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2001 大阪のデータを収録　こよみハンドブック　2006～2008 大阪市立科学館
2002 大阪のデータを収録　こよみハンドブック　2008～2010 大阪市立科学館
2003 大阪のデータを収録　こよみハンドブック　2010～2012 大阪市立科学館
2004 今日はこれを見てゆこう　リーフレット集No．2 大阪市立自然史博物館
2005 今日はこれを見てゆこう　リーフレット集No．3 大阪市立自然史博物館
2006 花の絵本⑬　長居植物園 東方出版㈱
2007 エトルリア文明展　最新の発掘と研究による全体像　LA　CIVILTĀ　DEGLI　ETRUSCHI 朝日新聞社
2008 文化立都－世界都市・大阪をめざして－「二○年記念誌」 ㈶大阪21世紀協会
2009 西国三十三所　観音霊場の美術 大阪市立美術館・毎日新聞社
2010 BRAND　NEW　OSAKA　大坂に吹く新しい風　大阪ブランド資源報告書 大阪ブランドコミッティ
2011 OSAKA　GUIDE　大阪観光イベントガイド　平成16(2004)年4・5月号～ ㈶大阪観光コンベンション協会
2012 第34回特別展　地震展2008　なにわのナチュラリスト～自然の達人たち～ 大阪市立自然史博物館
2013 第34回特別展　地震展2009　大和川の自然　－きたない川？にも　こんなにいるで－ 大阪市立自然史博物館
2014 第37回特別展　地震展2008　－今わかっていること・知ってほしいこと－ 大阪市立自然史博物館
2015 大阪市立自然史博物館館報　平成11年度25号～平成21年度35号 大阪市立自然史博物館
2016 大阪市立自然史博物館館報　平成22年度36号～ 大阪市立自然史博物館
2017 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第1集～第5集 大阪市立自然史博物館
2018 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第6集～第10集 大阪市立自然史博物館
2019 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第11集～第15集 大阪市立自然史博物館
2020 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第16集～第22集 大阪市立自然史博物館
2021 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第23集　被子植物の花粉 大阪市立自然史博物館
2022 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第24集　日本産海藻標本目録－紅藻編（2）－ 大阪市立自然史博物館
2023 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第25集　大阪地下の巻貝化石 大阪市立自然史博物館
2024 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第26集　アカエりトリバネチョウ属とキシタアゲハ属－解説と目録－ 大阪市立自然史博物館
2025 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第27集　大阪府の蛾類　1 大阪市立自然史博物館
2026 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第28集　青木浩　昆虫コレクション目録 大阪市立自然史博物館
2027 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第29集　真砂久哉氏収集　和歌山県産シダ植物標本目録 大阪市立自然史博物館
2028 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第30集　日本及びその周辺海域のウミユリ類 大阪市立自然史博物館
2029 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第31集　コダイアマモの化石 大阪市立自然史博物館
2030 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第32集　兵庫県産魚類標本目録 大阪市立自然史博物館
2031 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第33集　吉良哲明氏蒐集による日本及びその周辺の海産貝類－腹足類－ 大阪市立自然史博物館
2032 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第34集　大阪府の蛾類　2 大阪市立自然史博物館
2033 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第35集　大阪府の蛾類　3 大阪市立自然史博物館
2034 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第36集　林匡夫博士記載の甲虫類リスト 大阪市立自然史博物館
2035 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第37集　川村多実二鳥類コレクション－旧宝塚昆虫館所蔵鳥類仮剥製標本目録－ 大阪市立自然史博物館
2036 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第38集　三木茂博士収集　植物化石および現生植物標本目録 大阪市立自然史博物館
2037 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第39集　吉良哲明氏蒐集による日本及びその周辺の海産貝類－斧足類・掘足類－ 大阪市立自然史博物館
2038 大阪市立自然史博物館収蔵資料目録　第40集　大阪府の蘚類－中島徳一郎蘚類コレクション－ 大阪市立自然史博物館
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2039 大阪市立自然史博物館研究報告　No．15～No．20 大阪市立自然史博物館
2040 大阪市立自然史博物館研究報告　No．21～No．27 大阪市立自然史博物館
2041 大阪市立自然史博物館研究報告　No．28～No．32　1974 大阪市立自然史博物館
2042 大阪市立自然史博物館研究報告　No．33～No．37　1980 大阪市立自然史博物館
2043 大阪市立自然史博物館研究報告　No．38 大阪市立自然史博物館
2044 大阪市立自然史博物館研究報告　No．39 大阪市立自然史博物館
2045 大阪市立自然史博物館研究報告　No．40 大阪市立自然史博物館
2046 大阪市立自然史博物館研究報告　No．41 大阪市立自然史博物館
2047 大阪市立自然史博物館研究報告　No．42 大阪市立自然史博物館
2048 大阪市立自然史博物館研究報告　No．43 大阪市立自然史博物館
2049 大阪市立自然史博物館研究報告　No．44 大阪市立自然史博物館
2050 大阪市立自然史博物館研究報告　No．45 大阪市立自然史博物館
2051 大阪市立自然史博物館研究報告　No．46 大阪市立自然史博物館
2052 大阪市立自然史博物館研究報告　No．47 大阪市立自然史博物館
2053 大阪市立自然史博物館研究報告　No．48 大阪市立自然史博物館
2054 大阪市立自然史博物館研究報告　No．49 大阪市立自然史博物館
2055 大阪市立自然史博物館研究報告　No．50 大阪市立自然史博物館
2056 大阪市立自然史博物館研究報告　No．51 大阪市立自然史博物館
2057 大阪市立自然史博物館研究報告　No．52 大阪市立自然史博物館
2058 大阪市立自然史博物館研究報告　No．53 大阪市立自然史博物館
2059 大阪市立自然史博物館研究報告　No．54 大阪市立自然史博物館
2060 大阪市立自然史博物館研究報告　No．55 大阪市立自然史博物館
2061 大阪市立自然史博物館研究報告　No．56 大阪市立自然史博物館
2062 大阪市立自然史博物館研究報告　No．57 大阪市立自然史博物館
2063 大阪市立自然史博物館研究報告　No．58 大阪市立自然史博物館
2064 大阪市立自然史博物館研究報告　No．59 大阪市立自然史博物館
2065 大阪市立自然史博物館研究報告　No．60 大阪市立自然史博物館
2066 大阪市立自然史博物館研究報告　No．61 大阪市立自然史博物館
2067 大阪市立自然史博物館研究報告　No．62 大阪市立自然史博物館
2068 NATURE　STUDY　No．309～No．394　欠310～331　333～370 大阪市立自然史博物館友の会
2069 NATURE　STUDY　No．395～No．419 大阪市立自然史博物館友の会
2070 NATURE　STUDY　No．420～No．454 大阪市立自然史博物館友の会
2071 NATURE　STUDY　No．455～No．490 大阪市立自然史博物館友の会
2072 NATURE　STUDY　No．491～No．523　1995－97（含む総目次301－500） 大阪市立自然史博物館友の会
2073 NATURE　STUDY　No．524～No．559　1998－2000 大阪市立自然史博物館友の会
2074 NATURE　STUDY　No．560～No．583　2001－02 大阪市立自然史博物館友の会
2075 NATURE　STUDY　No．584～No．607　2003－04 大阪市立自然史博物館友の会
2076 NATURE　STUDY　No．608～No．631　2005－06 大阪市立自然史博物館友の会
2077 大阪歴史博物館　研究紀要　第1号　平成14年9月 ㈶大阪市文化財協会
2078 大阪歴史博物館　研究紀要　第2号　平成15年9月 ㈶大阪市文化財協会
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2079 大阪歴史博物館　研究紀要　第3号　平成16年10月 ㈶大阪市文化財協会
2080 大阪歴史博物館　研究紀要　第4号　平成17年10月 ㈶大阪市文化財協会
2081 大阪歴史博物館　研究紀要　第5号　平成18年10月 ㈶大阪市文化財協会
2082 共同研究成果報告書　1　2007 大阪歴史博物館
2083 共同研究成果報告書　2　2008 大阪歴史博物館
2084 特別展　大阪/写真/世紀　－カメラがとらえた人と街－ 大阪歴史博物館
2085 大阪歴史博物館　館蔵資料集2　宝船 大阪歴史博物館
2086 第1回特別展　朝鮮通信使と民画屏風　辛基秀コレクションの世界 大阪歴史博物館
2087 大阪歴史博物館　常設展示案内 ミュージアムショップ文楽
2088 生人形と松本喜三郎 「生人形と松本喜三郎」展実行委員会

2089 トルコ三大文明展　　／ヒッタイト帝国／ビザンツ帝国／オスマン帝国／ NHK・NHKプロモーション
2090 豪商鴻池－その暮らしと文化－ 東方出版㈱
2091 大阪歴史博物館　館蔵資料集１　明山薩摩の美─万国博覧会で愛された近代大阪のやきもの─ 大阪歴史博物館
2092 特別展　没後二○○年記念　木村蒹葭堂　なにわ知の巨人　大阪歴史博物館編 ㈱思文閣出版
2093 東アジア中世海道　海商・港・沈没船　The　Interaction　in　East　Asian　Sea 毎日新聞社
2094 動物の考古学 大阪市立博物館
2095 近代中国の版画 大阪市立美術館
2096 清朝工芸の美－秀麗な清朝陶磁を中心に－ 大阪市立美術館
2097 特別展　よみがえる銅あかがね 大阪歴史博物館
2098 四天王寺創建1400年記念　四天王寺の舞楽装束 ｢四天王寺の舞楽装束」展実行委員会

2099 日英交流　大阪歌舞伎展─上方役者絵と都市文化─　2005 大阪歴史博物館・早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

2100 難波宮跡発掘50周年記念　特別展　古代都市誕生─飛鳥時代の仏教と国づくり─ 大阪歴史博物館
2101 国宝　葛井寺千手観音 大阪市立美術館
2102 大阪歴史博物館年報　平成13年度～ 大阪歴史博物館
2103 特別展示80年の歩み　大阪市中央公会堂80周年記念事業 大阪市教育委員会社会教育課
2104 特別企画展　脳！Brain　内なる不思議の世界へ　Exploring　Wondrous　Mysteries 読売新聞大阪本社
2105 特別展　草創期の日本刀　反りのルーツを探る ㈶佐野美術館・大阪歴史博物館・一関市博物館

2106 大阪の歴史と文化財　第14号～15号 大阪市教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課

2107 博物館・美術館資料でかたる　おおさか事典 ゆとりとみどり振興局文化部博物館群運営企画担当

2108 学芸員　さまざまな仕事　─大阪歴史博物館紹介─ 大阪歴史博物館
2109 巡って、感じて、考えよう　わたしたちの大阪歴史博物館 大阪歴史博物館
2110 発掘された大阪　1979－1999 ㈶大阪市文化財協会
2111 なにわ　歴博探検　大阪歴史博物館の利用の手引き（中学生版） 大阪歴史博物館
2112 まんが版　大阪市の歴史 大阪市
2113 大阪市の旧街道と坂道　増補再版 ㈶大阪市土木技術協会・㈶大阪都市協会

2114 特別展　ファンと歩んだ70年　阪神タイガース展　Ｔｉｇｅｒｓ 阪神タイガース展実行委員会
2115 特別展　煉瓦のまち　タイルのまち─近代建築と都市の風景─ 大阪歴史博物館
2116 特別展　「光悦の書」慶長・元和・寛永の名筆　1990 大阪市立美術館・日本書芸院
2117 ロックフェラー浮世絵コレクション展　甦える美◎花と鳥と ㈱ブンユー社
2118 特別展　韓国のこころと暮らし　高麗大学校博物館所蔵品展 大阪歴史博物館
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2119 カザールコレクション　装身具 大阪市立美術館
2120 近世の大坂画壇 大阪市立美術館・日本経済新聞社

2121 大阪市立美術研究所四十年 大阪市立美術研究所
2122 大阪市立美術館付設　美術研究所50年　1996年 大阪市立美術館
2123 開館60周年記念　十二支の動物たち 大阪市立美術館
2124 漆工芸の美－桃山から江戸時代へ－ 大阪市立美術館
2125 日本・中国・朝鮮に見る16世紀の美術 大阪市立美術館
2126 中国仏教彫像 大阪市立美術館・朝日新聞社
2127 大陸文化へのまなざし　－発掘速報展　大坂－ ㈶大阪府文化財調査研究センター

2128 ドラッカーコレクション　水墨画名作展 大阪市立美術館・日本経済新聞社

2129 大阪人権博物館　展示総合図録■人権からみた日本社会　改訂新版 大阪人権博物館
2130 大阪市立博物館　研究紀要　第5冊～第10冊　1972～1978 大阪市立博物館
2131 大阪市立博物館　研究紀要　第11冊～第16冊　1979～1984 大阪市立博物館
2132 大阪市立博物館　研究紀要　第18冊～第24冊　1986～1992 大阪市立博物館
2133 大阪市立博物館　研究紀要　No．25－33　1993～2001 大阪市立博物館
2134 大阪市立博物館報　1982～1991　No．21～No．30 大阪市立博物館
2135 大阪市立博物館報　No．31-40　1992-2001 大阪市立博物館
2136 大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書（二○○二・○三・○四）　2005 大阪市教育委員会・㈶大阪市文化財協会

2137 平成16年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　2005 大阪市教育委員会・㈶大阪市文化財協会

2138 私たちの考古学　発掘された大阪　㈶大阪市文化財協会設立5周年記念 大阪市立博物館・㈶大阪市文化財協会

2139 木と人　－出土木製品にみる人の知恵－ 大阪市立博物館
2140 特別陳列　受贈記念　羽間文庫　－町人天文学者間重富と大阪－ 大阪市立博物館
2141 花と日本人　－近世美術工芸に見る花の意匠－ 大阪市立博物館
2142 社寺参詣曼荼羅　─絵は誘う霊場のにぎわい─ 大阪市立博物館
2143 The　Glory　of　Persia　ペルシャ文明展　煌めく7000年の至宝 朝日新聞社・東映
2144 トルコ・トプカプ宮殿秘宝展　オスマン朝の栄光 ㈶中近東文化センター・朝日新聞社

2145 大阪市立近代美術館（仮称）コレクション展　早川良雄の時代─デザイン都市・大阪の軌跡 大阪市立近代美術館建設準備室

2146 大阪市立近代美術館[【仮称】所蔵作品110選Ⅱ─絵画・写真・デザイン篇─ 大阪市教育委員会
2147 エルミタージュ美術館展 毎日新聞社
2148 三百年祭記念　西鶴展 朝日新聞社文化企画部大阪企画部

2149 幻の宮　伊勢斎宮─王朝の祈りと皇女たち─ 朝日新聞社
2150 芝居おもちゃ絵の華麗な世界○近世庶民と歌舞伎文化○ たばこと塩の博物館・大阪市立博物館

2151 江戸・明治のチラシ広告　大阪の引札・絵びら【南木コレクション】 大坂城天守閣特別事業委員会
2152 麻布美術館所蔵　肉筆浮世絵名品展 大阪市立美術館・麻布美術館・毎日新聞社

2153 唐皇帝からの贈り物　中国の正倉院　法門寺地下宮殿の秘宝 新潟県立近代美術館・朝日新聞社・博報堂

2154 中国五千年の名宝　上海博物館展　Dynastic　Heritage　of　China　5000　Years　Shanghai　Museum 大広
2155 田万コレクション　一九八一 大阪市立美術館
2156 金龍・金馬と動物国宝展　中国陜西省出土文物 ㈶大阪21世紀協会
2157 大阪建設史夜話・大阪古地図集成 ㈶大阪都市協会
2158 大阪市立東洋陶磁美術館　MUSEUM　OF　ORIENTAL　CERAMICS，OSAKA 大阪市立東洋陶磁美術館
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2159 開館3周年記念　元の染付展─14世紀の景徳鎮窯─ 大阪市立東洋陶磁美術館
2160 牡丹の意匠展　PEONY　DESIGN　OF　CERAMICS 大阪市立東洋陶磁美術館
2161 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─1　15－16世紀　鶏龍山のやきもの 大阪市立東洋陶磁美術館
2162 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─2　高麗の水注展 大阪市立東洋陶磁美術館
2163 第4回　企画展　朝鮮陶磁シリーズ─3　李朝白磁展 大阪市立東洋陶磁美術館
2164 第5回　企画展　朝鮮陶磁シリーズ─4　三島扁壺展 大阪市立東洋陶磁美術館
2165 第7回　企画展　朝鮮陶磁シリーズ─5　李朝辰砂展 大阪市立東洋陶磁美術館
2166 第8回　企画展　朝鮮陶磁シリーズ─6　高麗梅瓶展 大阪市立東洋陶磁美術館
2167 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─7　李朝鉄砂展 大阪市立東洋陶磁美術館
2168 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─8　李朝粉引 大阪市立東洋陶磁美術館
2169 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─9　高麗青磁の鉄絵と鉄彩 大阪市立東洋陶磁美術館
2170 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─10　高麗翡色青磁 大阪市立東洋陶磁美術館
2171 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─11　李朝の祭器 大阪市立東洋陶磁美術館
2172 朝鮮陶磁シリーズ─12　李朝の水滴 大阪市立東洋陶磁美術館
2173 朝鮮陶磁シリーズ─13　李朝の秋草 大阪市立東洋陶磁美術館
2174 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─14　李朝後期染付 大阪市立東洋陶磁美術館
2175 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─15　三島暦手 大阪市立東洋陶磁美術館
2176 朝鮮陶磁シリーズ─16　高麗の金属器と陶磁器 大阪市立東洋陶磁美術館
2177 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─17　李朝の皿 大阪市立東洋陶磁美術館
2178 朝鮮陶磁シリーズ─18　─文字を伴った─李朝陶磁 大阪市立東洋陶磁美術館
2179 朝鮮陶磁シリーズ─19　李朝の文房具 大阪市立東洋陶磁美術館
2180 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─20　珠玉の高麗陶磁小品 大阪市立東洋陶磁美術館
2181 朝鮮陶磁シリーズ─21　粉青沙器 大阪市立東洋陶磁美術館
2182 企画展　朝鮮陶磁シリーズ─22　朝鮮時代の青花 大阪市立東洋陶磁美術館
2183 企画展　中国陶磁シリーズ－4　呉須赤絵 大阪市立東洋陶磁美術館
2184 中国陶磁シリーズ－5　耀州窯の青磁 大阪市立東洋陶磁美術館
2185 中国陶磁シリーズ－6　越州窯の青磁Ⅰ─古越磁の造形─ 大阪市立東洋陶磁美術館
2186 中国陶磁シリーズ－7　越州窯の青磁Ⅱ─唐から北宋へ─ 大阪市立東洋陶磁美術館
2187 中国陶磁シリーズ－8　宋代の青白磁 大阪市立東洋陶磁美術館
2188 企画展　中国陶磁シリーズ－9　嘉靖万暦の赤絵　　明治後期の宮廷磁器 大阪市立東洋陶磁美術館
2189 企画展　酒器に酔う─東アジアの酒文化 ㈶大阪市美術振興協会
2190 古染付の魅力　The　Fascination　of　Kosometsuke， Chinese　Blue-and-White　in　Late　Ming　Dynasty ㈶大阪市美術振興協会
2191 韓国陶磁の美　The　Beauty　of　Korean　Ceramics ㈶大阪市美術振興協会
2192 東洋陶磁美術館　友の会通信　2005．4　No．73～2006．4　No．77 大阪市立東洋陶磁美術館
2193 中国工芸の精華【鼻煙壺　】沖正一郎コレクション 大阪市立東洋陶磁美術館
2194 川喜多半泥子展 朝日新聞社
2195 楊永徳収蔵　中國陶枕　CHINESE　CERAMIC　PILLOWS　FROM　YEUNG　WING　TAK　COLLECTION 楊永徳
2196 美の求道者　安宅英一の眼－安宅コレクション 読売新聞大阪本社
2197 初期伊万里展　染付と色絵の誕生　Early　Imari NHKプロモーション
2198 人間国宝　石黒宗麿　陶芸のエスプリ 朝日新聞社
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2199 中国陶磁の至宝　英国デイヴィッド・コレクション 読売新聞大阪本社
2200 源内焼　平賀源内のまなざし ㈶五島美術館
2201 高麗青磁の誕生─初期高麗青磁とその展開─ ㈶大阪市美術振興協会
2202 開館10周年記念展　高麗青磁への誘い─An　introduction　to　Koryô　Celadon─ ㈶大阪市美術振興協会
2203 大阪市立東洋陶磁美術館　館蔵品選集　東洋陶磁の展開─Masterpieces　of　Oriental　Ceramics ㈶大阪市美術振興協会
2204 磁器の技と美　有田そして瀬戸へ 愛知県陶磁資料館/瀬戸市
2205 大阪市立東洋陶磁美術館20年史 大阪市立東洋陶磁美術館
2206 大坂出土の桃山陶磁 ㈶大阪市文化財協会
2207 大阪市立東洋陶磁美術館所蔵【濱田庄司】堀尾幹雄コレクション ㈶大阪市美術振興協会
2208 珠玉の陶芸　板谷波山展 朝日新聞社
2209 特別企画展　中国陶磁展─新石器から清時代まで─ 大阪市立東洋陶磁美術館
2210 東洋の染付　中国・朝鮮・日本・ベトナム 大阪市立東洋陶磁美術館
2211 入江氏蒐集　中国陶磁小品 大阪市立東洋陶磁美術館
2212 白檮廬コレクション　中国陶磁 ㈶大阪市美術振興協会
2213 李秉昌博士記念　韓国陶磁研究報告　Ⅰ　2008 大阪市立東洋陶磁美術館
2214 李秉昌博士記念　韓国陶磁研究報告　Ⅱ　2009 大阪市立東洋陶磁美術館
2215 李秉昌博士記念　韓国陶磁研究報告　Ⅳ　2010 大阪市立東洋陶磁美術館
2216 李秉昌博士記念　韓国陶磁研究報告　Ⅴ　2011 大阪市立東洋陶磁美術館
2217 シカゴ美術館◎中国美術名品展　MASTERPIECES　of　CHINESE　ARTS　from　THE　ART　INSTITUTE　of　CHICAGO ㈶大阪市美術振興協会・MOA美術館･出光美術館

2218 皇帝の磁器─新発見の景徳鎮官窯─Imperial　Porcelain　Recent　Discoveries　of　Jingderzhen　Ware ㈶大阪市美術振興協会・MOA美術館･出光美術館

2219 ─中国中原に華ひらいた名窯─耀州窯　The　Masterpieces　of　Yaozhou　Wａｒｅ 朝日新聞社
2220 陶の詩人　小山冨士夫の眼と技　Koyama　Fujio　a　Potter's　Dream 朝日新聞事業本部文化事業部
2221 心のやきもの李朝─朝鮮時代の陶磁─SOUL　OF　SIMPLICITY　Ceramics　of　the　Joseon　Dynasty,　Korea 読売新聞大阪本社
2222 将軍家への献上　鍋島　─日本磁器の最高峰─　NABESHIMA　Porcelain　for　the　Shogunate NHKプロモーション
2223 [国際交流企画展]幻の名窯　南宋修内司官窯　杭州老虎洞窯址発掘成果展 ㈶大阪市博物館協会・大阪市立東洋陶磁美術館

2224 李朝陶磁500年の美　Glory　of　Korean　Pottery　and　Porcelain　of　Yi　Dynasty ㈶大阪市美術振興協会・日本経済新聞社

2225 桃山の茶陶 ㈶根津美術館・㈶大阪市美術振興協会・日本経済新聞大阪本社

2226 銅鐸の美 毎日新聞社
2227 優艶の色・質朴のかたち─李秉昌コレクション韓国陶磁の美─Color　of　Elegance，Form　of　Simplicity ㈶大阪市美術振興協会
2228 優艶の色・質朴のかたち─李秉昌コレクション韓国陶磁の美─Color　of　Elegance，Form　of　Simplicity ㈶大阪市美術振興協会
2229 世界遺産　プノンペン国立博物館所蔵　大アンコールワット展　壮麗なるクメール王朝の美 東映㈱
2230 テーマ展　南木コレクションシリーズ第10回　古写真なにわ風景 大阪城天守閣特別事業委員会
2231 特別展　浮世絵師　初代長谷川貞信が描いた幕末・明治の大阪─「水の都」の原風景─ 大阪城天守閣特別事業委員会
2232 特別展　大坂図屏風─景観と風俗をさぐる 大阪城天守閣特別事業委員会
2233 テーマ展　古写真は語る─おおさか　水辺の風景 大阪城天守閣特別事業委員会
2234 テーマ展　描かれた大坂城・写された大坂城 大阪城天守閣特別事業委員会
2235 テーマ展　描かれた大坂城・写された大坂城 大阪城天守閣特別事業委員会
2236 テーマ展　いくさ場の光景　大阪城天守閣収蔵戦国合戦図屏風展 大阪城天守閣特別事業委員会
2237 大阪築城四○○年まつり　大阪城博覧会　<特別展示>中国秦・兵馬俑展　開催の記録 ㈶大阪21世紀協会
2238 大阪城と大阪のまち　イラストと写真でつづるカラーガイド 大阪城天守閣特別事業委員会
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2239 大阪築城四○○年記念　大阪城四○○年の歴史展 大阪城天守閣特別事業委員会
2240 特別展　秀吉と大阪城■その歴史と謎をさぐる■　Hideyoshi　and　Osaka　Castle　A　look　into　its　history　and　mystery 大阪城天守閣特別事業委員会
2241 特別展　生活の中の花・緑─近世障屏画に見る─　Flowers　and　Greenery　in　Daily　Life 大阪城天守閣特別事業委員会
2242 特別展　暮らしを飾る花・緑<小袖等に見る>Flowers　and　Greenery　as　Decoration　of　Living 大阪城天守閣特別事業委員会
2243 特別展　生活の中の花・緑《錦絵に見る》　Flowers　and　Greenery　in　Daily　Life 大阪城天守閣特別事業委員会
2244 生誕400年記念特別展　豊臣秀頼展 大阪城天守閣特別事業委員会
2245 大阪城天守閣復興70周年記念　テーマ展　大阪城の歴史 大阪城天守閣特別事業委員会
2246 テーマ展　”見たて”の世界─見立て絵と見立て番付─ 大阪城天守閣特別事業委員会
2247 特別展　大阪城の近代史 大阪城天守閣特別事業委員会
2248 テーマ展　秀吉の貌　変遷するイメージ 大阪城天守閣特別事業委員会
2249 大阪城・上田城　友好城郭締結記念　特別展　真田幸村と大坂の陣 大阪城天守閣特別事業委員会
2250 テーマ展　武装─大坂城天守閣収蔵武具展─ 大阪城天守閣特別事業委員会
2251 特別展　秀吉お伽衆─天下人をとりまく達人たち─ 大阪城天守閣特別事業委員会
2252 特別展　徳川大坂城─西国支配の拠点─ 大阪城天守閣特別事業委員会
2253 大阪城天守閣所蔵　南木コレクション総目録一　版画・印刷物　第一分冊 大阪城天守閣特別事業委員会
2254 大阪城天守閣所蔵　南木コレクション総目録二　版画・印刷物　第二分冊 大阪城天守閣特別事業委員会
2255 大阪城天守閣所蔵　南木コレクション総目録三　古写真 大阪城天守閣特別事業委員会
2256 大阪城天守閣所蔵　南木コレクション総目録四　版画・印刷物　第三分冊（番付） 大阪城天守閣特別事業委員会
2257 徳川時代大坂城関係史料集　第八号　大坂加番記録（四）・大坂定番記録（四） 大阪城天守閣
2258 徳川時代大坂城関係史料集　第九号　大坂城代記録（一） 大阪城天守閣
2259 徳川時代大坂城関係史料集　第十号　大坂城代記録（二） 大阪城天守閣
2260 徳川時代大坂城関係史料集　第十一号　大坂城代記録（三） 大阪城天守閣
2261 徳川時代大坂城関係史料集　第十二号　大坂城代記録（四） 大阪城天守閣
2262 大阪城天守閣紀要　第33号～第37号　2005・3～2009・3 大阪城天守閣
2263 天王寺動物園<ガイドブック> ㈳大阪市天王寺動物園協会
2264 平成15年度　動物園年報 大阪市天王寺動植物公園事務所

2265 平成16年度　動物園年報 大阪市天王寺動植物公園事務所

2266 平成17年度　動物園年報 大阪市天王寺動植物公園事務所

2267 平成18年度　動物園年報 大阪市天王寺動植物公園事務所

2268 なきごえ　平成17年春号～平成21年秋号 天王寺動物園
2269 なきごえ　平成21年冬号～ 天王寺動物園
2270 統計時報　昭和36年　自第131号　至第141号 大阪市行政局統計課
2271 統計時報　昭和37年　自第142号　至第152号 大阪市行政局統計課
2272 統計時報　昭和38年　自第153号　至第163号 大阪市総合計画局調査部統計課

2273 統計時報　昭和39年　自第164号　至第173号 大阪市総合計画局調査部統計課

2274 統計時報　昭和40年　自第174号　至第182号 大阪市総合計画局調査部統計課

2275 統計時報　昭和41年　自第183号　至第192号 大阪市総合計画局調査部統計課

2276 統計時報　昭和42年　自第193号　至第202号 大阪市総合計画局調査部統計課

2277 統計時報　昭和43年　自第203号　至第212号 大阪市総合計画局調査部統計課

2278 統計時報　昭和44年　自第213号　至第222号 大阪市総合計画局企画調整部部統計課
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2279 統計時報　昭和45年　自第223号　至第232号 大阪市総合計画局企画調整部部統計課

2280 統計時報　昭和46年　自第233号　至第241号 大阪市総合計画局企画部統計課

2281 統計時報　昭和47年　自第242号　至第252号 大阪市総合計画局企画部統計課

2282 統計時報　昭和48年　自第253号　至第262号 大阪市総合計画局企画部統計課

2283 統計時報　昭和49年　自第263号　至第272号 大阪市総合計画局企画部統計課

2284 統計時報　昭和50年　自第273号　至第281号 大阪市総合計画局企画部統計課

2285 統計時報　昭和51年　自第282号　至第291号 大阪市総合計画局企画部統計課

2286 統計時報　昭和52年　自第292号　至第301号 大阪市総合計画局企画部統計課

2287 大阪市未利用地情報　2012.7 契約管財局管財部管財担当財産活用グループ

2288 参考　平成19年度4月分入札経過調書（工事）関係は無し。 契約管財局契約部工事契約担当

2289 平成19年度5月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2290 平成19年度6月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2291 平成19年度7月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2292 平成19年度8月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2293 平成19年度9月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2294 平成19年度10月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2295 平成19年度10月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2296 平成19年度11月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2297 平成19年度11月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2298 平成19年度12月分入札経過調書（工事）　1/3 契約管財局契約部工事契約担当

2299 平成19年度12月分入札経過調書（工事）　2/3 契約管財局契約部工事契約担当

2300 平成19年度12月分入札経過調書（工事）　3/3 契約管財局契約部工事契約担当

2301 平成19年度1月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2302 平成19年度2月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2303 平成19年度3月分入札経過調書（工事）　　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2304 平成19年度3月分入札経過調書（工事）　　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2305 平成19年度4月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2306 平成19年度5月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2307 平成19年度6月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2308 平成19年度7月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2309 平成19年度8月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2310 平成19年度9月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2311 平成19年度10月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2312 平成19年度11月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2313 平成19年度12月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2314 平成19年度1月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2315 平成19年度2月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2316 平成19年度3月分入札経過調書（物品買入等）　1/3 契約管財局契約部物品契約担当

2317 平成19年度3月分入札経過調書（物品買入等）　2/3 契約管財局契約部物品契約担当

2318 平成19年度3月分入札経過調書（物品買入等）　3/3 契約管財局契約部物品契約担当



平成25年１月21日現在

2319 平成20年度4月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2320 平成20年度5月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2321 平成20年度6月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2322 平成20年度7月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2323 平成20年度8月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2324 平成20年度9月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2325 平成20年度9月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2326 平成20年度10月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2327 平成20年度10月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2328 平成20年度11月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2329 平成20年度12月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2330 平成20年度12月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2331 平成20年度1月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2332 平成20年度2月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2333 平成20年度3月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2334 平成20年度4月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2335 平成20年度5月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2336 平成20年度6月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2337 平成20年度7月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2338 平成20年度8月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2339 平成20年度9月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2340 平成20年度10月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2341 平成20年度11月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2342 平成20年度12月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2343 平成20年度1月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2344 平成20年度2月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2345 平成20年度3月分入札経過調書（業務委託）　1/2 契約管財局契約部物品契約担当

2346 平成20年度3月分入札経過調書（業務委託）　2/2 契約管財局契約部物品契約担当

2347 平成20年度4月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2348 平成20年度5月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2349 平成20年度6月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2350 平成20年度7月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2351 平成20年度8月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2352 平成20年度9月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2353 平成20年度10月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2354 平成20年度11月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2355 平成20年度12月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2356 平成20年度1月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2357 平成20年度2月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2358 平成20年度3月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当



平成25年１月21日現在

2359 平成21年度4月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2360 平成21年度5月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2361 平成21年度6月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2362 平成21年度6月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2363 平成21年度7月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2364 平成21年度7月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2365 平成21年度8月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2366 平成21年度9月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2367 平成21年度10月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2368 平成21年度11月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2369 平成21年度12月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2370 平成21年度12月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2371 平成21年度1月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2372 平成21年度2月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2373 平成21年度3月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2374 平成21年度4月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2375 平成21年度5月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2376 平成21年度6月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2377 平成21年度7月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2378 平成21年度8月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2379 平成21年度9月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2380 平成21年度10月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2381 平成21年度11月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2382 平成21年度12月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2383 平成21年度1月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2384 平成21年度2月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2385 平成21年度3月分入札経過調書（業務委託）　1/2 契約管財局契約部物品契約担当

2386 平成21年度3月分入札経過調書（業務委託）　2/2 契約管財局契約部物品契約担当

2387 平成21年度4月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2388 平成21年度5月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2389 平成21年度6月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2390 平成21年度7月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2391 平成21年度8月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2392 平成21年度9月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2393 平成21年度10月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2394 平成21年度11月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2395 平成21年度12月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2396 平成21年度1月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2397 平成21年度2月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2398 平成21年3月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当



平成25年１月21日現在

2399 平成22年度5月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2400 平成22年度5月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2401 平成22年度7月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2402 平成22年度7月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2403 平成22年度8月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2404 平成22年度9月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2405 平成22年度9月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2406 平成22年度10月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2407 平成22年度10月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2408 平成22年度1月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2409 平成22年度2月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2410 平成22年度3月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2411 平成22年度4月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2412 平成22年度5月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2413 平成22年度6月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2414 平成22年度7月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2415 平成22年度8月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2416 平成22年度9月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2417 平成22年度10月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2418 平成22年度11月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2419 平成22年度12月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2420 平成22年度1月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2421 平成22年度2月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2422 平成22年度3月分入札経過調書（業務委託）　1/2 契約管財局契約部物品契約担当

2423 平成22年度3月分入札経過調書（業務委託）　2/2 契約管財局契約部物品契約担当

2424 平成22年度4月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2425 平成22年度5月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2426 平成22年度6月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2427 平成22年度7月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2428 平成22年度8月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2429 平成22年度9月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2430 平成22年度10月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2431 平成22年度11月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2432 平成22年度12月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2433 平成22年度1月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2434 平成22年度2月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2435 平成22年度3月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2436 平成23年度5月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2437 平成23年度6月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2438 平成23年度6月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当



平成25年１月21日現在

2439 平成23年度7月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2440 平成23年度7月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2441 平成23年度8月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2442 平成23年度9月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2443 平成23年度9月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2444 平成23年度10月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2445 平成23年度10月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2446 平成23年度11月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2447 平成23年度11月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2448 平成23年度12月分入札経過調書（工事）　1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2449 平成23年度12月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2450 平成23年度1月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2451 平成23年度2月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2452 平成23年度3月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2453 平成23年度4月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2454 平成23年度5月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2455 平成23年度6月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2456 平成23年度7月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2457 平成23年度8月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2458 平成23年度9月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2459 平成23年度10月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2460 平成23年度11月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2461 平成23年度12月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2462 平成23年度1月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2463 平成23年度2月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2464 平成23年度3月分入札経過調書（業務委託）　1/2 契約管財局契約部物品契約担当

2465 平成23年度3月分入札経過調書（業務委託）　2/2 契約管財局契約部物品契約担当

2466 平成23年度4月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2467 平成23年度5月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2468 平成23年度6月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2469 平成23年度7月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2470 平成23年度8月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2471 平成23年度9月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2472 平成23年度10月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2473 平成23年度11月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2474 平成23年度12月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2475 平成23年度1月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2476 平成23年度2月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2477 平成23年度3月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2478 平成24年度5月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当



平成25年１月21日現在

2479 平成24年度6月分入札経過調書（工事） 1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2480 平成24年度6月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2481 平成24年度7月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2482 平成24年度8月分入札経過調書（工事） 契約管財局契約部工事契約担当

2483 平成24年度9月分入札経過調書（工事） 1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2484 平成24年度9月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2485 平成24年度10月分入札経過調書（工事） 1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2486 平成24年度10月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2487 平成24年度11月分入札経過調書（工事） 1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2488 平成24年度11月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2489 平成24年度12月分入札経過調書（工事） 1/2 契約管財局契約部工事契約担当

2490 平成24年度12月分入札経過調書（工事）　2/2 契約管財局契約部工事契約担当

2491 平成24年度4月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2492 平成24年度5月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2493 平成24年度6月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2494 平成24年度7月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2495 平成24年度8月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2496 平成24年度9月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2497 平成24年度10月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2498 平成24年度11月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2499 平成24年度12月分入札経過調書（業務委託） 契約管財局契約部物品契約担当

2500 平成24年度4月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2501 平成24年度5月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2502 平成24年度6月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2503 平成24年度7月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2504 平成24年度8月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2505 平成24年度9月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2506 平成24年度10月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2507 平成24年度11月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2508 平成24年度12月分入札経過調書（物品買入等） 契約管財局契約部物品契約担当

2509 大阪市ものづくり再生プラン・小売商業振興プランについて（平19・4） 大阪市経済局産業振興部
2510 「大阪市の観光動向調査」報告書 大阪市経済局
2511 観光情報誌　おおさか　OSAKA　昭和56年～平成3年 大阪市経済局貿易観光課
2512 アウトソーシングの活用ガイド　平成19年6月 大阪市経済局
2513 大阪ものづくり企業読本　（2008・3） 大阪産業創造館
2514 中小企業のためのデザイン情報　DESIGN　LINK　OSAKA　　創刊号（VOL．1）〔平成10年7月〕～VOL．19〔平成15年3月〕　（注：VOL．8、11欠） ㈶大阪デザインセンター
2515 中小企業のためのデザイン情報　DESIGN　LINK　OSAKA　　VOL．20〔平成15年7月〕～VOL．39〔平成20年3月〕 ㈶大阪デザインセンター
2516 中小企業のためのデザイン情報　DESIGN　LINK　OSAKA　VOL．40〔平成20年7月〕～VOL．53〔平成23年10月〕 ㈶大阪デザインセンター
2517 大阪市立工業研究所報告　第92回～第95回　平成3年度～平成4年度 大阪市立工業研究所
2518 大阪市立工業研究所報告　第88回～第91回　平成2年度～平成3年度 大阪市立工業研究所



平成25年１月21日現在

2519 大阪経済レポート　No．13－22　'91～'93 大阪都市経済調査会
2520 大阪経済レポート　No．1－12　1988～1990 大阪市経済局
2521 大阪経済　108～115（2）　昭和58年12月～昭和61年3月 大阪市経済局
2522 大阪経済　100～107（1）　昭和57年1月～昭和58年11月 大阪市経済局
2523 大阪経済　92～99　地域経済機能の課題を探る　昭和55年1月～昭和56年7月 大阪市経済局
2524 大阪経済　85～91 経済の新局面と大阪の産業　昭和53年3月～昭和54年9月 大阪市経済局
2525 MOE（もえ）　2005年1月～2009年5月 大阪市農業協同組合
2526 B　PLATZ　PRESS　ビープラッツプレス　2009･4～ 大阪産業創造館
2527 B　PLATZ　PRESS　ビープラッツプレス　2006･1～2009・3 大阪産業創造館
2528 大阪市主要プロジェクト集　1997－2001　1999未発行 ㈶大阪都市協会
2529 大阪市主要プロジェクト集　1994～96 ㈶大阪都市協会
2530 大阪市主要プロジェクト集　1989～92 ㈶大阪都市協会
2531 パノラマウォ－ク　大阪の商店街　下 大阪市経済局
2532 パノラマウォ－ク　大阪の商店街　上 大阪市経済局
2533 大阪の経済　2011版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2534 大阪の経済　2010版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2535 大阪の経済　2009版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2536 大阪の経済　2008版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2537 大阪の経済　2007版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2538 大阪の経済　2006版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2539 大阪の経済　2005版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2540 大阪の経済　2004版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2541 大阪の経済　2003版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2542 大阪の経済　2002版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2543 大阪の経済　2001版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2544 大阪の経済　2000版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2545 大阪の経済　1999版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2546 大阪の経済　1998版　THE　OUTLINE　OF　OSAKA　ECONOMY 大阪市経済局
2547 年次報告　大阪の経済　昭和57年度版～昭和60年度版 大阪市経済局
2548 年次報告　大阪の経済　昭和52年度版～昭和56年度版 大阪市経済局
2549 平成20年度　業務年報 地方独立行政法人大阪市立工業研究所

2550 平成19年度　業務年報 地方独立行政法人大阪市立工業研究所

2551 平成18年度　業務年報 大阪市立工業研究所
2552 平成17年度　業務年報 大阪市立工業研究所
2553 平成13年度　業務年報 大阪市立工業研究所
2554 1996年科学技術情報抄録集─大阪市立工業研究所研究活動─ 大阪市立工業研究所
2555 1995年科学技術情報抄録集─大阪市立工業研究所研究活動─ 大阪市立工業研究所
2556 1994年科学技術情報抄録集─大阪市立工業研究所研究活動─ 大阪市立工業研究所
2557 1992年科学技術情報抄録集─大阪市立工業研究所研究活動─ 大阪市立工業研究所
2558 1991年科学技術情報抄録集─大阪市立工業研究所研究活動─ 大阪市立工業研究所
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2559 1990年科学技術情報抄録集─大阪市立工業研究所研究活動─ 大阪市立工業研究所
2560 大阪市立工業研究所図書室所蔵　雑誌目録　1987 大阪市立工業研究所
2561 創立70周年記念誌─最近10年間の業績を中心として─ 大阪市立工業研究所
2562 竣工記念　業績表　昭和57年4月 大阪市立工業研究所
2563 OSAKA　MUNICIPAL　TECHNICAL　RESEARCH　INSTITUTE　要覧 大阪市立工業研究所
2564 平成14～15年度　大阪市素材型産業技術支援事業報告書　酸素を用いた配糖体重合物の開発 大阪市立工業研究所
2565 工研テクノレポート　研究成果紹介　平成13年度（2001）～平成20年度（2008） 大阪市立工業研究所
2566 工研だより　2005年1月　No．616～平成21年（2009)12月　No．675 大阪市立工業研究所
2567 工研だより　平成22年1月　No．676～平成23年10月　No．697 大阪市立工業研究所
2568 工研だより　平成24年3月　No．702～ 大阪市立工業研究所
2569 卸売企業50社　大阪　卸売繁盛記 大阪市経済局
2570 大阪市小売商業地図　平成19年3月 大阪市
2571 ベイエリアNOW　2005年4・5月号　Vol．1～ 大阪ベイエリア連携会・アジア太平洋トレードセンター㈱

2572 センターレポート　No．233～No．280　平成2年1月～平成5年12月 大阪市中小企業指導センター
2573 センターレポート　No．165～No．232　昭和59年5月～平成元年12月 大阪市中小企業指導センター
2574 センターレポート　No．101～No．164　昭和54年1月～昭和59年4月 大阪市中小企業指導センター
2575 大阪市通商レポート　No．83－90　1997－99 ㈶大阪国際経済振興センター
2576 大阪市通商レポート　No．72－82　1995～1997 ㈶大阪国際経済振興センター
2577 大阪市通商レポート　No．66－71　1993～1994 ㈶大阪国際経済振興センター
2578 大阪市通商レポート　No．56－65　1991～1992 ㈶大阪国際経済振興センター
2579 大阪市通商レポート　No．43－55　1990 ㈶大阪国際経済振興センター
2580 大阪市通商レポート　No．31－42　1989 ㈶大阪国際経済振興センター
2581 大阪市通商レポート　No．17－30　1987－88 ㈶大阪国際経済振興センター
2582 科学と工業　VOL．82　2008　No．7 ㈳大阪工研協会
2583 科学と工業　VOL．82　2008　No．6 ㈳大阪工研協会
2584 科学と工業　VOL．82　2008　No．5 ㈳大阪工研協会
2585 科学と工業　VOL．82　2008　No．4 ㈳大阪工研協会
2586 科学と工業　VOL．82　2008　No．3 ㈳大阪工研協会
2587 科学と工業　VOL．82　2008　No．2 ㈳大阪工研協会
2588 科学と工業　VOL．82　2008　No．1 ㈳大阪工研協会
2589 科学と工業　VOL．81　2007　No．12 ㈳大阪工研協会
2590 科学と工業　VOL．81　2007　No．11 ㈳大阪工研協会
2591 科学と工業　VOL．81　2007　No．10 ㈳大阪工研協会
2592 科学と工業　VOL．81　2007　No．9 ㈳大阪工研協会
2593 科学と工業　VOL．81　2007　No．8 ㈳大阪工研協会
2594 科学と工業　VOL．81　2007　No．7 ㈳大阪工研協会
2595 科学と工業　VOL．81　2007　No．6 ㈳大阪工研協会
2596 科学と工業　VOL．81　2007　No．5 ㈳大阪工研協会
2597 科学と工業　VOL．81　2007　No．4 ㈳大阪工研協会
2598 科学と工業　VOL．81　2007　No．3 ㈳大阪工研協会
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2599 科学と工業　VOL．81　2007　No．2 ㈳大阪工研協会
2600 科学と工業　VOL．81　2007　No．1 ㈳大阪工研協会
2601 科学と工業　VOL．80　2006 ㈳大阪工研協会
2602 科学と工業　VOL．79　2005 ㈳大阪工研協会
2603 科学と工業　VOL．78　2004 ㈳大阪工研協会
2604 科学と工業　VOL．77　2003 ㈳大阪工研協会
2605 科学と工業　VOL．76　2002 ㈳大阪工研協会
2606 科学と工業　VOL．75　2001 ㈳大阪工研協会
2607 科学と工業　VOL．74　2000 ㈳大阪工研協会
2608 科学と工業　VOL．73　1999 ㈳大阪工研協会
2609 科学と工業　VOL．72　1998 ㈳大阪工研協会
2610 科学と工業　VOL．71　1997 ㈳大阪工研協会
2611 大阪市立工業研究所報告　第133回　平成19年度 大阪市立工業研究所
2612 大阪市立工業研究所報告　第132回　平成19年度 大阪市立工業研究所
2613 大阪市立工業研究所報告　第131回　平成18年度 大阪市立工業研究所
2614 大阪市立工業研究所報告　第130回　平成18年度 大阪市立工業研究所
2615 大阪市立工業研究所報告　第129回　平成18年度 大阪市立工業研究所
2616 大阪市立工業研究所報告　第128回　平成17年度 大阪市立工業研究所
2617 大阪市立工業研究所報告　第127回　平成17年度 大阪市立工業研究所
2618 大阪市立工業研究所報告　第126回　平成17年度 大阪市立工業研究所
2619 大阪市立工業研究所報告　第125回　平成16年度 大阪市立工業研究所
2620 大阪市立工業研究所報告　第124回　平成16年度 大阪市立工業研究所
2621 大阪市立工業研究所報告　第123回　平成16年度 大阪市立工業研究所
2622 大阪市立工業研究所報告　第122回　平成15年度 大阪市立工業研究所
2623 大阪市立工業研究所報告　第121回　平成14年度 大阪市立工業研究所
2624 大阪市立工業研究所報告　第120回　平成14年度 大阪市立工業研究所
2625 大阪市立工業研究所報告　第119回　平成14年度 大阪市立工業研究所
2626 大阪市立工業研究所報告　第118回　平成13年度 大阪市立工業研究所
2627 大阪市立工業研究所報告　第117回　平成13年度 大阪市立工業研究所
2628 大阪市立工業研究所報告　第116回　平成13年度 大阪市立工業研究所
2629 大阪市立工業研究所報告　第115回　平成12年度 大阪市立工業研究所
2630 大阪市立工業研究所報告　第114回　平成12年度 大阪市立工業研究所
2631 大阪市立工業研究所報告　第113回　平成11年度 大阪市立工業研究所
2632 大阪市立工業研究所報告　第112回　平成11年度 大阪市立工業研究所
2633 大阪市立工業研究所報告　第111回　平成10年度 大阪市立工業研究所
2634 大阪市立工業研究所報告　第110回　平成10年度 大阪市立工業研究所
2635 大阪市立工業研究所報告　第109回　平成9年度 大阪市立工業研究所
2636 大阪市立工業研究所報告　第108回　平成9年度 大阪市立工業研究所
2637 大阪市立工業研究所報告　第107回　平成9年度 大阪市立工業研究所
2638 大阪市立工業研究所報告　第106回　平成8年度 大阪市立工業研究所
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2639 大阪市立工業研究所報告　第105回　平成8年度 大阪市立工業研究所
2640 大阪市立工業研究所報告　第104回　平成8年度 大阪市立工業研究所
2641 大阪市立工業研究所報告　第103回　平成7年度 大阪市立工業研究所
2642 大阪市立工業研究所報告　第102回　平成7年度 大阪市立工業研究所
2643 大阪市立工業研究所報告　第101回　平成7年度 大阪市立工業研究所
2644 大阪市立工業研究所報告　第100回　平成6年度 大阪市立工業研究所
2645 大阪市立工業研究所報告　第98回　平成6年度 大阪市立工業研究所
2646 大阪市立工業研究所報告　第97回　平成5年度 大阪市立工業研究所
2647 大阪市立工業研究所報告　第96回　平成5年度 大阪市立工業研究所
2648 市場月報　平成24年2月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2649 市場月報　平成23年9月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2650 市場月報　平成23年8月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2651 市場月報　平成23年7月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2652 市場月報　平成23年6月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2653 市場月報　平成23年5月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2654 市場月報　平成23年4月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2655 市場月報　平成23年3月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2656 市場月報　平成23年2月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2657 市場月報　平成23年1月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2658 市場月報　平成22年12月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2659 市場月報　平成22年11月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2660 市場月報　平成22年10月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2661 市場月報　平成22年9月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2662 市場月報　平成22年8月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2663 市場月報　平成22年7月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2664 市場月報　平成22年6月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2665 市場月報　平成22年5月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2666 市場月報　平成22年4月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2667 市場月報　平成22年3月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2668 市場月報　平成22年2月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2669 市場月報　平成22年1月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2670 市場月報　平成21年12月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2671 市場月報　平成21年11月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2672 市場月報　平成21年10月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2673 市場月報　平成21年9月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2674 市場月報　平成21年8月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2675 市場月報　平成21年7月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2676 市場月報　平成21年6月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2677 市場月報　平成21年5月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2678 市場月報　平成21年4月号 大阪市中央卸売市場企画担当
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2679 市場月報　平成21年3月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2680 市場月報　平成21年2月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2681 市場月報　平成21年1月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2682 市場月報　平成20年12月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2683 市場月報　平成20年11月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2684 市場月報　平成20年10月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2685 市場月報　平成20年9月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2686 市場月報　平成20年8月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2687 市場月報　平成20年7月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2688 市場月報　平成20年6月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2689 市場月報　平成20年5月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2690 市場月報　平成20年4月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2691 市場月報　平成20年3月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2692 市場月報　平成20年2月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2693 市場月報　平成20年1月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2694 市場月報　平成19年12月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2695 市場月報　平成19年11月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2696 市場月報　平成19年10月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2697 市場月報　平成19年9月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2698 市場月報　平成19年8月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2699 市場月報　平成19年7月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2700 市場月報　平成19年6月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2701 市場月報　平成19年5月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2702 市場月報　平成19年4月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2703 市場月報　平成19年3月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2704 市場月報　平成19年2月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2705 市場月報　平成19年1月号 大阪市中央卸売市場企画担当
2706 本場開設七○周年・新市場完成記念─新たな飛躍に向けて─ 大阪中央卸売市場
2707 平成23年　大阪市中央卸売市場年報 大阪市中央卸売市場
2708 平成22年　大阪市中央卸売市場年報 大阪市中央卸売市場
2709 平成21年　大阪市中央卸売市場年報 大阪市中央卸売市場
2710 平成20年　大阪市中央卸売市場年報 大阪市中央卸売市場
2711 平成19年　大阪市中央卸売市場年報 大阪市中央卸売市場
2712 平成18年　大阪市中央卸売市場年報 大阪市中央卸売市場
2713 大阪市中央卸売市場食肉市場50周年記念誌　南港市場10年の動き 大阪市中央卸売市場南港市場
2714 なにわの食肉文化とともに　大阪市中央卸売市場食肉市場40年史 大阪市中央卸売市場南港市場
2715 大阪中央卸売市場　南港市場月報　平成17年度～平成20年度 大阪市中央卸売市場南港市場
2716 南港市場年度報　（平成12年度～平成18年度） 大阪市中央卸売市場南港市場
2717 市場概要（本場・東部市場・南港市場）　平成18年度　パンフレット添付 大阪市中央卸売市場
2718 平成18年度　大阪市中央卸売市場　局経営方針 大阪市中央卸売市場
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2719 Ｃ・ＷＯＲＫ　OSAKA　CITY　NETWORK　2009．4（No．262）～ ㈱現代ビジネスプラン
2720 Ｃ・ＷＯＲＫ　OSAKA　CITY　NETWORK　2006．1（No．223）～2009．3（No．261） ㈱現代ビジネスプラン
2721 Ｃ・ＷＯＲＫ　OSAKA　CITY　NETWORK　2006．1（No．223）～2009．3（No．262） ㈱現代ビジネスプラン
2722 Ｃ・ＷＯＲＫ　OSAKA　CITY　NETWORK　E&E　大阪市営交通沿線情報誌　平成17年4月（No．21）～2009．3（No．64） ㈱現代ビジネスプラン
2723 大阪市交通事業の概要　平成17年5月～ 大阪市交通局
2724 ノッテオリテ　2009　創刊号～ 大阪市交通局
2725 大阪市地下鉄建設70年のあゆみ　発展を支えた建設技術 ㈶大阪市交通事業振興公社
2726 交通科学博物館からのお知らせ　平成23年11月～ 交通科学博物館
2727 今里筋線　井高野─今里　開通記念 大阪市交通局
2728 バス交通調査の結果について（平成20年11月実施）　平成21年3月 大阪市交通局
2729 平成22年度　交通統計年報 大阪市交通局
2730 大阪乗り物探検隊　　大阪市営交通90年 ㈶大阪都市協会
2731 おかげさまで大阪市営交通創業100年　これからもよろしく　1903─2003 大阪市交通局
2732 地下鉄・ニュートラム・バス 大阪市交通局
2733 大阪市交通局庁舎建設記録 大阪市交通局総務部総務課
2734 研修概要　平成18年度 大阪市交通局研修所
2735 研修概要　平成17年度 大阪市交通局研修所
2736 研修概要　平成16年度 大阪市交通局研修所
2737 研修概要　平成15年度 大阪市交通局研修所
2738 平成22年度　交通統計年報 大阪市交通局
2739 平成21年度　交通統計年報 大阪市交通局
2740 平成20年度　交通統計年報 大阪市交通局
2741 平成19年度　交通統計年報 大阪市交通局
2742 平成18年度　交通統計年報 大阪市交通局
2743 平成17年度　交通統計年報 大阪市交通局
2744 平成16年度　交通統計年報 大阪市交通局
2745 平成15年度　交通統計年報 大阪市交通局
2746 大阪港咲洲トンネル工事誌　平成10年3月 運輸省第三港湾建設局・大阪港湾空港工事事務所・大阪市港湾局

2747 大阪市特定団体再建検討委員会　中間取りまとめ　平成十九年度 港湾局
2748 PCB含有底質処分地安全性確認調査結果　平成23年度～ 港湾局計画整備部
2749 PCB含有底質処分地安全性確認調査結果　平成12年度～平成22年度 港湾局計画整備部
2750 PORT　D'OSAKA　JAPON　　PUERTO　DE　OSAKA　JAPON　フランス語・スペイン語 港湾局
2751 大阪港案内　PORT　OF　OSAKA　（地図等）　2010/2011～ 大阪市港湾局
2752 大阪港案内　PORT　OF　OSAKA　（地図等）　'98/'99～2009/2010 大阪市港湾局
2753 PORT　OF　OSAKA（「日本語・英語併記」版）　2006－平成7年版～ 大阪市港湾局
2754 大阪港　OSAKA　PORT　No．295～ 大阪市港湾局
2755 大阪港　OSAKA　PORT　No．274～No．292 大阪市港湾局
2756 大阪港港勢　平成11年～平成14年 大阪市港湾局
2757 大阪港港勢　平成6年～平成10年 大阪市港湾局
2758 大阪港港勢　平成3年～平成5年 大阪市港湾局
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2759 大阪港港勢　昭和62年～平成2年 大阪市港湾局
2760 大阪港港勢　昭和52年～昭和61年　54欠・55欠 大阪市港湾局
2761 平成16年　大阪港　港勢一斑 大阪市港湾局
2762 財団法人　大阪港開発技術協会30年記念誌 ㈶大阪港開発技術協会30年記念誌委員会

2763 大阪港統計年報2006年 大阪市港湾局
2764 大阪港統計年報2005年 大阪市港湾局
2765 港湾工事共通仕様書　平成15年6月 大阪市港湾局
2766 交通政策審議会第20回港湾分科会資料　大阪港港湾計画書─改訂─　平成18年11月 大阪港港湾管理者・大阪市
2767 大阪港港湾計画資料（その１）─改訂─平成18年11月 大阪港港湾管理者・大阪市
2768 大阪港港湾計画資料（その２）─改訂─平成18年11月 大阪港港湾管理者・大阪市
2769 27th　International　Navigation　Gongress 大阪市
2770 船と歴史のミュージアム　なにわの海の時空間『展示総合図録』 なにわの海の時空間
2771 大阪港　港湾料率表　平成14年9月 大阪市港湾局
2772 大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る環境影響評価実施計画書　平成10年2月 大阪市・大阪湾広域臨海環境整備センター

2773 20年のあゆみ　大阪湾広域臨海環境整備センター 大阪湾広域臨海環境整備センター

2774 大阪湾フェニックス計画─大阪湾圏域広域処理場整備事業─ 大阪湾広域臨海環境整備センター

2775 海遊館ものしり博士シリーズNo．1　ジンベエザメ 大阪ウォーターフロント開発㈱・海遊館

2776 わたしたちのくらしと大阪港 大阪市港湾局
2777 平成二四年度　土地区画整理事業　事業報告　平成二四年九月 大阪市都市整備局
2778 平成二三年度　土地区画整理事業　事業報告　平成二三年十一月 大阪市都市整備局
2779 平成二二年度　土地区画整理事業　事業報告　平成二二年九月 大阪市都市整備局
2780 平成二一年度　土地区画整理事業　事業報告　平成二一年八月 大阪市都市整備局
2781 平成二○年度　土地区画整理事業　事業報告　平成二○年九月 大阪市都市整備局
2782 平成十九年度　土地区画整理事業　事業報告　平成十九年八月 大阪市都市整備局
2783 大阪市の住宅施策2006 大阪市都市整備局企画部住宅政策担当

2784 平野郷HOPEゾーン協議会10周年記念誌　平成21年7月 平野郷HOPEゾーン協議会
2785 三国東地区のまちづくり（三国東地区土地区画整理事業） 大阪市都市整備局
2786 三国駅周辺地区土地区画整理事業 大阪市建設局
2787 放出駅周辺地区土地区画整理事業　2006年度事業報告書 大阪市建設局
2788 輝く明日のまちづくりを─北島　　北島土地区画整理事業の歩み 大阪市建設局
2789 マンション建替えガイドブック─マンションの建替えを円滑におこなうために─ 大阪市都市整備局
2790 モダン都市大阪─近代の中之島・船場　Being　Modern　in　Osaka　1910－1940─Nakanoshima　and　Senba 大阪市立住まいのミュージアム

2791 「つながりを生かすまちなみ」づくりに向けて　HOPEゾーン事業空掘地区まちなみガイドライン 空掘地区HOPEゾーン協議会・大阪市

2792 公共建築物の屋上緑化　設計指針　平成15年5月 大阪市住宅局営繕部
2793 00－'03　営繕年報 大阪市住宅局・㈱図羅
2794 大阪市民間老朽住宅建替支援事業　タテカエ・サポーティング21 大阪市・大阪市住まい公社
2795 芝居都市・大阪　上方役者絵の世界　Osaka,　The　City　of　Kabuki　Theater　Kamigata　Ukiyo-e 大阪市立住まいのミュージアム

2796 特別展　天神祭を彩る人形たち　御迎船人形の諸相 大阪市立住まいのミュージアム

2797 04～'07　公共建築年報 大阪市都市整備局
2798 住まいのかたち　暮らしのならい　大阪市立住まいのミュージアム図録 ㈱平凡社
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2799 平成22年度　年報 大阪市立住まい情報センター
2800 大阪市プロジェクトガイド　2004　Osaka　Project　Guide　2004 ㈶大阪都市協会
2801 [座談会]土地区画整理法施行30周年記念 大阪市都市整備局
2802 平成18年度　事務事業概要 大阪市住宅局
2803 （大阪市住宅局営繕部監修）　建築工事内訳書作成要領　平成17年9月 ㈶大阪市建築技術協会
2804 （大阪市住宅局営繕部監修）　建築工事内訳書作成要領　平成17年9月 ㈶大阪市建築技術協会
2805 長吉瓜破地区土地区画整理事業誌 大阪市建設局長吉瓜破区画整理事務所

2806 難波土地区画整理事業誌 大阪市難波土地区画整理組合
2807 大阪市総合設計許可取扱要項　平成18年7月　改訂 ㈶大阪市建築技術協会
2808 工事請負契約に関する提出書類一覧表 ㈶大阪市建築技術協会
2809 平成23年度タイアップ事業　報告書 大阪市立住まい情報センター・平成23年度タイアップ事業者

2810 平成22年度タイアップ事業　報告書 大阪市立住まい情報センター・平成22年度タイアップ事業者

2811 平成21年度タイアップ事業　報告書 大阪市立住まい情報センター・平成21年度タイアップ事業者

2812 平成20年度タイアップ事業　報告書 大阪市立住まい情報センター・平成23年度タイアップ事業者

2813 平成19年度タイアップ事業　報告書 大阪市立住まい情報センター・平成24年度タイアップ事業者

2814 公共建築の保全を考える（建築保全研究会最終報告書）　平成十一年三月 ㈶大阪市建築技術協会・建築保全研究会

2815 今後の住宅施策の方向について（答申）　平成16年8月 大阪市住宅審議会
2816 今後の住宅施策の方向について（答申）　平成3年8月 大阪市住宅審議会
2817 大阪市住宅供給公社経営改善計画　平成17年10月 大阪市住宅供給公社経営改善計画策定委員会

2818 今後の市営住宅のあり方について　平成17年10月 大阪市営住宅研究会
2819 大阪市立住まいのミュージアム　研究紀要・館報　第5号　平成18年度 大阪市立住まいのミュージアム

2820 大阪市立住まいのミュージアム　研究紀要・館報　第4号　平成17年度 大阪市立住まいのミュージアム

2821 大阪市立住まいのミュージアム　研究紀要・館報　第3号　平成16年度 大阪市立住まいのミュージアム

2822 大阪市立住まいのミュージアム　研究紀要・館報　第2号　平成15年度 大阪市立住まいのミュージアム

2823 大阪市立住まいのミュージアム　研究紀要・館報　第1号　平成13・14年度 大阪市立住まいのミュージアム

2824 市営住宅一覧表　平成24年度　（平成24年3月31日現在） 大阪市都市整備局住宅部
2825 市営住宅一覧表　平成23年度　（平成23年3月31日現在） 大阪市都市整備局住宅部
2826 市営住宅一覧表　平成22年度　（平成22年3月31日現在） 大阪市都市整備局住宅部
2827 市営住宅一覧表　平成21年度　（平成21年3月31日現在） 大阪市都市整備局住宅部
2828 市営住宅一覧表　平成20年度　（平成20年3月31日現在） 大阪市都市整備局住宅部
2829 市営住宅一覧表　平成18年度　（平成18年3月3１日現在） 大阪市都市整備局住宅部
2830 CASBEE　大阪　マニュアル　大阪市建築物総合環境評価制度　平成16年7月 大阪市住宅局建築指導部
2831 大阪市住宅供給公社　平成17年度 大阪市住宅供給公社
2832 25　大阪市住宅供給公社　平成16年度 大阪市住宅供給公社
2833 年報　平成16年度～平成21年度 大阪市都市整備部
2834 大阪市住まいのガイドブック　あんじゅ　Vol．38～ 大阪市立住まい情報センター
2835 大阪市住まいのガイドブック　あんじゅ　Vol．22～Vol．37 大阪市立住まい情報センター
2836 高齢者実態調査報告書《介護保険サービス利用者・未利用者調査》　平成23年4月 大阪市
2837 高齢者実態調査報告書《施設調査》　平成23年4月 大阪市
2838 高齢者実態調査報告書《本人調査》　平成23年4月 大阪市
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2839 高齢者実態調査報告書《介護支援専門員調査》　平成23年4月 大阪市
2840 高齢者実態調査報告書《ひとり暮らし調査》　平成23年3月 大阪市
2841 平成20年3月　大阪市高齢者実態調査報告書（概要版）（本人調査）（施設調査）（介護保険サービス利用者・未利用者調査）（介護支援専門員調査） 健康福祉局
2842 大阪市高齢者実態調査　報告書　平成17年3月 大阪市
2843 「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者問題啓発ポスター」集　平成6年12月 大佐府福祉部障害福祉課・大阪市民生局福祉部障害福祉課

2844 第2次大阪市結核対策基本指針─「STOP結核」作戦─　平成23年3月 大阪市保健所感染症対策担当（結核グループ）

2845 大阪・心ふれあうまちづくり賞　受賞作品集　平成16年度～平成20年度 大阪・心ふれあうまちづくり賞運営委員会・大阪府住宅まちづくり部・大阪市健康福祉局障害者施策部

生涯福祉課・㈳大阪府建築士会

2846 「平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）」におけるパブリック・コメント手続の実施結果の概要　「平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画」　[閲覧用] 大阪市健康局
2847 「平成23年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）」のパブリック・コメント手続実施結果 大阪市健康局
2848 平成22年度　【調査・研究年報】　第73集 大阪市立環境科学研究所
2849 平成21年度　【調査・研究年報】　第72集 大阪市立環境科学研究所
2850 平成20年度　【調査・研究年報】　第71集 大阪市立環境科学研究所
2851 平成19年度　【調査・研究年報】　第70集 大阪市立環境科学研究所
2852 平成18年度　【調査・研究年報】　第69集 大阪市立環境科学研究所
2853 平成17年度　【調査・研究年報】　第68集 大阪市立環境科学研究所
2854 平成16年度　【調査・研究年報】　第67集 大阪市立環境科学研究所
2855 平成22年度　事業年報 大阪市立環境科学研究所
2856 平成21年度　事業報告 大阪市立環境科学研究所
2857 平成20年度　事業報告 大阪市立環境科学研究所
2858 平成19年度　事業報告 大阪市立環境科学研究所
2859 平成18年度　事業報告 大阪市立環境科学研究所
2860 平成17年度　事業報告 大阪市立環境科学研究所
2861 平成16年度　事業報告 大阪市立環境科学研究所
2862 創立90周年記念　大阪市立環境科学研究所業績一覧Ⅴ（1986．4～1996．3） 大阪市立環境科学研究所
2863 大阪市立環境科学研究所　創立100周年記念誌 創立100周年記念事業実行委員会

2864 社会福祉施設一覧　平成19年度版　（平成18年1月1日現在） 大阪府健康福祉部健康福祉総務課

2865 社会福祉施設一覧　（平成18年1月1日現在） 大阪市健康福祉局総務部運営企画課

2866 社会福祉施設一覧　（平成17年1月1日現在） 大阪市健康福祉局総務部運営企画課

2867 福祉事業統計集　平成23年 大阪市福祉局
2868 健康福祉統計集（事業編）　平成22年 大阪市健康福祉局
2869 健康福祉統計集（事業編）　平成21年 大阪市健康福祉局
2870 健康福祉統計集（事業編）　平成20年 大阪市健康福祉局
2871 健康福祉統計集（事業編）　平成19年 大阪市健康福祉局
2872 健康福祉統計集（事業編）　平成18年 大阪市健康福祉局
2873 健康福祉統計集（事業編）　平成17年 大阪市健康福祉局
2874 健康福祉統計集（事業編）　平成16年 大阪市健康福祉局
2875 健康福祉統計集（事業編）　平成15年 大阪市健康福祉局
2876 健康福祉統計集（事業編）　平成14年 大阪市健康福祉局
2877 健康福祉統計集（事業編）　平成13年 大阪市健康福祉局
2878 健康福祉統計集（事業編）　平成12年 大阪市健康福祉局
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2879 民生事業統計集　平成5-12年度　平成11年度欠 大阪市民生局総務部調査課
2880 民生事業統計集　平成元-4年度 大阪市民生局総務部調査課
2881 民生事業統計集　昭和57年度～昭和62年度 大阪市民生局総務部調査課
2882 健康福祉統計集（統計編）　平成21年 大阪市健康福祉局
2883 健康福祉統計集（統計編）　平成20年 大阪市健康福祉局
2884 健康福祉統計集（統計編）　平成19年 大阪市健康福祉局
2885 健康福祉統計集（統計編）　平成18年 大阪市健康福祉局
2886 健康福祉統計集（統計編）　平成17年 大阪市健康福祉局
2887 健康福祉統計集（統計編）　平成16年 大阪市健康福祉局
2888 健康福祉統計集（統計編）　平成15年 大阪市健康福祉局
2889 健康福祉統計集（統計編）　平成14年 大阪市健康福祉局
2890 健康福祉統計集（統計編）　平成13年 大阪市健康福祉局
2891 健康福祉統計集（統計編）　平成12年 大阪市健康福祉局
2892 生活保護統計基礎資料　平成20年発行 大阪市健康福祉局生活福祉部保護課

2893 生活保護統計基礎資料　平成19年発行 大阪市健康福祉局生活福祉部保護課

2894 生活保護統計基礎資料　平成18年発行 大阪市健康福祉局生活福祉部保護課

2895 生活保護統計基礎資料　平成17年発行 大阪市健康福祉局生活福祉部保護課

2896 生活保護統計基礎資料　平成16年発行 大阪市健康福祉局生活福祉部保護課

2897 生活保護統計基礎資料　平成15年発行 大阪市健康福祉局生活福祉部保護課

2898 阪神・淡路大震災支援活動記録　平成七年十二月 大阪市環境保健局
2899 事業概要　平成23年度 大阪市健康福祉局
2900 事業概要　平成22年度 大阪市健康福祉局
2901 事業概要　平成21年度 大阪市健康福祉局
2902 事業概要　平成20年度 大阪市健康福祉局
2903 事業概要　平成19年度 大阪市健康福祉局
2904 事業概要　平成18年度 大阪市健康福祉局
2905 事業概要　平成17年度 大阪市健康福祉局
2906 アピオ大阪だより　1994年（平成6年）5月1日～2008年（平成20年）1月1日《＝廃刊》 ㈶大阪市勤労福祉文化協会
2907 平成20年度　個人情報取扱事務届出 健康福祉局
2908 平成20年度　物品買入等入札契約情報 健康福祉局運営企画課調達担当

2909 平成19年度　物品買入等入札契約情報 健康福祉局運営企画課調達担当

2910 生活衛生　2007（VOL．51）～2009（VOL．53）No．1 ㈳大阪生活衛生協会
2911 大阪市障害者支援計画・障害福祉計画の策定に向けて～計画の素案にご意見を～ 大阪市健康福祉局障害福祉課
2912 50周年記念　食肉衛生検査所のあゆみ　平成13年度事業概要 大阪市食肉衛生検査所
2913 ハンセン病問題に関する真相究明報告書 大阪市・大阪市ハンセン病問題検討委員会

2914 ウェルおおさか　VOL．41～ 大阪市社会福祉研修・情報センター

2915 ウェルおおさか　VOL．1～VOL．40 大阪市社会福祉研修・情報センター

2916 すこやかPARTNERつうしん　平成21年8月創刊号～ 健康福祉局健康推進部
2917 パンフレット　大阪市立弘済院 大阪市立弘済院
2918 「大阪市民間社会福祉施設等整備費用要綱」の一部改正について 健康福祉局
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2919 大阪市食育推進連絡調整会議　会議録 健康福祉局健康推進部健康づくり課

2920 健康　環境　サイエンス　（旧環科研だより）　平成9年度～ 大阪市立環境科学研究所
2921 トモノス 大阪市働く青少年友の会
2922 保健所事業概要　東淀川区～西成区　平成2年度 各保健所
2923 保健所事業概要　北区～淀川区　平成元年度～平成2年 各保健所
2924 創立五十周年記念誌　平成四年 大阪市立厚生女学院創立50周年記念事業実行委員会

2925 創立20周年記念誌　平成2年 大阪市立住吉看護専門学校創立20周年記念事業実行委員会

2926 創立50周年記念誌　平成5年 大阪市立少年保養所創立50周年記念事業実行委員会

2927 創立20周年記念誌 ㈶大阪市勤労福祉文化協会
2928 40周年記念　食肉衛生検査所のあゆみ 大阪市食肉衛生検査所
2929 40年のあゆみ　アピオ大阪（大阪市立労働会館） 大阪市立労働会館
2930 平成19年度　大阪市勤労者の生活ストレス調査　報告書　平成20年7月 大阪市こころの健康センター
2931 20周年記念誌 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

2932 10周年記念誌 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

2933 年報　ANNUAL　REPORT　2002 ㈶大阪バイオサイエンス研究所年報編集委員会

2934 大阪市障害者支援計画　後期計画　（平成20年度～23年度） 大阪市健康福祉局障害者施策部障害福祉企画担当

2935 大阪市ひとにやさしいまちづくり　設計の指針（建築物編）　平成15年9月 大阪市健康福祉局
2936 大阪市障害福祉計画（平成18年度～20年度） 大阪市健康福祉局
2937 平成20・21年度　業務委託契約にかかる入札契約情報〔入札結果情報及び随意契約結果情報〕 健康福祉局
2938 平成19年度　業務委託契約にかかる入札契約情報〔入札結果情報及び随意契約結果情報〕 健康福祉局
2939 身体障害者、知的障害、精神障害がある方たちの福祉のあらまし　平成6年（10月）～ 大阪市健康福祉局障害者施策部・大阪市こころの健康センター

2940 大阪市高齢者施策のあらまし　平成22年1月・平成16年6月 大阪市健康福祉局障害者施策部高齢福祉担当

2941 大阪市立第2港晴寮の指定管理予定者の選考結果について 大阪市健康福祉局生活福祉部
2942 大阪市立港晴寮の指定管理予定者の選考結果について 大阪市健康福祉局生活福祉部
2943 大阪市立淀川寮の指定管理予定者の選考結果について 大阪市健康福祉局生活福祉部
2944 大阪市立大淀寮の指定管理予定者の選考結果について 大阪市健康福祉局生活福祉部
2945 介護保険制度周知パンフレット　外国語版＝韓国・朝鮮語、中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語　平成19年・平成20年・平成21年 健康福祉局高齢施策部介護保険担当

2946 シルバーみおつくし　第36号～第47号 ㈳大阪市シルバー人材センター

2947 社団法人　大阪市老人クラブ連合会　団体概要　平成17年度 ㈳大阪市老人クラブ連合会
2948 健康づくりニュース　すこやか大阪21　創刊号～第12号 大阪市健康福祉局健康推進部健康政策課

2949 平成19年度　大阪市こころの健康センター所報 大阪市こころの健康センター
2950 平成18年度　大阪市こころの健康センター所報 大阪市こころの健康センター
2951 平成17年度　大阪市こころの健康センター所報 大阪市こころの健康センター
2952 平成16年度　大阪市こころの健康センター所報 大阪市こころの健康センター
2953 平成15年度　大阪市こころの健康センター所報 大阪市こころの健康センター
2954 事業概要　平成20年版 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

2955 事業概要　平成19年版 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

2956 事業概要　平成18年版 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

2957 事業概要　平成17年版 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

2958 事業概要　平成16年版 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター
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2959 ねんりんピック2000大阪　大阪市交流大会　報告書 第13回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2960 ねんりんピック2000大阪　サッカー交流大会　報告書 第14回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2961 ねんりんピック2000大阪　弓道交流大会　報告書 第15回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2962 ねんりんピック2000大阪　テニス交流大会　報告書 第16回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2963 ねんりんピック2000大阪　俳句交流大会　報告書 第17回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2964 ねんりんピック2000大阪　ソフトテニス交流大会　報告書 第18回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2965 ねんりんピック2000大阪　卓球交流大会　報告書 第19回全国健康福祉祭大阪市実行委員会

2966 平成19年度　年報 大阪市立弘済院付属病院
2967 平成18年度　年報 大阪市立弘済院付属病院
2968 平成19年度　年報 大阪市立住吉市民病院
2969 平成18年度　年報 大阪市立住吉市民病院
2970 平成17年度　年報 大阪市立住吉市民病院
2971 平成16年度　年報 大阪市立住吉市民病院
2972 平成15年度　年報 大阪市立住吉市民病院
2973 ”はーとふる”ガイド　わかりやすい福祉サービス　平成19年10月 大阪市健康福祉局障害者施策部

2974 ”はーとふる”ガイド　わかりやすい福祉サービス　平成16年12月 大阪市健康福祉局障害者施策部

2975 介護支援専門員調査　報告書　平成17年3月 大阪市
2976 介護保険サービス利用意向調査　報告書 大阪市
2977 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料　平成18年3月13日（月） 厚生労働省老健局
2978 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料　平成17年12月19日（月） 厚生労働省老健局
2979 全国介護保険担当課長会議資料　平成17年10月31日（月） 厚生労働省老健局
2980 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料　平成17年9月26日（月） 厚生労働省老健局
2981 全国介護保険担当課長会議資料　平成17年8月5日（金） 厚生労働省老健局
2982 全国介護保険担当課長会議資料　平成17年6月27日（月） 厚生労働省老健局
2983 全国介護保険担当課長会議資料　平成17年4月12日（火） 厚生労働省老健局
2984 介護保険　高齢者の介護を社会全体でささえます 健康福祉局介護保険課
2985 すこやか大阪21～21世紀における健康都市大阪の実現に向けて～（平成13年度～平成22年度） 大阪市環境保健局
2986 平成19年度　事業概要　すこやか大阪21 大阪市保健所
2987 平成18年度　事業概要　すこやか大阪21 大阪市保健所
2988 平成17年度　事業概要　すこやか大阪21 大阪市保健所
2989 平成16年度　事業概要　すこやか大阪21 大阪市保健所
2990 平成15年度　事業概要　すこやか大阪21 大阪市保健所
2991 感染症発生動向調査事業報告書　第22報　〔平成15年版〕 大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市

2992 平成18年度版　年報 大阪市立北市民病院
2993 平成17年度版　年報 大阪市立北市民病院
2994 平成16年度版　年報 大阪市立北市民病院
2995 平成15年度版　年報 大阪市立北市民病院
2996 病院年報　（平成二十三年度） 大阪市立十三市民病院
2997 病院年報　（平成二十二年度） 大阪市立十三市民病院
2998 病院年報　（平成二十一年度） 大阪市立十三市民病院
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2999 病院年報　（平成二十年度） 大阪市立十三市民病院
3000 病院年報　（平成十九年度） 大阪市立十三市民病院
3001 病院年報　（平成十八年度） 大阪市立十三市民病院
3002 病院年報　（平成十七年度） 大阪市立十三市民病院
3003 病院年報　（平成十六年度） 大阪市立十三市民病院
3004 大阪市障害者支援計画・障害福祉計画（素案）にかかる意見募集の結果 健康福祉局障害福祉課
3005 大阪市障害者支援計画・障害福祉計画 健康福祉局障害福祉課
3006 第2期大阪市障害福祉計画（平成21年度～23年度） 健康福祉局障害福祉課障害者施策部障害福祉企画担当

3007 財団法人　大阪市身体障害者団体協議会　団体概要　平成17年度 大阪市身体障害者団体協議会事務局

3008 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び資料 大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課

3009 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成24年度～26年度）　平成24年3月 大阪市健康福祉局高齢者施策部高齢福祉・介護保険・健康推進部健康づくり担当

3010 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成24年度～26年度）　素案　平成23年12月 大阪市健康福祉局高齢者施策部高齢福祉・介護保険・健康推進部健康づくり担当

3011 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成21年度～23年度）　平成21年3月 大阪市健康福祉局高齢者施策部高齢福祉・介護保険・健康推進部健康づくり担当

3012 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成18年度～20年度）　概要版　平成18年3月 大阪市健康福祉局高齢者施策部高齢福祉・介護保険・健康推進部健康づくり担当

3013 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成18年度～20年度）　平成18年4月 大阪市健康福祉局高齢者施策部高齢福祉・介護保険・健康推進部健康づくり担当

3014 大阪市の高齢者（各区別）─大阪市高齢者実態調査結果の概要─ 大阪市民生局高齢化社会対策室

3015 大阪市各区地域福祉アクションプラン　平成18年　2-1　北区～東成区 各区アクションプラン策定委員会等　2-2　生野区～西成区

3016 大阪市各区地域福祉アクションプラン　平成18年　2-2　生野区～西成区 各区アクションプラン策定委員会等　2-2　生野区～西成区

3017 図版　大阪市国民健康保険の現状　平成16年～ 大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課

3018 国民健康保険統計集（資格・賦課・給付）　平成12年度～ 大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金担当

3019 国民健康保険事業概要　平成20年～ 大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金担当

3020 国民健康保険事業概要　平成16年～平成19年 大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金担当

3021 事業統計集　平成17年度～ 大阪市立更生相談所
3022 研究紀要　第二三号　平成二十一年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3023 研究紀要　第二一号　平成十九年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3024 研究紀要　第二○号　平成十八年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3025 研究紀要　第十九号　平成十七年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3026 研究紀要　第十八号　平成十六年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3027 研究紀要　第十七号　平成十五年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3028 研究紀要　第十六号　平成十四年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3029 研究紀要　第十五号　平成十三年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3030 研究紀要　第十四号　平成十二年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3031 研究紀要　第十三号　平成十一年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3032 研究紀要　第十二号　平成十年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3033 研究紀要　第十一号　平成九年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3034 研究紀要　第十号　平成八年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3035 研究紀要　第九号　平成七年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3036 研究紀要　第八号　平成六年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3037 研究紀要　第七号　平成五年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3038 研究紀要　第五号　平成三年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター
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3039 研究紀要　第四号　平成二年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3040 研究紀要　第三号　平成元年三月 大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター

3041 大阪市社会福祉研究　第三十一号　二○○八年一二月 大阪市社会福祉協議会、大阪市社会福祉研修・情報センター

3042 大阪市社会福祉研究　第三十号　二○○七年一二月 大阪市社会福祉協議会、大阪市社会福祉研修・情報センター

3043 大阪市社会福祉研究　第二十九号　二○○六年一二月 大阪市社会福祉協議会、大阪市社会福祉研修・情報センター

3044 大阪市社会福祉研究　第二十八号　二○○五年一二月 大阪市社会福祉協議会、大阪市社会福祉研修・情報センター

3045 大阪市社会福祉研究　第二十七号　二○○四年一二月 大阪市社会福祉協議会、大阪市社会福祉研修・情報センター

3046 大阪市社会福祉研究　特別号　二○○二年一月 大阪市社会福祉協議会、大阪市社会福祉研修・情報センター

3047 平成22年度　年報 大阪市立総合医療センター
3048 平成21年度　年報 大阪市立総合医療センター
3049 平成20年度　年報 大阪市立総合医療センター
3050 平成19年度　年報 大阪市立総合医療センター
3051 平成18年度　年報 大阪市立総合医療センター
3052 平成17年度　年報 大阪市立総合医療センター
3053 平成16年度　年報 大阪市立総合医療センター
3054 点字版　平成24年度版　大阪市介護保険制度　パンフレット 健康福祉局
3055 点字版　平成23年度版　大阪市介護保険制度　パンフレット 健康福祉局
3056 点字版　平成21年度版　大阪市介護保険制度　パンフレット 健康福祉局
3057 点字版　平成22年度版　身体障害がある方たちの福祉のあらまし 健康福祉局障害者施策部
3058 点字版　平成20年度版　身体障害がある方たちの福祉のあらまし 健康福祉局障害者施策部
3059 点字版　大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成24年度～26年度）＝概要版＝ 健康福祉局障害者施策部
3060 点字版　大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成21年度～23年度）＝概要版＝ 健康福祉局高齢者施策部高齢福祉・介護保険・健康推進部健康づくり担当

3061 点字版　介護保険　高齢者の介護を社会全体でささえます 大阪市
3062 建築基準行政年報　平成3年度～ 大阪市計画調整局建築指導部
3063 大阪市主要街路自動車交通量図（平成20年度交通量） 計画調整局
3064 大阪市の地区計画等　平成22年5月 大阪市計画調整局
3065 大阪市の地区計画等　平成23年10月 大阪市計画調整局
3066 大阪市の地区計画等　平成24年5月 大阪市計画調整局
3067 大阪市の地区計画等　平成24年11月 大阪市計画調整局
3068 大阪市の都市計画 大阪市計画調整局計画部都市計画課

3069 魅力ある”まちづくり”　─財団法人大阪市都市整備協会のあゆみ─ ㈶大阪市都市整備協会
3070 一般機器材指定メーカー一覧表（電気・通信設備工事）　平成17年度 ㈶大阪市建築技術協会
3071 一般機器材指定メーカー一覧表（機械設備工事）　平成17年度 ㈶大阪市建築技術協会
3072 大阪市道路位置指定基準　平成11年5月 建築行政協会大阪市支部
3073 大阪市道路位置指定基準　平成15年8月 ㈶大阪市建築技術協会
3074 開発道路の整備等に関する技術基準　平成11年5月 ㈶大阪市建築技術協会
3075 大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領同実施（技術）基準　平成15年10月1日 大阪市計画調整局開発企画部開発指導課

3076 KANSAI空港レビュー　No．364～No．393 ㈶関西空港調査会
3077 KANSAI空港レビュー　No．394～ ㈶関西空港調査会
3078 KIX　MAGAZINE　No．1～　（旧）KANKU　MAGAZINE　No．111～No．122 関西国際空港㈱
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3079 SECOND　STAGE　vol．40～vol．45 関西国際空港用地造成㈱
3080 PANGAIA　Vol．2～Vol．7 大阪メディアポート㈱
3081 総合計画21推進のための新指針　新生おおさか重点プラン　平成16年3月 計画調整局企画調整部政策調査課

3082 大阪市情報化基本指針　平成18年5月 計画調整局計画部情報政策課
3083 大阪市総合計画21（PR版）　人間主体のまち、世界に貢献するまちをめざして 大阪市市長室企画部総合計画課

3084 テクノポート大阪 大阪市計画局調整部調整課・大阪市港湾局企画振興部計画課

3085 総合計画21推進のための新指針　いきいき大阪再生プラン　平成13年11月 計画調整局企画調整部政策調査課

3086 総合計画21推進のための中期指針　　平成8年3月 大阪市
3087 総合計画21推進のための中期指針　（案） 大阪市
3088 総合計画22推進のための中期指針　施策方針（ガイドライン）編　（案） 大阪市
3089 大阪市建築基準法関係条例・細則集　（平成15年7月改編） ㈶大阪市建築技術協会
3090 大坂のまち・みち　'84．3 大阪市総合計画局企画部交通政策課

3091 点字版　大阪市まちづくりレポート2004　第1巻 計画調整局企画調整部総合計画課

3092 点字版　大阪市まちづくりレポート2004　第2巻 計画調整局企画調整部総合計画課

3093 点字版　大阪市まちづくりレポート2005　第1巻 計画調整局企画調整部総合計画課

3094 点字版　大阪市まちづくりレポート2005　第2巻 計画調整局企画調整部総合計画課

3095 大阪のまちづくり─きのう・今日・あす─ 大阪市計画局
3096 まちづくりレポート　2004～2005 計画調整局企画調整部総合計画課

3097 平成23年度　都市再生整備計画事業『事後評価原案』の公表及びご意見の募集　（平成23年12月15日（木）～平成23年12月28日(水）） 大阪市計画調整局
3098 大阪駅前市街地改造事業誌 大阪市都市整備協会
3099 昭和50年国勢調査　地域別人口・世帯資料　区別・校区別・町丁目別　昭和52年12月 大阪市総合計画局企画部統計課

3100 各種調査実施状況─昭和55年度・56年度─　昭和58年3月 大阪市総合計画局企画部統計課

3101 各種調査実施状況─昭和57年度・58年度・59年度─　昭和60年3月 大阪市総合計画局企画部統計課

3102 各種調査実施状況─平成元年度・2年度─　平成4年3月 大阪市計画局調整部統計課
3103 昭和55年国勢調査による　大阪市町丁目別人口　1981．2 大阪市総合計画局企画部統計課

3104 昭和55年国勢調査による　抽出（1%）集計結果（附　人口移動集計結果） 大阪市総合計画局企画部統計課

3105 昭和55年大阪市の昼間人口（昭和55年国勢調査結果）　昭和57年10月 大阪市総合計画局企画部統計課

3106 昭和55年国勢調査　町丁目別人口・世帯資料　昭和57年12月 大阪市総合計画局企画部統計課

3107 昭和60年国勢調査による　大阪市町丁目別人口　1986．3 大阪市総合計画局企画部統計課

3108 昭和60年大阪市の昼間人口（昭和60年国勢調査結果）　昭和63年3月 大阪市総合計画局企画部統計課

3109 昭和60年国勢調査　町丁目別人口・世帯資料　昭和63年3月 大阪市総合計画局企画部統計課

3110 昭和60年国勢調査による　大阪市町丁目別人口　昭和60年 大阪市総合計画局企画部統計課

3111 各年度市民所得統計（概要）　平成元年以降 大阪市総合計画局
3112 平成2年国勢調査（昼間人口関係）結果 大阪市総合計画局統計課
3113 平成2年国勢調査町丁目別集計結果〔住居関係〕　平成4年8月 大阪市総合計画局
3114 平成2年国勢調査町丁目別集計結果〔世帯人員別〕　平成4年8月 大阪市総合計画局
3115 平成2年国勢調査町丁目別集計結果（労働力状態）　平成5年3月 大阪市総合計画局
3116 平成2年国勢調査　第1次基本集計結果　（大阪市分） 大阪市総合計画局統計課
3117 平成2年国勢調査　第2次基本集計結果 大阪市総合計画局
3118 平成2年国勢調査　大阪市町丁目別人口　平成3年3月 大阪市計画局調整部統計課
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3119 平成2年国勢調査　大阪市町丁目別人口資料　平成4年3月 大阪市計画局調整部統計課
3120 平成2年大阪市の昼間人口（平成2年国勢調査結果）　平成5年3月 大阪市計画局調整部統計課
3121 平成2年大阪市の町丁目別昼間人口（推計）（平成2年10月1日現在）　平成6年3月 大阪市計画局調整部統計課統計課解析係

3122 平成2年大阪市の町丁目別昼間人口（推計）（図表）　平成6年3月 大阪市計画局調整部統計課統計課解析係

3123 平成7年国勢調査　大阪市町丁目別人口　平成8年2月 大阪市計画局調整部統計課
3124 平成7年国勢調査　町丁目別人口資料　平成9年3月 大阪市計画局調整部統計課
3125 平成7年大阪市の昼間人口（平成7年国勢調査結果）　平成9年9月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3126 平成7年国勢調査　町丁目別集計結果〔労働力状態〕　平成10年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3127 平成7年国勢調査　町丁目別集計結果〔住居関係〕　平成10年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3128 平成7年大阪市の町丁目別昼間人口（推計）　（平成7年10月1日現在）　平成10年10月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3129 平成12年国勢調査　大阪市の町丁目別人口　平成12年12月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3130 平成12年国勢調査　町丁目別人口資料　平成14年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3131 平成12年大阪市の昼間人口（平成12年国勢調査結果）　平成14年12月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3132 平成12年国勢調査　町丁目別集計結果〔住居関係〕　平成15年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3133 平成12年国勢調査　町丁目別集計結果〔労働力状態〕　平成16年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3134 平成12年大阪市の町丁目別昼間人口（推計）　（平成12年10月1日現在）　平成16年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3135 平成17年国勢調査　結果速報　平成17年12月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3136 平成17年国勢調査　大阪市町丁目別人口─要計表による人口─　平成17年12月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3137 平成17年国勢調査　町丁目別人口資料　平成19年3月 大阪市計画調整局企画推進部部統計調査担当

3138 大阪市総合計画　[大阪が、はじまる。]　第1巻　大阪市基本構想　大阪市基本計画　2006─2015　概要版 大阪市計画調整局調整部総合計画課

3139 点字版　大阪市総合計画　[大阪が、はじまる。]　第1巻　大阪市基本構想　大阪市基本計画　2006─2015 大阪市計画調整局調整部総合計画課

3140 点字版　大阪市総合計画　[大阪が、はじまる。]　第2巻　大阪市基本構想　大阪市基本計画　2006─2015 大阪市計画調整局調整部総合計画課

3141 点字版　大阪市総合計画　[大阪が、はじまる。]　第3巻　大阪市基本構想　大阪市基本計画　2006─2015 大阪市計画調整局調整部総合計画課

3142 点字版　大阪市総合計画　[大阪が、はじまる。]　第4巻　大阪市基本構想　大阪市基本計画　2006─2015 大阪市計画調整局調整部総合計画課

3143 点字版　大阪市総合計画　[大阪が、はじまる。]　第5巻　大阪市基本構想　大阪市基本計画　2006─2015 大阪市計画調整局調整部総合計画課

3144 国勢調査結果（速報）による大阪市の修正推計人口　平成8年2月　平成13年2月　平成17年12月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3145 「平成10年3月31日現在年齢（5歳階級別）住民基本台帳人口」について 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3146 大阪市の推計人口　自昭和63年3月　至平成6年2月 大阪市計画局調整部統計課
3147 大阪市の推計人口　平成6年3月～平成13年12月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3148 大阪市の推計人口　平成14年1月～ 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3149 大阪市の地区計画等　平成22年12月 大阪市計画調整局
3150 大阪市建築基準法関係条例・細則集　平成23年4月 大阪市計画調整局建築指導部
3151 地価インフォメーション 計画調整局計画部都市計画担当

3152 大阪市における事務所の概況（平成8年事業所・企業統計調査結果速報）　平成9年6月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3153 大阪市工業の概況　平成17年～　工業統計調査結果速報 計画調整局統計調査担当
3154 大阪市商業の概況　平成19年商業統計調査結果速報　平成20年4月 計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3155 大阪市における人口移動の実態（大阪市人口移動要因調査結果報告書）　昭和59年3月 大阪市計画局調査部統計課

3156 第2回大阪市人口移動要因調査結果報告書　平成元年3月 大阪市計画局調査部統計課

3157 第3回大阪市人口移動要因調査結果報告書─アンケートによる移動要因調査編─　平成7年3月 大阪市計画局調査部統計課

3158 大阪市の人口移動実態報告書─「第4回大阪市人口移動要因調査」より─　平成12年3月 大阪市計画調整局
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3159 第5回大阪市人口移動要因調査　報告書　平成17年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3160 大阪市の人口移動実態報告書─「第5回大阪市人口移動要因調査」より─　平成17年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3161 平成17年度人口動向基礎調査　【報告書】　大阪市の概況　平成18年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査担当

3162 平成22年度大阪市人口動向基礎調査報告書　平成23年6月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3163 昭和55年　大阪市生命表　昭和58年3月 大阪市総合計画局企画部統計課

3164 昭和60年　大阪市生命表　昭和63年3月 大阪市総合計画局企画部統計課

3165 平成2年　大阪市生命表　平成5年3月 大阪市計画局調整部統計課
3166 平成7年　大阪市生命表　平成10年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3167 平成12年　大阪市生命表　平成15年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3168 平成12年大阪市産業連関表　平成18年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3169 平成17年大阪市産業連関表　平成23年3月 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3170 大阪市重点事業計画　2006─2008　平成18年3月 大阪市計画調整局企画調整部総合計画課

3171 大阪市新総合計画草案 大阪市市長室企画部総合計画課

3172 大阪市の都市計画　PLANNING　OF　OSAKA 大阪市計画調整局計画部都市計画担当

3173 総合計画21推進のための新指針　施策方針（ガイドライン）編　平成13年3月 大阪市計画調整局企画調整部政策調査課

3174 大阪市の現況　データでみる大阪のすがた　平成16年度版 大阪市計画調整局都市再生振興部科学技術振興担当

3175 （仮称）大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ　基本計画　平成23年3月 大阪市計画調整局企画調整部総合計画課

3176 統計時報　昭和52年　自302号　至311号 大阪市総合計画局企画部統計課

3177 統計時報　昭和54年　自312号　至317号 大阪市総合計画局企画部統計課

3178 統計時報　昭和55年－56年　自318号　至328号 大阪市総合計画局企画部統計課

3179 統計時報　昭和57年　自329号　至334号 大阪市総合計画局企画部統計課

3180 統計時報　昭和58年　自335号　至342号 大阪市総合計画局企画部統計課

3181 統計時報　昭和59年　自343号　至348号 大阪市総合計画局企画部統計課

3182 統計時報　昭和60年　自349号　至355号 大阪市総合計画局企画部統計課

3183 統計時報　昭和61年　自356号　至362号 大阪市総合計画局企画部統計課

3184 統計時報　昭和62年　自363号　至369号 大阪市総合計画局企画部統計課

3185 統計時報　昭和63年－平成元年　自370号　至378号 大阪市計画局調整部統計課
3186 統計時報　平成元年　自379号　至385号 大阪市計画局調整部統計課
3187 統計時報　平成2年　自386号　至391号 大阪市計画局調整部統計課
3188 統計時報　平成3年　自392号　至397号 大阪市計画局調整部統計課
3189 統計時報　平成4年　自398号　至404号 大阪市計画局調整部統計課
3190 統計時報　平成5年　自405号　至411号 大阪市計画局調整部統計課
3191 統計時報　平成6年　自412号　至418号 大阪市計画局調整部統計課
3192 統計時報　平成7年　自419号　至424号 大阪市計画局調整部統計課
3193 統計時報　平成8年　自425号　至431号 大阪市計画局調整部統計課
3194 統計時報　432-437　1997 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3195 統計時報　438-443　1998－99 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3196 統計時報　444-449　1999－2000 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3197 統計時報　450-455　2000 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3198 統計時報　456-461　2001 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課
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3199 統計時報　462-467　2002 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3200 統計時報　468-473　2003 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3201 統計時報　474-479　2004 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3202 統計時報　480-485　2005 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3203 統計時報　486-490　2006 大阪市計画調整局企画推進部統計調査担当

3204 統計時報四九一　平成17年国勢調査第2次基本集計結果・平成16年度大阪市民経済計算 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3205 統計時報四九二　平成17年国勢調査による大阪市の昼間人口・平成18年大阪市における賃金・労働時間 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3206 統計時報四九三　平成17年国勢調査第3次基本集計結果・平成19年度学校基本調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3207 統計時報四九四　平成19年度学校基本調査結果（短期大学・大学の結果）・平成19年中の人口移動・平成18年事業所・企業統計調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3208 統計時報四九六　大阪市町丁目別概況（世帯数・人口および昼間人口）　平成19年中の大阪市の賃金・労働時間 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3209 統計時報四九七　特集　平成19年就業構造基本調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3210 統計時報四九八　平成20年中の人口異動・平成20年年度学校基本結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3211 統計時報四九九　平成19年商業統計調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3212 統計時報五○○　特集　平成19年工業統計調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3213 統計時報五○一　特集　平成19年商業統計調査結果による大阪市町丁目別集計結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3214 統計時報五○二　特集　平成20年中の大阪市における賃金・労働時間 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3215 統計時報五○三　特集　平成21年中の人口異動・平成21年度学校基本調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3216 統計時報五○四　特集　平成20年工業統計調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3217 統計時報五○五　特集　平成20年住宅・土地統計調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3218 統計時報五○六　特集　第6回大阪市人口移動要因調査（平成20年度） 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3219 統計時報五○七　特集　平成22年国勢調査結果（速報）・平成22年度学校基本調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3220 統計時報五○八　特集　平成22年中の人口移動・平成21年工業統計調査結果 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3221 統計時報五○九　特集　平成22年国勢調査抽出速報集計結果・平成20年度大阪市民経済計算・平成17年大阪市産業連関表 大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当

3222 統計時報五一○　特集　平成21年経済センサス－基礎調査結果 大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当

3223 統計時報五一一　特集　平成22年国勢調査<人口等基本集計結果（大阪市）>・平成22年国勢調査結果（確定値）による大阪市の修正推計人口 大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当

3224 統計時報五一二　特集　平成21年中及び平成22年中の大阪市における賃金・労働時間 大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当

3225 統計時報五一三　特集　平成23年中の人口異動・平成22年工業統計調査結果・平成23年度学校基本調査結果 大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当

3226 データでみる大阪のすがた　平成17年度版 大阪市計画調整局企画調整部総合計画課

3227 大阪市時系列統計表　平成16年3月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3228 大阪市時系列統計表　平成22年3月 大阪市計画調整局再生振興部統計調査担当

3229 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成10年度 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3230 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成11年度 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3231 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成12年度 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3232 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成13年度 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3233 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成14年度 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3234 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成15年度 大阪市計画調整局企画推進部統計調査担当

3235 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成16年度 大阪市計画調整局企画推進部統計調査担当

3236 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成17年度 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3237 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成18年度 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3238 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成19年度 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当
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3239 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成20年度 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3240 大阪市民経済計算（市民所得統計年報）　平成21年度 大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当

3241 年報　大阪都市計画2004 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3242 年報　大阪都市計画2005 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3243 年報　大阪都市計画2006 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3244 年報　大阪都市計画2007 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3245 年報　大阪都市計画2008 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3246 年報　大阪都市計画2009 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3247 年報　大阪都市計画2010 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3248 年報　大阪都市計画2011 大阪市計画調整局都市計画課都市計画資料室担当

3249 大阪市における幼稚園・小学校・中学校・高等学校の概況（昭和52年度学校基本調査結果）　昭和52年5月1日現在 大阪市総合計画局企画部統計課

3250 大阪市における幼稚園・小学校・中学校・高等学校の概況（昭和56年度学校基本調査結果）　昭和56年7月 大阪市総合計画局企画部統計課

3251 大阪市における幼稚園・小学校・中学校・高等学校の概況（昭和58年度学校基本調査結果）　昭和58年7月 大阪市総合計画局企画部統計課

3252 大阪市における幼稚園・小学校・中学校・高等学校の概況（昭和59年度学校基本調査結果）　昭和59年7月 大阪市総合計画局企画部統計課

3253 大阪市における幼稚園・小学校・中学校・高等学校の概況（昭和60年度学校基本調査結果）　昭和60年7月 大阪市総合計画局企画部統計課

3254 大阪市における幼稚園・小学校・中学校・高等学校の概況（昭和61年度学校基本調査結果）　昭和61年7月 大阪市総合計画局企画部統計課

3255 大阪市商業の概況　平成4年商業統計調査結果速報（一般飲食店） 大阪市計画局調整部統計課
3256 大阪市の学校統計　（平成元年度学校基本調査結果）　平成元年7月 大阪市計画局調整部統計課
3257 大阪市の学校統計　（平成元年度学校基本調査結果）　平成元年7月 大阪市計画局調整部統計課
3258 大阪市の学校統計　（平成2年度学校基本調査結果）　平成2年7月 大阪市計画局調整部統計課
3259 大阪市の学校統計　（平成3年度学校基本調査結果）　平成3年7月 大阪市計画局調整部統計課
3260 大阪市の学校統計　（平成4年度学校基本調査結果）　平成4年7月 大阪市計画局調整部統計課
3261 大阪市の学校統計　（平成9年度学校基本調査結果）　平成9年7月 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3262 大阪市勢要覧　昭和56年版～昭和58年版 大阪市総合計画局企画部統計課

3263 大阪市勢要覧　昭和61年版 大阪市総合計画局企画部統計課

3264 大阪市勢要覧　昭和62年版 大阪市総合計画局企画部統計課

3265 大阪市勢要覧　昭和63年版 大阪市計画局調整部統計課
3266 大阪市勢要覧　平成2年版 大阪市計画局調整部統計課
3267 大阪市勢要覧　平成5年版 大阪市計画局調整部統計課
3268 大阪市勢要覧　平成6年版 大阪市計画局調整部統計課
3269 大阪市勢要覧　平成8年版 大阪市計画局調整部統計課
3270 大阪市勢要覧　平成9年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3271 大阪市勢要覧　平成10年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3272 大阪市勢要覧　平成11年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3273 大阪市勢要覧　平成12年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3274 大阪市勢要覧　平成14年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3275 大阪市勢要覧　平成15年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3276 大阪市勢要覧　平成16年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3277 大阪市勢要覧　平成17年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3278 大阪市勢要覧　平成18年版 大阪市計画調整局企画調整部統計調査担当
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3279 大阪市勢要覧　平成20年度刊 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3280 大阪市勢要覧　平成21年度刊 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3281 大阪市勢要覧　平成22年度刊 大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

3282 OSAKA　AND　ITS　TECHNOLOGY　OSAKA　MUNICIPAL　GOVERNMENT　No．48 ㈶大阪市都市工学情報センター

3283 OSAKA　AND　ITS　TECHNOLOGY　OSAKA　MUNICIPAL　GOVERNMENT　No．49 ㈶大阪市都市工学情報センター

3284 大阪市の土地　2006　地価・土地取引等の動向 大阪市計画調整局計画部都市計画課

3285 大阪市の土地　2007　地価・土地取引等の動向 大阪市計画調整局計画部都市計画担当

3286 大阪市の土地　2008　地価・土地取引等の動向 大阪市計画調整局計画部都市計画担当

3287 大阪市まちづくり年表＜明治・大正編＞ 大阪市計画局（都市計画資料室）

3288 大阪市まちづくり年表＜昭和編＞ 大阪市計画局（都市計画資料室担当）

3289 大阪都市計画の決定・変更について（計画案の概要） 総合計画局
3290 千年都市大阪　OSAKA─MILLENNIUM　CITY　　[まちづくり物語] ㈶大阪市都市工学情報センタ―

3291 千年都市大阪　OSAKA─MILLENNIUM　CITY　　THE　CREATION　OF　OSAKA ㈶大阪市都市工学情報センタ―

3292 大阪市総合計画　1990 大阪市総合計画局
3293 大阪市総合計画　２１ 大阪市市長室企画部総合計画課

3294 大阪市基本計画について　（答申）　平成17年9月 大阪市総合計画審議会
3295 大阪市計量経済モデル─大阪市民経済計算　速報─ 大阪市計画調整局企画調整部統計調査課

3296 大阪市の土地利用─平成12年土地利用現況調査─ 大阪市計画調整局
3297 大都市比較統計年表　平成10年 大都市統計協議会
3298 大都市比較統計年表　平成11年 大都市統計協議会
3299 大都市比較統計年表　平成12年 大都市統計協議会
3300 大都市比較統計年表　平成13年 大都市統計協議会
3301 大都市比較統計年表　平成14年 大都市統計協議会
3302 大都市比較統計年表　平成15年 大都市統計協議会
3303 大都市比較統計年表　平成16年 大都市統計協議会
3304 大都市比較統計年表　平成17年 大都市統計協議会
3305 大都市比較統計年表　平成18年 大都市統計協議会
3306 大都市比較統計年表　平成19年 大都市統計協議会
3307 大都市比較統計年表　平成20年 大都市統計協議会
3308 行政区別　平成9年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成9年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画局調整部土地対策課・建設局用地部審査課

3309 行政区別　平成9年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成9年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3310 行政区別　平成10年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成10年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3311 行政区別　平成10年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成10年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3312 行政区別　平成11年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成11年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3313 行政区別　平成11年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成11年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3314 行政区別　平成12年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成12年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3315 行政区別　平成12年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成12年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3316 行政区別　平成13年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成13年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課

3317 行政区別　平成13年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成13年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3318 行政区別　平成14年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成14年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局まちづくり推進部土地対策課・建設局用地部審査課
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3319 行政区別　平成14年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成14年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3320 行政区別　平成15年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成15年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3321 行政区別　平成15年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成15年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3322 行政区別　平成16年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成16年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3323 行政区別　平成16年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成16年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3324 行政区別　平成17年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成17年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3325 行政区別　平成17年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成17年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3326 行政区別　平成18年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成18年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3327 行政区別　平成18年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成18年7月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3328 行政区別　平成19年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成19年1月1日） 財政局主税部固定資産税課・計画調整局計画部都市計画課・建設局用地部審査課

3329 行政区別　平成19年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成19年7月1日） 財政局主税部固定資産税担当・計画調整局計画部都市計画担当・建設局用地部審査担当

3330 行政区別　平成20年地価公示地　位置図及び概要調書（価格時点　平成20年1月1日） 財政局主税部固定資産税担当・計画調整局計画部都市計画担当・建設局用地部審査担当

3331 行政区別　平成20年基準地　位置図及び概要調書（価格時点　平成20年7月1日） 財政局主税部固定資産税担当・計画調整局計画部都市計画担当・建設局用地部審査担当

3332 平成21年地価公示　大阪市行政区別位置図及び概要調書（価格時点　平成21年1月1日） 財政局主税部固定資産税担当・計画調整局計画部都市計画担当・建設局用地部審査担当

3333 平成21年大阪府地価調査　大阪市行政区別位置図及び概要調書（価格時点　平成21年7月1日） 財政局主税部固定資産税担当・計画調整局計画部都市計画担当・建設局用地部審査担当

3334 平成22年度地価公示　大阪市行政区別位置図及び概要調書（価格時点　平成22年1月1日） 大阪市
3335 平成16年度　めいわく駐車対策事業　報告書＜緊急地域雇用創出特別基金事業＞　平成16年11月 大阪市
3336 平成16年度　めいわく駐車防止重点地域の啓発活動報告書（長堀・淀屋橋西・西船場・南久宝寺地区）　平成17年3月 大阪市計画調整局
3337 平成17年度　めいわく駐車の防止に関する推進地区活動報告書　平成18年3月 大阪市
3338 平成17年度　めいわく駐車防止重点地域の啓発活動報告書（長堀・淀屋橋西・西船場・南久宝寺地区及び御堂筋・堺筋）　平成18年3月 大阪市計画調整局
3339 平成18年度　めいわく駐車の防止に関する推進地区活動報告書　平成19年3月 大阪市
3340 平成18年度　めいわく駐車防止重点地域の啓発活動報告書（長堀・西船場・南久宝寺地区）　平成19年3月 大阪市計画調整局
3341 平成19年度　めいわく駐車の防止に関する推進地区活動報告書　平成20年3月 大阪市
3342 平成19年度　めいわく駐車防止重点地域の啓発活動報告書（長堀・西船場・南久宝寺地区）　平成20年3月 大阪市計画調整局
3343 平成20年度　めいわく駐車の防止に関する推進地区活動報告書　平成21年3月 大阪市
3344 昭和52年度　自動車交通起終点調査報告書 大阪市総合計画局
3345 京阪神都市圏交通管理計画調査　概要版　平成6年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3346 京阪神都市圏交通管理計画調査　調査体系の検討編　平成6年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3347 京阪神都市圏交通管理計画調査　施設発生集中調査編　平成6年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3348 京阪神都市圏交通管理計画調査　概要版　平成7年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3349 京阪神都市圏交通管理計画調査　中間年次調査の企画検討編　平成7年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3350 京阪神都市圏交通管理計画調査　施設発生集中調査編　平成7年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3351 京阪神都市圏交通管理計画調査　概要版　平成8年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3352 京阪神都市圏交通管理計画調査　中間年次調査編　平成8年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3353 京阪神都市圏交通管理計画調査　施設発生集中調査編　平成8年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3354 京阪神都市圏総合都市交通体系調査　概要版　平成9年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3355 京阪神都市圏総合都市交通体系調査　実態調査および基礎集計編　平成9年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3356 京阪神都市圏総合都市交通体系調査　計画課題の分析・検討編　平成9年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3357 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　概要版　平成13年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3358 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　実態調査の企画と実施編　平成13年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
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3359 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　都市交通の現状・動向分析および予測手法の検討編　平成13年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3360 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　概要版　平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3361 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　基礎集計及び分析編─京阪神都市圏の人の動き─　平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3362 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　基礎集計及び分析編─京阪神都市圏の人の動き─　データ集－人の動きの実態（平成12年）－平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3363 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　基礎集計及び分析編─京阪神都市圏の人の動き─　データ集－人の動きの推移－平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3364 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　基礎集計及び分析編─付帯調査による都市交通の特性把握編─　平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3365 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　都市交通の現状分析編　平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3366 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　将来交通量予測手法の検討編　平成14年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3367 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　基礎集計及び分析編─大阪市の人の動き─　平成14年3月 大阪市計画調整局
3368 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　基礎集計及び分析編─大阪市の人の動き─　データ集　平成14年3月 大阪市計画調整局
3369 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　概要版　平成15年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3370 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　総集編　平成15年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3371 第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査　報告書　都市交通の将来見通し編　平成15年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3372 平成17年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　概要版　平成18年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3373 平成17年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　　平成18年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3374 平成18年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　データ整備およびデータの活用方策検討編　平成19年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3375 平成18年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　物流関連調査の基礎集計編　平成19年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3376 平成18年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　PT補完関連調査の基礎集計編　平成19年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3377 平成18年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　観光交通に関する現状分析と施策検討編　平成19年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3378 平成18年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　中間年次調査のデータ利用の手引き　平成19年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3379 平成18年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査　報告書　概要版　平成19年3月 京阪神都市圏交通計画協議会
3380 人の動きからみる大阪市のいま　第5回近畿圏パーソントリップ調査　速報版 大阪市計画調整局
3381 大阪市駐車基本計画　平成3年4月　平成11年3月 大阪市
3382 大阪都市計画　市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針[参考附図・都市開発方針　総括図・住宅地整備方針　総括図]　平成12年11月 大阪市計画調整局
3383 大阪都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針　平成16年4月 大阪市計画調整局
3384 大阪市の都市計画　PLANNING　OF　OSAKA 大阪市総合計画局
3385 大阪市の都市計画　PLANNING　OF　OSAKA　1992年8月 大阪市計画局計画部都市計画課

3386 CITY　PLANNING　IN　OSAKA　CITY　　PLANNING　OF　OSAKA　（December　1992） 大阪市計画局計画部都市計画課

3387 大阪市の都市計画　PLANNING　OF　OSAKA 大阪市計画局計画部都市計画課

3388 CITY　PLANNING　IN　OSAKA　CITY　　PLANNING　OF　OSAKA　（FEBRUARY　1997） 大阪市計画局計画部都市計画課

3389 大阪市メッシュ・データ集（17）─平成4年土地利用現況調査─　1994 大阪市計画局
3390 大阪市メッシュ・データ集（18）─平成5年建物床面積調査─　1995 大阪市計画局
3391 大阪市メッシュ・データ集（19）─平成3年事業所統計調査─　平成8年3月 大阪市計画局
3392 大阪市メッシュ・データ集（20）─平成7年国勢調査─　平成12年3月 大阪市計画調整局
3393 大阪市メッシュ・データ集（21）─平成8年事業所・企業統計調査─　平14年3月 大阪市計画調整局
3394 自家用自動車案内　平成24年　付録　大阪便利情報地図 ㈳大阪府自家用自動車連合協会

3395 市大広報　2005年第56号～2007年第62号 大阪市立大学事務局
3396 CITY×UNIVERSITY（＝旧「市大広報」）2007年VOL．1～ 公立大学法人大阪市立大学法人運営本部総務課

3397 大阪市立大学　保健管理センター年報 大阪市立大学保健管理センター

3398 URP　NEWSLETTER　No．2～ 大阪市立大学都市研究プラザ
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3399 阿倍野キャンパスNews（旧　医学部だより）　自1999･1～ 大阪市立大学医学部
3400 大学史資料室ニュース 大阪市立大学大学史資料室
3401 大阪市立大学学術情報総合センター事業年報　平成8年度～ 大阪市立大学学術情報総合センター

3402 都市研究プラザ　資料月報　2002･4～ 大阪市立大学都市研究プラザ
3403 大阪市立大学史紀要　第1号（2008） 大阪市立大学大学史資料室
3404 大阪市立大学史紀要　第2号（2009） 大阪市立大学大学史資料室
3405 大阪市立大学史紀要　第3号（2010） 大阪市立大学大学史資料室
3406 大阪市立大学史紀要　第4号（2011） 大阪市立大学大学史資料室
3407 Urban　Culture　Research　Vol．1 大阪市立大学・Gadjah　Mada　University・Indonesia　Institute　of　The　Arts

3408 What's　happening　on　the　street?　Urban　Culture　Research　Vol．1 大阪市立大学・Chulalongkorn　University

3409 大阪市立大学の125年《1880～2005年》 大阪市立大学
3410 21世紀の都市と大学　大阪市立大学文化交流センター設立20周年記念・シンポジウム報告 大阪市立大学文化交流センター運営委員会

3411 アジアの証券市場　大阪市立大学経済研究所　濱田博男　編 ㈶東京大学出版会
3412 アジア都市文化学の可能性　大阪市立大学大学院文学研究科　アジア都市文化学教室　編 清文堂出版㈱
3413 イントラ・アジア貿易と新工業化　大阪市立大学経済研究所　中川信義　編 ㈶東京大学出版会
3414 アジア・北米経済圏と新工業化　大阪市立大学経済研究所　中川信義　編 ㈶東京大学出版会
3415 日本企業の研究開発システム　戦略と競争　大阪市立大学経済研究所　明石芳彦・植田浩史　編 ㈶東京大学出版会
3416 日本企業システムの再編　大阪市立大学経済研究所　植田浩史　編 ㈶東京大学出版会
3417 野宿生活者（ホームレス）に関する総合的調査研究報告書　二○○一年一月 大阪市立大学都市環境問題研究会

3418 恒藤記念室叢書1　井川天籟「大空」　井川恭「神戸衛生院日記」 大阪市立大学大学史資料室
3419 大阪市立大学における国際的な連携及び交流活動─重点的自己点検・評価報告書 大阪市立大学
3420 大阪市立大学　学術情報総合センター医学分館　サービスガイド 学術情報総合センター医学分館・看護短期大学部図書室

3421 平成13年度　英語使用テキスト一覧表 大阪市立大学教務部
3422 都市研究プラザ開設記念　国際シンポジウム「21世紀の都市像」─世界都市・創造都市・持続可能都市─ 大阪市立大学都市研究プラザ
3423 経済学部要覧　経済学研究科要覧　平成15年度（2003年度） 大阪市立大学経済学部第1部大学院経済学研究科

3424 経済学部要覧　経済学研究科要覧　平成16年度（2004年度） 大阪市立大学経済学部第2部大学院経済学研究科

3425 工学部　履修要覧　平成15年度版（2003年度版） 大阪市立大学事務局学務課工学部学務係

3426 工学部　履修要覧　平成16年度版（2004年度版） 大阪市立大学事務局学務課工学部学務係

3427 大阪市立大学　医学部・附属病院要覧　平成18年 大阪市立大学医学部・附属病院

3428 大阪市立大学　医学部・附属病院要覧　平成19年 大阪市立大学医学部・附属病院

3429 平成16（2004）年度　大学院の概要 大阪市立大学教務部入試課
3430 学生生活実態調査報告書─たくましい市大気質─　1999年 大阪市立大学学生部
3431 学生生活実態調査報告書　2003年年度 大阪市立大学学生部
3432 GSCC　CREATIVE　CITIES大阪市立大学大学院　創造都市研究科 大阪市立大学大学院　創造都市研究科

3433 学生生活ガイド　1997年～ 大阪市立大学学生部
3434 法学部案内 大阪市立大学法学部
3435 大学院の概要　平成7年度～ 大阪市立大学
3436 工学部案内 大阪市立大学工学部
3437 OSAKA　CITY　UNIVERSITY　大阪市立大学　大学案内　'95～ 大阪市立大学広報企画
3438 OCU　PROSPECTUS　大阪市立大学大学案内　英語版　'00～ 大阪市立大学広報企画
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3439 経営研究総目録 大阪市立大学経営学会
3440 経営研究　54-1 大阪市立大学経営学会
3441 経営研究　54-2 大阪市立大学経営学会
3442 経営研究　54-3 大阪市立大学経営学会
3443 経営研究　54-4 大阪市立大学経営学会
3444 経営研究　55-1 大阪市立大学経営学会
3445 経営研究　55-2 大阪市立大学経営学会
3446 経営研究　55-3・4 大阪市立大学経営学会
3447 経営研究　56-1 大阪市立大学経営学会
3448 経営研究　56-2 大阪市立大学経営学会
3449 経営研究　56-3 大阪市立大学経営学会
3450 経営研究　56-4 大阪市立大学経営学会
3451 経営研究　57-1 大阪市立大学経営学会
3452 経営研究　57-2 大阪市立大学経営学会
3453 経営研究　57-3 大阪市立大学経営学会
3454 経営研究　57-4 大阪市立大学経営学会
3455 経営研究　58-1 大阪市立大学経営学会
3456 経営研究　58-2 大阪市立大学経営学会
3457 経営研究　58-3 大阪市立大学経営学会
3458 経営研究　58-4 大阪市立大学経営学会
3459 経営研究　59-1 大阪市立大学経営学会
3460 経営研究　59-2 大阪市立大学経営学会
3461 経営研究　59-3 大阪市立大学経営学会
3462 経営研究　59-4 大阪市立大学経営学会
3463 経営研究　60-2 大阪市立大学経営学会
3464 シラバス　2000年度 大阪市立大学経済学部・大学院経済学研究科

3465 シラバス　2003年度 大阪市立大学経済学部・大学院経済学研究科

3466 シラバス　平成16年度（2004年度） 大阪市立大学経済学部
3467 経済学研究科　シラバス　平成16年度（2004年度） 大阪市立大学大学院経済学研究科

3468 全学共通科目シラバス・履修案内　平成16年度（2004年） 大阪市立大学教務部
3469 OSAKA　CITY　UNIVERSITY　ECONOMIC　REVIEW　Vol．39 大阪市立大学大学院経済学研究科

3470 OSAKA　CITY　UNIVERSITY　ECONOMIC　REVIEW　Vol．41 大阪市立大学大学院経済学研究科

3471 OSAKA　CITY　UNIVERSITY　ECONOMIC　REVIEW　Vol．44 大阪市立大学大学院経済学研究科

3472 OSAKA　CITY　UNIVERSITY　ECONOMIC　REVIEW　Vol．45 大阪市立大学大学院経済学研究科

3473 研究シーズ集　2006　自然科学編 新産業創生研究センター
3474 研究シーズ集　2006　社会科学/人文科学編 新産業創生研究センター
3475 研究シーズ集　2006　環境・エネルギー/都市/安全・安心/ナノテク・材料編 新産業創生研究センター
3476 研究シーズ集　2006　医学/生活科学/バイオ編 新産業創生研究センター
3477 研究シーズ集　2006　情報・通信/電気/機械編 新産業創生研究センター
3478 経済学雑誌　別冊　総目録　第1巻第1号～第100巻第4号　平成12年7月 大阪市立大学経済学会
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3479 経済学雑誌　第104巻第3号　平成15年12月 大阪市立大学経済学会
3480 経済学雑誌　第104巻第4号　平成16年3月 大阪市立大学経済学会
3481 経済学雑誌　第105巻第1号　平成16年6月 大阪市立大学経済学会
3482 経済学雑誌　第105巻第2号　平成16年9月 大阪市立大学経済学会
3483 経済学雑誌　第105巻第3号　平成16年12月 大阪市立大学経済学会
3484 経済学雑誌　第105巻　別冊（前期）講義資料　平成16年4月 大阪市立大学経済学会
3485 経済学雑誌　第105巻　別冊（後期）講義資料　平成16年10月 大阪市立大学経済学会
3486 経済学雑誌　第106巻第1号　平成17年6月 大阪市立大学経済学会
3487 経済学雑誌　第106巻第2号　平成17年9月 大阪市立大学経済学会
3488 経済学雑誌　第106巻第3号　平成17年12月 大阪市立大学経済学会
3489 経済学雑誌　第106巻第4号　平成18年3月 大阪市立大学経済学会
3490 経済学雑誌　第107巻第1号　平成18年6月 大阪市立大学経済学会
3491 経済学雑誌　第107巻第2号　平成18年9月 大阪市立大学経済学会
3492 経済学雑誌　第107巻第3号　平成18年12月 大阪市立大学経済学会
3493 経済学雑誌　第107巻第4号　平成19年3月 大阪市立大学経済学会
3494 経済学雑誌　第108巻第1号　平成19年6月 大阪市立大学経済学会
3495 経済学雑誌　第108巻第2号　平成19年9月 大阪市立大学経済学会
3496 経済学雑誌　第108巻第3号　平成19年12月 大阪市立大学経済学会
3497 経済学雑誌　第108巻第4号　平成20年3月 大阪市立大学経済学会
3498 経済学雑誌　第109巻第1号　平成20年6月 大阪市立大学経済学会
3499 経済学雑誌　第109巻第2号　平成20年9月 大阪市立大学経済学会
3500 経済学雑誌　第109巻第3号　平成20年12月 大阪市立大学経済学会
3501 経済学雑誌　第109巻第4号　平成21年3月 大阪市立大学経済学会
3502 経済学雑誌　第110巻第1号　平成21年6月 大阪市立大学経済学会
3503 経済学雑誌　第110巻第2号　平成21年9月 大阪市立大学経済学会
3504 経済学雑誌　第110巻第3号　平成21年12月 大阪市立大学経済学会
3505 経済学雑誌　第110巻第4号　平成22年3月 大阪市立大学経済学会
3506 経済学雑誌　第111巻第1号　平成22年6月 大阪市立大学経済学会
3507 経済学雑誌　第111巻第2号　平成22年9月 大阪市立大学経済学会
3508 経済学雑誌　第111巻第3号　平成22年12月 大阪市立大学経済学会
3509 経済学雑誌　第111巻第4号　平成23年3月 大阪市立大学経済学会
3510 経済学雑誌　第112巻第2号　平成23年9月 大阪市立大学経済学会
3511 経済学雑誌　第112巻第3号　平成23年12月 大阪市立大学経済学会
3512 経済学雑誌　第112巻第4号　平成24年3月 大阪市立大学経済学会
3513 経済学雑誌　第113巻第1号　平成24年6月 大阪市立大学経済学会
3514 経済学雑誌　第113巻第2号　平成24年9月 大阪市立大学経済学会
3515 季刊経済研究　第26巻第2号（2003年9月） 大阪市立大学経済研究会
3516 季刊経済研究　第26巻第3号（2003年12月） 大阪市立大学経済研究会
3517 季刊経済研究　第26巻第4号（2004年3月） 大阪市立大学経済研究会
3518 季刊経済研究　第27巻第1･2合併号（2004年9月） 大阪市立大学経済研究会
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3519 季刊経済研究　第27巻第3号（2004年12月） 大阪市立大学経済研究会
3520 季刊経済研究　第27巻第4号（2005年3月） 大阪市立大学経済研究会
3521 季刊経済研究　第28巻第1号（2005年6月） 大阪市立大学経済研究会
3522 季刊経済研究　第28巻第2号（2005年9月） 大阪市立大学経済研究会
3523 季刊経済研究　第28巻第3号（2005年12月） 大阪市立大学経済研究会
3524 季刊経済研究　第28巻第4号（2006年3月） 大阪市立大学経済研究会
3525 季刊経済研究　第29巻第1号（2006年6月） 大阪市立大学経済研究会
3526 季刊経済研究　第29巻第2号（2006年9月） 大阪市立大学経済研究会
3527 季刊経済研究　第29巻第3号（2006年12月） 大阪市立大学経済研究会
3528 季刊経済研究　第29巻第4号（2007年3月） 大阪市立大学経済研究会
3529 季刊経済研究　第30巻第1号（2007年6月） 大阪市立大学経済研究会
3530 季刊経済研究　第30巻第2号（2007年9月） 大阪市立大学経済研究会
3531 季刊経済研究　第30巻第3号（2007年12月） 大阪市立大学経済研究会
3532 季刊経済研究　第30巻第4号（2008年3月） 大阪市立大学経済研究会
3533 季刊経済研究　第31巻第1号（2008年6月） 大阪市立大学経済研究会
3534 法学雑誌　第51巻第1号　（平成16年8月） 大阪市立大学法学会
3535 法学雑誌　第51巻第2号　（平成16年11月） 大阪市立大学法学会
3536 法学雑誌　第51巻第3号　（平成17年1月） 大阪市立大学法学会
3537 法学雑誌　第51巻第4号　（平成17年3月） 大阪市立大学法学会
3538 法学雑誌　第52巻第4号　（平成18年3月） 大阪市立大学法学会
3539 法学雑誌　第53巻第1号　（平成18年8月） 大阪市立大学法学会
3540 法学雑誌　第53巻第2号　（平成18年11月） 大阪市立大学法学会
3541 法学雑誌　第53巻第3号　（平成19年1月） 大阪市立大学法学会
3542 法学雑誌　第53巻第4号　（平成19年3月）　西谷敏・島川勝・生熊長幸教授退任惜別記念号 大阪市立大学法学会
3543 法学雑誌　第54巻第1号　（平成19年8月）　故和田卓朗教授追悼号 大阪市立大学法学会
3544 法学雑誌　第54巻第2号　（平成19年11月）　加茂利男教授退任惜別記念号 大阪市立大学法学会
3545 法学雑誌　第54巻第3号　（平成20年1月） 大阪市立大学法学会
3546 法学雑誌　第54巻第4号　（平成20年3月） 大阪市立大学法学会
3547 法学雑誌　第55巻第1号　（平成20年8月）　浅田和茂教授退任惜別記念号 大阪市立大学法学会
3548 法学雑誌　第55巻第2号　（平成20年11月） 大阪市立大学法学会
3549 法学雑誌　第55巻第3･4号　（平成21年3月）　寺田正春・松本博之教授退任惜別記念号 大阪市立大学法学会
3550 法学雑誌　第56巻第1号　（平成21年9月） 大阪市立大学法学会
3551 法学雑誌　第56巻第2号　（平成21年12月） 大阪市立大学法学会
3552 法学雑誌　第56巻第3･4号　（平成22年3月）　松田竹男教授退任惜別記念号 大阪市立大学法学会
3553 法学雑誌　第57巻第1号　（平成22年12月） 大阪市立大学法学会
3554 法学雑誌　第57巻第2号　（平成23年3月） 大阪市立大学法学会
3555 法学雑誌　第57巻第3号　（平成23年5月） 大阪市立大学法学会
3556 法学雑誌　第57巻第4号　（平成23年5月） 大阪市立大学法学会
3557 法学雑誌　第58巻第1号　（平成23年9月） 大阪市立大学法学会
3558 法学雑誌　第58巻第2号　（平成23年10月） 大阪市立大学法学会
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3559 法学雑誌　第58巻第3･4号　（平成24年3月）　高田昭正教授退任惜別記念号 大阪市立大学法学会
3560 法学雑誌　第59巻第1号　（平成24年6月） 大阪市立大学法学会
3561 人文研究　第55巻第1分冊　哲学歴史学編　哲学　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3562 人文研究　第55巻第2分冊　哲学歴史学編　歴史学　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3563 人文研究　第55巻第3分冊　人間行動学編　社会学・心理学・教育学・地理学　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3564 人文研究　第55巻第4分冊　言語文化学編　国語国文学・中国語　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3565 人文研究　第55巻第5分冊　言語文化学編　英米言語文化　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3566 人文研究　第55巻第6分冊　言語文化学編　ヨーロッパ言語文化　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3567 人文研究　第55巻第7分冊　言語文化学編　比較言語文化　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3568 人文研究　第55巻第8分冊　アジア都市文化学編　アジア都市文化学　2003－2004 大阪市立大学大学院文学研究科

3569 第56巻　人文研究　金児暁嗣・豊田ひさき・芝原宏治教授退任記念　2005 大阪市立大学大学院文学研究科

3570 第57巻　人文研究　薮木榮夫・広川禎秀・阪口弘之・小西禎幸教授退任記念　2006 大阪市立大学大学院文学研究科

3571 第58巻　人文研究　富田和暁・毛利正守・山崎弘行・松村國隆・小林標教授退任記念　2007 大阪市立大学大学院文学研究科

3572 第59巻　人文研究　塩出彰・湯川良三・細井克彦・市川美香子・廣瀬千一・浅岡宣彦教授退任記念　2008 大阪市立大学大学院文学研究科

3573 第60巻　人文研究　山野正彦　中島廣子　ピエール・ラヴェル教授退任記念　2009 大阪市立大学大学院文学研究科

3574 工学部（各教科）シラバス　平成15年度 大阪市立大学工学部
3575 工学部（各教科）シラバス　平成16年度 大阪市立大学工学部
3576 シラバス　工学研究科　前期・後期博士課程　平成15年度（2003年度） 大阪市立大学大学院工学研究科

3577 シラバス　工学研究科　前期・後期博士課程　平成16年度（2004年度） 大阪市立大学大学院工学研究科

3578 第19回瀬川基金記念シンポジウム　日本の株式市場の活性化に向けて─日本経済再生の起爆剤として─ 大阪市立大学証券研究センター

3579 第20回瀬川基金記念シンポジウム　「ニッポンの会社はどこへ行く」─法律家の視点から─ 大阪市立大学証券研究センター

3580 第21回瀬川基金記念シンポジウム　「中小企業金融をどう理解するか」─国、民間、研究者の視点から─ 大阪市立大学証券研究センター

3581 第22回瀬川基金記念シンポジウム　「金融教育を考える」─個人の株式投資の広がりの中で─ 大阪市立大学証券研究センター

3582 第23回瀬川基金記念シンポジウム　「グローバルM&A時代の日本企業」 大阪市立大学証券研究センター

3583 都市問題シンポジウム　「巨大地震から多くの命を守るために」 大阪市立大学都市問題資料センター

3584 都市問題シンポジウム　「健康・スポーツへの誘い」 大阪市立大学都市問題資料センター

3585 MEMOIRS　OF　THE　FACULTY　ENGINEERING,　OSAKA　CITY　UNIVERSITY　VOL．44　2003 PUBLISHED　BY　THE　FACULTY　OF　ENGINEERING　ｵｻｶ　CITY　UNIVERSITY

3586 MEMOIRS　OF　THE　FACULTY　ENGINEERING,　OSAKA　CITY　UNIVERSITY　VOL．45　2004 PUBLISHED　BY　THE　FACULTY　OF　ENGINEERING　ｵｻｶ　CITY　UNIVERSITY

3587 THE　HORIZON　AND　FOCUS　IN　URBAN　CULTURAL　THEORY　2005 COE,　URBAN-CULTURE　RESEARCH　CENTER

3588 CHALLENGES　FOR　URBAN　CULTURAL　STUDIES　2006 COE,　URBAN-CULTURE　RESEARCH　CENTER

3589 大阪市立大学工作技術センターレポート「ファブリカ」　No．15（2003） 大阪市立大学工作技術センター「Fabrica」編集委員会

3590 大阪市立大学工作技術センターレポート「ファブリカ」　No．16（2004） 大阪市立大学工作技術センター「Fabrica」編集委員会

3591 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．49　No．2　2003 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3592 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．50　No．1　2004 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3593 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．50　No．2　2004 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3594 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．51　No．1　2005 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3595 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．51　No．2　2005 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3596 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．52　No．1　2006 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3597 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．52　No．2　2006 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3598 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．53　No．1　2007 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER
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3599 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．53　No．2　2007 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3600 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．54　No．1　2008 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3601 OSAKA　CITY　MEDICAL　JOURNAL　Vol．54　No．2　2008 OSAKA　CITY　MEDICAL　CENTER

3602 大阪市立大学看護学雑誌　第4巻　2008年3月 大阪市立大学医学部看護学科
3603 大阪市医学会雑誌　第51巻　第3･4合併号　平成14年12月25日 大阪市医学会
3604 大阪市医学会雑誌　第52巻　第1･2合併号　平成15年6月30日 大阪市医学会
3605 大阪市医学会雑誌　第52巻　第3･4合併号　平成15年12月25日 大阪市医学会
3606 大阪市医学会雑誌　第53巻　第1･2合併号　平成16年6月30日 大阪市医学会
3607 大阪市医学会雑誌　第53巻　第3･4合併号　平成16年12月25日 大阪市医学会
3608 大阪市医学会雑誌　第54巻　第1･2合併号　平成17年6月30日 大阪市医学会
3609 大阪市医学会雑誌　第54巻　第3･4合併号　平成17年12月25日 大阪市医学会
3610 大阪市医学会雑誌　第55巻　第1･2合併号　平成18年6月30日 大阪市医学会
3611 大阪市医学会雑誌　第55巻　第3･4合併号　平成18年12月25日 大阪市医学会
3612 大阪市医学会雑誌　第56巻　第1･2合併号　平成19年6月30日 大阪市医学会
3613 大阪市医学会雑誌　第56巻　第3･4合併号　平成19年12月25日 大阪市医学会
3614 大阪市医学会雑誌　第57巻　第1･2合併号　平成20年6月30日 大阪市医学会
3615 大阪市医学会雑誌　第57巻　第3･4合併号　平成20年12月25日 大阪市医学会
3616 都市文化研究　2003年3月　第1号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3617 都市文化研究　2003年9月　第2号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3618 都市文化研究　2004年3月　第3号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3619 都市文化研究　2004年9月　第4号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3620 都市文化研究　2005年3月　第5号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3621 都市文化研究　2005年9月　第6号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3622 都市文化研究　2006年3月　第7号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3623 都市文化研究　2007年3月　第9号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3624 都市文化研究　2008年3月　第10号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3625 都市文化研究　2009年3月　第11号 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3626 Vol．2　2003　生活科学研究誌　Journal　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3627 Vol．3　2004　生活科学研究誌　Journal　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3628 Vol．4　2005　生活科学研究誌　Journal　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3629 Vol．5　2006　生活科学研究誌　Journal　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3630 Vol．6　2007　生活科学研究誌　Journal　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3631 Vol．2　2003　生活科学研究科年次報告　Annual　Report　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3632 Vol．4　2005　生活科学研究科年次報告　Annual　Report　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3633 Vol．5　2006　生活科学研究科年次報告　Annual　Report　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3634 Vol．6　2007　生活科学研究科年次報告　Annual　Report　of　Human　Life　Science 『生活科学研究誌』編集委員会

3635 大阪および日本の都市の歴史的発展　Symposium　on　Osaka　and　Japanese　Cities,　Historical　Perspectivess　2006年2月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3636 大阪市立大学学術情報総合センター紀要・情報学研究　Ｖｏｌ．5　平成15年度 大阪市立大学学術情報総合センター

3637 大阪市立大学学術情報総合センター紀要・情報学研究　Ｖｏｌ．6　平成16年度 大阪市立大学学術情報総合センター

3638 大阪市立大学学術情報総合センター紀要・情報学研究　Ｖｏｌ．7　平成17年度 大阪市立大学学術情報総合センター
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3639 大阪市立大学学術情報総合センター紀要・情報学研究　Ｖｏｌ．9　平成21年度 大阪市立大学学術情報総合センター

3640 大阪市立大学・ハンブルク大学　都市問題研究　第2回日独共同シンポジウム報告書　2005年2月 大阪市立大学大学院文学研究科プロジェクト研究会

3641 大阪市立大学大学院文学研究科　21世紀COEプログラム　「歴史遺産と都市文化創造」─世界から大阪へ─　2003年12月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3642 大阪市立大学大学院文学研究科　21世紀COEプログラム　歴史遺産と都市文化創造Ⅱ─世界から大阪へ─　2005年3月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3643 大阪市立大学大学院文学研究科　21世紀COEプログラム　歴史遺産と都市文化創造Ⅲ─世界から大阪へ─　2006年3月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3644 近代大阪の都市文化　文学研究科ＣＯＥ/重点研究共催シンポジウム報告書　2005年3月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3645 水の都市文化　文学研究科ＣＯＥ/重点研究共催シンポジウム報告書　2006年3月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3646 中国の王権と都市─比較史の観点から─　文学研究科ＣＯＥ/重点研究共催シンポジウム報告書　2007年3月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3647 文化資源としての宗教─中国の系譜と伝説　文学研究科COE/重点研究/科研費共催シンポジウム報告書　2007年3月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター・東洋史研究室

3648 都市とフィクション　大阪市立大学大学院文学研究科COE国際シンポジウム報告書 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3649 都市のフィクションと現実　大阪市立大学大学院文学研究科COE国際シンポジウム報告書　2005年2月 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

3650 平成11年度　道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）　一般交通量調査《大阪市域版》　平成13年3月 大阪市建設局土木部工務課工務係

3651 平成1７年度　道路交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）　一般交通量調査《大阪市域版》　平成19年4月 大阪市建設局土木部工務課
3652 大阪市土地開発公社　保存簿冊目録 大阪市土地開発公社
3653 天王寺大和川線資料（かわらばん等） 大阪市建設局道路部街路担当他

3654 天王寺大和川線整備計画検討会議　資料 大阪市建設局道路部街路課

3655 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例　駅前から放置自転車をなくし安全で快適な環境づくり 建設局管理部路政課
3656 自転車駐車場の附置義務について 建設局管理部自転車施策担当
3657 30　大阪市土地開発公社　平成16年度 大阪市土地開発公社
3658 大阪市土地開発公社　平成17年度 大阪市土地開発公社
3659 31　大阪市道路公社　平成16年度 大阪市道路公社
3660 大阪市道路公社　平成17年度 大阪市道路公社
3661 キタエリア　駐輪場 建設局管理部放置自転車対策担当

3662 大阪市における放置自転車対策について（昭和58年3月・平成6年1月）・自転車駐車場の有料化について（昭和62年3月） 大阪市自転車問題研究委員会・大阪市自転車駐車場有料化検討委員会

3663 市政モニター報告書　「放置自転車対策について」 大阪市建設局放置自転車対策担当・大阪市情報公開室広聴担当

3664 市政モニター報告書　「道路、橋、川、下水道に関する広報について」 大阪市建設局総務担当・大阪市情報公開室広聴担当

3665 大阪市立駐車場　指定管理者　事業計画書及び収支報告書（募集区分A・B・C・D）　平成22年度～26年度 建設局管理担当
3666 大阪市における放置自転車対策について　平成12年11月 第3次大阪市自転車問題研究委員会

3667 大阪市建設局主要事業報告集　平成17年3月 大阪市建設局主要事業報告集委員会

3668 大阪市建設局主要事業報告集　No．2　平成20年3月 大阪市建設局主要事業報告集委員会

3669 大阪市建設局主要事業報告集　No．3　平成23年3月 大阪市建設局主要事業報告集委員会

3670 平成20年度　大阪市建設局業務論文集　平成21年3月 大阪市建設局業務論文集編集委員会

3671 平成21年度　大阪市建設局業務論文集　平成22年3月 大阪市建設局業務論文集編集委員会

3672 平成22年度　大阪市建設局業務論文集　平成23年3月 大阪市建設局業務論文集編集委員会

3673 平成23年度　大阪市建設局業務論文集　平成24年3月 大阪市建設局業務論文集編集委員会

3674 大阪市建設局業務論文報告集　<第4巻>　全5冊　平成11年3月 大阪市建設局・㈶大阪市土木技術協会・㈶大阪市都市整備協会・㈶大阪市公園協会

3675 平成10年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3676 平成11年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3677 平成12年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3678 平成13年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
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3679 平成14年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3680 平成15年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3681 平成16年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3682 平成19年度　水防計画 大和川右岸水防事務組合
3683 平成10年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3684 平成11年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3685 平成12年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3686 平成13年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3687 平成14年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3688 平成16年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3689 平成17年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3690 平成18年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3691 平成19年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3692 平成20年度　水防計画 淀川右岸水防事務組合
3693 平成10年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3694 平成11年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3695 平成12年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3696 平成13年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3697 平成14年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3698 平成15年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3699 平成16年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3700 平成17年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3701 平成18年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3702 平成19年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3703 平成20年度　水防計画 淀川左岸水防事務組合
3704 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（南東平高津地区） 大阪市都市再開発局
3705 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（東地区） 大阪市都市再開発局
3706 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（此花地区） 大阪市都市再開発局
3707 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（都島地区） 大阪市都市再開発局
3708 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（大淀地区） 大阪市都市整備局
3709 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（福島地区） 大阪市都市整備局
3710 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（東成玉造地区） 大阪市都市整備局
3711 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（西成地区） 大阪市都市建設局
3712 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（浪速地区） 大阪市都市建設局
3713 甦えるわが町─戦災復興土地区画整理事業（北地区・西地区・西淀川大和田地区・東淀川十三地区・城東鴫野地区） 大阪市建設局
3714 甦えるわが町─天王寺地区戦災復興土地区画整理事業 大阪市建設局
3715 拓けゆくわが町─宅地造成土地区画整理事業（下新庄地区） 大阪市都市再開発局
3716 拓けゆくわが町─宅地造成土地区画整理事業（豊里西地区） 大阪市都市整備局
3717 拓けゆくわが町─宅地造成土地区画整理事業（豊里地区） 大阪市都市整備局
3718 夢舞大橋工事誌 大阪市建設局土木部橋梁課
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3719 ジーニス大阪事業誌　菅原町地区第一種市街化地再開発事業　平成15年9月 菅原町地区市街地再開発組合
3720 三国駅周辺地区土地区画整理事業誌 ㈶大阪市都市建設技術協会
3721 大阪市街地開発株式会社20年のあゆみ　History　of　20 大阪市街地開発㈱
3722 大阪地下街株式会社のあゆみ　創立20周年 大阪地下街㈱
3723 40周年を迎えて[この10年]　1986～1996 大阪地下街㈱
3724 50周年を迎えて　50th　Anniversary 大阪地下街㈱
3725 次代へつなぐ半世紀の記録　大正地区復興土地区画整理事業誌 大阪市建設局西部土地区画整理事務所

3726 21世紀への幕開け　岩崎橋土地区画整理事業 大阪市岩﨑橋土地区画整理組合

3727 港地区復興土地区画整理事業誌　HISTORY　of　THE　MINATO　DISTRICT　LAND　READJUSTMENT　PROJECT 大阪市建設局西部方面土地区画整理事務所

3728 東淀川東部第1地区土地区画整理事業誌 大阪市建設局東淀川東部土地区画整理事務所

3729 第2阪神国道西淀川土地区画整理事業　事業誌 大阪市都市整備局
3730 庭井土地区画整理事業誌 大阪市庭井土地区画整理組合
3731 加島地区土地区画整理事業誌 大阪市建設局茨田土地区画整理事務所

3732 茨田北地区土地区画整理事業誌　LAND　READJUTMENT　IN　THE　NORTHERN　MATTA　DISTRICT 大阪市建設局加島土地区画整理事務所

3733 大阪のまちづくり─土地区画整理事業─　平成2年4月1日 大阪市建設局
3734 大阪のまちづくり─土地区画整理事業─　平成5年4月1日 大阪市建設局
3735 大阪のまちづくり─土地区画整理事業─　平成12年3月31日 大阪市建設局
3736 地下都市への誘い　大阪駅前ダイヤモンド地区地下交通ネットワーク整備事業建設誌 大阪市街地開発㈱
3737 道のデザイン　アーバンロード・デザイン ㈶大阪市土木技術協会
3738 まちづくり活動支援制度　みんなでいっしょにつくるまち 大阪市建設局市街地整備本部推進部企画調査課

3739 淡路駅周辺地区土地区画整理事業　淡路駅周辺地区のまちづくり 淡路土地区画整理事務所
3740 平成17年度　土木工事代価表（内訳） 大阪市建設局
3741 土木工事共通仕様書・土木工事施工管理基準・土木請負工事必携・土木工事標準設計図表　平成19年11月　全4冊 ㈶大阪市下水道技術協会
3742 下水道施設工事　共通仕様書　第1編　共通編　平成18年11月 大阪市都市環境局
3743 下水道施設工事　共通仕様書　第2編　土木工事編　平成18年11月 大阪市都市環境局
3744 下水道施設工事　共通仕様書　第3編　機械・電気設備工事編　平成18年11月 大阪市都市環境局
3745 下水道施設工事　共通仕様書　第4編　建築機械・建築電気設備工事編　平成18年11月 大阪市都市環境局
3746 下水道施設工事　共通仕様書　土木工事関係資料集　平成18年11月 大阪市都市環境局
3747 平成15年度　下水処理場水質試験成績 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3748 平成16年度　下水処理場水質試験成績 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3749 平成17年度　下水処理場水質試験成績 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3750 平成18年度　下水処理場水質試験成績 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3751 平成19年度　下水処理場水質試験成績 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3752 写真でみる大阪市下水道　100年のあゆみ 大阪市下水道局
3753 大阪市下水道事業誌　（第一巻） ㈶大阪市下水道技術協会
3754 大阪市下水道事業誌　（第二巻） ㈶大阪市下水道技術協会
3755 大阪市下水道事業誌　（第三巻） ㈶大阪市下水道技術協会
3756 大阪市下水道技術協会20年誌 ㈶大阪市下水道技術協会
3757 大阪市の下水道　（1995～　　　　　　） 都市環境局下水道部・建設局下水道河川部

3758 SEWAGE　WORKS　in　OSAKA　CITY 建設局下水道河川部
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3759 下水処理場パンフレット 大阪市建設局
3760 大阪市下水道処理場及び抽水所主要機械設備概要　平成17年4月 大阪市都市環境局
3761 大阪市下水道処理場及び抽水所主要機械設備概要　平成18年4月 大阪市都市環境局
3762 大阪市下水道処理場及び抽水所主要機械設備概要　平成19年4月 大阪市建設局
3763 大阪市下水道処理場及び抽水所主要機械設備概要　平成20年4月 大阪市建設局
3764 大阪市下水道処理場及び抽水所主要機械設備概要　平成21年4月 大阪市建設局
3765 大阪市下水道処理場及び抽水所主要機械設備概要　平成22年4月 大阪市建設局
3766 下水道技術報告書　No．22　平成16年3月 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3767 下水道技術報告書　No．23　平成17年3月 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3768 下水道技術報告書　No．24　平成18年3月 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3769 下水道技術報告書　No．25　平成19年3月 大阪市都市環境局下水道部水質調査課

3770 下水道技術報告書　No．26　平成20年3月 大阪市建設局下水道河川部水質調査担当

3771 事業系ごみの適正区分・適正処理とごみ減量とリサイクルの促進のために 大阪市環境局環境施策部資源循環課

3772 わたしの町・きれいな大阪　大阪市の環境事業　平成11年度～ 大阪市環境局企画部広報担当
3773 英文パンフレット　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Management　In　Osaka　City ENVIRONMENTAL　MANAGEMENT　　BUREAU

3774 大阪市　地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕　平成23年3月 大阪市環境局環境施策部
3775 大阪市　環境基本計画 大阪市環境局環境施策部
3776 大阪市ヒートアイランド対策　推進計画　平成17年3月 大阪市環境局環境部地球環境課

3777 ヒートアイランド対策　取組事例集　平成21年3月 大阪市環境局企画部地球環境保全担当

3778 ヒートアイランド対策　取組事例集　平成22年3月 大阪市環境局環境施策部地球温暖化対策担当

3779 大阪市地球温暖化対策マニュアル・事業者のための『温室効果ガス排出削減計画』作成マニュアル　平成24年3月 大阪市環境局
3780 大阪市地球温暖化対策地域推進計画　平成14年8月 大阪市都市環境局環境部地球環境課

3781 ─第Ⅱ期─大阪市環境基本計画　概要版　平成15年2月 大阪市都市環境局環境部地球環境課

3782 ─第Ⅱ期─大阪市環境基本計画　後期（平成18年度～平成22年度）<概要>～環境先進都市大阪の実現をめざして～ 大阪市都市環境局環境部
3783 大阪市産業廃棄物処理計画　第4次（平成14年度～平成22年度）　平成15年3月 大阪市環境事業局
3784 大阪市産業廃棄物実態調査報告書　平成19年3月 大阪市環境事業局
3785 環境影響評価技術指針 大阪市
3786 環境影響評価技術指針　平成18年6月 大阪市
3787 環境基本計画の推進状況　《平成16年度報告》　平成18年度2月 大阪市都市環境局環境部地球環境課

3788 環境基本計画の推進状況　《平成17年度報告》　平成19年度3月 大阪市都市環境局環境部環境基本計画担当

3789 環境基本計画の推進状況　《平成18年度報告》　平成20年度3月 大阪市環境局企画部環境基本計画担当

3790 環境基本計画の推進状況　《平成20年度報告》　平成21年度10月 大阪市環境局企画部環境基本計画担当

3791 平成14年度　統計年報 大阪市環境事業局
3792 平成15年度　統計年報 大阪市環境事業局
3793 平成16年度　統計年報 大阪市環境事業局
3794 「ごみ減量推進のための具体的取組について」　答申　平成14年8月2日 大阪市廃棄物減量等推進審議会

3795 「一般廃棄物処理基本計画の基本的な考え方について」　答申　平成17年8月4日 大阪市廃棄物減量等推進審議会

3796 大阪市一般廃棄物処理基本計画　”なにわ”ともあれ　ごみ減量は「上方（かみがた）」から　平成18年2月 大阪市
3797 大阪市産業廃棄物処理業者名簿　（平成20年12月末日現在） 大阪市環境局事業部産業廃棄物規制担当

3798 大阪市産業廃棄物処理業者名簿　（平成21年12月末日現在） 大阪市環境局事業部産業廃棄物処理業担当
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3799 大阪市産業廃棄物処理業者名簿　（平成22年12月末日現在） 大阪市環境局
3800 平成16年度　事務事業概要 大阪市都市環境局
3801 平成18年度　公共用水域及び地下水の水質測定結果　（平成18年4月～平成19年3月） 大阪市環境局環境保全部土壌水質担当

3802 大阪市環境事業局事業概要　平成11-14年度 大阪市環境事業局
3803 大阪市環境事業局事業概要　平成15-18年度 大阪市環境事業局
3804 環境レポート　2000～ 環境局（旧都市環境局地球環境課）

3805 かんきょう読本　【大阪市環境白書概要版】　平成16年版～ 大阪市環境局環境施策部環境計画担当

3806 大阪市内　地盤沈下・地下水位観測結果報告書　平成16年3月～平成22年3月 大阪市環境局環境保全部
3807 大阪市内　地盤沈下・地下水位観測結果報告書　平成23年3月 大阪市環境局環境保全部
3808 大阪市内　地盤沈下・地下水位観測結果報告書　平成24年3月 大阪市環境局環境管理部
3809 平成24年2月　市政モニター報告書　「大阪市の環境施策について」 大阪市環境局環境計画課・大阪市情報公開室広聴担当

3810 GEC　NEWS　LETTER　（英語版）　地球環境センター　1997年4月　No．5～ the Global　Environment　Centre　Foundation

3811 GEC　NEWS　LETTER　地球環境センター　1993年2月　No．1～ ㈶地球環境センター
3812 地球環境センター　年次報告　旧アニュアル・レポート　2004年度～ ㈶地球環境センター
3813 地球環境センター　アニュアル・レポート　（英語版）　2003年度～ the Global　Environment　Centre　Foundation

3814 水準測量成果表　平成15年度～ 大阪市環境局環境保全部
3815 大阪市水準測量台帳　昭和59年3月 大阪市環境保健局環境部
3816 いにちのうた 大阪市環境保健局
3817 平成14年度　瀬戸内海の環境保全　[資料集] ㈳瀬戸内海環境保全協会
3818 30周年記念誌 大阪地盤沈下総合対策協議会・大阪市環境保健局環境部

3819 大気寛容なれども　環境変化の理解に向けて ㈶地球環境センター
3820 保存版　粗大ごみ収集申し込みの手引き（点字版）　平成18年10月2日～（有料化） 環境事業局
3821 なちゅらる　環境学習センター情報紙　平成16年4月～平成21年3月 大阪市立環境学習センター
3822 なちゅらる　環境学習センター情報紙　平成21年4月～ 大阪市立環境学習センター
3823 QUALITY　OF　ENVIRONMENT　IN　OSAKA　CITY　1999 都市環境局環境情報課
3824 私たちの地球　Our　Planet　青少年のための国連環境計画発行誌　TUNZA ㈶地球環境センター（UNEP機関紙）

3825 大阪市浮遊粒子状物質対策推進計画　平成15年6月 都市環境局大気騒音課
3826 平成10年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市環境情報センター
3827 平成11年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市環境保健局環境部環境情報課

3828 平成12年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3829 平成13年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3830 平成14年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3831 平成15年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3832 平成16年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3833 平成17年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報担当

3834 平成18年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市環境局環境保全部環境管理担当

3835 平成19年度　大気汚染濃度測定結果 大阪市環境局環境保全部環境管理担当

3836 平成10年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市環境情報センター
3837 平成11年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市環境保健局環境部環境情報課

3838 平成12年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課
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3839 平成13年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3840 平成14年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3841 平成15年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3842 平成16年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3843 平成17年度　大阪市内公共用水域水質測定結果 大阪市都市環境局環境部環境情報担当

3844 大阪市環境白書　平成10年版 大阪市環境保健局環境部環境管理課

3845 大阪市環境白書　平成11年版 大阪市環境保健局環境部環境管理課

3846 大阪市環境白書　平成12年版 大阪市環境保健局環境部環境情報課

3847 大阪市環境白書　平成13年版 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3848 大阪市環境白書　平成14年版 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3849 大阪市環境白書　平成15年版 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3850 大阪市環境白書　平成16年版 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3851 大阪市環境白書　平成17年版 大阪市都市環境局環境部環境情報課

3852 大阪市環境白書　平成18年版 大阪市都市環境局環境部環境活動推進担当

3853 大阪市環境白書　平成19年版 大阪市都市環境局企画部地球環境保全担当

3854 大阪市環境白書　平成20年版 大阪市都市環境局企画部地球環境保全担当

3855 大阪市環境白書　平成21年版 大阪市環境局環境施策部環境計画担当

3856 大阪市環境白書　平成22年版 大阪市環境局環境施策部環境計画担当

3857 大阪市環境白書　平成23年版 大阪市環境局環境施策部環境計画担当

3858 大阪市環境白書　平成24年版 大阪市環境局環境施策部環境施策課

3859 大阪における自動車公害対策の歩み（その28）　平成10年11月 大阪自動車公害対策推進会議
3860 大阪における自動車公害対策の歩み　平成11年版 大阪自動車公害対策推進会議
3861 大阪における自動車公害対策の歩み　平成12年版 大阪自動車公害対策推進会議
3862 大阪における自動車公害対策の歩み　平成13年版 大阪自動車公害対策推進会議
3863 大阪における自動車公害対策の歩み　平成14年版 大阪自動車公害対策推進会議
3864 大阪における自動車公害対策の歩み　平成15年版 大阪自動車公害対策推進会議
3865 大阪における自動車公害対策の歩み　平成16年版 大阪自動車公害対策推進会議
3866 大阪における自動車公害対策の歩み　平成17年版 大阪自動車環境対策推進会議
3867 大阪における自動車公害対策の歩み　平成18年版 大阪自動車環境対策推進会議
3868 21世紀に向けて快適な環境づくりをめざす─財団法人大阪市環境事業協会─設立10周年記念誌─ ㈶大阪市環境事業協会
3869 大阪市自動車交通環境計画　平成19年2月 大阪市都市環境局環境部（交通環境担当）

3870 大阪都市計画都市高速鉄道西大阪延伸線に係る環境影響評価書　平成14年11月 大阪市
3871 西淀川区役所　ファイル 西淀川区役所
3872 保存版　区民発！にしよどがわ　ガイドブック　2008 大阪市西淀川区役所区民企画担当

3873 みんなの大野川緑陰道路　平成20年3月 大阪市西淀川区役所区民企画担当・大阪市西淀川区保健福祉センター支援運営担当

3874 西淀川区の現状・資料集 西淀川区役所
3875 西淀川区の資料（その他） 西淀川区役所
3876 【点字版】　平成23年度各種検診のお知らせ（保存版） 西淀川区役所
3877 西淀川区保健福祉センター事業報告　平成15年度～ 大阪市西淀川区保健福祉センター

3878 浪速区役所　ファイル 浪速区役所
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3879 61 浪速区役所　パンフレット・リーフレット類　平成19年度～ 浪速区役所
3880 「補償」から「建設」へ（部落解放の取り組みの新たな展開） 浪速区人権啓発推進協議会
3881 定住外国人問題と地方参政権 浪速区人権啓発推進協議会
3882 暮らしの中の人権を考える 浪速区人権問題懇話会
3883 ｢水平の心をいま」─取材をとおして思うこと─ 浪速区人権問題懇話会
3884 『しあわせをを築くために』─人権問題と私たちの生活─ 浪速区人権問題懇話会
3885 豊かな心・思いやりのある心を求めて 浪速区人権問題懇話会
3886 今、わたしたちがやるべきことは 浪速区人権問題懇話会
3887 古代から現在をみる 浪速区人権問題懇話会
3888 今だからこそ大切にしたいこと 浪速区人権問題懇話会
3889 人権週間を迎えて─国際化を考えるとき─ 浪速区人権問題懇話会
3890 人権週間に考える 浪速区人権問題懇話会
3891 人権を考える　「同和審答申20周年にあたり」 浪速区人権問題懇話会
3892 「身元調査規制条例」と私たちのくらし 浪速区人権問題懇話会
3893 「障害者と私たち」─国際障害者年と地域社会─ 浪速区人権問題懇話会
3894 差別事件と啓発活動　大波橋差別落書事件から10年をふりかえって 大波橋差別落書事件10周年事業実行委員会

3895 創立100周年記念　私たちの町　立葉 大阪市立立葉小学校
3896 創立百周年・校舎竣工記念誌　立葉 大阪市立立葉小学校創立百周年・校舎竣工記念事業委員会

3897 よき日をめざして　'93なにわ人権展記念誌　　人・愛・ふれあいプラザ 浪速・西・港・大正地域人権展実行委員会

3898 平成18年のまとめ　地域保健活動　事業概要─平成19年11月─ 大阪市浪速区保健福祉ｾﾝﾀｰ
3899 平成17年のまとめ　地域保健活動　事業概要─平成18年10月─ 大阪市浪速区保健福祉ｾﾝﾀｰ
3900 平成16年のまとめ　地域保健活動　事業概要─平成17年10月─ 大阪市浪速区保健福祉ｾﾝﾀｰ
3901 天王寺区役所　ファイル 天王寺区役所
3902 59　天王寺区役所　パンフレット・リーフレット類　平成19年度 天王寺区役所
3903 『わがまち天王寺』の文化財 天王寺区役所
3904 わがまち天王寺　天王寺区役所新庁舎竣工記念/天王寺区制創設70周年記念 天王寺区役所
3905 天王寺　天王寺区創設80周年記念 天王寺区創設80周年記念事業実行委員会

3906 平成18年度　事業概要 大阪市天王寺区保健福祉センター

3907 平成17年度　事業概要 大阪市天王寺区保健福祉センター

3908 新校舎竣工・創立30周年　高津　記念誌 大阪市立高津中学校校舎竣工・創立30周年記念式典推進委員会

3909 天王寺第二商業高等学校　創立五十周年記念誌 大阪市立天王寺第二商業高等学校

3910 五条　創立70周年記念誌 大阪市立五条小学校70周年記念事業委員会

3911 創立七十周年記念誌　天商 大阪市立天王寺商業高等学校

3912 てんのうじ　再発見セミナー　平成10年春発行 大阪市天王寺区役所企画総務課

3913 てんのうじ　再発見セミナー　平成11年春発行 大阪市天王寺区役所企画総務課

3914 大正区役所　ファイル 大正区役所
3915 58　大正区役所　パンフレット・リーフレット類　平成19年度～ 大正区役所
3916 【点字版】　平成23年度保健福祉センターからのお知らせ（保存版） 大正区役所
3917 大正区制施行70周年記念誌　わがまち大正 大正区制施行70周年記念事業実行委員会

3918 区制60周年記念誌　わがまち大正 大正区制施行60周年記念事業委員会



平成25年１月21日現在

3919 わがまち大正 大正区役所
3920 つるまち　鶴町小学校創立60周年・鶴浜小学校開校記念誌 大阪市立鶴町小学校創立60周年・鶴浜小学校開校記念委員会

3921 JR大正北側地区まちづくり調査研究業務　報告書　平成11年3月 JR大正駅北東地区まちづくり研究会設立発起人会

3922 大正区まちづくり住民意識アンケート　報告書　平成11年3月 大阪市大正区役所
3923 大正区まちづくりレポート　21世紀に向けて　平成13年3月 大阪市大正区役所企画総務課
3924 78年の足跡　大阪市立泉尾第二工業高等学校 大阪市立泉尾第二工業高等学校

3925 北恩加島　60年のあゆみ 大阪市立北恩加島小学校創立60周年記念事業委員会

3926 東成区役所　ファイル 東成区役所
3927 地域保健事業の概要　平成16年版 大阪市東成区保健福祉センター

3928 東成区の現況　自平成6年～ 東成区役所
3929 はばたく街─結成50周年記念誌─ 東成区商店街連盟連合会
3930 創立25周年記念誌　めぐみ 東成区食品衛生推進委員会
3931 創立百周年記念　学校要覧　神路 大阪市立神路小学校
3932 北中道　校舎改築落成　創立60周年記念誌　1981．10．3 大阪市立北中道小学校校舎建設協力委員会

3933 はいがしなり　みつめよう我がふるさと 東成区役所企画総務課広聴企画係

3934 大阪市制100周年記念　ひがしなり　みつめよう我がふるさと 大阪市制100周年記念事業東成区推進委員会・暗越奈良街道史跡顕彰実行委員会

3935 東成区の昨日・今日・明日 大阪市東成区役所総務課企画調査係

3936 いきいき東成　ガイドブック　2000年（平成12年）3月 東成区役所企画総務課
3937 東成区の芸能文化ガイドブック　平成20（2008）年3月 大阪市東成区役所
3938 東成区生涯学習推進計画　平成13年（2001年）3月 東成区生涯学習推進本部・大阪市東成区役所

3939 ふれあい手帖　平成7年9月 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

3940 ふれあい手帖　平成6年9月 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

3941 高齢者サービスガイド 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

3942 東淀川区役所　ファイル 東淀川区役所
3943 東淀川区のまちづくりに関する意識調査報告書 東淀川区役所
3944 ひがしよどがわく　子ども新聞 東淀川区役所区民企画室
3945 【点字版】平成23年度　各種検診のお知らせ（保存版） 東淀川区役所
3946 ～瑞光寺の～　くじら橋 東淀川区役所・㈶東淀川区コミュニティ協会

3947 さかまきじぞう 東淀川区役所・㈶東淀川区コミュニティ協会

3948 たぬきのおんがえし　～瑞松寺の吸出しぐすり～ 東淀川区役所・㈶東淀川区コミュニティ協会

3949 東淀川区生涯学習ガイドブック（改訂版）　平成18年10月 東淀川区生涯学習推進会議
3950 東淀川区生涯学習ガイドブック　平成17年3月 東淀川区生涯学習推進本部
3951 いきいきふれあい　東淀川区まちづくりレポート 東淀川区役所企画総務課
3952 東淀川区震災対策のついての区民アンケート調査　平成7年10月 東淀川区役所総務課
3953 事業概要　（地域保健）　平成17年度のまとめ 東淀川区保健福祉センター
3954 東淀川区青年アンケート調査　報告書　平成4年8月 東淀川区役所総務課
3955 私が選んだ東淀川100選 市制100周年記念事業東淀川区委員会

3956 大隅西　開校記念　1981.10.24 大阪市立大隅西小学校
3957 創立10周年記念　東井高野　昭和59.10.13 大阪市立東井高野小学校・大阪市立東井高野小学校PTA

3958 平成元年度　創立40周年記念　東淀川区地域振興会大会・東淀川区赤十字奉仕団大会 東淀川区地域振興会・東淀川区赤十字奉仕団
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3959 中島中学校創立30周年記念　むくの木 創立三十周年記念事業委員会
3960 創立30周年ならびに講堂兼体育館竣工記念　こまつ 大阪市立小松小学校
3961 創立十周年記念誌　十年のあゆみ 大阪市立井高野中学校
3962 創立十周年記念　東いたかの 大阪市立東井高野小学校
3963 東淀川区周年記念　ぶら～り　東淀川百選ウォーク　ガイドブック 東淀川区役所区民企画室
3964 郷土の人物再発見 ㈶東淀川区コミュニティ協会
3965 なにわの人物・再発見 東淀川区役所区民企画室企画振興係・㈶東淀川区コミュニティ協会

3966 東淀川区　わがまちの学校 東淀川区役所企画総務課
3967 淀川区役所　ファイル 淀川区役所
3968 64　淀川区役所　パンフレット・リーフレット類　平成19年度～ 淀川区役所
3969 ヒューマンライト（ヒューマン・ハート） 淀川区人権啓発推進協議会
3970 淀川区まちづくりレポート　Yodogawa 淀川区役所企画総務課
3971 新・北野中学校区　わがまちビジョン　平成20年3月 新北野中学校区わがまち会議
3972 十三中学校区　わがまちビジョン　平成20年3月 十三中学校区わがまち会議
3973 あゆみ　創立30周年記念誌 大阪市立田川幼稚園創立30周年記念事業委員会

3974 証言　─差別のない淀川区をめざして─ 淀川区差別落書き対策会議
3975 ようこそ　よどがわ　WELCOME　TO　YODOGAWA 淀川区役所総務課
3976 OSAKA咲AKASO　人咲かそ　街咲かそ　夢咲かそ　わがまち淀川区今むかし 淀川区役所・㈶淀川区コミュニティ協会

3977 鶴見区役所　ファイル 鶴見区役所
3978 つるみのミ　鶴見区民情報ネットワーク誌　創刊号（平成7年10月）～ 鶴見区役所
3979 鶴見区十年のあゆみ 鶴見区制10周年記念事業実行委員会

3980 鶴見区制30周年記念誌　鶴見区30のあゆみ 鶴見区制30周年・鶴見区民センター竣工記念事業実行委員会

3981 わがまちつるみ　─数字で見る区民生活─ 鶴見区役所企画総務課
3982 わがまちつるみ　─数字で見る区民生活（Ⅱ）─ 鶴見区役所企画総務課
3983 30年のあゆみ 大阪市鶴見区学校保健協議会
3984 二十周年記念誌　1983 大阪市立鶴見商業高等学校
3985 鶴見区の高齢社会対策10年の歩み 鶴見区高齢者サービス調整チーム委員会

3986 保健事業概要（平成20年度のまとめ） 鶴見区保健福祉センター
3987 鶴見区まちづくりレポート　癒しの郷・おおさかつるみ　2001年3月 鶴見区役所企画総務課
3988 鶴見区民の「まちづくり」についての意識調査　報告書　平成8年度 鶴見区役所
3989 平成16年度　保健事業の概要　平成17年10月 鶴見区保健福祉センター
3990 鶴見区幼稚園・保育所・保育園ガイド　保存版 鶴見区役所・鶴見区保健福祉センター

3991 鶴見区　子育てガイドブック～応援します　つるみっ子～（ガイドマップ付き） 鶴見区役所・鶴見区保健福祉センター

3992 鶴見区　子育てガイドブック～応援します　つるみっ子～（ガイドマップ付き） 鶴見区役所・鶴見区保健福祉センター

3993 城東区役所　ファイル 城東区役所
3994 69　城東区役所　パンフレット・リーフレット類　平成20年度 城東区役所
3995 69　城東区役所　パンフレット・リーフレット類　平成21年度～ 城東区役所
3996 区社協35年のあゆみ・法人化10周年記念 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

3997 足跡をふり返って　設立40周年記念　法人化」15周年記念 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会

3998 45年のあゆみ　設立45周年記念　法人化20周年記念 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会
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3999 城東区50年のあゆみ 城東区制五十周年記念事業実行委員会

4000 城東区制50周年　わがまち城東区─この1年をふり返って─ 城東区制50周年記念事業実行委員会・城東区役所


