館後期講座のお知らせ　　小山市立博物館主催天体観望会 小山市立博物館

7566 栃木県新長期総合計画　－連帯感あふれた地域社会をめざして－ 栃木県企画部総合企画室 昭和５５

7567 昭和５７年度　情報公開検討資料 栃木県 昭和５８

7568 足尾の治山 栃木県日光治山事務所 昭和５８

－ 154 －



通番 図書･資料名 著編者 刊行年

7569 治山事業のあらまし　昭和５９年版 栃木県林務観光部森林土木課 昭和５９

7570 とちぎ新時代創造計画　＝“北関東の時代”への飛翔＝ 栃木県 昭和６１

7571 栃木の治山と林道 栃木県治山林道協会 平成元

7572 ２１世紀への出発　躍進ぐんま計画　－ふれあい、躍動、調和をめざして 群馬県 昭和６１

7573 荒川総合調査報告書　１～４　昭和６２年、昭和６３年 埼玉県

7574 中川水系　平成４年、平成５年 埼玉県

7575 県境地域の住民生活と行政 埼玉県 昭和５７

7576 埼玉県新長期構想　試案　－緑と清流　豊かな埼玉　２１世紀をめざして 埼玉県 昭和５９

7577 埼玉中核都市圏構想・基本計画　－ YOU And I　ふれあいのまち－ 埼玉県 昭和６０

7578 ２１世紀の「さいたま」づくり　ネットワークシティ 埼玉県 昭和６２

7579 埼玉の子どもたち 埼玉県 昭和６２

7580 写真集　荒川 埼玉県 昭和６２

7581 生活科マップ　北本の８小学校 北本市（埼玉県） ………

7582 千葉県政概要 千葉県 昭和２８

7583 千葉県文化の森 千葉県 昭和４６

7584 千葉県の都市づくり　１９８３ 千葉県 昭和５８

7585 昭和５８年度　第９回　県政に関する世論調査報告書 千葉県 昭和５８

7586 ２０００年の千葉県　－活力と希望に満ちた均衡ある発展をめざして－ 千葉県 昭和５９

7587 ふるさと千葉５カ年計画　房総新時代への出発 千葉県 昭和６１

7588 千葉県の公営企業　第３３回　昭和６１年度下期 千葉県 昭和６２

7589 業務概要　昭和６２年５月 千葉県総務部情報管理課 昭和６２

7590 千葉県組織関係規程集 千葉県総務部総務課 昭和５７

7591 公用文作成の手引き 千葉県総務部文書課 昭和６１

7592 千葉県立安房博物館報　第５１号 千葉県立安房博物館

7593 江戸東京たてもの園だより　第１７号～１９号　平成１３年～平成１４年 江戸東京たてもの園

7594 東京都政概要　昭和２７年版、昭和３１年版、昭和３６年版 東京都 昭和２８

7595 東京都美術館要覧 東京都美術館 昭和５２

7596 東京都長期計画懇談会　報告書、「中間のまとめ」 東京都 昭和５７

7597 東京都のことば　昭和５８年度　　東京都教育庁社会教育部文化課編 東京都教育庁文化課 昭和５９

7598 アメリカ・カナダの情報公開制度の現状　－東京都情報公開懇談会海外調

査報告書－
東京都総務局情報公開準備室 昭和５９

7599 マイタウン東京’８５　東京都総合実施計画 東京都 昭和５９

7600 都制度調査会報告　新しい都制度のあり方　－巨大都市東京の実態にふさ

わしい自治制度を確立するために－
東京都 昭和５９

7601 東京都文書事務関係規定集 東京都総務局 昭和６０

7602 第３回・第４回コミュニティ・リーダー交流集会報告書 東京都 昭和６１

7603 国際化ハンド・ブック 東京都 昭和６２

7604 都道府県災害共済事業十年史
（財）都道府県会館都道府県
有物件災害共済部

昭和３７

7605 ハマ発 News Letter 横浜都市発展記念館館報 第１､６号 平成１５､１８年 横浜都市発展記念館

7606 神奈川県立ミュージアムニュース　２００８　夏号　ｖｏｌ．０１ 神奈川県立ミュージアム

7607 新神奈川計画　昭和５３年、昭和５８年 神奈川県

7608 保健衛生ガイド 川崎市衛生局庶務課 昭和４３

7609 神奈川システムダイナミックスモデル構造概要 神奈川県 昭和５４

7610 あなた精一杯やってきましたよ　（続編含む） 神奈川県民生部援護課 昭和５７

7611 昭和５８年度　研究チーム A　水環境の再生をめざして　－水の循環と保

全のための提言－
神奈川県 昭和５９

7612 研究部報告書　「自治体学」に関する研究 神奈川県 昭和６０

7613 神奈川県国土利用計画　第二次・昭和６１年７月 神奈川県 昭和６１

7614 文書事務の手引 神奈川県総務部文書課 昭和６１

7615 活力と魅力あふれる　かながわ・くにづくり　第２次新神奈川計画　地域

計画、基本構想・基本計画
神奈川県 昭和６２

7616 新神奈川計画素案　あなたの声を明日の神奈川に・・・　改定計画素案　

地域計画素案
神奈川県 ………

7617 砂防と地すべり（計画と設計）　昭和５８年６月 （社）新潟県地質調査業協会 昭和５８

－ 155 －



通番 図書･資料名 著編者 刊行年

7618 鈴木牧之－雪国の風土と文化－ 新潟県教育委員会 昭和６０

7619 －２１世紀の日本海時代を拓く－　活力とやすらぎのある郷土づくり　新・

新潟県長期構想
新潟県 昭和６１

7620 新・新潟県長期構想第一次推進計画（昭和６１年度～昭和６４年度） 新潟県 昭和６２

7621 富山県民総合計画　－みんなの力で新世紀をひらく－ 富山県 昭和５８

7622 富山湾沿岸域利用基本構想策定調査報告書
富山県海洋総合利用対策調査
委員会

昭和５８

7623 とやま２１世紀への課題（とやま２１世紀研究会第１次報告） とやま２１世紀研究会 昭和６１

7624 とやまの地すべり　１９８９ 富山県 平成元　

7625 経済指標のかんどころ 富山県統計協会（統計課内） 平成　４

7626 県勢白書  昭和３５年度  県勢の発展と飛躍への胎動 石川県 昭和３６

7627 美しき石川 石川県 昭和５９

7628 文書事務の手引 石川県県総務部 昭和６２

7629 福井の文化　第５号、第８号　昭和５９年、昭和６１年 （財）福井県文化振興事業団

7630 山梨県新総合福祉計画　クロス・コミュニケーション　日本列島の中心　

－伸びゆくふるさと
山梨県 昭和６３

7631 情報化と県民生活 山梨情報化社会研究委員会 平成　３

7632 文化薫るアルプスの城下まち　信州まつもと 松本観光協会

7633 文化薫るアルプスの城下まち　信州松本　松本市内案内図 松本市経済部観光温泉課

7634 松本市広報　学びの森　いんふぉめーしょん 松本市（長野県） ………

7635 文書事務の手引 長野県 昭和５７

7636 一人ひとりの幸福を求めて　２１世紀に向けての長期構想 長野県 昭和５８

7637 長野県の地すべり
長野県／長野県地すべり対策
協会

昭和５９

7638 ２１世紀の日本をリードする　ロマンと創造力あふれる美しい長野県をめ

ざして
長野県 昭和６３

7639 中小経木利用工種設計事例集 長野県林務部 昭和６３

7640 長原のブックデザイン～挿絵のチカラ、装丁の美～ タルイピアセンター

7641 ワールドミユージック＆ライトフェスティバル岐阜’９１  公式記録
ワールドフェスティバル実行
委員会

平成　４

7642 文書事務の手びき 岐阜県総務部総務課 昭和４４

7643 岐阜県第四次総合計画　第２期実施計画（昭和６２年度～昭和６５年度） 岐阜県 昭和６２

7644 文書事務の手引 岐阜県総務部総務課 昭和６３

7645 シリーズ・岐阜を見つめて　第２～１１号（第５号欠）平成６年～平成

１４年
岐阜県歴史資料館

7646 総合計画中間検討基礎資料、総合計画中間検討報告 静岡県 昭和５７

7647 静岡県の地すべり＜林野庁所管＞ 静岡県農地森林部治山課 昭和６０

7648 静岡の地すべり　１９８７ 静岡県地すべり編集委員会 昭和６２

7649 さわやかヘルパー 静岡県健康福祉部 平成１２

7650 愛知県新産業連関モデル開発調査報告書 愛知県 昭和６１

7651 愛知の治山　昭和５９年、平成３年 愛知県森林協会

7652 くらしを守る　愛知の治山 愛知治山治水協会 昭和６１

7653 世界祝祭博覧会  まつり博・三重’９４公式記録 （財）世界祝祭博覧会協会 平成　７

7654 三重県　新県立博物館ニュース　第２号 三重県生活・文化部

7655 第２次三重県長期総合計画第１～３次推進計画　昭和５８年～昭和６２年 三重県

7656 三重県市町村勢要覧　昭和２７年刊 三重県 昭和２７

7657 三重県総合交通大系調査報告書 三重県 昭和５０

7658 東紀州地域振興調査報告書（紀北地区、紀南地区） 三重県 昭和５６

7659 県勢の概要 三重県 昭和５６

7660 ２１世紀に向けての三重づくり－第２次長期総合計画を策定するにあたっ

て－
三重県企画課 昭和５７

7661 県勢活性化調査 三重県 昭和５７

7662 昭和５６年度　三重県県民意識調査報告書 三重県 昭和５７

7663 三重の治山 三重県農林水産部林業課 昭和６３

7664 熊野の風土精神文化を生かした地域創造シンポジウム　報告書 三重県高等教育機関連絡会議 平成１１
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7665 三重県戦後５０年体験文集　２１世紀への伝言－１１１人の三重のかたり

べたち－
三重県戦後５０年体験文集発
行委員会

平成　８

7666 県政だより　みえ　「三重再発見」総集編 三重県政策広報広聴課 平成１２

7667 明治前期博覧会出品一覧　明治１４年　第二回内国勧業博覧会　明治１６

年　（第一回）水産博覧会
三重県生活部 平成１８

7668 新県立博物館基本計画－ともに考え、活動し、成長する博物館－
三重県生活・文化部　新博物
館整備プロジェクト

平成２０

7669 みずうみと歴史のくに　－明日の滋賀　滋賀県長期構想 滋賀県 昭和５４

7670 魅力ある湖国の風景をめざして　昭和５８年度県民討論会報告書 滋賀県 昭和５９

7671 湖国２１世紀ビジョンデータ集 滋賀県 昭和６０

7672 滋賀県国土利用計画　－第二次－（参考資料含む） 滋賀県 昭和６１

7673 滋賀の治山　１９８７ 滋賀県農林部造林課 昭和６２

7674 平成３年度　滋賀の職業能力開発 滋賀県労政能力開発課 平成　３

7675 滋賀県観光地図 滋賀県観光物産課 平成　６

7676 滋賀の観光地旅百科 （社）滋賀県観光連盟 他 ………

7677 うみっこ　平成６年～平成１９年（欠号あり） 滋賀県立琵琶湖博物館

7678 うみんど　創刊号～第４６号　１９９６年～２００８年（欠号あり） 滋賀県立琵琶湖博物館

7679 ミュージアム・ティーチャーワークショップ概要報告 滋賀県立琵琶湖博物館

7680 身近な環境調査資料集（生物調査　１９９３年～１９９７年） 滋賀県立琵琶湖博物館 平成　９

7681 #NAME? 京都府 昭和６０

7682 由良川流域総合開発構想（概要含む） 京都府 昭和６１

7683 ーやまづくり・むらづくり・ひとづくり２１世紀の道しるべー　京都府森林・

林業振興構想　概要版
京都府農林水産部（林務課・
森林保全課）

平成　４

7684 近畿高等学校総合文化祭記録集　第１１回　１９９１ 京都府教育庁高校教育課 平成　４

7685 京都府林業統計　平成８年版 京都府農林水産部 平成　８

7686 林務関係事業の概要　平成８年度 京都府農林水産部 平成　８

7687 やっぱり住みたい　京の木造の家 京都府農林水産部林務課 平成　８

7688 京都府のすがた１９９７
京都府総務部統計課・京都府
統計協会

平成　９

7689 新京都府総合計画　新府総マップ 京都府 平成１６

7690 森林・林業、木造住宅に対する府民からの熱いメッセージ 京都府農林水産部 ………

7691 ウッディー京北　ＷＯＯＤＹ　ＫＥＩＨＯＫＵ ウッディー京北 ………

7692 われら地球の子　１９９１　第１２回近畿青年洋上大学報告書 第１２回洋上大学実行委員会 平成　４

7693 災害と対応の記録　阪神・淡路大震災　１９９５．１．１７ 伊丹市災害対策本部 平成　９

7694 関西国際空港全体構想早期実現をめざして 全体構想促進協議会 平成１３

7695 近畿ブロック知事会議概要　平成３年、平成４年 近畿ブロック知事会 平成　４

7696 昭和６１年度、昭和６２年度近畿圏整備に関する予算重点要望書 近畿開発促進協議会

7697 全国総合開発計画 近畿開発促進協議会 昭和３７

7698 新全国総合開発計画 近畿開発促進協議会 昭和４４

7699 近畿　２１世紀への飛翔
近畿開発促進協議会　近畿地
方行政連絡会議

昭和６１

7700 近畿地区同和行政研究集会　昭和６３年度 近畿地区同和対策協議会 平成元　

7701 過疎問題に関する調査報告書 近畿地方行政連絡会議 昭和４５

7702 第１８、２０～２２回　近畿文化大学校報告書　平成１１、１４～１６年 近畿文化体系策定協議会

7703 らうんどＫＩＮＫＩ（ＲＯＵＮＤ　近畿）　Ｖｏｌ．８、２５、３５、

４１、５１、６４、６５　平成４、８、１０、１２、１４、１８年
（社）近畿建設協会

7704 明日の近畿　プロジェクト概要
新近畿創生（すばる）推進委
員会　近畿開発促進協議会

平成１０

7705 関西国際空港計画に係る調査の概要 大阪府企画室 昭和５６

7706 大阪府総合計画 大阪府 昭和５７

7707 中期施策計画　昭和５７年度版 大阪府 昭和５７

7708 南大阪湾岸整備事業計画 大阪府 昭和６０

7709 阪南丘陵開発計画に係る土砂採取と跡地整備の概要 大阪府 昭和６０

7710 拓けゆく地球時代に向けて　関西国際空港 大阪府企業局空港対策部 昭和６１

7711 大阪府施策計画《昭和６２年度版》 大阪府企画室 昭和６２
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7712 実務者のための１００のまちづくり手法－土地区画整理事業を活用したま

ちづくりマニュアル－
（財）大阪市都市整備協会 平成　２

7713 近畿高等学校総合文化祭記録集　第１０回　１９９０ 大阪府教育委員会指導第一課 平成　３

7714 大阪府高齢化白書　－活力ある高齢化社会をめざして－ 大阪府高齢化対策本部 昭和５９

7715 大阪府商工業振興審議会答申　大阪産業ビジョン’８０　個性からの出発

　ー国際化、生活文化産業の伸展をめざして
大阪府商工業振興審議会 昭和５５

7716 大阪府農林漁業振興ビジョン（素案） 大阪府農林部 昭和５８

7717 関西の新たな飛躍をめざして　関西大環状道路
大阪湾環状紀淡連絡道路建設
推進協議会

平成１３

7718 紀淡連絡道路の実現に向けて　
大阪湾環状紀淡連絡道路建設
推進協議会

平成１３

7719 第１１回　近畿青年洋上大学報告書 第１１回洋上大学実行委員会 平成　３

7720 阪神・淡路大震災　平成８年、平成９年
兵庫県阪神・淡路大震災復興
本部総括部復興推進課

7721 兵庫のしおり　第１～１０号　平成１１年～平成２０年 兵庫県県政史料館

7722 治山事業実施要領　昭和４６年６月 兵庫県 昭和４６

7723 地域構造の変動に関するケース・スタディ　＝調査報告書＝ 兵庫県 昭和５５

7724 ２１世紀への生活文化社会計画　後期重点推進方策 兵庫県 昭和５６

7725 兵庫２０３０年われらの社会　直流社会から交流社会へ 兵庫県 昭和５７

7726 生活文化を創るデザインアセスメント 兵庫県生活文化部文化室 昭和５７

7727 治山　ひょうご　１９８５ 兵庫県農林水産部治山課 昭和６０

7728 兵庫２００１年計画　基本構想　基本計画 兵庫県 昭和６１

7729 兵庫２００１年計画　骨子 兵庫県 昭和６１

7730 兵庫２００１年計画　東播磨、淡路、丹波、但馬、西播磨、神戸・阪神地

域計画
兵庫県 昭和６１

7731 但馬の山地地すべり　１０年のあゆみ
兵庫県農林水産部治山課・但
馬地域山地地すべり対策室

昭和６１

7732 文書法制事務の手引 兵庫県文書課 昭和６２

7733 六甲の治山 兵庫県六甲治山事務所 昭和６２

7734 エメラルド色の宝石箱・・・・・・・・・稲美町　町勢要覧　１９８８ 兵庫県稲美町企画財政課 昭和６３

7735 共生と平和の世紀をめざして－兵庫の援護５０年－
戦後５０周年援護祈念誌企画
編集委員会

平成　８

7736 被災世帯健康調査報告書　平成８年度 兵庫県保健部健康課 平成　９

7737 復旧・復興・飛翔　１・１７　阪神・淡路大震災　１周年記念事業 兵庫県 平成　９

7738 ニューひょうご  ３、６～１０ 兵庫県知事公室広報課 平成　９

7739 山口町のモリアオガエル　西宮市立山口中学校による３０年間の飼育記録 西宮市立郷土資料館 平成１７

7740 奈良県同和問題関係史料　第１、３、４、７～１３集　　平成７、９、

１０、１４～２０年
奈良県立同和問題関係史料セ
ンター

7741 木の世界・十津川郷　十津川村観光基本計画 十津川村（奈良県） 昭和５７

7742 奈良県地場産業振興ビジョン 奈良県 昭和５７

7743 昭和５７年度過疎地域の現況 奈良県 昭和５８

7744 奈良県長期基本構想　－奈良県経済の繁栄をめざして－ 奈良県 昭和５９

7745 奈良県中小企業（地場産業）における先端技術への対応 技術開発推進懇話会 昭和６２

7746 奈良県農林業における先端技術への対応 技術開発推進懇話会 昭和６２

7747 奈良県における先端技術・先端産業への対応（提言、概要含む） 技術開発推進懇話会 昭和６２

7748 平城遷都１３００年祭　実施基本計画（案）　２００８（平成２０）２月 平城遷都 1300 年記念事業協会 平成２０

7749 島根県新長期計画（改定計画）前期の推進状況と後期の課題 島根県 昭和５６

7750 " 蘇れみどり　昭和５８年７月豪雨災害の記録　山崩れ 20,000 箇所との闘い " 島根県農林水産部森林保全課 昭和５９

7751 21 世紀に向かって明るい豊かなふるさとをつくろう 第 5 次鳥取県総合計画 鳥取県 昭和６１

7752 伸びゆく島根２１世紀計画　島根県中期計画　誇りのもてる豊かな島根を

めざして
島根県 昭和６１

7753 しまねの治山と林道 島根県農林水産部森林保全課 昭和６２

7754 島根県の河川と海岸 島根県土木部河川課 ………

7755 きらめきプラザ　岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館 岡山県

7756 おかやまその未来　岡山県長期ビジョン 岡山県 昭和５５
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7757 文化への道しるべ　－そのアセスメント－ 岡山県 昭和５６

7758 倉敷地方振興局管内概要 岡山県倉敷地方振興局 昭和５７

7759 文書事務の手引 岡山県総務部総務学事課 昭和５８

7760 明るく豊かで活力ある郷土づくりをめざして　第３次岡山県総合福祉計画 岡山県 昭和６１

7761 平成３年度　職業能力開発行政概要 岡山県職業能力開発課 平成　３

7762 新しい流域文化圏の形成をめざして 高梁川下流流域文化研究会 昭和５８

7763 広島県新長期総合計画に基づく実施計画（昭和５２～５５年度） 広島県 昭和５３

7764 県勢活性化のための推進方策 広島県 昭和５８

7765 21 世紀への道 広島県発展計画 活力ある広島 連帯する広島 発展する広島 広島県 昭和６１

7766 市制施行６０周年記念　広報みはら　縮刷版　昭和６２年～昭和６３年、

昭和６３年～平成７年
三原市 平成　８

7767 ２１世紀をめざして　第四次県勢振興の長期展望　－世界に広がる「活力

とうるおいに満ちた山口」の創造－
山口県 昭和６２

7768 第四次県勢振興の長期展望　実施計画（昭和６２年度～６５年度） 山口県 昭和６２

7769 生活環境保全林 山口県農林部治山課 平成　４

7770 とくしまの治山林道 徳島県治山林道課 昭和５９

7771 徳島の地すべり　１９８５ 徳島県土木部砂防課 昭和６０

7772 地すべり学会　現地見学会概要　伊良原地すべり（徳島県美馬郡一字村） 徳島県土木部砂防課 昭和６０

7773 職業能力開発事業概要 徳島県商工労働部労政訓練課 平成　３

7774 香川県博物館準備室だより　Ｖｏｌ．１～９　平成７年～平成１１年 香川県教育委員会

7775 香川県立ミュージアムニュースＶｏｌ．１～４　平成２０年～平成２１年 香川県立ミュージアム

7776 第三次香川県県民福祉総合計画 香川県 昭和６１

7777 第１２回国民文化祭・かがわ’９７　公式記録 香川県 平成１０

7778 第５５回日本伝統工芸展　出品目録 香川県立ミュージアム 平成２０

7779 職業能力開発事業の概要　平成３年度、平成４年度 香川県商工労働部労政技能課 ………

7780 愛媛県政　１９６５年、１９６８年、１９７０年 愛媛県

7781 愛媛民謡集 愛媛県 昭和３７

7782 愛媛県生涯学習センター　要覧、案内　 愛媛県生涯学習センター 平成　７

7783 高知県総合開発計画　昭和５３年、昭和５６年 高知県

7784 土佐の森林 高知県・高知営林局 昭和５３

7785 県勢の主要指標　－統計からみた高知県－ 高知県 昭和５５

7786 新高知県総合開発計画　－長期構想－　うるおいにみちた強じんな郷土を

めざして
高知県 昭和６２

7787 福岡県２１世紀へのプラン　昭和６１年、昭和６２年 福岡県

7788 福岡市総合図書館展示解説　第５号～第１６号　平成１０年～平成１７年 福岡市総合図書館

7789 第３期福岡県中期計画（Ｓ５６～６０）－物と心の豊かな地域社会の発展

をめざして－
福岡県 昭和５６

7790 福岡県経済の構造　－昭和５５年福岡県産業連関表－ 福岡県 昭和６０

7791 わたしの戦争体験　～戦後５０周年に寄せて～ 福岡県総務部県政情報課 平成　８

7792「技術立県」推進のための都道府県推進事例調査 佐賀県 昭和５９

7793 佐賀県の治山　１９８８ 佐賀県治山治水協会 昭和６３

7794 佐賀県職業能力開発行政概要　平成３年度版 佐賀県商工労働部労政訓練課 平成　３

7795 長崎県中期計画 長崎県 昭和５３

7796 長崎県の企業誘致 長崎県 昭和６０

7797 ２１世紀・成熟社会への出発　長崎県長期構想 長崎県 昭和６２

7798 ７．２３長崎大水害と治山・林道 長崎県農林部林務課 昭和６２

7799 長崎の地すべり 長崎県林業コンサルタント 昭和６２

7800 ’９３ NAGASAKI NOW 美しく、楽しく、たくましいふるさとづくり　

長崎県政この一年
長崎県総務部秘書課 平成　６

7801 雲仙岳災害・資料編 長崎県総務部秘書課 平成　６

7802 新・しまばら創造　雲仙岳災害・島原半島復興振興計画 長崎県総務部秘書課 平成　６

7803 ながさきタイムズ　Ｖｏｌ．６４～Ｖｏｌ．１０８ 長崎県 平成　９

7804 中学生の読みもの私たちの北方領土 長崎県 ………

7805 コンクリートポンプ工法仕様書 長崎県林務課 ………

7806「熊本情報プラザ」展示目録　平成元年、２年、４年 熊本県総務部私学文書課
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通番 図書･資料名 著編者 刊行年

7807 ８０年代熊本県総合計画　（素案） 熊本県 昭和５６

7808 熊本県における第３次産業の現況と課題 熊本県 昭和５７

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

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

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

7812 新しい村づくりのあゆみ 大分県 昭和３８

7813 大分県総合振興計画資料 大分県 昭和５８

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

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

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

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

7818 一村一品２１ 一村一品２１推進協議会 ………

7819 豊の国情報ライブラリー 豊の国情報ライブラリー 平成　７

7820 宮崎県の長期展望（要約編）－２１世紀をみる－ 宮崎県 昭和５４

7821 宮崎県経済の現況 宮崎県 昭和５９

7822 国土保全奨励制度 宮崎県 平成　５

7823 国土保全奨励制度研究シンポジウム記録集 宮崎県 平成　７

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

後期　５箇年計画
宮崎県 昭和６１

7825 第三次宮崎県総合長期計画　改訂計画の骨子（案） 宮崎県 昭和６１

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

して－
宮崎県 昭和６１

7827 平成３年度　職業能力開発の概要 宮崎県労政能力開発課 平成　３

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

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

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

7831 沖縄県勢のあらまし　昭和５９年６月、昭和６１年７月 沖縄県

7832 昭和５７年度版、昭和６０年度版　沖縄県の経済概況 沖縄県

7833 海洋開発可能性・利用調査報告書　昭和５５年 沖縄県 昭和５６

7834 第２次沖縄振興開発計画 沖縄県 昭和５７

7835 沖縄県文書事務関係例規集 沖縄県総務部文書学事課 昭和６１

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

事の平和メッセージ集
沖縄県知事公室平和推進課 平成　７

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

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

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

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

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

平成１０年～平成１３年
太平洋新国土軸構想推進協議
会

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

7843 太平洋新国土軸講演会　講演集　１ 太平洋新国土軸 平成１１

7844 太平洋新国土軸道路ニュース　創刊号 太平洋新国土軸 平成１２

10　国刊行物

①和歌山県関係

7845 事業所統計調査報告　第２巻　都道府県編　その３０　和歌山県　昭和

４１、４４、４７、５０、５３、５６年　
総理府統計局

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

年～平成５年（欠号あり）
総理府統計局［総務庁統計局］

7847 和歌山県の事業所 総理府統計局 昭和４９

7848 土地分類図（和歌山県） 経済企画庁総合開発局 昭和４９

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

大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）
環境庁自然保護局 昭和６２

7850 明日の近畿　プロジェクト概要　昭和４３年、平成元年 新近畿創生推進委員会
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