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1 奈良県の地場産業 1987 1 県関係機関
(財)奈良県広域地場
産業振興センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12

2 医薬品副作用情報　№111-№120 1993 9 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/11/29
3 奈良県文化振興ビジョン 1993 9 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  1993/11/29

4
（第225回定例県議会提出）平成5年度一般会計特別
会計補正予算案その他 1993 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1993/12/22

5
（第225回定例県議会提出）平成5年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書 1993 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/12/22

6 奈良県薬事年報　VOL.42　平成5年11月 1993 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/12/22

7 独身勤労者意識調査報告書 1987 2 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 生活文化 生活文化一般

奈良県中小企業
情報センター 1993/12/22

8 今、「ふるさと大和」の限りない発展をめざして 1988 2 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 生活文化 生活文化一般

奈良県中小企業
情報センター 1993/12/22

9 奈良県年齢別人口　製本　平成5年～平成10年 1993 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  1993/12/22

10 奈良県歳入歳出決算報告書　平成4年度 1993 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1993/12/22
11 市町村決算状況の概要　平成3年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1994/1/11
12 衛生統計年報　製本　昭和62年～63年 1987 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1994/1/19
13 衛生統計年報　製本　平成元年～2年 1989 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1994/1/19

14
昭和62年～平成元年工業統計調査結果報告書　製
本  総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業

工業統計調査・工業実
態基本調査  1994/1/19

15 市町村税政の概要　製本　昭和59年度～60年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19
16 市町村税政の概要　製本　昭和61年度～62年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19
17 市町村税政の概要　製本　昭和63年度～平成元年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19
18 市町村税政の概要　製本　平成2年度～3年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19

19
（第222回定例県議会提出）平成5年度一般会計特別
会計予算に関する説明書  3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1994/1/22

20 奈良県立商科大学研究季報　第2巻第2号 1991 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
21 奈良県立商科大学研究季報　第2巻第3号 1991 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
22 奈良県立商科大学研究季報　第2巻第4号 1992 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
23 奈良県立商科大学研究季報　第3巻第1-3合併号 1992 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
24 奈良県立商科大学研究季報　第3巻第4号 1993 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
25 奈良県立商科大学研究季報　第4巻第1号 1993 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
26 奈良県立商科大学研究季報　第4巻第2号 1993 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3
27 なら・半日交通圏道路網構想 1993 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  1994/2/3
28 高齢化社会にむけて（高齢化対策事業関連事例集） 1991 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1994/2/3

29 市町村別鳥獣生息状況調査結果報告書 1983 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 環境 自然保護  1994/3/27

30 事業概要　平成5年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1994/4/22

31 人材確保実態調査及び就職に対する意識調査 1994 2 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 労働 労働一般

奈良県中小企業
情報センター 1994/4/22

32 統計おもしろ手帳（こんにちわ　統計課です）vol.2 1994 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  1994/4/22

33
大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木
津川森林計画区） 1994 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/4/22

34
北山・十津川地域森林計画の一部変更書（北山・十
津川森林計画区） 1994 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/4/22

35 吉野地域森林計画書（吉野森林計画区） 1994 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/4/22
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36
同和問題の解決をめざして（№13　幸せの扉をあけて
してみませんか） 1993 3

文化・教育・くらし創造
部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/4/27

37
実りあるデザイン　'93（平成4年度新商品開発能力育
成事業の概要） 1993 5 県関係機関

(財)奈良県広域地場
産業振興センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/4/27

38
実りあるデザイン　'94（平成5年度新商品開発能力育
成事業の概要） 1994 県関係機関

(財)奈良県広域地場
産業振興センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/4/27

39
「ユネスコ・シルクロード海洋ルート調査」奈良国際シ
ンポジウム’９１ 1993 3 県関係機関

(財)なら・シルクロード
博記念国際交流財団 行政資料 生活文化 国際交流  1994/4/27

40 視聴覚教材総目録　1993  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1994/5/11

41
逞しく未来を構想する県政（厳しさの中の積極型・平
成6年度予算） 1994 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1994/5/19

42 奈良県橿原文化会館利用実績（昭和63年度～平成5  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/5/20
43 第227回定例県議会提出議案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1994/5/20

44 奈良県勢要覧　1994 1994 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  1994/5/28

45 自動車税　自動車取得税のしおり　平成6年度版 1994 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1994/6/4
46 学校経営計画　平成6年度 1994 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 県立高等養護学 1994/6/4

47 学校経営計画　平成6年度 1994 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 学校教育

県立田原本農業
高等学校 1994/6/4

48 林業試験場概要　平成6年度 1994 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1994/6/12

49 ボランティア等社会参加活動推進のための基本方針 1994 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/6/16
50 学校経営計画　平成5年度 1993 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 県立北和女子高 1994/6/18
51 平成6年3月　第226回定例奈良県議会会議録　製本 1994 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1994/6/22
52 同和対策事務必携　平成6年度 1994 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/6/23

53
奈良県結核対策特別推進事業予防可能例調査報告
書　平成5年度 1993 3 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  1994/6/23

54 利用の手引 1994 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

県立青少年野外
活動センター 1994/6/23

55 奈良県歳入歳出決算報告書　昭和63年度 1989 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1994/6/24
56 奈良県教育　第83集　第850号 1994 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1994/6/28
57 農業改良普及指導計画　平成6年度 1994 4 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29
58 農業及び生活改良普及指導計画　平成6年度 1994 食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29
59 農業及び生活改良普及指導計画書　平成6年度 1994 食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29
60 農業及び生活改良普及指導計画書　平成６年度 1994 食と農の振興部 南部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29

61 合併処理浄化槽補助事業にかかる事務処理要項  
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 保健衛生 環境衛生  1994/7/14

62 同和問題関係史年表  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/7/14

63 県民総スポーツ運動の推進　平成6年度 1994 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1994/7/19

64 奈良公園  県土マネジメント部 奈良公園管理事務所 行政資料 環境 自然保護  1994/7/19

65 奈良県100年（記念事業報告書） 1989 3 総務部 総合政策課 行政資料 総記
歴史・年表・県史・市長
村史  1994/7/19

66 女性教育の施策の現状 1993 2 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 1994/7/19

67
医療情報システムの業務概要（患者数年報収録）平
成元年度 1990 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  1994/7/19

68 「私の提言」明るく活力ある長寿社会づくり 1994 1 県関係機関
(財)奈良県長寿社会
推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1994/7/20
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69 奈良（新しい発見と感動のために） 1992 1
産業・観光・雇用振興
部

観光交流局文化観光
課 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション

奈良地方修学旅
行受入対策委員 1994/7/20

70 大和川地域森林計画書 1989 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/7/24

71
「ＮＡＰ21」（奈良県農業振興計画）の策定に関する調
査研究報告書 1990 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般

㈱地域計画研究
所 1994/7/24

72 奈良県観光キャンペーン事業実績報告書 1986 11
産業・観光・雇用振興
部

観光交流局文化観光
課 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション  1994/7/26

73 奈良県産業廃棄物実態調査報告書 1989 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1994/7/26

74 農業改良資金関係法令通達集 1993 4 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1994/8/2
75 土木行政の概要　平成6年度 1994 7 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1994/8/3
76 登校しにくい児童生徒の理解と援助に向けて 1993 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1994/8/3

77
ごみ減量化・再資源化基本構想策定調査報告書（概
要版） 1993 3

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1994/8/5

78
なら・まなびのステーション（奈良県生涯学習施設ガイ
ドブック） 1994 7 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1994/8/9

79
同和問題の解決をめざして（№8　仕事をみつめて）指
導者用手引  

文化・教育・くらし創造
部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/8/10

80 奈良県推計人口年報　平成5年～平成10年 1994 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  1993/1/12

81
トレイ（受け皿）の回収とリサイクルに関するアンケー
ト調査集計結果 1993 12

文化・教育・くらし創造
部 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活

奈良県消費生活
学校連絡協議会 1994/8/11

82 キックオフ 1994 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/8/13
83 奈良県立商科大学研究季報　第4巻第4号 1994 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/8/13

84 業務報告　平成5年度 1994 7
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1994/8/13

85 学校基本数一覧表　平成6年度 1994 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1994/8/24
86 学校基本調査結果速報　平成6年度 1994 8 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化  1994/8/24
87 ボランティア活動紹介写真集（いい顔いっぱい） 1994 6 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/8/31
88 献血事業の現況　平成5年10月 1993 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1994/8/31
89 事業概要　平成6年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1994/9/9
90 奈良県教育　第83集　第851号 1994 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1994/9/16

91
（第226回定例県議会提出）平成6年度一般会計特別
会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1994/9/21

92 平成6年6月　第227回定例奈良県議会会議録　製本 1994 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1994/9/21
93 行啓誌 1994 8 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  1994/10/22
94 職員の給与等に関する報告及び勧告（平成6年10月） 1994 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1994/10/22
95 第Ⅲ期まほろば未来塾ファイナル・レポート 1994 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1994/10/22

96
国際識字年の推進にあたって（奈良県国際識字年推
進計画） 1994 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 教育一般  1994/11/9

97 同和対策の概要　平成6年版 1994 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/11/25
98 平成6年9月　第228回定例奈良県議会会議録　製本 1994 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1994/12/9
99 奈良県下水処理総合基本構想 1994 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道  1994/12/9

100 奈良県薬事年報　VOL.43　平成6年10月 1994 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1994/12/9
101 ストップザ・悪徳商法  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1994/12/15
102 同和対策の概要　平成4年9月 1992 9 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/12/15
103 奈良県小学校体育教材事例集 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1994/12/15
104 奈良県女性行動計画　修正版 1993 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1994/12/17
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105 奈良県スポーツ医・科学報告書（第4集）平成5年度 1994 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1994/12/20

106 薬草のしおり 1988 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1994/12/20
107 農業委員会職員・農地主事合同研修会資料　平成5 1993 6 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1994/12/20

108 研究紀要　平成4年度 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション

奈良県スポーツ主
事会 1994/12/20

109 業務概要　平成6年度 1994 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  1993/9/14
110 土地利用動向調査　平成4年度 1992 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1994/12/25
111 土地利用動向調査　平成5年度 1993 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1994/12/25
112 やすらぎとロマンの水辺景観整備計画 1993 3 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  1995/1/12

113
青少年教育関係資料Ⅰ（主要法令・通知・通達・施
策・答申・建議・条例等） 1994 1 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 1995/1/16

114 奈良県歳入歳出決算報告書　平成5年度 1994 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/1/24
115 奈良県都市計画地方審議会100回のあゆみ 1994 12 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1995/1/24
116 かつらぎ50（地域保健の推移） 1994 10 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1995/3/1
117 平成6年12月 第229回定例奈良県議会会議録　製本 1995 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/3/22
118 奈良県立商科大学研究季報　第5巻第1号 1994 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29
119 奈良県立商科大学研究季報　第5巻第2号 1994 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29
120 奈良県立商科大学研究季報　第5巻第3号 1994 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29
121 奈良県立商科大学研究季報　第5巻第4号 1995 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29

122 研究紀要　平成5年度 1994 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション

奈良県スポーツ主
事会 1995/4/9

123 奈良県推計人口年報　平成6年10月1日現在 1995 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  1995/4/11

124 奈良県の社会教育（資料編）平成6年度 1994 12 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/4/15

125
高齢化社会とシルバーサービス（奈良県におけるシ
ルバーサービスのあり方） 1993 11 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/4/21

126 高齢者にやさしい住まいづくり 1993 12 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/4/21
127 奈良県ふぐ図鑑 1989 4 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 食品衛生  1995/4/25

128 軽スポーツガイドブック 1989 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1995/4/27

129 奈良県教育　第78集　第837号 1989 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27
130 奈良県教育　第78集　第839号 1990 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27
131 奈良県教育　第80集　第843号 1991 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27
132 奈良県教育　第79集　第840号 1990 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27
133 奈良県教育　第79集　第841号 1991 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27
134 奈良県教育　第79集　第842号 1991 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27
135 寝たきり予防の日常生活（寝たきりゼロをめざして）  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/4/27
136 覚せい剤・シンナー乱用の恐ろしさ 1989 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/4/27
137 奈良県公報　製本　平成元年1月から3月 1989 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
138 奈良県公報　製本　平成元年4月から6月 1989 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
139 奈良県公報　製本　平成元年7月から9月 1989 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
140 奈良県公報　製本　平成元年10月から12月 1989 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
141 奈良県公報　製本　平成2年1月から3月 1990 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
142 奈良県公報　製本　平成2年4月から6月 1990 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
143 奈良県公報　製本　平成2年7月から9月 1990 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
144 奈良県公報　製本　平成2年10月から12月 1990 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
145 奈良県公報　製本　平成3年1月から3月 1991 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
146 奈良県公報　製本　平成3年4月から6月 1991 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
147 奈良県公報　製本　平成3年7月から9月 1991 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
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148 奈良県公報　製本　平成3年10月から12月 1991 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
149 奈良県公報　製本　平成4年1月から3月 1992 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
150 奈良県公報　製本　平成4年4月から6月 1992 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
151 奈良県公報　製本　平成4年7月から9月 1992 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
152 奈良県公報　製本　平成4年10月から12月 1992 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
153 奈良県公報　製本　平成5年1月から3月 1993 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
154 奈良県公報　製本　平成5年4月から6月 1993 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
155 奈良県公報　製本　平成5年7月から9月 1993 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
156 奈良県公報　製本　平成5年10月から12月 1993 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30
157 奈良県公報　製本　平成6年1月から3月 1994 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30

158 統計レポート　製本　昭和62年度 1987 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/4/30

159 統計レポート　製本　平成5年度 1993 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/4/30

160 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針 1994 2 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/5/9
161 「医薬分業に関するアンケート」住民意識調査結果報 1995 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/5/17

162
奈良県の商業－卸売・小売業－（平成6年奈良県商
業統計調査結果報告書）　平成6年 1995 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  1995/5/17

163 下水道事業の概要　平成5年度  県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道  1995/5/17

164 奈良県勢要覧　1995 1995 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  1995/5/20

165 平成7年度政府予算編成に関する要望書（建設省都 1994 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  
166 環境衛生年報　平成5年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1995/5/28
167 平成7年2月　第230回定例奈良県議会会議録　製本 1995 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/5/28

168 統計レポート　製本　昭和63年度 1988 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6

169 統計レポート　製本　平成元年度 1989 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6

170 統計レポート　製本　平成2年度 1990 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6

171 統計レポート　製本　平成3年度 1991 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6

172 統計レポート　製本　平成4年度 1992 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6

173 県民総スポーツ運動の推進　平成7年度 1995 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1995/6/6

174
アントニ・ガウディ展（世界建築博覧会第2回プレイベ
ントトリエンナーレ奈良'95） 1995 5 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/6/8

175
現代建築家展Ⅱ（世界建築博覧会第2回プレイベント
トリエンナーレ奈良'95） 1995 5 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/6/8

176 未来に安心と輝きを求めて（平成7年度「春蕾予算」） 1995 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/6/15
177 要覧　1995（平成6年度図書館年報） 1995 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館 1995/6/16
178 奈良県新総合計画（世界に光る奈良県づくり） 1995 3 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/6/20
179 生涯学習番組ガイド　平成7年度  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1995/7/4

180 婦人相談の概要（平成6年度婦人相談状況） 1995 4
文化・教育・くらし創造
部

中央こども家庭相談セ
ンター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1995/7/4

181
同和地区実態把握等調査（生活実態及び意識調査）
報告書　平成5年度 1995 3

文化・教育・くらし創造
部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/4

182 土木行政の概要　平成7年度 1995 5 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1995/7/4
183 同和地区実態把握等調査（生活実態）統計表　平成5 1995 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/4
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184 同和地区実態把握等調査（意識調査）統計表　平成5 1995 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/4
185 世界に光る奈良へ（奈良県政グラフ）  3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  1995/7/4
186 奈良県新総合計画（概要版） 1995 4 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/4

187 関西国際空港開港に伴う影響調査 1995 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料

交通・運輸・
通信 交通

奈良県中小企業
情報センター 1995/7/4

188 クレジットカードの利用実態調査報告書 1995 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1995/7/4
189 奈良県伝統産業技術保存記録（奈良墨）平成6年度 1995 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/6

190 福利厚生実態調査　平成6年度 1995 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 労働 勤労者福祉

奈良県中小企業
情報センター 1995/7/6

191 県内企業業種別動向調査報告書（平成7年3月） 1995 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業

奈良県中小企業
情報センター 1995/7/6

192 奈良県教育総合計画 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/7/13
193 奈良県教育総合計画　概要版 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/7/13

194
奈良県伝統産業技術保存記録（奈良人形一刀彫）平
成5年度 1995 3

産業・観光・雇用振興
部 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/13

195 奈良県伝統的工芸品  産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/13
196 同和対策事務必携　平成7年度 1995 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/13
197 歴史街道構想を活かした奈良県づくり  総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/14
198 奈良県生涯学習に関する意識調査報告書 1994 3 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/7/14
199 市町村決算状況の概要　平成4年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/7/14

200
後継者就農の多い地域の農業経営構造と今後の後
継者の動向（茶生産地帯及び柿生産地帯を中心とし 1995 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/18

201 奈良県機能訓練事業マニュアル 1995 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1995/7/18
202 奈良県の仕事と税金（社会科資料）'94 1994 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1995/7/19

203 農地の遊休地・未利用地に関する調査結果資料 1994 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 耕地
奈良県構造政策
推進会議 1995/7/21

204 学校週5日制調査研究協力校実践事例 1995 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/7/21
205 奈良県地場産業情報化推進モデル事業調査研究報 1990 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1995/7/21
206 「遊」のある奈良県１００選・佳作・推薦作品一覧 1994 8 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  1995/7/27

207 林業普及指導事業実施計画書　平成6年度  
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/27

208 奈良県林業グループ事例集 1994 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/27

209 農業近代化資金等関係法規集  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1995/7/27

210
農山村における農業就業構造の変貌と農林業経営
の関係（御杖村の場合） 1992 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/27

211 農業経営調査分析結果報告書 1992 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/27
212 農業経営調査分析結果報告書 1995 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/27
213 奈良県の方言（奈良県文化財全集第17集） 1991 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1995/7/27
214 複式簿記の記帳の仕方 1994 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農業経済  1995/7/27
215 事業概要　平成5年度版 1994 10 文化・教育・くらし創造 食品衛生検査所 行政資料 保健衛生 食品衛生  1995/7/28

216 業務報告　平成6年度 1995 7
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28

217 奈良県林業試験場研究報告　第24号 1994 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28

218 奈良県林業試験場　林業資料　№10 1995 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28

219 奈良県林試　木材加工資料　№24 1995 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28

220 奈良県勢の概要　平成5年度 1993 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/28
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221 奈良県勢の概要　平成6年度 1994 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/28

222
大和のたくみ山に生きる（山村生活文化を継承する技
術保持者）  

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28

223 ならの山村（快適で、美しく、豊な山村を目ざして） 1995 2
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28

224
聖徳太子の時代（変革と国際化の中で）特別展図録
第42冊 1993 10 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所附属博物 1995/7/29

225
倭人の世界（楽浪海中の弥生文化）橿原考古学研究
所附属博物館特別展図録　第43冊 1994 4 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所附属博物 1995/7/29

226
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 1994 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1995/7/28

227 奈良県議会史　第2巻 1995 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/8/3
228 特別陳列きらめく江戸のデザイン染と織の意匠美  県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/8/10
229 「沖縄の工芸美術」展 1995 7 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/8/10
230 学校基本数一覧表　平成7年度 1995 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1995/8/12
231 特別展幻の色を求めて吉岡常雄回顧展 1989 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/8/16
232 奈良県教育百二十年史 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/8/20
233 奈良県教育百二十年史　資料編 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/8/20
234 クリーニングトラブルに関する実態調査報告書 1994 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1995/9/6

235 リバーウォッチングイン奈良 1995 7
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1995/9/6

236 奈良県の公園緑地  県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1995/9/6

237
親と子で見る・安藤広重の『東海道五十三次』と『名所
江戸百景』展 1995 8 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/9/9

238 第Ⅳ期まほろば未来塾成果報告書 1995 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1995/9/14
239 平成7年5月　第231回臨時奈良県議会会議録　製本 1995 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/2

240 大阪湾フェニックス利用促進調査報告書（事業所編） 1995 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/10/13

241 大阪湾フェニックス利用促進調査報告書（市町村編） 1995 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/10/13

242
職員の給与等に関する報告及び勧告　平成7年～平
成11年 1995 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1995/10/14

243 平成7年6月　第232回定例奈良県議会会議録　製本 1995 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/17
244 奈良県議会提要（平成7年3月発行） 1995 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/28
245 奈良県議会歴代議員名簿 1995 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/28
246 奈良県ＨＩＶ院内感染予防対策マニュアル 1995 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 医療  1995/10/28
247 奈良県の生涯学習　平成7年度　計画編 1995 8 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/10/28
248 奈良県生涯学習振興指針　平成7年度 1995 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/10/28
249 同和対策の概要　平成7年版 1995 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/10/28
250 教育予算の概要　平成7年度  教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/10/28

251
地方教育費調査（平成5会計年度）地方教育行政調
査（平成6年5月1日現在） 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1995/10/28

252 中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育 1995 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/10/28
253 奈良県の社会教育（計画編）平成6年度 1994 8 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/10/28

254 林業普及指導事業実施計画書　平成7年度  
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/11/11

255 奈良県林業統計　平成5年度 1995 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1995/11/11

256 奈良県の現状と特性　平成6年10月 1994 10 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政一般  1995/11/11
257 奈良県小例規集 1995 9 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1995/11/11
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258 奈良県漁業調整規則  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 水産  1995/11/11
259 土地利用動向調査　平成6年度 1994 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1995/11/11
260 倉橋溜池六十年史 1995 3 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1995/11/11
261 農業農村整備事業ガイドブック（平成7年10月） 1995 10 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1995/11/11
262 事業概要　平成7年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1995/11/11
263 食中毒予防のための衛生管理  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 食品衛生  1995/11/22
264 差別のない社会をめざして  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/11/22

265 同和保育の手びき　第16集　同和保育指導資料集 1995 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 社会教育  1995/11/22

266 未来に向かって輝け看護 1995 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  1995/11/22
267 部落問題学習の充実をめざして（同和教育指導資料） 1995 3 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  1995/11/24

268
奈良県結核対策特別促進事業予防可能例調査報告
書　平成6年 1995 7 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  1995/11/22

269 交通事故損害賠償の手引き 1995 3 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全  1995/11/24
270 奈良県献血３０周年事業 1995 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/11/24
271 献血事業の現況　平成6年10月 1994 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/11/24
272 医療機関における麻薬及び向精神薬管理マニュアル 1995 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/11/24
273 地震と安全（幼児児童生徒の安全確保をめざして） 1995 9 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1995/11/24
274 楽しい給食（学校給食指導の手引） 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1995/11/24

275
運動部活動指導者研修会報告書（バスケットボール
／陸上競技／ハンドボール）平成6年度 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション  1995/11/24

276 性教育（エイズ教育を含む）指導者養成講座　平成6  教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1995/11/24
277 奈良県水防計画　平成7年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1995/11/24
278 第26回畜産関係業績発表会集録　平成5年度  食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1995/11/24

279 環境騒音調査報告書（概要版）平成6年度 1995 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24

280 環境騒音調査報告書（データ集）平成6年度 1995 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24

281 道路交通騒音調査報告書（概要版）平成6年度 1995 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24

282 道路交通騒音調査報告書（データ集）平成6年度 1995 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24

283 くらしの豆知識　'94年版 1993 10 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1995/11/24
284 私たち消費者被害にあわないために  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1995/11/24
285 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成5年度 1994 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1995/11/24

286
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成5年度 1994 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/11/24

287 行政監査報告書　平成6年度 1995 3 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  1995/11/24
288 特定中小企業集積の活性化に関する計画（北・中和 1995 7 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/12/5

289
特定中小企業集積の活性化に関する計画（北・中和
地域）参考資料 1995 7

産業・観光・雇用振興
部 中小企業課 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/12/5

290 医薬品副作用情報　№121-№130 1995 6 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/12/6

291 奈良県の野鳥 1993 4
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1995/12/6

292 奈良県茶生産安定化指針 1995 2 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9
293 米と農業についての調査報告書 1994 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9
294 環境保全型農業栽培技術指針 1994 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9

295

水田営農活性化対策事務処理システム概要（入出力
関係）水田営農活性化助成金交付事務の概要　水田
営農活性化をめぐる事情  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9
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296

主要農作物種子法　主要農作物種子法の実施に関
する規則　奈良県稲麦及び大豆採種ほ種子審査要
綱　奈良県稲麦及び大豆採種ほ種子審査実施要領 1995 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9

297 奈良県歳入歳出決算報告書　平成6年度 1995 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/12/27

298
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本
平成6年度～9年度 1995 1 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/12/27

299 奈良県における情報公開制度の在り方について（提 1995 12 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  1996/1/9
300 献血事業の現況　平成7年10月 1995 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/1/11

301
第8回全国スポーツ・レクリエーション祭　祭典ガイド
ブック 1995 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション

第8回全国スポー
ツ・レクリエーショ
ン祭奈良県実行委
員会 1996/2/8

302 家庭教育関係資料 1992 2 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 1996/2/9

303 PTA研修の手引（改訂版） 1993 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/2/9

304 高齢者学習プログラム 1992 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 1996/2/9

305 ならの女性生活史　花ひらく 1995 10 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/2/9

306 奈良県スポーツ医・科学報告書（第3集）平成4年度 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1996/2/15

307 奈良県スポーツ医・科学報告書（第5集）平成6年度 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1996/2/15

308 覚せい剤等薬物乱用防止の手引 1993 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/2/15
309 医療機関における麻薬及び向精神薬管理者講習会 1994 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/2/15
310 月山貞一回顧展（その技と伝統）  県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1996/2/16

311 研究紀要　平成6年度 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション

奈良県スポーツ主
事会 1996/2/15

312 奈良県商業振興ビジョン 1993 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/2/29

313
奈良県におけるヘリ・コミュータに関する基礎調査報
告書 1989 3 県土マネジメント部

観光交流局交通政策
課 行政資料

交通・運輸・
通信 交通  1996/2/29

314 奈良県中核農家意向調査結果報告書 1993 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/3/2
315 奈良県の生涯学習　平成7年度　資料編 1996 1 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1996/3/8
316 土地利用動向調査　平成7年度 1995 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1996/3/8

317
（第230回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1996/3/8

318 奈良県農業振興計画（NAP21）概要版 1990 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/3/12
319 奈良県中小企業集積（ニット集積）活性化調査事業報 1994 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/3/27

320
奈良県地域中小企業集積（サンダル産地）創造的発
展調査報告書 1993 3

産業・観光・雇用振興
部 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/3/27

321 奈良県の仕事と税金（社会科資料）'95 1995 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1996/3/27
322 半島振興プロジェクトモデル調査報告書 1992 3 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1996/3/28

323

遣唐使が見た中国文化　中国社会科学院考古研究
所最新の精華（奈良県立橿原考古学研究所附属博
物館特別展図録　第45冊） 1995 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1996/4/2

324 奈良県・指定文化財目録 1993 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1996/4/2
325 自主研究グループ活動報告書　平成7年度 1996 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/4/3

326 奈良県推計人口年報　平成7年10月1日現在 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  1996/4/3

327 第44回特別研修･政策研究報告集　平成7年度前期 1996 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/4/3
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328
北山・十津川地域森林計画書（北山・十津川森林計
画区） 1996 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/4/5

329
大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木
津川森林計画区） 1993 4

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/4/5

330 条例その他予算外議案（第230回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1996/4/5
331 奈良県立商科大学研究季報　第6巻第1号 1995 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13
332 奈良県立商科大学研究季報　第6巻第2号 1995 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13
333 奈良県立商科大学研究季報　第6巻第3号 1995 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13
334 奈良県立商科大学研究季報　第6巻第4号 1996 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13
335 奈良県新総合計画（世界に光る奈良県づくり） 1995 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1996/4/18

336
奈良・川づくり言いたい放題集（万葉の清流ルネッサ
ンス河川モニター） 1996 3 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  1996/4/24

337 平成7年国勢調査速報からみた奈良県のすがた 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  1996/4/25
338 平成7年9月　第233回定例奈良県議会会議録　製本 1995 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/4/25
339 平成7年11月 第234回定例奈良県議会会議録　製本 1996 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/4/25
340 クリーン・グリーン　№2 1993 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1996/5/1

341 婦人相談の概要（平成7年度婦人相談状況） 1996 4
文化・教育・くらし創造
部

中央こども家庭相談セ
ンター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/5/15

342 保健医療に関する意識調査報告書　平成7年度 1996 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  1996/5/15
343 新総合計画実現に向けて（平成8年度『新奈良創世予 1996 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1996/5/16

344
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成5年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  1996/5/19

345 市町村税政の概要　製本　平成4年度～5年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1996/5/19
346 環境衛生年報　製本　昭和63年度～平成4年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1996/5/19

347 統計レポート　製本　平成6年度 1994 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1996/5/19

348 奈良県公報　製本　平成6年4月から6月 1994 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19
349 奈良県公報　製本　平成6年7月から9月 1994 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19
350 奈良県公報　製本　平成6年10月から12月 1994 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19
351 奈良県公報　製本　平成7年1月から3月 1995 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19
352 奈良県公報　製本　平成7年4月から6月 1995 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19
353 奈良県公報　製本　平成7年7月から9月 1995 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19
354 知事提出議案説明要旨（第235回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1996/6/1
355 視聴覚教材総目録　1995 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1996/6/6
356 警察白書（平成7年中のできごと） 1996 4 その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安 生駒警察署 1996/6/11
357 第45回特別研修･政策研究報告集　平成7年度後期 1996 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/6/12
358 同和対策事務必携　平成8年度 1996 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1996/6/13

359 奈良県勢要覧　1996 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  1996/6/25

360 未来・やまとの住まいづくり計画 1996 5 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/6/25

361
データにみる奈良県女性の現状（奈良県女性行動計
画10カ年のまとめ） 1996 3

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/6/25

362 創立40年のあゆみ 1996 3 文化・教育・くらし創造 筒井療 行政資料 社会福祉 障害者福祉  1996/6/25

363
奈良観光の実態分析（平成7年度共同研究調査報告
書） 1996 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション  1996/6/28

364 土木行政の概要　平成8年度 1996 5 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1996/7/5
365 良質米の生産にはまず土づくりから  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/7/5
366 奈良県薬事年報　VOL.44　平成7年10月 1995 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/7/11

367 業務報告　平成7年度 1996 7
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11
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368 奈良県林業試験場研究報告　第25号 1995 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11

369 奈良県林業試験場　林業資料　№11 1996 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11

370 奈良県林試　木材加工資料　№25 1996 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11

371 第Ⅴ期まほろば未来塾成果報告書（活動の軌跡） 1996 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1996/7/11
372 保健所業務概況（地域保健衛生の概況）平成6年度 1995 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1996/7/16
373 家庭介護 1986 10 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1996/7/17

374 環境騒音調査報告書　平成7年度 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1996/7/23

375 よしののあゆみ（吉野保健所50年史） 1994 12 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1996/7/30

376
住民参加型まちづくり活動の具体的推進方策の検討
調査報告書 1995 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1996/7/30

377 奈良県特定優良賃貸住宅供給促進事業調査報告書 1994 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/8/6

378
奈良県特定優良賃貸住宅供給促進事業調査報告書
（資料編） 1994 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/8/6

379
大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木
津川森林計画区） 1996 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/8/7

380 吉野地域森林計画の一部変更書（吉野森林計画区） 1996 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/8/7

381 奈良県環境総合計画 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1996/8/9

382 奈良県環境総合計画（概要版） 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1996/8/9

383 平成9年度政府予算編成に関する要望書　平成8年7 1996 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1996/8/9
384 奈良県畜産試験場研究報告　第18号 1991 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1996/8/21
385 奈良県畜産試験場研究報告　第20号 1993 7 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1996/8/21

386
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 1995 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1996/7/28

387 初任者のための研修の手びき　1996 1996 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1996/8/21

388 20年のあゆみ 1992 8 県関係機関
(財)奈良県農業振興
公社 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/8/21

389 製革業公害対策事業報告書　平成7年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/8/22

390
特別管理産業廃棄物関連報告書様式集（排出事業
者用） 1995 6

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1996/8/22

391
「リバーウォッチングイン奈良」実施報告書　平成7年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1996/8/22

392 宇宙船エコ号とライフ号の探検 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1996/8/22

393 畜産における臭気調査報告書 1996 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 環境 大気汚染
畜産に係る悪臭問
題研究会 1996/8/22

394 救急科開設5周年記念誌 1995 5 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  1996/8/23
395 くらしの情報（新聞掲載）平成6年1月～12月  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1996/8/27

396 子育て読本Ⅱゆとりの子育て 1996 1
文化・教育・くらし創造
部

中央こども家庭相談セ
ンター 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1996/8/27

397 看護・ふれあい体験　感想文集 1996 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  1996/8/27
398 「健やかなむらづくり研修会」報告書 1996 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1996/8/27
399 麻薬及び向精神薬管理マニュアル（薬局用） 1996 2 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31
400 薬物乱用防止の手引き 1996 1 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31
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401 得意帳実態調査集計結果（奈良県薬業振興事業） 1996 1 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31

402
奈良県配置家庭薬品品目収載台帳　第１巻　製造業
者別品目総括集　平成7年度版 1995 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31

403 家庭麻薬取扱マニュアル 1996 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31

404
覚せい剤原料取扱要領（覚せい剤原料取扱者・覚せ
い剤原料研究者用） 1996 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31

405 業務概要　平成8年度 1996 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  1996/9/4
406 1995年農業センサス奈良県結果報告書 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  1996/9/4
407 卸売市場の概要 1996 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/9/4

408
運動部活動指導者研修会報告書（ソフトボール／水
泳競技）平成7年度 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション  1996/9/5

409 たくましい子供を育てるために 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 教育一般  1996/9/5
410 学校体育必携　平成8年度 1996 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1996/9/5
411 県立高等学校交通事故防止活動推進事業報告書 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1996/9/5
412 学校給食における衛生管理のポイント－なくそう食中 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1996/9/5

413 紀伊地域半島振興計画（平成7年度～平成16年度） 1995 12 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発
三重県・奈良県・
和歌山県 1996/9/5

414 協同農業普及事業の実施に関する方針 1995 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/9/10
415 生涯学習番組ガイド　平成6年度 1994 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1996/9/12

416 林業試験場概要　平成7年度 1995 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/9/26

417 平成8年2月　第235回定例奈良県議会会議録 1996 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/10/1
418 奈良県消費生活条例関係例規集 1995 12 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 消費生活  1996/10/5
419 伝統産業技術保存記録（大和の手打ち刃物）平成7年 1996 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/10/5
420 研修概要　平成7年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/10/5
421 生徒指導関係通知文等の集録 1995 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16

422

平成9年度中学校教科用図書小・中学校障害児学級
及び障害児教育諸学校（小・中学部）教科用図書採
択基準選定資料 1996 6 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16

423
高等学校数学指導資料コンピュータを活用した学習
指導の工夫 1996 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16

424 同和保育の手びき　第17集　同和保育指導資料集 1996 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 社会教育  1996/10/16

425 奈良県教育　第84集　第853号 1996 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16

426
第2回奈良県高校生海外文化体験事業『大韓民国訪
問の旅』報告書 1996 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16

427 いじめの問題に関する指導の手引 1996 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16

428
在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関す
る指導について 1996 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/17

429
地方教育費調査（平成6会計年度）地方教育行政調
査（平成7年5月1日現在 1996 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1996/10/17

430 教育予算の概要　平成8年度  教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1996/10/16
431 学校基本数一覧表　平成8年度  教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1996/10/16

432
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 1996 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1996/10/17

433 奈良県公共事業等景観形成マニュアル概要版 1996 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1996/10/17
434 市町村住宅マスタープラン策定マニュアル 1995 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/10/17
435 市町村住宅マスタープラン策定マニュアル　その2 1996 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/10/17

436
地域活性化モデル事業水田営農活性化普及活動特
別事業活動報告　平成5～7年度  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/10/17
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437 すすむ大和の農業（第29回大和の農業開発大会：収 1996 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/10/17

438 保安林内における作業許可の取扱い 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/10/18

439 広域整備計画書（大和高原広域営農団地整備計画） 1996 3 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/10/18
440 奈良県議会歴代議員名簿　1996 1996 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/10/23
441 奈良県生涯学習振興指針　平成8年度  教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1996/10/25
442 16ミリ映写機の取扱いについて  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1996/10/25
443 同和問題啓発映画指導資料　平成7年度  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1996/10/25
444 学校基本調査結果報告書　平成8年度 1996 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化  
445 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成6年度 1995 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1996/10/29
446 行政監査報告書　平成7年度 1996 3 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  1996/10/29
447 生活衛生年報　平成6年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1996/10/29
448 奈良県の水道概要　平成6年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  1996/10/29
449 同和対策の概要  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1996/10/29

450 奈良県立病院概要　第17号　平成8年度 1996 7 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  1996/10/29

451 Green　Green　うだ　Vol.2 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/11/2

452 奈良県木材産業の現状と課題 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/11/2

453 奈良県の公園緑地 1996 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1996/11/2
454 提言悠久のロマンあふれる川づくり 1996 5 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  1996/11/2

455
国民健康保険小規模保険者等支援事業に関する報
告書　平成7年度 1996 3 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1996/11/13

456 職員の給与等に関する報告及び勧告（平成8年10月） 1996 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1996/11/13
457 要覧　1996（平成7年度図書館年報） 1996 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館 1996/11/13
458 農業制度金融のしおり　平成8年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1996/11/20
459 のびゆくならの農業（資料集） 1995 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/11/20
460 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 1996 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1996/11/20
461 奈良県水防計画　平成8年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/11/20
462 奈良県勢の概要　平成7年度 1995 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1996/11/20
463 農業近代化資金等関係法規集  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1996/11/20

464
奈良県職員の震災対策初動体制マニュアル　平成7
年10月 1995 10 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1996/11/20

465 奈良県卸売業商店経営実態調査報告書 1995 12 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/11/21
466 保健所業務概況（地域保健衛生の概況）平成7年度 1996 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1996/12/15

467
奈良県におけるガン登録（平成6年のがんの罹患とそ
の分析） 1996 3 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 医療  1996/12/20

468 平成9年度政府予算編成に関する要望書　平成8年 1996 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1996/12/21
469 いっしょにはなそう 1995 12 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1997/1/9
470 ティームティーチング指導事例集 1996 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1997/1/8

471 間伐（除伐）施業のすすめ  
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/1/9

472
平成7年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1996 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  1997/1/10

473 奈良県薬事年報　VOL.45　平成8年11月 1996 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/1/24

474 コンピュータの西暦2000年問題影響実態調査報告書 1996 12 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

中小企業情報セン
ター 1997/2/25

475 年報　平成7年度 1997 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1997/2/25
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476 子育て読本Ⅲ〈思春期編〉心のシグナル 1997 1
文化・教育・くらし創造
部

中央こども家庭相談セ
ンター 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1997/3/6

477 奈良県推計人口年報　平成8年10月1日現在 1997 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  1997/3/22

478 奈良県の結核　平成7年版 1997 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1997/3/22

479
（第230回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

480 追加提出議案（第230回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

481
（第232回定例県議会提出）平成6-7年度一般会計特
別会計補正予算案その他  1 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

482
（第232回定例県議会提出）平成6-7年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書  1 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

483
（第233回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

484
（第233回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

485
（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

486
（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

487
（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

488
（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

489
知事の県政に関する所信と提出議案説明要旨（第
234回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

490
（第235回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

491
（第235回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

492 条例その他予算外議案（第235回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28
493 追加提出議案（第235回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

494
（第235回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

495 第236回定例県議会提出議案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

496
（第236回定例県議会提出）平成7-8年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書  1 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

497
（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

498
（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

499
（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計補正
予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

500
（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計補正
予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

501
（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

502
（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28
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503
（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

504
（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

505
（第239回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別
会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

506
（第239回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別
会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28

507 知事提出議案説明要旨（第239回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28
508 条例その他予算外議案（第239回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28
509 絵だより　'97（平成9年度主要プロジェクトのご紹介） 1997 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/3/28

510 奈良県林業統計　製本　昭和61年度～63年度 1986
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/4/2

511 奈良県林業統計　製本　平成元年度～2年度 1989
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/4/2

512 奈良県林業統計　製本　平成3年度～4年度 1991
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/4/2

513
県民所得統計推計結果報告書　製本　昭和63年度～
平成2年度 1988 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算  総務部 1997/4/2

514
一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成3年度
～4年度 1991 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2

515
一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成5年度
～6年度 1993 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2

516
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本
昭和61年度～平成元年度 1986 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2

517
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本
平成2年度～5年度 1990 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2

518 事業の概要　製本　昭和62年度～平成2年度 1987 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/4/2
519 事業の概要　製本　平成3年度～6年度 1991 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/4/2

520 奈良県林政の概要　製本　昭和61年～63年 1986
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/4/2

521 奈良県林政の概要　製本　平成元年～3年 1989
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/4/2

522 奈良県林政の概要　製本　平成4年～5年 1992
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/4/2

523 奈良県中小企業の現況　製本　昭和63年～平成2年 1988 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/4/2
524 奈良県中小企業の現況　製本　平成3年～5年 1991 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/4/2

525
環境調査報告書（水質編）製本　昭和62年度～63年
度 1987

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/2

526 環境調査報告書（水質編）製本　平成元年度～2年度 1989
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/2

527 環境調査報告書（水質編）製本　平成3年度～4年度 1991
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/2

528 平成2年～平成3年工業統計調査結果報告書　製本 1990 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  1997/4/2

529 土木事業概要　製本　昭和63年度～平成3年度 1988 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1997/4/2

530
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告書）製本　昭和62年度～63年度 1987 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/4

531
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告書）製本　平成元年度～2年度 1989 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/4
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532
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告書）製本　平成3年度～5年度 1991 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/4

533 民生部当初予算の概要　製本　昭和62年度～平成元 1987 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  1997/4/8
534 民生部当初予算の概要　製本　平成3年度～平成5年 1991 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  1997/4/8

535
国民健康保険及び福祉医療事業状況　製本　昭和62
年度～平成元年度 1987 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1997/4/8

536
国民健康保険及び福祉医療事業状況　製本　平成2
年度～平成4年度 1990 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1997/4/8

537 奈良県の工業　製本　平成4年～5年 1992 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  1997/4/8

538 県民所得統計推計結果報告書　製本　平成3年度～5 1991 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算  総務部 1997/4/8

539
一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成7年度
～8年度 1995 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/8

540 統計レポート　製本　平成7年度 1995 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 1997/4/8

541 衛生統計年報　製本　平成4年～5年 1992 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1997/4/8

542 環境調査報告書（水質編）製本　平成5年度～6年度 1993
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/10

543 奈良県公報　製本　平成7年10月から12月 1995 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10
544 奈良県公報　製本　平成8年1月から3月 1996 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10
545 奈良県公報　製本　平成8年4月から6月 1996 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10
546 奈良県公報　製本　平成8年7月から9月 1996 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10
547 奈良県公報　製本　平成8年10月から12月 1996 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10
548 奈良県の仕事と税金（社会科資料）'96 1996 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1997/4/16
549 献血事業の現況　平成7年度 1997 1 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/4/16
550 事業概要　平成8年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1997/4/16

551
公害防止計画実施状況調査等調査報告書［奈良地
域］平成8年度 1997 2

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1997/4/16

552 奈良県立商科大学研究季報　第7巻第1号 1996 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24
553 奈良県立商科大学研究季報　第7巻第2号 1996 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24
554 奈良県立商科大学研究季報　第7巻第3号 1996 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24
555 奈良県立商科大学研究季報　第7巻第4号 1997 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24
556 第46回特別研修･政策研究報告集　平成8年度前期 1997 2 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1997/4/30
557 第47回特別研修･政策研究報告集　平成8年度後期 1997 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1997/4/30
558 奈良県薬事指導書報告　第11号 1994 3 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1997/5/13

559 林業試験場概要　平成8年度 1996 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/5/13

560 奈良県指定文化財　平成5年度版（第35集） 1995 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1997/5/13
561 奈良県指定文化財　平成6年度版（第36集） 1996 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1997/5/13
562 自主研究グループ活動報告書　平成8年度 1997 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1997/5/13
563 農業及び生活改良普及指導計画書　平成7年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/14
564 農業及び生活改良普及指導計画書　平成8年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/14
565 大規模災害時備蓄医薬品等調査書　平成8年度  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/5/14
566 薬事・毒物劇物関係許認可マニュアル 1996 4 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/5/14

567 奈良県勢要覧　1997 1997 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  1997/5/21

568 奈良県橿原文化会館利用実績（平成3年度～平成7  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/21
569 人権を学ぶ「ならウィメンズセミナー記録集」平成8年 1997 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/5/21
570 おとなりのおはなし 1996 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/21
571 奈良県畜産試験場研究報告　第21号 1994 7 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/21
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572 奈良県畜産試験場研究報告　第22号 1995 7 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/21
573 奈良県畜産試験場研究報告　第23号 1996 9 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/21
574 奈良県農業試験場業務年報　平成5年度 1994 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/21
575 奈良県農業試験場業務年報　平成6年度 1995 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/21
576 奈良県農業試験場業務年報　平成7年度 1996 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/21
577 「人権教育のための国連10年」資料集 1997 2 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1997/5/22
578 くらしの情報（新聞掲載）平成8年1月～12月  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1997/5/22

579 委細麺談一部始終  県関係機関
(財)なら・シルクロード
博記念国際交流財団 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/22

580 奈良県健康マップ 1997 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1997/5/22
581 奈良の畜産　1997 1997 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/22
582 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 1997 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/22
583 普及活動のあゆみ　平成7年度 1996 3 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/22
584 第6次奈良県職業能力開発計画（平成8年度～12年  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 能力開発  1997/5/22
585 行政監査報告書　平成5年度 1994 3 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  1997/5/22
586 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成7年度 1996 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1997/5/22

587
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成6年度 1995 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/5/22

588
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成7年度 1996 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/5/22

589 吉野地域森林計画の一部変更書（吉野森林計画区） 1997 2
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/5/22

590
北山・十津川地域森林計画の一部変更書（北山・十
津川森林計画区） 1997 2

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/5/22

591 奈良県伝統産業技術保存記録（奈良筆）平成8年度 1997 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/5/29

592
（第239回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/5/29

593
奈良県の大都市地域における住宅及び住宅地の供
給に関する計画 1997 3 総務部 総合政策課 行政資料 建設 建築・住宅  1997/5/29

594 風に向かって逞しく走る（平成9年度『寒風溌溂予 1997 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/5/29
595 法人県民税の超過課税 1995 8 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税務  1997/5/29
596 地方自治体への外部監査導入と監査委員の意識調 1997 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 総合行政 行政一般  1997/5/29
597 GOOD　COMMUNICATION（気づかなかった差別） 1996 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1997/5/29

598 奈良県47市町村ふるさとウォッチング（なら・漫遊録） 1997 3 総務部 市町村課 行政資料 建設 地域開発
(財)奈良県市町村
振興協会 1997/6/11

599 地方教育費調査（平成7会計年度）地方教育行政調 1997 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1997/6/12
600 応援しますあなたのシルバーライフ（高齢者ガイドブッ 1996 4 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1997/6/12
601 民俗博物館研究紀要　第15号 1997 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/6/12
602 土木行政の概要　平成9年度 1997 5 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1997/6/13
603 暮らしを綴るスケッチ日記　'97 1997 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  1997/6/18
604 （新ＮＡＰ）奈良県新農業農村振興計画　概要版 1997 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/6/18
605 第240回定例県議会提出議案 1997 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/6/19

606 奈良県貿易実態調査報告書　1996年 1997 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/6/19

607 食料品の購買行動について実態調査報告書 1997 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1997/6/19
608 奈良県腸管出血性大腸菌感染症対策必携 1997 5 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1997/6/19
609 電話についての調査報告書（奈良県委託事業） 1997 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  1997/6/19
610 住みよい福祉のまちづくり施設賞　表彰作品集　第1  県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 1997/6/19
611 ならのけいさつ　'97（みんなのまちのけいさつかん）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  1997/6/23
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612
奈良県林材業の現状と課題（平成8年度林材業活性
化検討調査事業報告書） 1997 3

水循環・森林・景観環
境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  1997/6/27

613 奈良県林業統計　平成7年度 1997 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/7/2

614 奈良県林業試験場研究報告　第26号 1996 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/7

615 業務報告　平成8年度 1997 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/7

616 奈良県林試　木材加工資料　№26 1997 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/7

617 奈良県林業試験場　林業資料　№12 1997 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/8

618 吉野川分水（十津川・紀の川土地改良事業）  食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1997/7/10

619 ボランティアのための森林づくりの手引き 1997 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/7/10

620 生活衛生年報　平成7年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1997/7/10
621 奈良県の水道概要　平成7年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  1997/7/10

622 地場産業実態調査報告書　平成8年度 1997 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業

奈良県中小企業
情報センター 1997/7/14

623
県内製造業におけるリスクマネジメント及び産業の変
革についての意識調査　平成8年度 1997 3 県関係機関

(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業

奈良県中小企業
情報センター 1997/7/14

624 なら女性プラン21（奈良県女性行動計画第二期） 1997 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/7/14

625
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 1997 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1997/7/16

626 農業改良普及指導計画書　平成9年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/7/16
627 奈良県例規集　1　総規　選挙 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
628 奈良県例規集　2　職員 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
629 奈良県例規集　3　財務 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
630 奈良県例規集　4　環境保全　衛生 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
631 奈良県例規集　5　社会福祉　商工労働 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
632 奈良県例規集　6　農林 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
633 奈良県例規集　7　土木 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
634 奈良県例規集　8　教育・文化 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28
635 奈良県の女性政策　平成8年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/8/1
636 研究報告　№23 1997 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/8/5
637 平成10年度政府予算編成に関する要望書　平成9年 1997 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/8/5

638 要覧　1997（平成8年度図書館年報） 1997 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 1997/8/14

639 ボランティア活動ミニガイド 1997 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/8/20

640 婦人相談の概要（平成8年度婦人相談状況） 1997 4
文化・教育・くらし創造
部

中央こども家庭相談セ
ンター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/8/28

641 未来をひらく第二阪奈有料道路 1997 県関係機関 奈良県道路公社 行政資料 建設 道路  1997/8/29

642 奈良県林政の概要　平成9年4月 1997 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/9/16

643 林業試験場概要　平成9年度 1997 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/9/16

644 吉野林業 1997 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/9/16

645 奈良県の自然公園 1996 3
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1997/9/16
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646 奈良県中小企業団体名簿（平成8年12月31日現在） 1997 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/9/22

647
（第241回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正
予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/9/22

648 （新ＮＡＰ）奈良県新農業農村振興計画 1997 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/9/22

649
（第241回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正
予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/9/22

650 奈良県建設関係例規集　1 1983 3 県土マネジメント部 監理課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1997/10/1
651 奈良県建設関係例規集　2 1983 3 県土マネジメント部 監理課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1997/10/1
652 遊＆ＹＯＵなら・まなびの施設クイズラリーガイドブック 1997 8 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1997/10/3
653 大和川水辺の民俗（平成9年度特別テーマ展図録） 1997 9 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/10/7
654 奈良県地震被害想定調査　概要版 1997 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1997/10/14
655 職員の給与等に関する報告及び勧告（平成9年10月） 1997 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1997/10/15

656 ゆとりなら広告景観基本構想 1997 3
水循環・森林・景観環
境部 風致保全課 行政資料 建設 都市計画  1997/10/20

657 業務概要　平成9年度  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  1997/10/21
658 奈良県中小企業の現況　製本　平成9年～11年 1997 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/11/12
659 学校基本数一覧表　平成9年度  教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1997/11/12
660 関西文化学術研究都市　奈良県域の概要 1997 5 文化・教育・くらし創造 学研・大学連携室 行政資料 建設 地域開発  1997/11/13
661 平成10年度政府予算編成に関する要望書　平成9年 1997 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/11/19
662 奈良県勢の概要　平成8年度  総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1997/11/20
663 奈良県勢の概要　平成9年度  総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1997/11/20
664 第Ⅵ期まほろば未来塾成果報告書（活動の軌跡） 1997 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1997/11/21
665 ストップザ・悪徳商法  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1997/11/28
666 土地利用動向調査　平成9年度 1997 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1997/12/1
667 奈良県の仕事と税金（社会科資料）'97 1997 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1997/12/2

668
（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別
会計補正予算案その他  12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/3

669
（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書 1997 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/3

670 関西文化学術研究都市の建設に関する計画（奈良県  文化・教育・くらし創造 学研・大学連携室 行政資料 建設 地域開発  1997/12/8

671
（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正
予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/24

672
（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正
予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/24

673 同和対策の概要　平成9年版 1997 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1997/12/25

674
平成8年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1997 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  1998/1/9

675 奈良県有財産表　平成9年3月31日現在 1997 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  1998/1/9
676 なら女性プラン21（奈良県女性行動計画（第二期））概 1997 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1998/1/12

677 奈良県林業統計　平成8年度 1998 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1998/1/20

678 県民総スポーツ運動の推進　平成9年度 1997 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1998/1/21

679 なんでやのん？なんでやねん！！ 1997 12 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 生活文化一般  1998/1/21
680 薬物乱用防止の手引き 1997 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1998/1/23
681 奈良県薬事年報　VOL.46　平成9年11月 1997 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1998/1/30
682 年報　平成8年度 1998 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/2/17
683 一般旅券発行概要　平成9年 1998 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  1998/2/18
684 国民健康保険及び福祉医療事業状況　平成8年度 1998 1 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1998/2/20
685 奈良県税務統計　平成8年度 1997 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  1998/2/20
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686 第21回全国高等学校総合文化祭 1998 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育

第21回全国高等
学校総合文化祭
奈良県実行委員 1998/2/20

687 第21回全国高等学校総合文化祭　ビデオ 1998 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育

第21回全国高等
学校総合文化祭
奈良県実行委員 1998/2/20

688 奈良県の自然公園 1998 3
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1998/3/4

689 奈良県地域公害防止計画 1998 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1998/3/4

690 知事提出議案説明要旨（第243回定例県議会）  3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5
691 条例その他予算外議案（第243回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5

692
（第243回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5

693
（第243回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5

694
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第53冊（芝ノ
前遺跡） 1998 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1998/3/9

695
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第71冊（宮滝
遺跡　遺構編） 1996 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1998/3/9

696
下池山古墳中山大塚古墳調査概報（大和の前期古
墳Ⅱ） 1997 10 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1998/3/9

697
（第243回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別
会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/13

698
（第243回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別
会計補正予算に関する説明書 1998 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/13

699 奈良県推計人口年報　平成9年10月1日現在 1998 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  1998/3/17

700 21世紀の労働を考えるセミナー報告書  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  1998/3/25
701 管内公衆衛生の概況　平成7年度版 1996 10 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/25
702 管内公衆衛生の概況　平成8年度版 1997 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/25
703 保健所業務概況（地域保健衛生の概況）平成8年度 1997 10 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/25

704 奈良県公立文化施設ガイドブック 1997 7
文化・教育・くらし創造
部 文化会館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

奈良県公立文化
施設協議会 企画部 1998/4/7

705
奈良県歴史の道整備活用推進事業総合計画　伊勢
本街道 1998 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 1998/4/7

706 奈良県保健医療計画 1998 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1998/4/8
707 奈良県の結核　平成8年版 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/4/8

708
奈良県結核対策特別促進事業予防可能例調査報告
書平成8年 1998 3 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  1998/4/27

709
大和・木津川地域森林計画書（大和・木津川森林計
画区） 1998 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6

710
大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木
津川森林計画区） 1998 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6

711 吉野地域森林計画の一斉変更書（吉野森林計画区） 1998 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6

712
北山・十津川地域森林計画の一斉変更書（北山・十
津川森林計画区） 1998 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6

713 「人権教育のための国連10年」奈良県行動計画 1998 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1998/5/6
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714
育児・介護休業制度パートタイマーに関する調査（附：
セクシュアル・ハラスメントに関する調査）結果報告書 1998 3

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1998/5/6

715 働く女性のための均等法改正 1998 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1998/5/6

716 奈良県の工業（平成8年工業統計調査結果報告書） 1998 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  1998/5/11

717 奈良県教育　第86集　第855号 1998 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 1998/5/29

718
（第244回定例県議会提出）平成9・10年度一般会計
特別会計補正予算に関する説明書 1998 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/6/3

719
（第244回定例県議会提出）平成9・10年度一般会計・
特別会計補正予算案その他 1998 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/6/3

720 農業改良資金関係法令通達集 1997 5 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1998/6/17
721 農業近代化資金等関係法規集　平成10年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1998/6/17
722 農業制度金融のしおり　平成10年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1998/6/17
723 奈良県指定文化財　平成4年度版（第34集） 1994 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1998/6/17
724 奈良県指定文化財　平成7年度版（第37集） 1997 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1998/6/17
725 創立５０周年記念誌 1998 3 福祉医療部 保健環境研究センター 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/6/23
726 奈良県新エネルギー利用促進計画 1998 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1998/6/23

727
財政事情　平成10年6月1日公表（奈良県公報平成10
年6月1日(号外第7号)別冊） 1998 6 総務部 財政課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1998/6/29

728 卸売市場の概要 1997 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  1998/6/30
729 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 1998 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1998/6/30
730 農業農村整備事業ガイドブック（平成9年10月） 1997 10 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1998/6/30
731 暮らしを綴るスケッチ日記　'98 1998 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  1998/6/30
732 絵だより　'98（平成10年度・主要プロジェクトのご紹 1998 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/6/30
733 奈良県水防計画　平成9年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1998/6/30

734 業務報告　平成9年度 1998 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1

735 奈良県林業試験場研究報告　第27号 1997 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1

736 奈良県林業試験場　林業資料　№13 1998 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1

737 奈良県林試　木材加工資料　№27 1998 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1

738 業務概要　平成10年度 1998 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/7/3

739
奈良県の商業　―卸売・小売業―（奈良県商業統計
調査結果報告書）平成9年 1998 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 1998/7/3

740 奈良県健康マップ 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/7/6

741 婦人相談の概要（平成9年度婦人相談状況） 1998 4
文化・教育・くらし創造
部

中央こども家庭相談セ
ンター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1998/7/9

742 同和対策事務必携　平成10年度 1998 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1998/7/9
743 管財課所掌事務関係例規集 1997 2 総務部 管財課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1998/7/14
744 奈良県農業試験場業務年報　平成9年度 1998 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1998/7/29
745 奈良県農業試験場研究報告　第29号 1998 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1998/7/29

746
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 1998 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1998/8/3

747 奈良県勢要覧　1998 1998 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  1998/8/4

748 県内企業における電子商取引等意識調査報告書 1998 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

奈良県中小企業
情報センター 1998/8/4
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749 県内企業における情報活用実態調査報告書 1998 3 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

奈良県中小企業
情報センター 1998/8/4

750
県内製造業における産学官連携に関する調査報告
書 1998 3 県関係機関

(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

奈良県中小企業
情報センター 1998/8/4

751 動く　Ｔｈｅ　ｈｅａｌｔｈ　ｍｏｔｉｏｎ 1998 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/8/7
752 たばこと健康 1998 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/8/7
753 平成8年度県民健康調査報告書　平成10年3月 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/8/7
754 くらしの情報（新聞掲載）平成9年1月～12月 1998 1 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1998/8/7
755 枕についての調査報告書　平成10年3月 1998 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 生活文化一般  1998/8/7
756 消費生活　ア・ラ・カルト　No.25  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1998/8/7
757 農業試験場成果情報　第3号　平成10年6月 1998 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農業経済  1998/8/7
758 奈良県旅費関係規程集 1973 11 総務部 人事課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1998/8/14
759 学校基本数一覧表　平成10年度 1998 5 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 1998/8/21
760 登校拒否（不登校）シンポジウムの記録　平成9年度 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1998/8/24
761 初任者のための研修の手びき　1998 1998 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1998/8/24
762 所報　第5号 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1998/8/24

763
奈良県環境資源データブック～奈良県の動物、植
物、地形・地質、文化財等～ 1998 3

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 自然保護  生活環境部 1998/8/25

764 土地利用動向調査　平成8年度 1996 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1998/8/28
765 奈良県給与例規集 1971 8 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総記 例規/通達/法令  1998/9/4
766 奈良県薬事指導所報告　第12号 1997 9 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1998/9/10

767 要覧　1998（平成9年度図書館年報） 1998 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 1998/9/17

768
【内外情勢調査会　知事講演】　明日への基礎固め
（平成10年度『寒椿』予算） 1998 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/9/17

769 第48回特別研修･政策研究報告書　平成9年度前期 1998 1 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17
770 第49回特別研修･政策研究報告集　平成9年度後期 1998 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17
771 自主研究グループ活動報告書　平成9年度 1998 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17
772 研修概要　平成8年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17
773 研修概要　平成9年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17
774 研修概要　平成10年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17

775
（第245回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/9/22

776
（第245回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/9/22

777 公益法人事務の手引 1998 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 1998/10/6

778 環境白書　製本　平成8年度版～9年度版 1997
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1998/10/9

779 保健統計年報　製本　平成6年～7年 1996 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1998/10/9
780 奈良県中小企業の現況　製本　平成6年～8年 1994 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1998/10/9

781 環境調査報告書（水質編）製本　平成7年度～8年度 1996
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1998/10/9

782 奈良県市町村要覧　製本　平成5年度～8年度 1994 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/10/9
783 奈良県公報　製本　平成9年1月から3月 1997 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9
784 奈良県公報　製本　平成9年4月から6月 1997 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9
785 奈良県公報　製本　平成9年7月から9月 1997 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9
786 奈良県公報　製本　平成9年10月から12月 1997 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9

787 奈良県貿易実態調査報告書　1997年(1月～12月) 1998 9 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/10/12

788 職員の給与等に関する報告及び勧告(平成10年10月) 1998 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1998/10/12
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789 奈良県地価調査基準地価格一覧　平成10年 1998 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1998/11/5
790 同和対策の概要　平成10年版 1998 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  総務部 1998/11/19
791 平成11年度政府予算編成に関する要望書　平成10 1998 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/11/24
792 奈良県有財産表　平成10年3月31日現在 1998 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 1998/11/27
793 管内公衆衛生の概況（保健所業務概況）平成9年度 1998 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 1999/1/7

794
平成9年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1998 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 1999/1/7

795 水質試験年報　平成9年度 1998 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 1999/1/8
796 土地利用動向調査　平成10年度 1998 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1999/1/12

797
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告書）平成9年度～11年度 1998 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/1/12

798
（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12

799
（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12

800
（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12

801
（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12

802 知事提出議案説明要旨（第246回定例県議会）  12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12
803 管内公衆衛生の概況　平成9年度版 1998 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/2/15
804 年報　平成9年度 1999 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/2/19
805 一般旅券発行概要　平成10年 1999 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  1999/2/22
806 条例その他予算外議案（第247回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/23

807
（第247回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/23

808
（第247回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/23

809
一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成9年度
～10年度 1997 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/2/23

810 知事提出議案説明要旨（第247回定例県議会） 1999 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/24

811 奈良県遺跡地図　第1分冊 1998 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 教育委員会 1999/2/24

812 奈良県遺跡地図　第2分冊 1998 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 教育委員会 1999/2/24

813 奈良県遺跡地図　第3分冊 1998 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 教育委員会 1999/2/24

814 奈良県遺跡地図　第4分冊 1998 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 教育委員会 1999/2/24

815 国民健康保険及び福祉医療事業状況　平成9年度 1999 2 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1999/3/2

816 奈良県推計人口年報　平成10年10月1日現在 1999 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 1999/3/2

817 奈良県税務統計　平成9年度 1998 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 1999/3/2

818 奈良県の工業（平成9年工業統計調査結果報告書） 1999 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 1999/3/5

819
（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算案その他 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/3/9

820
（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/3/9

821 知事提出議案説明要旨（第247回定例県議会） 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/3/9
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822
北山・十津川地域森林計画の一斉変更計画書（北
山・十津川森林計画区） 1999 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/3/9

823
大和・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（大
和・木津川森林計画区） 1999 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/3/9

824 吉野地域森林計画書（吉野森林計画区） 1999 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/3/9

825 奈良県の野鳥 1997 11
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  農林部 1999/3/12

826
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第70冊（石榴
垣内遺跡） 1997 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1999/3/15

827
奈良県文化財調査報告書　第73集（福ｹ谷遺跡・白川
火葬墓群発掘調査報告書）1996 1996 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1999/3/15

828
奈良県文化財調査報告書　第76集（平城京左京三条
三坊八坪　東三坊坊間路西側溝の調査）1998 1998 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1999/3/15

829
奈良県文化財調査報告書　第77集（小山戸城跡）
1998 1998 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1999/3/15

830
奈良県文化財調査報告書　第82集（越部古墳　越部
1・2号墳発掘調査報告書）1997 1997 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 1999/3/15

831 知事提出議案説明要旨（第247回定例県議会） 1999 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2

832
（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算案その他 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2

833
（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2

834 条例その他予算外議案（第247回定例県議会提出）  2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2
835 奈良県新総合計画のあゆみ（前期中間まとめ） 1999 3 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1999/4/6
836 絵だより　'99（平成11年度・主要プロジェクトのご紹 1999 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 1999/4/7
837 暮らしを綴るスケッチ日記　'99 1999 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 1999/4/7
838 奈良県の結核　平成9年版 1999 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/4/15
839 商工労働部主要施策の概要　平成11年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 1999/4/15
840 奈良県中小企業団体名簿（平成11年1月31日現在） 1999 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 1999/4/15

841 奈良県の工業　製本　平成6～年7年 1996 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 1999/5/7

842 市町村税政の概要　製本　平成6年度～7年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1999/5/7

843
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）製本　平成6年度～8年度  総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/5/7

844
奈良県地価調査基準地価格一覧　製本　昭和61年～
平成4年 1986 県土マネジメント部 監理課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1999/5/7

845 奈良県地価調査基準地価格一覧　製本　平成5年～9 1993 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1999/5/7

846
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成6年度 1996 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  1999/5/7

847
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成7年度 1997 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  1999/5/7

848 奈良県の商業　製本（昭和63年～平成4年） 1989 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 1999/5/10

849 奈良県林政の概要　製本（平成6年～8年） 1994
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/5/10

850
国民健康保険及び福祉医療事業状況　製本　平成5
年度～7年度 1993 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1999/5/10

851 賃金事情調査報告書　平成10年度 1999 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1999/5/13
852 農業改良資金関係法令通達集 1999 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1999/5/13
853 業務年報　平成9年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/5/13
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854 奈良県教育　第87集　第856号 1999 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 1999/5/13
855 奈良県の水道概要　平成8年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 1999/5/13
856 生涯学習放送資料　平成10年度 1999 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 教育委員会 1999/5/21

857
（第244回　定例県議会提出議案書中）奈良県出資法
人の経営状況について（別冊集） 1998 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/6/14

858
みんなで進める観光振興アクション・プログラム－奈
良県観光振興行動計画－ 1999 3

産業・観光・雇用振興
部

観光交流局文化観光
課 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション  1999/6/15

859 同和対策事務必携　平成11年度 1999 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1999/6/21
860 知事提出議案説明要旨（第249回定例県議会） 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/6/22
861 第249回定例県議会提出議案 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/6/22

862
（第249回定例県議会提出）平成10年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/6/22

863
（第249回　定例県議会提出議案書中）奈良県出資法
人の経営状況について（別冊集） 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/6/22

864 なら・半日交通圏道路網構想実現化プラン 1999 6 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  土木部 1999/6/29
865 奈良県中小企業融資制度要綱集　平成11年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  1999/6/29
866 中小企業のための金融案内　平成11年度 1999 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  1999/6/29
867 市町村税政の概要　製本　平成10年度～11年度 1999 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1999/6/30

868
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 1999 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 1999/7/7

869 シニアリーダーバンク登録者名簿　平成10年度版 1998 3 県関係機関
(財)奈良県長寿社会
推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 1999/7/12

870 奈良県保健医療計画（平成10年12月一部修正） 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12
871 北和地域保健医療計画 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12
872 中和地域保健医療計画 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12
873 南和地域保健医療計画 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12
874 ストップザ・悪徳商法　総集編 1998 12 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13
875 ストップザ・悪徳商法　高齢者編 1998 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13
876 ストップザ・悪徳商法　若者編 1998 12 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13
877 くらしの豆知識　'99 1998 11 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13

878 事業概要　平成11年度  県関係機関
(財)奈良県長寿社会
推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 1999/7/14

879 すこやか奈良ヘルスプラン（分冊）若い女性と健康づ 1999 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/7/14
880 すこやか奈良ヘルスプラン（分冊）安らぐ 1999 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/7/14
881 すこやか奈良ヘルスプラン（分冊）食べる 1998 11 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/7/14
882 建築協定ガイドブック 1999 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 1999/7/16
883 住みよい福祉のまちづくり施設賞　第2回　表彰作品 1998 6 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 1999/7/16
884 住みよい福祉のまちづくり施設賞　第3回　表彰作品 1999 5 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 1999/7/16
885 平成12年度政府予算編成に関する要望書　平成11 1999 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/7/21
886 所報　第6号 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1999/7/21
887 第9回不登校シンポジウムの記録　平成10年度 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1999/7/21
888 初任者のための研修の手びき　1999 1999 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1999/7/21

889 奈良県勢要覧　1999 1999 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 1999/7/23

890 業務報告　平成10年度 1999 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2

891 奈良県林試　木材加工資料　№28 1999 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2

892 奈良県林業試験場　林業資料　№14 1999 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2
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893 奈良県林業試験場研究報告　第28号 1998 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2

894 第50回特別研修･政策研究報告集　平成10年度前期 1999 1 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1999/8/6
895 第51回特別研修･政策研究報告集　平成10年度後期 1999 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1999/8/6
896 自主研究グループ活動報告書　平成10年度 1999 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1999/8/6
897 奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成10年 1999 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1999/8/17
898 奈良県の仕事と税金（社会科資料）'98 1998 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 1999/9/16

899
【内外情勢調査会　知事講演】　「なら」の魅力を創
造・発信（平成11年度「寒稽古予算」） 1999 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/9/16

900 県議会時報なら　平成11年　製本　No.198～201 1999 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 1999/9/16

901 要覧　1999（平成10年度図書館年報） 1999 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 1999/9/16

902 保健所事業概況　平成10年度版 1999 9 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 1999/9/16

903 軽スポーツガイドブック（第3版） 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 1999/9/16

904 奈良県公営体育施設情報　平成10年  教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 1999/9/16

905
奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平
成10年度 1999 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 1999/9/16

906 県民総スポーツ運動の推進　平成11年度 1999 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 1999/9/16

907 業務概要　平成11年度 1999 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1999/9/21

908
（第250回定例県議会提出）平成11年度一般会計補
正予算案その他 1999 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/9/27

909
（第250回定例県議会提出）平成11年度一般会計補
正予算に関する説明書 1999 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/9/27

910 知事提出議案説明要旨（第250回定例県議会） 1999 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/9/27
911 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成10年度 1999 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1999/9/27

912 奈良県病院事業費特別会計決算書　平成10年度  福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/9/27

913 鬼・まじないの世界（平成11年度特別展図録） 1999 9 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 1999/9/29
914 奈良県地価調査基準地価格一覧　平成11年 1999 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1999/9/29

915
生涯学習ボランティア活動総合推進事業報告書　平
成10年度 1999 3 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  教育委員会 1999/10/1

916 16ミリ映写機の取扱について  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 教育委員会 1999/10/1

917
生涯学習推進指導者養成研修　研修集録　平成10年
度  教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 教育委員会 1999/10/1

918
せせらぎ村開村記（平成10年度フロンティア・アドベン
チャー事業実施報告書）青少年の野外活動推進事業 1999 3 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  教育委員会 1999/10/1

919 家庭教育学級の参考資料－学習プログラム－ 1999 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 教育委員会 1999/10/1

920 犯罪統計書　平成10年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1999/10/5

921
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成11年10
月） 1999 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 1999/10/15

922 奈良県の下水道　平成9年度  県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道  土木部 1999/10/26

923 奈良県林政の概要　平成11年4月 1999 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 1999/11/10

924 同和対策の概要　平成11年版 1999 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1999/11/24
925 平成12年度政府予算編成に関する要望書　平成11 1999 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/11/24
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926 土地利用動向調査　平成11年度 1999 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1999/11/26
927 奈良県有財産表　平成11年3月31日現在 1999 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 1999/11/30

928
知事の県政に関する所信と提出議案説明要旨（第
251回定例県議会） 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/2

929
（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計補正予算案その他 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/2

930
（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/2

931
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成10年度 1999 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/12/3

932 水質試験年報　平成10年度 1999 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 1999/12/3

933
（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計補正予算案その他 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/8

934
（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/8

935 奈良県農林部事業の概要　平成11年度 1999 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 1999/12/14
936 管内公衆衛生の概況　平成10年度版 1999 11 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 1999/12/17
937 奈良県歳入歳出決算報告書　平成10年度 1999 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/12/17
938 奈良県薬事年報　VOL.48　平成11年11月 1999 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1999/12/20

939
平成10年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1999 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2000/1/7

940
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成11年10月1日現在） 1999 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2000/1/14

941 年報　平成10年度 1999 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2000/2/4
942 奈良県税務統計　平成10年度 1999 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2000/2/14
943 奈良県の女性政策　平成10年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2000/2/14
944 奈良県の女性政策　平成11年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2000/2/14
945 一般旅券発行概要　平成11年 2000 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2000/2/16
946 やまとテクノインフォメーション（産業界向け製品カタロ 2000 1 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2000/2/17

947
（第252回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29

948 条例その他予算外議案（第252回定例県議会提出） 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29

949
（第252回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計予算案 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29

950 知事提出議案説明要旨（第252回定例県議会） 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29

951 奈良県推計人口年報　平成11年10月1日 2000 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2000/3/8

952 国民健康保険及び福祉医療事業状況　平成10年度 2000 1 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  2000/3/10

953
（第252回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2000 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/3/10

954
（第252回定例県議会提出）平成11年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2000 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/3/10

955 創立30周年記念誌 2000 2 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2000/3/22

956
奈良県の環境保全団体活動事例集－地球を守るの
は私たち－ 2000 3

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般

奈良県環境県民
フォーラム事務局 生活環境部 2000/3/29

957 保健統計年報　平成10年 2000 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2000/4/6

958 水質試験年報（第25号）平成10年度 1999 9 県土マネジメント部
流域下水道センター
浄化センター 行政資料 建設 上下水道  2000/4/7

959 奈良県指定文化財　平成8年度版（第38集） 1998 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/4/7
960 奈良県指定文化財　平成9年度版（第39集） 1999 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/4/7
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961 近畿東海北陸民俗芸能祭99記録 2000 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/4/7
962 奈良県教育　第88集　第857号 2000 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/4/10
963 商工労働部主要施策の概要　製本　平成3年度～10 1991 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  2000/4/14
964 商工労働部主要施策の概要　平成12年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2000/4/17
965 業務概要　平成12年度 2000 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2000/4/17
966 学校基本数一覧表　平成11年度 1999 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2000/4/17
967 暮らしを綴るスケッチ日記　2000 2000 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2000/4/17
968 絵だより　2000（平成12年度・主要プロジェクトのご紹 2000 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2000/4/17

969
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成10年度 2000 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2000/4/17

970 業務年報　平成10年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2000/4/19
971 万葉文庫　萬葉　第30号 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 橿原図書館 2000/4/24

972
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成8年度 1998 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  2000/4/25

973 奈良県農林部事業の概要　製本　平成7年度～10年 1995 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  2000/4/25
974 県民所得統計推計結果報告書　製本　平成5年度～7 1997 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算  総務部 2000/4/25
975 奈良県公報　製本　平成10年1月から3月 1998 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26
976 奈良県公報　製本　平成10年4月から6月 1998 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26
977 奈良県公報　製本　平成10年7月から9月 1998 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26
978 奈良県公報　製本　平成10年10月から12月 1998 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26
979 奈良県の結核　平成10年版 2000 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2000/5/11
980 所報　第7号 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2000/5/11
981 不登校の子どもとその保護者へのかかわり 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 2000/5/11
982 奈良県持続農業（環境保全型農業）推進基本方針 2000 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2000/5/12
983 持続農業（環境保全型農業）栽培技術指針 2000 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2000/5/12
984 高齢者在宅福祉サービス評価事業報告書 2000 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2000/5/12

985
特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価事
業報告書 2000 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2000/5/12

986
【内外情勢調査会　知事講演】　うねりを越えて未来
へ脱皮（平成12年度『芽生え予算』） 2000 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2000/5/15

987 民俗博物館研究紀要　第17号 2000 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2000/5/17

988
環境調査報告書（大気編）製本（昭和61年度～昭和
62年度・平成元年度～平成4年度）  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2000/5/22

989
「なら21世紀づくり県民アンケート」調査「知事への手
紙」（意見募集）報告書 2000 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2000/5/23

990
奈良県市町村行政体制整備調査研究事業－報告書
概要版－ 2000 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 総合行政 行政計画

奈良県市町村行
政体制整備調査
委員会（事務局・
市町村課） 2000/6/1

991
奈良県中小企業のインターネット活用について（調査
報告書） 2000 3 県関係機関

(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

奈良県中小企業
情報センター 2000/6/1

992
奈良県中小企業（製造業）の後継者について（調査報
告書） 2000 3 県関係機関

(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 労働 労働一般

奈良県中小企業
情報センター 2000/6/1

993 奈良県林業試験場研究報告　第29号 1999 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6

994 業務報告　平成11年度 2000 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6

995 奈良県林業試験場　林業資料　№15 2000 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6
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996 奈良県林試　木材加工資料　№29 2000 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6

997 介護保険サービス事業所名簿  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2000/6/14
998 ＬＰガスについての調査報告書（奈良県委託事業） 2000 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2000/6/16

999 間伐材等の利活用事例集 2000 3
水循環・森林・景観環
境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/16

1000 自己点検・評価報告書　1994～1998 2000 3 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2000/6/16

1001
奈良県市町村行政体制整備調査研究事業－報告書
－ 2000 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 総合行政 行政計画

奈良県市町村行
政体制整備調査
研究委員会 総務部 2000/6/16

1002
奈良県市町村行政体制整備調査研究事業－資料編
－ 2000 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 総合行政 行政計画

奈良県市町村行
政体制整備調査
研究委員会 総務部 2000/6/16

1003
（第253回定例県議会提出）平成11年度一般会計補
正予算に関する説明書 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/6/26

1004 第253回定例県議会提出議案 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/6/26
1005 知事提出議案説明要旨（第253回定例県議会） 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/6/26
1006 関西文化学術研究都市　奈良県域の概要 2000 3 文化・教育・くらし創造 学研・大学連携室 行政資料 建設 地域開発  2000/7/6
1007 奈良県の仕事と税金（社会科資料）1999 1999 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2000/7/6
1008 奈良県指定文化財　平成10年度版（第40集） 2000 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/7/6

1009
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第72冊（山口
遺跡群） 1998 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2000/7/6

1010
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第73冊（南郷
遺跡群Ⅱ） 1999 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2000/7/6

1011 農業制度金融のしおり　平成12年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2000/7/11
1012 農業近代化資金等関係法規集　平成12年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2000/7/11
1013 奈良県農林部事業の概要　平成12年度 2000 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2000/7/11
1014 奈良県薬事年報　VOL.47　平成10年10月 1998 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  福祉部 2000/7/12

1015 奈良県の工業（平成10年工業統計調査結果報告書） 2000 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2000/7/12

1016
定年制、退職金制度、労働時間等実態調査　報告書
平成11年度 2000 3

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2000/7/12

1017 消費生活　ア・ラ・カルト　NO.27 2000 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

生活科学センター
／第二生活科学
センター 2000/7/18

1018 お葬式についての調査報告書　平成12年3月 2000 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 生活文化一般  2000/7/18
1019 中小企業のための金融案内　平成12年度 2000 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18
1020 奈良県中小企業融資制度要綱集　平成12年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18

1021 平成12年度　設備貸与制度ご案内〈割賦・リース〉  県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18

1022 設備資金貸付制度ご案内　平成12年度  県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18

1023
都市農村交流活動の手引き「大和の国　わくわく交流
なるほど事典」 1999 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 生活文化 生活文化一般  農林部 2000/7/18

1024
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 2000 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 2000/7/19

1025 環境調査報告書（騒音編）平成11年度 2000 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  生活環境部 2000/7/19

1026 こんな時のクーリング・オフ 2000 1 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 2000/7/24
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1027 奈良県スポーツ医・科学報告書（第7集）平成8年度 1997 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2000/7/25

1028 奈良県スポーツ医・科学報告書（第8集）平成9年度 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2000/7/25

1029 奈良県スポーツ医・科学報告書（第9集）平成10年度 1999 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2000/7/25

1030 奈良県スポーツ医・科学報告書（第10集）平成11年度 2000 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2000/7/25

1031 学校体育必携　平成12年度 2000 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25

1032
奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平
成11年度 2000 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25

1033 県民総スポーツ運動の推進　平成12年度 2000 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2000/7/25

1034
中学校体育指導事例集　～選択制授業の推進を目
指して～ 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25

1035
奈良県高等学校保健体育科指導事例集　～運動の
得意な生徒を育てるために～ 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25

1036 学校教育の指導方針　平成12年度 2000 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/27
1037 学校教育の指導方針（解説編）平成12年度  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/27

1038
明日へ　ステップ　－しごとと　再び学ぶための　基礎
知識－  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/27

1039 奈良県勢要覧　2000 2000 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2000/8/11

1040 シニアリーダーバンク登録者名簿　平成12年度版 2000 3 県関係機関
(財)奈良県長寿社会
推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 2000/8/11

1041 農業農村整備事業ガイドブック（平成11年9月） 1999 9 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  農林部 2000/8/14

1042
奈良晒－近世南都を支えた布－（平成12年度特別展
図録） 2000 7

文化・教育・くらし創造
部 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2000/8/14

1043 要覧　2000（平成11年度図書館年報） 2000 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 2000/8/14

1044 奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成11年 2000 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2000/8/29
1045 奈良県立医科大学概要　平成12年度 2000 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2000/8/29
1046 「総合的な学習の時間」指導資料  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2000/8/29
1047 奈良県地価調査基準地価各一覧　平成12年 2000 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2000/9/20

1048
（第253回　定例県議会提出議案書中）奈良県出資法
人の経営状況について（別冊集） 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/26

1049 知事提出議案説明要旨（第254回定例県議会） 2000 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/27

1050
（第254回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2000 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/27

1051
（第254回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2000 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/27

1052
財政事情　平成10年12月1日公表（奈良県公報　平成
10年12月1日　号外第43号） 1998 12 総務部 財政課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2000/9/29

1053 卸売市場の概要 2000 9 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  2000/10/6
1054 犯罪統計書　平成11年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2000/10/11

1055
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成12年10
月） 2000 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2000/10/16

1056 奈良県水防計画　平成12年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  土木部 2000/11/2
1057 土地利用動向調査　平成12年度 2000 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2000/11/15



奈良県

資料名 発行年
発行
月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名

資料提供者
名 入力年月日

1058
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成11年度 2000 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2000/11/21

1059 同和対策の概要　平成12年版 2000 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2000/11/24

1060 環境調査報告書（大気編）平成11年度 2000 10
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2000/11/28

1061 奈良県有財産表　平成12年3月31日現在 2000 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2000/11/30
1062 知事提出議案説明要旨（第255回定例県議会） 2000 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/12/1

1063
（第255回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2000 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/12/1

1064
（第255回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2000 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/12/1

1065
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成11年度 2000 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2000/12/1

1066
第24次　奈良県海外労働事情調査団　オランダ・イギ
リス・フランス視察報告書 2000

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2000/12/4

1067 水質試験年報　平成11年度 2000 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2000/12/19

1068 環境調査報告書（水質編）平成11年度 2000 9
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2000/12/21

1069 奈良県歳入歳出決算報告書　平成11年度 2000 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2000/12/28

1070
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成12年10月1日現在） 2000 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2001/1/11

1071
奈良県における市町村の行政体制整備について（奈
良県市町村合併推進要綱） 2000 12 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2001/1/11

1072
奈良県過疎地域自立促進方針　奈良県過疎地域自
立促進計画（前期） 2000 10 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2001/1/11

1073 業務概況（平成12年版） 2000 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/1/18
1074 奈良県患者調査 2001 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/1/24
1075 奈良県税務統計　平成11年度 2000 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2001/2/1

1076 奈良県環境保全関係例規集  
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 総記 例規/通達/法令  生活環境部 2001/2/8

1077
2000年度　奈良県女性海外派遣事業　調査・研究報
告と提言 2001 2

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2001/2/15

1078 管内公衆衛生の概況　平成11年度版 2000 11 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/2/15

1079 水質試験年報（第26号）平成11年度 2000 12 県土マネジメント部
流域下水道センター
浄化センター 行政資料 建設 上下水道  2001/2/21

1080 奈良県新総合計画後期実施計画 2001 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2001/2/22

1081
（第256回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計予算案 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27

1082 条例その他予算外議案（第256回定例県議会提出） 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27
1083 知事提出議案説明要旨（第256回定例県議会） 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27

1084
（第256回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27

1085 平成13年度政府予算編成に関する要望書　平成12 2000 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/3/5
1086 平成13年度政府予算編成に関する要望書　平成12 2000 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/3/5
1087 業務年報　平成11年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/3/5

1088 奈良県中小企業の経営環境実態調査報告書 2001 2 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

奈良県中小企業
情報センター 2001/3/8

1089
奈良県中小企業の環境問題への取り組みについて
調査報告書 2001 2 県関係機関

(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 環境 環境保全一般

奈良県中小企業
情報センター 2001/3/8

1090 知事提出議案説明要旨（第256回定例県議会） 2001 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/3/12
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1091
（第256回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2001 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/3/12

1092
（第256回定例県議会提出）平成12年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2001 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/3/12

1093
わがまち自慢の健康づくり－実践活動事例集－平成
12年度 2001 3 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  2001/3/21

1094 奈良県市町村要覧　平成12年度 2001 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/3/28
1095 奈良県の結核　平成11年版 2001 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2001/3/28

1096 奈良県の工業（平成11年工業統計調査結果報告書） 2001 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2001/3/28

1097
北山・十津川地域森林計画書（北山・十津川森林計
画区） 2001 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/4/12

1098
吉野地域森林計画の一部変更計画書（吉野森林計
画区） 2001 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/4/12

1099
大和・木津川地域森林計画の一部変更計画書（大
和・木津川森林計画区） 2001 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/4/12

1100 男女共同参画についてのアンケート　報告書 2001 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2001/4/13

1101 木材利用公共施設事例集 2001 2
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2001/4/13

1102 奈良県中小企業団体名簿（平成13年2月15日現在） 2001 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2001/4/17
1103 暮らしを綴るスケッチ日記 2001 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2001/4/17
1104 絵だより　2001（平成13年度・主要プロジェクトのご紹 2001 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/4/17
1105 奈良県新総合計画後期実施計画（概要版） 2001 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2001/4/17
1106 公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画 2001 3 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2001/4/18
1107 保健統計年報　平成11年 2001 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2001/4/19
1108 奈良県農林部事業の概要　平成13年度 2001 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2001/4/19
1109 2000年世界農林業センサス　奈良県結果報告書 2001 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2001/5/9

1110 奈良県推計人口年報　平成12年10月1日 2000 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2001/5/9

1111 統計レポート　製本　平成8年度 1996 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2001/5/10

1112 統計レポート　製本　平成9年度 1997 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2001/5/10

1113 統計レポート　製本　平成10年度 1998 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2001/5/10

1114 奈良県歳入歳出決算報告書　平成7年度 1996 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2001/5/10
1115 奈良県歳入歳出決算報告書　平成9年度 1998 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2001/5/10
1116 奈良県歳入歳出決算報告書　平成8年度 1997 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2001/5/10
1117 奈良県公報　製本　平成11年1月から3月 1999 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10
1118 奈良県公報　製本　平成11年4月から6月 1999 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10
1119 奈良県公報　製本　平成11年7月から9月 1999 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10
1120 奈良県公報　製本　平成11年10月から12月 1999 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10
1121 奈良県公報　製本　平成12年1月から3月 2000 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10

1122
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成9年度 1999 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2001/5/11

1123 市町村税政の概要　製本　平成8年度～9年度 1997 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  総務部 2001/5/11
1124 福祉事業の概要　製本　平成9年度～11年度 1997 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2001/5/11

1125 県議会時報なら　平成10年　製本　No.194～197 1998 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2001/5/11

1126 奈良県防災ヘリコプター「やまと2000」運航の手引 2001 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2001/5/17
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1127 年報　平成11年度 2001 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 保健衛生 保健衛生一般
（財）奈良県健康
づくり財団 2001/5/17

1128 保健統計年報　製本　平成8年～9年 1998 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2001/5/18

1129 環境白書　製本　平成10年度版～11年度版 1999
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2001/5/18

1130
環境調査報告書（大気編）製本（平成5年度～6年度・
平成8年度～平成10年度） 1994

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2001/5/18

1131 環境調査報告書（水質編）製本　平成9年度～10年度 1998
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2001/5/18

1132 民俗博物館研究紀要　第18号 2001 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2001/5/23

1133
パートタイマー、セクシュアル・ハラスメントに関する調
査結果報告書 2001 3

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2001/5/25

1134 奈良県立病院概要　第18号　平成9年度 1997 7 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25

1135 奈良県立病院概要　第19号　平成10年度 1998 8 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25

1136 奈良県立病院概要　第20号　平成11年度 1999 8 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25

1137 奈良県立病院概要　第21号　平成12年度 2000 12 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25

1138 奈良県立医科大学概要　平成9年度 1997 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25
1139 奈良県立医科大学概要　平成10年度 1998 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25
1140 奈良県立医科大学概要　平成11年度 1999 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25
1141 奈良県労働運動史 2001 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/5/29

1142
【内外情勢調査会　知事講演】　21世紀の新たな芽を
育てる（平成13年度『脱皮さわらび予算』） 2001 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/6/5

1143 橿原考古学研究所研究成果　第3冊（大和木器資料 2000 9 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7
1144 橿原考古学研究所調査報告　第76冊（南郷遺跡群 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7
1145 橿原考古学研究所調査報告　第77冊（南郷遺跡群 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7
1146 ヘアケアについての調査報告書 2001 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 生活文化一般  2001/6/11
1147 奈良県例規集　9　警察　公営企業　索引 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 2001/6/15
1148 第257回定例県議会提出議案 2001 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/6/20

1149
（第257回定例県議会提出）平成12・13年度一般会計
特別会計補正予算に関する説明書 2001 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/6/20

1150 奈良の畜産　2001 2001 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2001/6/20
1151 なら　産業用地のご紹介（工業団地一覧） 2001 3 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2001/6/25
1152 ならボランティアガイドブック 2001 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2001/6/25
1153 農業制度金融のしおり　平成13年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2001/7/12
1154 農業近代化資金等関係法規集　平成13年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2001/7/12
1155 農業改良資金関係法令通達集 2001 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2001/7/12
1156 奈良県水防計画　平成13年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  土木部 2001/7/12

1157
平成14年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成13年7月 2001 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/7/12

1158 なら土地利用ガイドブック 2001 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2001/7/12
1159 女性みらいフォーラムinなら開催記録集 1998 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17
1160 女性みらいフォーラムinなら開催記録集 1999 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17
1161 国際女性フォーラムinなら　報告書 1996 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17
1162 女・男いきいきシンポジウム報告書　平成12年度 2001 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17
1163 奈良県の女性政策　平成12年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17
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1164
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 2001 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 2001/7/18

1165 奈良県勢要覧　2001 2001 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2001/7/18

1166 消費生活　ア・ラ・カルト　№28 2001 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

生活科学センター
／第２生活科学セ
ンター 2001/7/19

1167
住みよい福祉のまちづくり施設賞　第5回　表彰施設
作品集 2001 6 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2001/7/19

1168 学校生活ガイド 1998 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19

1169
中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育
2000～「伸ばそう個性　めざそう　スぺシャリスト」 2000 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19

1170 県立高校将来構想中間答申 2001 3 教育委員会
教委県立学校企画調
整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19

1171
職場体験・ボランティア活動（いきいき・なら体験事業）
事例集 2001 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19

1172 職場体験・ボランティア活動　指導用資料  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19
1173 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2001 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2001/7/19

1174 奈良県庁ストップ温暖化実行計画　平成13年3月 2001 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2001/7/23

1175
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成13年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2001/7/23

1176 農業農村景観100選写真集  食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2001/7/24
1177 奈良県の文化財行政　平成13年度 2001 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2001/7/24
1178 奈良県教育　第89集　第858号 2001 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/24
1179 ろうせいハンドブック　平成13年版 2001 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/7/24
1180 ことばのポケット 1999 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 総記 辞書・辞典  2001/7/24

1181 同和保育の手びき　第22集　同和保育指導資料集 2001 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 社会教育  2001/7/25

1182 就学前教育の充実をめざして　2000年度 2001 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 教育一般  2001/7/25

1183
改訂　学校給食における衛生管理のポイント－なくそ
う食中毒－ 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/26

1184 県民総スポーツ運動の推進　平成13年度 2001 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2001/7/26

1185
奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平
成12年度 2001 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/26

1186 奈良県スポーツ医・科学報告書（第11集）平成12年度 2001 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2001/7/26

1187 学校体育必携　平成13年度 2001 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/26

1188 業務報告　平成12年度 2001 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26

1189 奈良県森林技術センター研究報告　第30号 2000 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26

1190 奈良県森林技術センター林業資料　№16 2001 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26

1191 奈良県森林技術センター木材加工資料　№30 2001 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26

1192 住みよい福祉のまちづくり施設賞　第4回　表彰作品 2000 5 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2001/8/8
1193 健康なら21計画 2001 7 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2001/8/8
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1194
第7次奈良県交通安全計画（平成13年度～平成17年
度）  総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全

奈良県交通安全
対策会議 2001/8/8

1195 奈良県産業廃棄物実態調査報告書 1999 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2001/8/8

1196 平成13年度　設備貸与制度ご案内〈割賦・リース〉  県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 金融  商工労働部 2001/8/8

1197 設備資金貸付制度ご案内　平成13年度  県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 金融  商工労働部 2001/8/8

1198 奈良県の仕事と税金（社会科資料）2000 2000 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2001/8/9

1199
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成13年3月31日現在） 2001 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2001/8/9

1200
部落史学習の深化をめざして－平成6年度部落史学
習講座のまとめ－ 1995 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1201
部落史学習の深化をめざして－平成7年度部落史学
習講座のまとめ－ 1996 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1202
部落史学習の深化をめざして－平成8年度部落史学
習講座のまとめ－ 1997 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1203
部落史学習の深化をめざして－平成9年度部落史学
習講座のまとめ－ 1998 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1204
部落史学習の深化をめざして－平成10年度部落史学
習講座のまとめ－ 1999 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1205
部落史学習の深化をめざして－平成11年度部落史学
習講座のまとめ－ 2000 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1206
部落史学習の深化をめざして－平成12年度部落史学
習講座のまとめ－ 2001 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/10

1207 人権教育推進プラン（人権教育指導資料）学校教育 2001 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2001/8/10
1208 同和教育資料  教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2001/8/10

1209 林業普及指導事業実施計画書　平成8年度  
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14

1210 林業普及指導事業実施計画書　平成10年度  
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14

1211 林業普及指導事業実施計画書　平成11年度  
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14

1212 林業普及指導事業実施計画書　平成12年度  
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14

1213 奈良の林業　平成12年度 2000
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14

1214 奈良県林政の概要　平成13年4月 2001 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14

1215 奈良県林業統計　平成11年度 2001 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2001/8/14

1216 研究紀要　第二号 1995 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1217 研究紀要　第三号 1996 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1218 研究紀要　第四号 1997 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1219 研究紀要　第五号 1998 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15
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1220 研究紀要　第六号 1999 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1221 研究紀要　第七号 2000 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1222
奈良県同和問題関係史料第1集「おほえ－奈良奉行
所管内要覧－」 1995 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1223
奈良県同和問題関係史料第2集「奈良県同和問題関
係公文集（Ⅰ）」 1996 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1224 奈良県同和問題関係史料第3集「大和同志会日誌」 1997 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1225
奈良県同和問題関係史料第4集「大和国博労関係史
料」 1998 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1226 奈良県同和問題関係史料第5集「日新記聞」 1999 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1227 奈良県同和問題関係史料第6集「大和郡山藩郷鑑」 2000 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1228 奈良の非差別民衆史 2001 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2001/8/15

1229
奈良県の大都市地域における住宅及び住宅地の供
給に関する計画 2001 6 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2001/8/21

1230
奈良県　新・住宅マスタープラン～未来・やまとの住ま
いづくり計画～ 2001 5 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2001/8/21

1231 奈良県立医科大学概要　平成13年度 2001 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/8/21
1232 学校基本数一覧表　平成12年度 2000 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2001/8/24
1233 学校基本数一覧表　平成13年度 2001 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2001/8/24
1234 奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成12年 2001 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2001/8/24
1235 包括外部監査の結果報告書　平成12年度 2001 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2001/8/24

1236 ポケット樹皮図鑑－紀伊半島の主要有用樹－ 2001 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

南近畿林業試験
研究機関会議 農林部 2001/8/31

1237 事業概要　平成13年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2001/8/31
1238 卸売市場の概要 2001 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2001/9/5

1239 要覧　2001（平成12年度図書館年報） 2001 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 2001/9/11

1240 奈良県地価調査基準地価格一覧　平成13年 2001 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2001/9/20
1241 知事提出議案説明要旨（第258回定例県議会） 2001 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/9/26

1242
（第258回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2001 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/9/26

1243
（第258回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2001 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/9/26

1244 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成12年度 2001 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  総務部 2001/9/26

1245 奈良県病院事業費特別会計決算書　平成12年度 2001 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/9/26

1246
奈良県出資法人（平成13年度事業計画・平成12年度
業務報告） 2001 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/10/1

1247 奈良県公立高等学校　学校紹介　平成13年度 2001 10 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/10/9

1248
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成13年10
月） 2001 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2001/10/18

1249 業務概要　平成13年度 2001 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2001/10/18

1250
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成12年度 2001 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/11/13
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1251 環境調査報告書（大気編）平成12年度 2001 10
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2001/11/20

1252
平成14年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成13年11月 2001 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/11/27

1253
（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/4

1254
（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/4

1255
平成12年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2001 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2001/12/4

1256 奈良県営水道のあゆみ－県水を送り続けて30年－ 2001 3 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2001/12/4
1257 知事提出議案説明要旨（第259回定例県議会） 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/10

1258
（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計補
正予算に関する説明書 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/10

1259
（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計補
正予算案その他 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/10

1260 保健所事業概況　平成12年度版 2001 11 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/12/28
1261 業務概況（平成13年版） 2001 12 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/1/15
1262 奈良県税務統計　平成12年度 2001 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/2/1

1263
身近な暴力　ドメスティック・バイオレンスをなくすため
に（相談事例集） 2002 1

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/2/4

1264 業務年報　平成12年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/2/20
1265 奈良県の結核　平成12年版 2002 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2002/2/20

1266
わがまち自慢の健康づくり－実践活動事例集－平成
13年度 2002 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  2002/2/26

1267 一般旅券発行概要　平成13年 2002 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2002/2/26
1268 知事提出議案説明要旨（第260回定例県議会） 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/27

1269
（第260回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計予算案 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/27

1270
（第260回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/27

1271 条例その他予算外議案（第260回定例県議会提出） 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/28
1272 奈良県市町村要覧　平成13年度 2002 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/3/1
1273 まほろば地域づくりハンドブック 2002 2 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2002/3/4
1274 保健所事業概況　平成12年度版 2001 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/3/5

1275 奈良県貿易実態調査報告書　2000年（1月～12月） 2001 12 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2002/3/7

1276 知事提出議案説明要旨（第260回定例県議会） 2002 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/3/11

1277
（第260回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2002 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/3/11

1278
（第260回定例県議会提出）平成13年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2002 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/3/11

1279 夏の肌着についての調査報告書（奈良県委託事業） 2001 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12
1280 靴についての調査報告書（奈良県委託事業） 1996 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12

1281
写真の品質と価格についての調査報告書（奈良県委
託事業） 1999 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12

1282 贈答品の包装についての調査報告書（奈良県委託事 1994 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12
1283 牛乳についての調査報告書（奈良県委託事業） 1993 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12
1284 ふとんについての調査報告書（奈良県委託事業） 1992 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12
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1285
家庭から出るゴミについての調査報告書（奈良県委
託事業） 1991 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12

1286 通信販売についての調査報告書（奈良県委託事業） 1900 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12

1287
第25次　奈良県海外労働事情調査団　ドイツ・イタリ
ア視察報告書 2002

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2002/3/12

1288 奈良県推計人口年報　平成13年10月1日 2002 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2002/3/14

1289
なら男女共同参画プラン21－奈良県男女共同参画計
画（なら女性プラン21改訂版）－ 2002 2

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/3/14

1290
生涯学習推進指導者養成研修　研修集録　平成13年
度  教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 2002/3/14

1291 奈良県の水道概要　平成9年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/3/15
1292 奈良県の水道概要　平成10年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/3/15
1293 奈良県の水道概要　平成11年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/3/15

1294
大和・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（大
和・木津川森林計画区） 2002 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/3/19

1295
吉野地域森林計画の一斉変更計画書（吉野森林計
画区） 2002 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/3/19

1296
北山・十津川地域森林計画の一斉変更計画書（北
山・十津川森林計画区） 2002 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/3/19

1297 保健統計年報　平成12年 2002 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2002/3/27

1298 奈良県の都市計画 2002 1 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画
奈良県都市計画
協会 土木部 2002/3/28

1299 平成12年国勢調査　奈良県市町村・町丁字別人口一 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/28
1300 生鮮野菜についての調査報告書（奈良県委託事業） 2002 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/28
1301 奈良県財政健全化指針 2002 3 総務部 行政経営課 行政資料 総合行政 行政一般  2002/4/10
1302 奈良県立美術館紀要　第9号 1994 7 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/4/7
1303 奈良県立美術館紀要　第11号 1997 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1304 奈良県立美術館紀要　第12号 1998 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1305 奈良県立美術館紀要　第13号 1999 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1306 奈良県立美術館紀要　第14号 2000 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1307 奈良県立美術館年報　平成10年度 2000 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1308 奈良県立美術館年報　平成11年度 2001 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1309 奈良県立美術館年報　平成12年度 2002 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6
1310 第7次奈良県職業能力開発計画（平成13年度～17年  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 能力開発  2001/4/22
1311 奈良県文化財調査報告書　第71集(東大寺三社池） 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7
1312 橿原考古学研究所調査報告　第75冊（坪井・大福遺 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2000/6/7
1313 橿原考古学研究所調査報告　第78冊（菅田遺跡） 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2000/6/7
1314 発掘調査報告　平城京左京七条一坊十五・十六坪 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 1997/6/7
1315 奈良県公報　製本　平成12年4月から9月 2000 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10
1316 奈良県公報　製本　平成12年10月から3月 2000 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10

1317 統計レポート　製本　平成11年度 1999 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2002/5/10

1318 統計レポート　製本　平成12年度 2000 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2002/5/10

1319 奈良県の工業　製本　平成8～年9年 1998 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2002/5/7

1320 奈良県有財産表　平成13年3月31日現在 2000 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2002/5/23

1321 奈良県の工業（平成12年工業統計調査結果報告書） 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2002/6/18
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1322 平成遷都１３００年記念事業マスタープラン 2002 5
文化・教育・くらし創造
部

平城遷都千三百年記
念事業準備事務局企 行政資料 総合行政 行政一般  2002/6/18

1323
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成13年10月1日現在） 2001 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2002/6/18

1324 グラフなら県勢　2002 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2002/6/25

1325 わが職場のトピックス 2002 5 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2002/6/25
1326 賃金事情調査報告書　平成13年度 2002 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2002/7/5
1327 ろうせいハンドブック　平成14年版 2002 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2002/7/5
1328 卸売市場の概要　平成１４年６月 2002 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2002/7/5
1329 奈良県の仕事と税金（社会科資料）2001 2001 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2002/7/5
1330 奈良県卸売市場整備計画（第7次） 2002 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  2002/7/5
1331 奈良県農林部事業の概要　平成14年度 2002 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2002/7/5

1332
平成15年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成14年7月 2002 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/7/5

1333
奈良県介護サービス事業所ガイドブック訪問系サー
ビス事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5

1334
奈良県介護サービス事業所ガイドブック通所サービス
事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5

1335
奈良県介護サービス事業所ガイドブック入所系施設
事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5

1336
奈良県介護サービス事業所ガイドブック居宅介護支
援事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5

1337 奈良県の地場産業（地場産業の概要） 2002 7 県関係機関
(財)奈良県広域地場
産業振興センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2002/7/5

1338 土地利用動向調査　平成13年度 2001 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2002/7/5
1339 奈良県土地利用基本計画（計画書・計画図・（参考総 2001 5 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2002/7/5

1340
明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等
に関する計画 2000 9 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2002/7/5

1341 県立高校将来構想答申 2001 9 教育委員会
教委県立学校企画調
整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5

1342 県立高校再編計画について中間報告 2002 6 教育委員会
教委県立学校企画調
整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5

1343
中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育
2001～「伸ばそう個性　めざそう　スぺシャリスト」 2001 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5

1344
在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関す
る指導について 2001 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/7/5

1345
職場体験・ボランティア活動（いきいき・なら体験事業）
事例集（第２集） 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5

1346 学校教育の指導方針　平成14年度 2002 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5
1347 学校教育の指導方針（解説編）　平成14年度 2002 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5

1348
【内外情勢調査会　知事講演】　変化の時代には創
意・工夫こそ力（平成14年度「緊急出動予算」） 2002 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2002/7/15

1349 奈良県勢要覧　2002 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2002/8/12

1350 奈良県森林技術センター研究報告　第31号 2001 12
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12

1351 奈良県森林技術センター木材加工資料　№31 2002 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12
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1352 奈良県森林技術センター林業資料　№17 2002 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12

1353 業務報告　平成13年度 2002 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12

1354 絵だより　2002（平成14年度・主要プロジェクトのご紹 2002 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/8/12

1355 県民総スポーツ運動の推進　平成14年度 2002 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2002/8/12

1356 学校体育必携　平成14年度 2002 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/8/12

1357
奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平
成13年度 2002 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/8/12

1358 奈良県スポーツ医・科学報告書（第12集）平成13年度 2002 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2002/8/12

1359 同和保育の手びき　第23集　同和保育指導資料集 2002 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 社会教育  福祉部 2002/8/12

1360 就学前教育の充実をめざして　2001年度 2002 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 教育一般  福祉部 2002/8/12

1361 奈良県中小企業融資制度要綱集　平成13年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2002/8/12
1362 奈良県中小企業融資制度要綱集　平成14年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2002/8/12
1363 中小企業のための金融案内　平成14年度 2002 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2002/8/12
1364 奈良県果樹農業振興計画書（目標年度　平成22年 2000 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12
1365 協同農業普及事業の実施に関する方針　平成１２年 2000 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12

1366
多品目小産地育成事業報告書　「一畝から始まる朝
市・直売活動」 2002 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12

1367
農作物病害虫防除指導指針　発生生態と耕種的防
除編　(平成13年度) 2001 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12

1368 農作物の施肥基準 2002 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12

1369 消費生活　ア・ラ・カルト　№29 2002 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

生活科学センター
／第２生活科学セ
ンター 2002/8/12

1370
平成13年度奈良県男女共同参画海外調査研究事情
調査研究報告と提言 2002 2

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/8/12

1371
身近な暴力　ドメスティック・バイオレンスをなくすため
に（DV対応マニュアル） 2002 3

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/8/12

1372 奈良県の水道概要　平成12年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/8/12

1373
紀伊山地カモシカ保護地域特別調査報告書　平成
12･13年度 2002 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 環境 自然保護  2002/8/12

1374 調査報告　第79冊　奈良県五條市　居伝遺跡 2000 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2002/8/12
1375 奈良県教育　第90集　第859号 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/8/12
1376 ２００２年４月　新学習指導要領START! 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12
1377 生きる力の基礎を培う幼稚園教育 2000 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12
1378 「預かり保育」の参考資料 2002 6 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12
1379 教科書制度の概要 2002 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12
1380 奈良県の文化財行政　平成14年度 2002 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2002/8/12

1381
住みよい福祉のまちづくり施設賞　第6回　表彰施設
作品集 2002 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2002/8/12

1382 ひとにやさしい心基準　建築物福祉整備改修事例 2002 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2002/8/12

1383 廃棄物減量化マニュアル　平成１３年１１月 2001 11
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2002/8/12

1384
奈良県　廃棄物排出事業者自己評価ガイドライン　平
成１２年１０月 2000 10

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2002/8/12
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1385 公益法人事務の手引 1991 4 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12
1386 電算システムによる保存文書管理事務の手引 1991 4 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12
1387 奈良県の文化財地図帳 1990 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12
1388 奈良県指定文化財　昭和61年度版（第28集） 1987 10 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12

1389 奈良県環境情報管理システム基本調査報告書 1990 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1993/1/12

1390 地域環境保全活動データバンク 1991 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1993/1/12

1391 奈良県薬事指導所報告　第9号 1987 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1392 奈良県薬事指導所報告　第10号 1990 10 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1393 研究報告　№17 1991 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12

1394 奈良県林業振興地域整備基本方針書 1990 12
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12

1395 奈良県の野鳥 1990 4
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1993/1/12

1396 知事提出議案説明要旨（第201回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12

1397
（第196回定例県議会提出）昭和62年度一般会計特
別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12

1398 知事提出議案説明要旨（第205回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12
1399 知事提出議案説明要旨（第209回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12
1400 知事提出議案説明要旨（第213回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12
1401 あすをひらくＮａｒａの女性（今、確かな歩みを） 1991 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1993/1/12
1402 奈良県立商科大学研究季報　第2巻第1号 1991 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1993/1/12
1403 奈良県立商科大学研究季報（開学記念号） 1990 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1993/1/12
1404 奈良の野菜（第１部　軟弱野菜） 1991 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12
1405 伸びゆく大和茶  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12
1406 土地利用型農作物生産性向上指針 1991 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12
1407 やさしさを行動に（障害をもつ人へのエチケット） 1989 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  1993/1/12
1408 同和問題の解決をめざして（№7　くらしを見つめて）  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12
1409 同和問題の解決をめざして（№8　仕事をみつめて） 1988 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12

1410
同和問題の解決をめざして（№10　差別と解放の歴史
をみつめて） 1990 3

文化・教育・くらし創造
部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12

1411
同和問題の解決をめざして（№11　もう一度　見つめ
直してみませんか） 1991

文化・教育・くらし創造
部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12

1412 なぜ　なるほど　どうするの 1990 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12
1413 わんぱくマー坊土俵入り 1991 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12
1414 奈良県立美術館蔵品百選 1991 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12
1415 孤高の画家　大村長府（大和美術史料第1集） 1978 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12
1416 蔵品図録　第八集（絵画篇Ⅲ） 1989 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12
1417 蔵品図録　第九集（工芸篇Ⅰ） 1990 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12

1418 奈良県公立文化施設ガイドブック 1991 3
文化・教育・くらし創造
部 文化会館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

奈良県公立文化
施設協議会 企画部 1993/1/12

1419 奈良県新公会堂（ビッグルーフ日本一広い屋根）  県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12

1420 奈良県の都市計画 1989 1 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画
奈良県都市計画
協会 1993/1/12

1421
青山めぐる歴史と未来のまちづくり（奈良県都市景観
懇談会報告書） 1989 6 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1993/1/12

1422 ならのけいさつ　'91  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  1993/1/12
1423 民俗博物館研究紀要　第12号 1990 4 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12
1424 奈良県立都市公園条令関係法規集 1989 4 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 環境 自然保護  1993/1/12
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1425 奈良県議会歴代議員名簿 1987 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12
1426 奈良県議会歴代議員名簿 1991 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12
1427 奈良県議会提要（平成2年3月発行） 1990 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12
1428 職員の給与等に関する報告及び勧告（平成3年10月） 1991 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1993/1/12
1429 奈良県工業実態調査報告書 1989 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12
1430 奈良県地場産業情報化推進モデル事業調査研究報 1991 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12
1431 奈良県工業振興ビジョン（文化・科学・技術の融合と 1990 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12
1432 奈良県産地組合等実態調査報告書  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12

1433
こころとからだの元気読本（実践しましょう！健康づく
り10か条） 1991 7 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  1993/1/12

1434 結核集団感染（疑）事例と発生時のマニュアル 1991 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1993/1/12
1435 奈良県畜産試験場研究報告　第16号 1989 11 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1993/1/12
1436 奈良の畜産　1988 1988 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1993/1/12
1437 家畜保健衛生所　40年のあゆみ 1991 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1993/1/12

1438
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成元年度 1990 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1993/1/12

1439 豆腐製造業監視指導マニュアル 1991 1 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 食品衛生  1993/1/12
1440 合併処理浄化槽補助事業にかかる事務処理要領 1991 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1993/1/12

1441
建設廃棄物処理ガイドライン（建設・解体工事に伴う
廃棄物処理に関する技術指針・同解説） 1990

文化・教育・くらし創造
部

健康安全局生活衛生
課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1993/1/12

1442 農業近代化資金等関係法規集  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1993/1/12

1443
第Ⅰ期まほろば未来塾成果報告書（第Ⅰ期未来塾の
軌跡） 1991 11 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1993/1/12

1444 市町村決算状況の概要　平成元年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1993/1/12

1445
明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等
に関する計画 1990 9 総務部 市町村課 行政資料 建設 地域開発  1993/1/12

1446 行政不服審査について 1991 1 総務部 市町村課 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12
1447 家庭麻薬製造業者実務要領 1991 4 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1448 新血液事業推進の手引き 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1449 覚せい剤乱用防止の手引 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1450 献血事業の現況　平成2年10月 1990 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12

1451
ドンジャラ村開村記（フロンティアアドベンチャー事業
実施報告書） 1990 2 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1993/1/12

1452 家庭教育資料　第7集　教育機能としての家庭の役割 1991 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12
1453 同和問題啓発映画指導資料　平成2年度  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12

1454
なら・学びの社会づくりプラン（奈良県生涯学習推進
基本構想） 1991 10 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1993/1/12

1455 16ミリ映写機の取扱いについて 1990 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12

1456
生涯学習データバンク　№1（奈良県生涯学習関係事
業）追録編 1990 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12

1457 安心できるお年寄りの介護 1991 1 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1993/1/12
1458 毒物劇物業務上取扱者の実態調査結果にいて 1990 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1459 毒物劇物業務上取扱者の実態調査結果にいて 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1460 奈良県薬用植物分布調査結果 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1461 薬務事務便覧  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1462 医薬品製造（輸入販売）業の手引き 1990 7 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1463 薬事監視員必携（医療施設の薬事法等） 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1464 奈良の薬草 1991 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1465 医薬品製造業者実態調査  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12
1466 農業及び生活改良普及指導計画　平成2年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12
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1467 農業及び生活改良普及指導計画書　昭和61年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12
1468 農業及び生活改良普及指導計画書　平成2年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12
1469 農業及び生活改良普及指導計画書　平成3年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12
1470 農業及び生活改良普及指導計画書　平成2年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12
1471 農業及び生活改良普及指導計画書　平成3年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12
1472 学校教育の指導指針　平成3年度 1991 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1993/1/12
1473 奈良県立高等学校通学区域制度検討委員会最終報 1991 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1993/1/12
1474 奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱 1991 2 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12
1475 地力増進対策指針（五条市野原区域内の水田） 1990 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12
1476 なす青枯病抵抗性台木「カレヘン」の栽培技術指針 1991 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12
1477 渇水対策概要  県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 上下水道  1993/1/12
1478 土地利用動向調査　平成2年度 1990 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1993/1/12

1479 軽スポーツガイドブック（第2版） 1991 5 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1993/1/12

1480 奈良県スポーツ医・科学報告書 1991 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1993/1/12

1481 県民総スポーツ運動の推進　平成3年度 1991 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  1993/1/12

1482 いちご早出し技術指針 1991 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12

1483
奈良県における農用地利用増進事業の実施状況（農
用地利用増進事業10年の歩み） 1991 3 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12

1484 北山・十津川地域森林計画一斉変更書 1991 9
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12

1485
大和・木津川地域森林計画一斉変更書（大和・木津
川森林計画区） 1991 9

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12

1486 吉野地域森林計画一斉変更書 1991 9
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12

1487 少年非行の概況（昭和61年中） 1987 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12
1488 少年非行の概況（昭和62年中） 1988 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12
1489 少年非行の概況（昭和63年中） 1989 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12
1490 少年非行の概況（平成元年中） 1990 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12
1491 少年非行の概況（平成2年中） 1991 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12

1492
地方教育費調査（平成元会計年度）地方教育行政調
査（平成2年5月1日現在） 1991 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1993/1/12

1493 学校基本数一覧表　平成3年度 1991 5 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1993/1/12
1494 教育予算の概要　平成2年度  教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1993/1/12
1495 奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成13年 2002 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2002/10/10

1496 要覧　2002（平成13年度図書館年報） 2002 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 2002/10/10

1497 事業概要　平成14年度 2002 10 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2002/10/10

1498
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成14年3月31日現在） 2002 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2002/10/10

1499
異常気象時における道路通行規制基準及び道路交
通情報の連絡について 2002 7 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 2002/10/10

1500 奈良県地価調査基準地価格一覧　平成14年 2002 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2002/10/10

1501 平成１３年度　奈良県家庭教育支援推進事業報告書 2002 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 教育一般

奈良県立教育研
究所 2002/10/10

1502 学校基本数一覧表　平成14年度 2002 8 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2002/10/10

1503
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成14年10
月） 2002 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2002/10/15
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1504
（第262回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2002 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/10/30

1505
（第262回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2002 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/10/30

1506
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成13年度 2002 11 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2002/11/15

1507 奈良県立美術館年報　平成13年度 2002 10 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2002/11/27
1508 奈良県立美術館紀要　第15号 2001 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2002/11/28
1509 奈良県立美術館紀要　第16号 2002 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2002/11/28

1510 環境調査報告書（大気編）平成13年度 2002 10
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2002/12/3

1511 業務概況（平成14年版） 2002 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/12/20

1512
（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20

1513
（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20

1514
（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計補
正予算案その他 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20

1515
（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計補
正予算に関する説明書 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20

1516 民俗博物館研究紀要　第19号 2002 2 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2002/12/26

1517
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成14年10月1日現在） 2002 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2002/12/27

1518 奈良県税務統計　平成13年度 2002 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2003/2/13

1519
（第264回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24

1520
（第264回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計予算案 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24

1521 平成15年度一般会計特別会計予算案の概要 2003 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/2/24
1522 条例その他予算外議案（第264回定例県議会提出） 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24
1523 知事提出議案説明要旨（第264回定例県議会） 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24

1524
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第66冊（野山
遺跡群Ⅲ） 1992 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2003/2/25

1525
野山遺跡群　戸石・辰巳前地区出土土器・木製品計
測表 1992 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2003/2/25

1526 飛鳥京跡　苑池遺構　調査概報 2002 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2003/2/25

1527 大和の考古学１００0年 2002 10 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/2/25

1528
奈良県文化財調査報告書　第88集(奈良市大柳生町
水木古墳　発掘調査報告書） 2001 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/2/25

1529 奈良県文化財調査報告書　第89集(箸墓古墳周辺の 2002 10 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/2/25

1530
平成15年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成14年11月 2002 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/2/25

1531 奈良県公報　製本　平成13年4月から6月 2001 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25
1532 奈良県公報　製本　平成13年7月から9月 2001 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25
1533 奈良県公報　製本　平成13年10月から12月 2001 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25
1534 奈良県公報　製本　平成14年1月から3月 2002 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25
1535 奈良県歳入歳出決算報告書　平成12年度 2001 1 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2003/2/25
1536 奈良県歳入歳出決算報告書　平成13年度 2002 12 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2003/2/25
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1537
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成11年度 2001 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2003/2/25

1538 県議会時報なら　平成12年　製本　No.202～205 2000 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2003/2/25

1539 統計レポート　製本　平成13年度 2001 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2003/2/25

1540
（第264回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2003 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/3/11

1541
（第264回定例県議会提出）平成14年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/3/11

1542 知事提出議案説明要旨（第264回定例県議会） 2003 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/3/11
1543 奈良県の結核　平成13年版 2003 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2003/3/11

1544
第26次　奈良県海外労働事情調査団　スウェーデン・
デンマーク視察報告書 2003 3

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2003/3/19

1545 保健所事業概況　平成13年度版 2002 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/3/20
1546 奈良県市町村要覧　平成14年度 2003 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/3/20
1547 消防防災年報　平成14年版 2003 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2003/3/28

1548 奈良県の工業（平成13年工業統計調査結果報告書） 2003 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2003/4/2

1549
国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成
13年度 2003 2 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2003/4/3

1550 事業概要　平成14年度  1 県関係機関
(財)奈良県長寿社会
推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 2003/4/3

1551
橿原考古学研究所研究成果　第5冊（馬見古墳群の
基礎資料） 2002 6 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/4/10

1552 南朝石刻　図録　中国南朝陸墓の石造物 2002 5 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所附属博物 2003/4/10

1553 ー５・６世紀の国際交流ー　テーマ「日中の考古学」 2003 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所附属博物 2003/4/10

1554

奈良県文化財調査報告書　第91集(桐山和田遺跡）
ー大和高原における縄文時代草創期と早期の遺跡
発掘調査報告書ー 2002 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/4/10

1555 奈良県中小企業団体名簿（平成15年3月15日現在） 2003 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2003/4/10
1556 絵だより　2003（平成15年度・主要プロジェクトのご紹 2003 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/4/10
1557 暮らしを綴るスケッチ日記 2003 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2003/4/10
1558 保健統計年報　平成13年 2003 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2003/4/22
1559 青少年相談機関一覧 1999 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30
1560 ＮＡＲＡ　ＹＯＵＴＨ　ＲＥＰＯＲＴ　2000 2001 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30
1561 青少年が健やかに育つこと　平成13年版 2001 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30
1562 青少年が健やかに育つこと　平成14年版 2002 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30
1563 NARA YOUTH REPORT 2001 2002 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30
1564 小学校における個に応じた指導の在り方 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2003/5/7
1565 中学校における評価方法の工夫改善 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2003/5/7
1566 特別な教育的支援を必要としている子どもたち 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2003/5/7
1567 奈良県歴史の道調査　大峰奥駈道調査報告書 2002 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2003/5/7
1568 奈良県歴史の道調査　熊野古道小辺路調査報告書 2002 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2003/5/7
1569 業務年報　平成4年度 1994 3 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/8
1570 業務年報　平成6年度 1995 12 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/8
1571 業務年報　平成12年度 2001 12 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/15
1572 業務年報　平成13年度 2002 12 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/15
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1573
吉野地域森林計画の一斉変更計画書（吉野森林計
画区） 2003 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/5/29

1574
北山・十津川地域森林計画の一斉変更計画書（北
山・十津川森林計画区） 2003 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/5/29

1575
大和・木津川地域森林計画書（大和・木津川森林計
画区） 2003 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2003/5/29

1576 奈良県の水道概要　平成13年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2003/5/29
1577 犯罪統計書　平成12年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/6/10
1578 犯罪統計書　平成13年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/6/10

1579 奈良県立病院概要　第22号　平成13年度 2001 9 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/6/10

1580 奈良県立病院概要　第23号　平成14年度 2002 9 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/6/10

1581 奈良県議会提要（平成15年3月発行） 2003 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2003/6/10

1582 奈良県議会時報（特集）県会議員名簿　2003 2003 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2003/6/10

1583 奈良県交通安全実施計画　平成14年度 2002 6 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通安全
対策会議 生活環境部 2003/6/10

1584 親学サポートブック 2003 6 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般
奈良県立教育研
究所 2003/6/10

1585 ならのけいさつ　2002（みんなのまちのけいさつかん）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2003/6/10
1586 ならのけいさつ　2002（NARA POLICE DATA 2002）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2003/6/10
1587 奈良県有財産表　平成14年3月31日現在 2002 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2003/6/10
1588 奈良県同和行政事業史 2003 2 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2003/6/10

1589
【内外情勢調査会　知事講演】　共助の発想で安心の
新時代を切り拓く（平成15年度「お遍路予算」） 2003 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/6/10

1590 ならの道 2002 10 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  2003/6/11

1591
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成13年度 2002 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/6/11

1592 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成13年度 2002 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2003/6/11
1593 行政監査報告書　平成14年度  その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2003/6/11

1594

包括外部監査の結果報告書　及びこれに添えて提出
する意見　情報システムに関わる財務事務について
平成14年度 2003 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2003/6/11

1595
包括外部監査の結果報告書　及びこれに添えて提出
する意見　奈良県下水道事業について　平成14年度 2003 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2003/6/11

1596 ボランティア活動紹介写真集（いい顔いっぱい） 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2003/6/11
1597 奈良県の公園緑地 2003 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  2003/6/11

1598 奈良県病院事業費特別会計決算書　平成13年度 2002 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/6/23

1599 奈良県の仕事と税金（社会科資料）2002 2002 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2003/6/23
1600 吉野魅惑体験フェスティバル　感動発見1999記録集 2000 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  2003/6/23
1601 吉野魅惑体験フェスティバル　感動発見2001記録集 2002 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  2003/6/23
1602 労働組合名簿　平成14年度  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2003/6/23

1603
平成１４年度　育児・介護休業制度、定年制・退職金
に関する調査報告書 2003 3

産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2003/6/23

1604 ろうせいハンドブック　平成15年版 2003 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2003/6/23
1605 商工労働部主要施策の概要　平成14年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/23
1606 商工労働部主要施策の概要　平成15年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/23
1607 奈良県の農業農村整備　2003年度版 2003 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  農林部 2003/6/23
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1608 奈良県立医科大学概要　平成14年度 2002 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/6/24
1609 商工労働部主要施策の概要　平成13年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/24
1610 一般旅券発行概要　平成12年 2001 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2003/6/24
1611 一般旅券発行概要　平成14年 2003 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2003/6/24
1612 農業制度金融のしおり　平成15年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2003/6/24
1613 農業近代化資金等関係法規集　平成15年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2003/6/24
1614 農業改良資金関係法令通達集 2003 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  2003/6/24
1615 Ｇｕｉｄｅ　Ｔｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐａｒｋｓ（工業団地紹介）  産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/24
1616 「わたしも参加　奈良県づくり」なら県民アンケート 2003 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2003/6/24
1617 心のノート 小学校１・２年  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26
1618 心のノート 小学校３・４年  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26
1619 心のノート 小学校５・６年  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26
1620 心のノート 中学校  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26
1621 教科書制度の概要 2003 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 2003/6/26

1622 コンピュータを教育に活かす2002-2003 2002 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育
社団法人　日本教
育工学振興会 教育委員会 2003/6/26

1623 学校における望ましい動物飼育のあり方  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育
日本初等理科教
育研究所 教育委員会 2003/6/26

1624 基礎学力充実のためのテキスト　国語　その一  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1625 基礎学力充実のためのテキスト　国語　その二  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1626 基礎学力充実のためのテキスト　国語　その六  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1627 基礎学力充実のためのテキスト　国語　その三  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1628 基礎学力充実のためのテキスト　国語　その四  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1629 基礎学力充実のためのテキスト　国語　その五  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1630 基礎学力充実のためのテキスト　算数　その１  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1631 基礎学力充実のためのテキスト　算数　その２  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1632 基礎学力充実のためのテキスト　算数　その３  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1633 基礎学力充実のためのテキスト　算数　その４  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1634 基礎学力充実のためのテキスト　算数　その５  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1635 基礎学力充実のためのテキスト　算数　その６  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26

1636 幼稚園と保育所の連携事例集 2000 12 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育
文部科学省・厚生
労働省 2003/6/26

1637 明日へのステップ 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26
1638 平成15年度　基礎学力充実のためのテキスト 英語 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 2003/6/26
1639 学校教育の指導方針（解説編）　平成15年度 2003 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1640 学校教育の指導方針　平成15年度 2003 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26
1641 「総合的な学習の時間」の指導事例集（高等学校編）  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26
1642 就学前教育の充実をめざして　2002年度 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26
1643 平成14年度　児童・生徒等に対する修学等援助事業  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26

1644
平成15年度使用義務教育諸学校教科用図書無償給
与事務取扱要領 2003 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26

1645
中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育
2001～「伸ばそう個性　めざそう　スぺシャリスト」 2002 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26

1646
在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関す
る指導について 2002 12 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26

1647 実践事例アイディア集　2002 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育
社団法人　日本教
育工学振興会 2003/6/26

1648 実践事例アイディア集　2003 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育
社団法人　日本教
育工学振興会 2003/6/26

1649 人権を大切にする保育指導資料集 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26
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1650 林業試験場概要　平成10年度 1998 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1651 林業試験場概要　平成11年度 1999 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1652 林業試験場概要　平成12年度 2000 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1653 林業試験場概要　平成13年度 2001 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1654 林業試験場概要　平成14年度 2002 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1655 林業試験場概要　平成15年度 2003 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1656 奈良県森林技術センター研究報告　第32号 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/6/27

1657 業務報告　平成14年度 2003 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/6/27

1658 特用林産技術マニュアル 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 2003/6/27

1659 改訂版　木材加工技術ハンドブック 2000 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1660 育林技術マニュアル 2002 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27

1661 平成15年度　児童・生徒等に対する修学等援助事業  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/7/1
1662 二十世紀のアルバム　なら今昔 2003 1 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3
1663 平成１３年度　「県民の声」　この一年 2002 9 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3
1664 行幸啓誌 2002 10 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2003/7/3
1665 奈良県政　パブリシティマニュアル 2003 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3
1666 県民参加推進ガイドブック 2002 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3
1667 奈良県高齢者実態調査報告書 2003 1 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2003/7/4

1668 奈良県廃棄物実態調査報告書 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2003/7/10

1669 奈良県廃棄物実態調査報告書（資料編） 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2003/7/10

1670 奈良県廃棄物処理計画 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2003/7/10

1671 奈良県循環型社会構築構想 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2003/7/10

1672 人権教育の手びき　第44集　人権教育指導資料集 2003 3 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2003/7/14

1673
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成15年3月31日現在） 2003 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2003/7/14

1674 奈良県農林部事業の概要　平成15年度 2003 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2003/7/17

1675 県立高校再編計画について　報告 2003 6 教育委員会
教委県立学校企画調
整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/7/25

1676 業務年報　平成13年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/7/25
1677 奈良県健康マップ 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25
1678 健康なら21計画 2002 11 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25
1679 奈良県におけるがん登録（2001年のがん罹患報告） 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 医療  2003/7/25
1680 奈良県歯科保健計画　「イキイキまほろ歯２１」 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25

1681
要介護者等歯科保健治療連携事業報告書　「要介護
者等歯科治療　病診連携の手引き」 2003 3 福祉医療部

健康安全局健康増進
課 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25
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1682 測地成果2000構築概要 2003 3 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  2003/7/29
1683 奈良県の文化財行政　平成15年度 2003 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2003/7/29

1684 県民総スポーツ運動の推進　平成15年度 2003 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  2003/7/30

1685 奈良県スポーツ医・科学報告書（第13集）平成14年度 2003 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション  教育委員会 2003/7/30

1686
奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平
成14年度 2003 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/7/30

1687 学校体育必携　平成15年度 2003 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/7/30

1688 奈良県勢要覧　2003 2003 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2003/8/8

1689 学校基本数一覧表　平成15年度 2003 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2003/8/12
1690 橿原考古学研究所調査報告　第82冊（中山大塚古 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12
1691 橿原考古学研究所調査報告　第80冊（判堂東遺跡） 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12

1692
橿原考古学研究所調査報告　第80冊（判堂東遺跡）
（写真図版編） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/8/12

1693
橿原考古学研究所調査報告　第80冊（判堂東遺跡）
（付図） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/8/12

1694 橿原考古学研究所調査報告　第81冊（三ツ塚古墳） 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12
1695 橿原考古学研究所調査報告　第85冊（中町西遺跡） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12

1696
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第60冊（能峠
遺跡群Ⅲ） 1999 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/8/12

1697
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第61冊（後出
古墳群） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/8/12

1698 奈良県文化財調査報告書　第100集(保津・宮古遺 2003 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12
1699 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第26冊 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12

1700
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第57冊（只塚
廃寺・首子遺跡） 2003 2 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2003/8/12

1701 橿原考古学研究所調査報告　第83冊（本郷太田下遺 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12
1702 橿原考古学研究所調査報告　第84冊（宮の平遺跡 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12
1703 第二十四回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2003 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15
1704 青少年が健やかに育つこと　平成15年版 2003 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15
1705 Youth Live Concert REPORT 2003 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15
1706 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ YAMATO REPORT  福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15
1707 三世代ふれあいフェスタ　REPORT  福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15

1708
奈良県出資法人（平成14年度事業計画・平成13年度
業務報告） 2002 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19

1709
奈良県出資法人（平成15年度事業計画・平成14年度
業務報告） 2003 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19

1710
（第266回定例県議会提出）平成14年度一般会計補
正予算に関する説明書 2003 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19

1711 第266回定例県議会提出議案 2003 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19
1712 少年非行の概況（平成14年中） 2003 8 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/9/3

1713 奈良県交通安全実施計画　平成15年度 2003 8 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通安全
対策会議 生活環境部 2003/9/3

1714 要覧　2003（平成14年度図書館年報） 2003 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良図書館（奈
良・橿原） 2003/9/3

1715 市場年報　平成14年度 2003 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2003/9/3
1716 卸売市場の概要　平成１５年６月 2003 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  2003/9/3
1717 土地利用動向調査　平成14年度 2002 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2003/9/9
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1718 「人権についてのアンケート」調査結果の概要 2003 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2003/9/16
1719 平成12年国勢調査　町丁字別・年齢５歳階級別人口 2003 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/16

1720 奈良県ごみ処理広域化計画 1999 11
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2003/9/18

1721 知事提出議案説明要旨（第267回定例県議会） 2003 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/9/18

1722
（第267回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2003 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/9/18

1723
（第267回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2003 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/9/18

1724 奈良県病院事業費特別会計決算書　平成14年度 2003 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/9/18

1725 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成14年度 2003 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2003/9/18
1726 犯罪統計書　平成14年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/9/29

1727
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成15年10
月） 2003 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2003/10/3

1728 大和もめん（平成15年度特別展） 2003 9 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2003/10/3

1729
奈良県公立高等学校等ガイドブック　「未来への道
標」　平成15年度 2003 10 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/10/3

1730
奈良県の商業　―卸売業・小売業―（商業統計調査
奈良県結果報告書）平成14年 2003 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2003/10/23

1731 奈良県立医科大学概要　平成15年度 2003 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/10/23

1732
奈良県の情報公開・個人情報保護　運用状況報告書
平成14年度 2003 10 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  総務部 2003/11/7

1733 奈良県有財産表　平成15年3月31日現在 2003 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2003/11/7

1734
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成14年度 2003 11 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/11/12

1735 奈良県立病院概要　第24号　平成15年度 2003 9 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/11/14

1736 地域保健医療計画 2003 4 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  2003/11/14
1737 奈良県保健医療計画 2003 4 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/11/14
1738 奈良県農業技術センター業務年報　平成14年度 2003 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2003/11/27
1739 奈良県農業技術センター研究報告　第34号 2003 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2003/11/27

1740
平成16年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成15年11月 2003 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/11/27

1741 保健所事業概況　平成14年度版 2003 10 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/11/27
1742 業務概況（平成15年版） 2003 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/11/27

1743
（第268回臨時県議会提出）平成15年度一般会計補
正予算に関する説明書 2003 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/11/27

1744 知事提出議案説明要旨（第268回臨時県議会） 2003 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/11/27
1745 第268回臨時県議会提出議案 2003 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/11/27
1746 奈良県の結核　平成14年版 2003 10 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2003/12/9

1747
知事の県政に関する所信と提出議案説明要旨（第
269回定例県議会） 2003 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/12/9

1748
（第269回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2003 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/12/9

1749
（第269回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2003 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/12/9

1750 奈良県歳入歳出決算報告書　平成14年度 2003 12 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2003/12/18

1751
平成11年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2000 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2003/12/18
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1752
平成13年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2002 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2003/12/18

1753
平成14年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2003 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2003/12/18

1754 奈良県公報　製本　平成14年4月から6月 2002 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24
1755 奈良県公報　製本　平成14年7月から9月 2002 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24
1756 奈良県公報　製本　平成14年10月から12月 2002 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24
1757 奈良県公報　製本　平成15年1月から3月 2003 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24

1758
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成12年度 2002 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2003/12/24

1759
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成13年度 2003 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2003/12/24

1760 県議会時報なら　平成13年　製本　No.206～209 2001 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2003/12/24

1761 県議会時報なら　平成14年　製本　No.210～213 2002 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2003/12/24

1762 市町村税政の概要　製本　平成12年度～13年度 2001 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  2003/12/24

1763 統計レポート　製本　平成14年度 2002 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2003/12/24

1764 環境白書　製本　平成12年度版～13年度版 2001
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2003/12/24

1765 奈良県中小企業の現況　製本　平成12年～14年 2000 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2003/12/24

1766
一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成11年度
～12年度 1999 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/24

1767
一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成13年度
～14年度 2001 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/24

1768
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本
平成10年度～13年度 1999 1 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/24

1769
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
14年度 2003 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/25

1770 環境調査報告書（大気編）平成14年度 2003 10
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2003/12/25

1771 業務年報　平成14年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/1/15
1772 管内公衆衛生の概況　平成14年度版 2003 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/1/15

1773
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成15年10月1日現在） 2003 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2004/1/20

1774
奈良県過疎地域自立促進方針（前期）　奈良県過疎
地域自立促進計画（前期） 2002 11 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2004/1/23

1775 奈良県税務統計　平成14年度 2003 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2004/2/10
1776 知事提出議案説明要旨（第270回定例県議会） 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/2/27
1777 条例その他予算外議案（第270回定例県議会提出） 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/2/27

1778
（第270回定例県議会提出）平成16年度一般会計特
別会計予算案 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/2/27

1779
（第270回定例県議会提出）平成16年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/2/27

1780 平成16年度一般会計特別会計予算案の概要 2004 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/2/27
1781 労働組合名簿　平成15年度  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2004/3/4
1782 保健所事業概況　平成14年度版 2003 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/3/10

1783
大和・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（大
和・木津川森林計画区） 2004 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/3/10
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1784
北山・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（北
山・木津川森林計画区） 2004 1

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/3/10

1785 吉野地域森林計画書（吉野森林計画区） 2004 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2004/3/10

1786 奈良県推計人口年報　平成14年10月1日 2003 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2004/3/11

1787 奈良県推計人口年報　平成15年10月1日 2004 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2004/3/11

1788 知事提出議案説明要旨（第270回定例県議会） 2004 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/3/11

1789
（第270回定例県議会提出）平成15年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2004 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/3/11

1790
（第270回定例県議会提出）平成15年度一般会計補
正予算に関する説明書 2004 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/3/11

1791
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第65冊（栗原
カタソバ遺跡群） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1792
奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第74冊（南郷
遺跡群Ⅲ） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1793
奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第86冊（宮の
平遺跡Ⅱ） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1794
奈良県文化財調査報告書　第78集(興福寺旧境内）
－県庁舎建設に伴う調査－ 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1795
奈良県文化財調査報告書　第101集(大和高田市　大
谷今池1号墳・2号墳） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1796
奈良県文化財調査報告書　第102集(天理市　ハミ塚
古墳　発掘調査報告書） 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1797 奈良県文化財調査報告書　第103集(下永東城遺跡） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2004/3/16

1798
奈良県文化財調査報告書　第104集(上津大片刈遺
跡）本文篇 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1799
奈良県文化財調査報告書　第104集(上津大片刈遺
跡）図版篇 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1800
奈良県文化財調査報告書　第106集(箸尾古屋鋪遺
跡１・２・３次調査）遺構篇 1997 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1801 橿原考古学研究所年報　29　平成14年度 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2004/3/16

1802
橿原考古学研究所研究成果　第6冊（奈良県の弥生
土器集成）本文編 2003 5 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1803
橿原考古学研究所研究成果　第6冊（奈良県の弥生
土器集成）資料編 2003 5 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2004/3/16

1804 奈良県中小企業の現況　平成15年10月 2003 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2004/3/30

1805
国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成
14年度 2004 3 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2004/3/30

1806 奈良県市町村要覧　平成15年度 2004 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/3/30

1807
選挙の記録（平成15年4月13日執行　奈良県議会議
員、平成15年4月27日執行　市町村） 2003 12 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  2004/3/30

1808 絵だより　2004（平成16年度・主要プロジェクトのご紹 2004 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/4/5
1809 ろうせいハンドブック　平成16年版 2004 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2004/4/5
1810 保健所事業概況　平成13年度版 2002 10 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/4/5
1811 管内公衆衛生の概況　平成13年度版 2002 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5
1812 管内公衆衛生の概況　平成12年度版 2001 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5
1813 管内公衆衛生の概況　平成11年度版 2001 1 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5
1814 管内公衆衛生の概況　平成10年度版 1999 12 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5
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1815 奈良県の工業（平成14年工業統計調査結果報告書） 2004 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2004/4/6

1816 保健統計年報　平成14年 2004 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2004/4/19

1817 21世紀の瀬戸内海の環境保全を考える 2003 10 県関係機関
(財)なら・シルクロード
博記念国際交流財団 行政資料 環境 自然保護

環境省　瀬戸内海
環境保全知事・市
長会議　（社）瀬戸
内海環境保全協 2004/4/19

1818 こんな学校で学びたい　県立高校再編ガイドブック 2004 3 教育委員会
教委県立学校企画調
整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2004/4/21

1819
奈良県事務事業評価システム実施結果（２分冊の１）
平成15年度 2004 4 総務部 政策評価室 行政資料 総合行政 行政一般  企画部 2004/4/22

1820
奈良県事務事業評価システム実施結果（２分冊の２）
平成15年度 2004 4 総務部 政策評価室 行政資料 総合行政 行政一般  企画部 2004/4/22

1821 奈良県職員採用試験問題例題 2004 4 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 行政一般  2018/5/11
1822 平成１５年　奈良県防災航空隊　業務統計 2004 4 総務部 消防防災課 統計資料 消防・防災 消防・防災(統計)  総務部 2004/4/27
1823 平成１６年度　奈良県予算　話題１００選 2004 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/4/30
1824 奈良県の仕事と税金（社会科資料）2003 2003 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2004/5/18

1825
【内外情勢調査会　知事講演】　県民のともに新しい
長期ビジョンを目指して（平成16年度「おだまき予 2004 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/5/18

1826 奈良県議会歴代議員名簿　1999 1999 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2004/5/18
1827 奈良県介護サービス評価基準 2003 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2004/5/18
1828 身体拘束ゼロに向けた事例集 2003 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2004/5/18
1829 奈良県議会歴代議員名簿　2003 2003 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2004/5/18
1830 個に応じた指導の在り方（小・中学校）2003 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2004/5/18
1831 高等学校における授業改善のための評価の在り方 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2004/5/18
1832 人権教育推進プラン（人権教育指導資料）社会教育 2002 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2004/5/18
1833 事業概要　平成15年度 2003 10 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2004/5/18

1834
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成14年度 2003 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/5/18

1835

包括外部監査の結果報告書　及びこれに添えて提出
する意見　農林部における補助金及び貸付金等に関
する財務事務について　平成15年度 2004 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2004/5/18

1836 健康増進行動プラン 2004 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2004/5/18
1837 奈良県歯科疾患患者実態調査報告書　平成15年度 2004 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2004/5/18
1838 生活衛生年報　平成12年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  2004/5/19
1839 生活衛生年報　平成13年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  2004/5/19
1840 生活衛生年報　平成14年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  2004/5/19

1841
平成14年度　奈良県男女共同参画海外派遣調査研
究事業　調査研究報告と提言 2003 2

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/5/19

1842 民俗博物館研究紀要　第20号 2004 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2004/5/19

1843 奈良県貿易実態調査報告書　2002年（1月～12月） 2003 12 県関係機関
(財)奈良県中小企業
支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2004/5/19

1844 伝統産業技術保存記録（撥鏤） 1981 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1845 伝統産業技術保存記録（神酒口） 1982 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1846 伝統産業技術保存記録（[漆濾紙]吉野紙） 1983 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1847 伝統産業技術保存記録（吉野の曲物） 1985 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1848 伝統産業技術保存記録（墨型） 1985 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1849 伝統産業技術保存記録（坪杓子） 1985 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1850 伝統産業技術保存記録（奈良ざらし[織布]） 1986 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1851 伝統産業技術保存記録（奈良漆器・螺鈿） 1987 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19



奈良県

資料名 発行年
発行
月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名

資料提供者
名 入力年月日

1852 伝統産業技術保存記録（脱乾漆） 1988 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1853 伝統産業技術保存記録（木工轆轤） 1988 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1854 伝統産業技術保存記録（木工芸　茶杓・炉縁） 1990 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1855 伝統産業技術保存記録（藍染） 1989 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1856 伝統産業技術保存記録（竹工芸　茶杓・柄杓・花入） 1991 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19
1857 中小企業のための金融案内　平成16年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2004/5/20
1858 ならのけいさつ　2002（NARA POLICE DATA 2003）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2004/5/20
1859 ならのけいさつ　2003（みんなのまちのけいさつかん）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2004/5/20

1860 統計グラフでみる奈良県　平成15年度版  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2004/5/20

1861 奈良百遊山　健康づくり50選 2004 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2004/5/21
1862 ならの道 2003 12 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  2004/5/21
1863 ゆう・遊。。。　ため池マップ  食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  2004/5/21

1864 奈良県　地域省エネルギービジョン 2004 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  2004/5/21

1865 自主研究グループ活動報告書　平成15年度 2004 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21

1866
一般職員レベル３政策形成研修　政策研究報告書
平成15年度前期 2003 12 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21

1867
一般職員レベル３政策形成研修　政策研究報告書
平成15年度中期 2004 2 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21

1868
一般職員レベル３政策形成研修　政策研究報告書
平成15年度後期 2004 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21

1869 平成１５年度　「県民の声」　この一年 2004 11 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2004/5/26
1870 光る奈良　No.1　道と生活文化 1999 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/26
1871 光る奈良　No.2　光と生活文化 2001 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/26
1872 光る奈良　No.3　水と生活文化 2003 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/26

1873
奈良県の都市計画　近代都市計画と都市計画区域マ
スタープラン 2004 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画

奈良県都市計画
研究会 2004/5/26

1874 奈良県農林部事業の概要　平成16年度 2004 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2004/5/27
1875 奈良県橿原文化会館利用実績（平成8年度～平成12  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/28
1876 奈良県橿原文化会館利用実績　平成14年度版  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/28

1877 万葉古代学研究所年報　第１号 2003 3 県関係機関
(財)奈良県万葉文化
振興財団 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2004/6/3

1878 万葉古代学研究所年報　第2号 2004 3 県関係機関
(財)奈良県万葉文化
振興財団 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2004/6/3

1879 ならボランティアガイドブック 2004 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/6/3
1880 奈良の薬草 2002 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2004/6/3
1881 ならの薬のプロフィール 1998 7 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2004/6/3
1882 調剤過誤防止対応マニュアル 2004 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2004/6/3

1883
平成16年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成15年7月 2003 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/6/3

1884 奈良県林業統計　平成12年度 2002 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2004/6/4

1885 奈良県林業統計　平成13年度 2003 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2004/6/4

1886 奈良県林業統計　平成14年度 2004 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2004/6/4

1887 奈良県林政の概要　平成14年4月 2002 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4
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1888 奈良県林政の概要　平成15年4月 2003 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4

1889 奈良県林政の概要　平成16年4月 2004 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4

1890 吉野林業 2004 6
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2004/6/4

1891 奈良の林業　平成14年度 2002
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4

1892 奈良の林業　平成15年度 2003
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4

1893 奈良の林業　平成16年度 2004
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4

1894 奈良県の水道概要　平成14年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2004/6/7

1895 平成16年2月　第270回定例奈良県議会会議録 2004 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2004/6/7

1896 農業改良普及指導計画　平成16年度 2004 4 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/6/8
1897 平成15年度　普及活動のまとめ　活力ある北部の農 2004 3 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/6/8

1898
未来を展望した北部地域の農業農村づくり[平成15年
度担い手育成土地利用調整事業] 2004 3 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/6/8

1899 教育研修計画　平成16年度  食と農の振興部 農業大学校 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/6/14
1900 卒業論文要約集＜第32期生＞ 2004 2 食と農の振興部 農業大学校 行政資料 教育 教育一般  2004/6/14
1901 大和の朝市・直売所 2002 1 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2004/6/14
1902 奈良県の農産と園芸 2003 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2004/6/14
1903 奈良県茶業振興基本計画書　平成　14年度  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2004/6/14
1904 奈良県持続性の高い農業生産方式　導入の手引き 2004 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2004/6/14
1905 奈良県花き振興計画 2003 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2004/6/14

1906
世界で一つだけの地域生活支援　奈良県障害者ケア
マネジメント事例集 2004 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2004/6/22

1907
奈良県出資法人（平成15年度業務報告・平成16年度
事業計画） 2004 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/7/5

1908 奈良県農業技術センター業務年報　平成15年度 2004 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/7/5
1909 奈良県農業技術センター研究報告　第35号 2004 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2004/7/5

1910 奈良県知事選挙の記録（平成15年11月9日執行） 2004 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  
その他委員
会など 2004/7/5

1911
衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記
録（平成15年11月9日執行） 2004 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  

その他委員
会など 2004/7/5

1912 県議会時報なら（平成16年2月定例県議会）№218 2004 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2004/7/5

1913
調査委託事業報告書　平成13年度　～飲料水につい
て～　～コンビニエンスストアーについて～ 2004 3

文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/7/5

1914 業務報告　平成15年度 2004 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/7/13

1915 奈良県森林技術センター研究報告　第33号 2004 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/7/13

1916
「紀伊山地の霊場と参詣道」　世界遺産登録推薦書
（ダイジェスト版） 2003 12 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  2004/7/28

1917 第271回定例県議会提出議案 2004 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/7/28

1918
（第271回定例県議会提出）平成15･16年度一般会計
補正予算に関する説明書 2004 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/7/28

1919 青少年が健やかに育つこと　平成16年版 2004 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28
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1920 第二十五回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2004 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28
1921 奈良県青少年対策実施計画　平成16年度  1 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28
1922 NARA YOUTH REPORT 2003 2004 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28
1923 事業概要　平成16年度 2004 7 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2004/7/30
1924 学校基本数一覧表　平成16年度 2004 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化 教育委員会 2004/8/12

1925
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成16年3月31日現在） 2004 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2004/8/23

1926 奈良県立病院概要　第25号　平成16年度 2004 9 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2004/8/30

1927 卸売市場の概要　平成16年6月 2004 8 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/8/30

1928 平成16年6月　第271回定例奈良県議会会議録 2004 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2004/9/9

1929 消費生活　ア・ラ・カルト　№30 2003 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

生活科学センター
／第２生活科学セ
ンター 2004/9/9

1930 消費生活　ア・ラ・カルト　№31 2004 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

生活科学センター
／第２生活科学セ
ンター 2004/9/9

1931
新聞購読契約について実態調査報告書（奈良県委託
事業） 1999 3

文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9

1932 個人情報についての調査報告書（奈良県委託事業） 2003 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9
1933 生活科学センター事業実績　平成14年度  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9

1934
調査委託事業　ごみのリサイクルについての調査報
告書　平成13年度 2002 3

文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9

1935
調査委託事業　食品表示についての調査報告書　平
成14年度 2003 3

文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9

1936 くらしの情報（新聞掲載）　平成10年1月から12月 1999 1 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9
1937 奈良県有財産表　平成16年3月31日現在 2004 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2004/9/9
1938 こおりやま　創立５０周年記念誌 2004 9 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/9/16
1939 知事提出議案説明要旨（第272回定例県議会） 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/9/21

1940
（第272回県議会提出）平成16年度一般会計補正予
算に関する説明書 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/9/21

1941
（第272回定例県議会提出）平成16年度一般会計補
正予算案その他 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/9/21

1942 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成15年度 2004 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2004/9/21

1943 奈良県病院事業費特別会計決算書　平成15年度 2004 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/9/21

1944 平成１４年度～　調理師試験問題  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 保健衛生 食品衛生  2017/10/3
1945 少年非行の概況（平成15年中） 2004 9 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2004/9/28
1946 知事提出議案説明要旨（第272回定例県議会） 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/9/30

1947
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成15年度 2004 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/9/30

1948
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成15年度 2004 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/9/30

1949 奈良県勢要覧　2004 2004 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2004/10/12

1950
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成16年10
月） 2004 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2004/10/14

1951
平成15年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2004 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2004/10/19
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1952
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
15年度 2004 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/10/19

1953 奈良県歳入歳出決算報告書　平成15年度 2004 10 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2004/10/19
1954 犯罪統計書　平成15年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2004/10/21
1955 奈良県立医科大学概要　平成16年度 2004 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2004/11/1

1956
平成17年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成16年7月 2004 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/11/4

1957 土地利用動向調査　平成15年度 2003 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2004/11/11
1958 奈良県新エネルギー利用促進計画ー資料編ー 1998 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2004/11/25
1959 奈良県新エネルギー利用促進計画ー概要版ー 1998 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2004/11/25

1960
（第273回定例県議会提出）平成16年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2004 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/12/3

1961
（第273回定例県議会提出）平成16年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2004 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/12/3

1962 知事提出議案説明要旨（第273回定例県議会） 2004 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/12/3

1963 平成１４・１５・１６年度　保育士試験問題 2004 9
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2004/12/3

1964 平成16年9月　第272回定例奈良県議会会議録 2004 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2004/12/3

1965
平成17年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成16年11月 2004 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/12/7

1966 平成16年度　奈良県の男女共同参画 2003 12 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2004/12/7
1967 業務概況（平成16年版） 2004 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/12/15

1968 環境調査報告書（水質編）平成15年度 2004 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2005/1/18

1969 奈良県公報　製本　平成15年4月から6月 2003 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18
1970 奈良県公報　製本　平成15年7月から9月 2003 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18
1971 奈良県公報　製本　平成15年10月から12月 2003 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18
1972 奈良県公報　製本　平成16年1月から3月 2004 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18

1973
市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本
平成14年度 2004 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2005/1/18

1974 県議会時報なら　平成15年　製本　No.214～217 2003 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/1/18

1975 市町村税政の概要　製本　平成14年度～15年度 2003 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  2005/1/18

1976 統計レポート　製本　平成15年度 2003 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県統計協会 2005/1/18

1977 環境白書　製本　平成14年度版～15年度版 2003 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2005/1/18

1978 県議会時報なら（平成16年6月定例県議会）№219 2004 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/2/3

1979 県議会時報なら（平成16年9月定例県議会）№220 2004 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/2/3

1980 奈良県税務統計　平成15年度 2004 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2005/2/8

1981 平成16年12月　第273回定例奈良県議会会議録 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/2/18

1982 知事提出議案説明要旨（第274回定例県議会） 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/2/28

1983
（第274回定例県議会提出）平成17年度一般会計特
別会計予算案 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2005/2/28

1984
（第274回定例県議会提出）平成17年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/2/28
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1985 条例その他予算外議案（第274回定例県議会提出） 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2005/2/28
1986 平成14・15・16・17・18年度　クリーニング師試験問題 2007 2 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/3/8
1987 奈良県中小企業の現況　平成16年10月 2004 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/3/8
1988 知事提出議案説明要旨（第274回定例県議会） 2005 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/3/11

1989
（第274回定例県議会提出）平成16年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2005 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/3/11

1990
（第274回定例県議会提出）平成16年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2005 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/3/11

1991

奈良県文化財調査報告書　第105集(北葛城郡新庄
町　寺口千塚古墳群Ⅱ　－中戸川砂防事業にともな
う発掘調査－） 2003 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2005/3/14

1992
奈良県文化財調査報告書　第107集(磯城郡田原本
町　多遺跡　第１６・１７次発掘調査報告書） 2004 2 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2005/3/14

1993
奈良県文化財調査報告書　第108集(北葛城郡當麻
町　兵家清水・菰谷古墳群） 2004 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2005/3/14

1994
奈良県文化財調査報告書　第109集(五條市西河内
町　荒坂遺跡　第５次調査） 2004 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

1995
奈良県文化財調査報告書　第110集(桜井市茶臼山
古墳　範囲確認調査報告） 2004 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

1996
奈良県文化財調査報告書　第111集(橿原市東竹田
町　東竹田遺跡） 2004 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2005/3/14

1997
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第55冊（曽我
遺跡　遺構・土器編） 1989 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2005/3/14

1998
奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第55冊（曽我
遺跡　玉類集計表篇） 1989 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2005/3/14

1999 奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第87冊（巨勢 2004 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14
2000 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第27冊 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14
2001 鏡笵研究　Ⅰ 2004 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14
2002 橿原考古学研究所年報　30　平成15年度 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14
2003 ものづくりと日本文化 2004 6 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14
2004 中国的風土・人・文物 2004 6 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14
2005 管内公衆衛生の概況　平成15年度版 2004 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2005/3/17
2006 市町村財政の概要　普通会計編　平成15年度 2005 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2005/4/4
2007 市町村財政の概要　公営企業編　平成15年度 2005 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2005/4/4
2008 奈良県市町村要覧　平成16年度 2005 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/4/4

2009
大和・木津川地域森林計画の変更計画書（大和・木
津川森林計画区） 2005 2

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/4/4

2010
北山・木津川地域森林計画の変更計画書（北山・木
津川森林計画区） 2005 2

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/4/4

2011 吉野地域森林計画の変更計画書（吉野森林計画区） 2005 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/4/4

2012
医療情報システムの業務概要（患者数年報収録）平
成15年度 2005 1 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  2005/4/4

2013 保健所事業概況　平成15年度版 2004 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/4/4
2014 奈良県産業連関表　平成12年 2005 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2005/4/4

2015 奈良県の工業（平成15年工業統計調査結果報告書） 2005 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2005/4/4

2016 業務年報　平成15年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/4/5
2017 平成１７年度　奈良県予算　話題１００選 2005 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/4/7
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2018 県議会時報なら（平成16年12月定例県議会）№221 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/4/11

2019
奈良県過疎地域自立促進方針（後期）　奈良県過疎
地域自立促進計画（後期） 2004 11 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2005/4/11

2020
国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成
15年度 2005 3 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2005/4/11

2021 第２次奈良県地震被害想定調査報告書 2005 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2005/4/28

2022
～　ドメスティック・バイオレンスをなくすために～（DV
対応マニュアル） 2005 3

文化・教育・くらし創造
部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18

2023 青少年が健やかに育つこと　平成17年版 2005 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18

2024
奈良県青少年海外派遣事業報告書　２００４　アジア・
チャレンジ・プロジェクト 2005 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  福祉部 2005/5/18

2025 第二十六回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2005 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18
2026 奈良県青少年対策実施計画　平成17年度  1 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18
2027 絵だより　2005（平成1７年度・主要プロジェクトのご紹 2005 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/5/18
2028 業務報告　平成６年度 1995 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2029 業務報告　平成７年度 1996 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2030 業務報告　平成８年度 1997 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2031 業務報告　平成９年度 1998 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2032 業務報告　平成１０年度 1999 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2033 業務報告　平成１１年度 2000 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2034 業務報告　平成１２年度 2001 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2035 業務報告　平成１３年度 2002 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2036 業務報告　平成１４年度 2003 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2037 業務報告　平成１５年度 2004 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18
2038 研究報告　№22 1996 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2039 奈良県工業技術センター研究報告　№24 1998 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2040 奈良県工業技術センター研究報告　№25 1999 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2041 奈良県工業技術センター研究報告　№26 2000 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2042 奈良県工業技術センター研究報告　№27 2001 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2043 奈良県工業技術センター研究報告　№28 2002 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2044 奈良県工業技術センター研究報告　№29 2003 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2045 奈良県工業技術センター研究報告　№30 2004 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18
2046 奈良県小売商業高度化資金　融資のご案内  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  商工労働部 2005/5/18

2047
奈良県産業廃棄物処理業許可業者名簿　平成16年3
月現在 2004 4

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2005/5/18

2048 奈良県児童生徒の体力テスト報告　平成１６年版 2005 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2005/5/18

2049 平成１６年度包括外部監査結果報告書 2005 4 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般  
その他委員
会など 2005/5/18

2050 農業近代化資金等関係法規集　平成16年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2005/5/18
2051 ふぐ処理師試験問題　平成１４年度～２６年度  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 保健衛生 食品衛生  2019/12/12
2052 行政監査報告書　平成15年度  その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2005/5/18

2053
公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画の後期
実施計画 2005 3 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2005/5/18

2054 農業制度金融のしおり 2005 3 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2005/5/18
2055 奈良県の仕事と税金（社会科資料）2004 2004 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2005/5/18
2056 市町村税政の概要　　平成16年度 2005 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  2005/5/18
2057 県税ガイド　平成16年度版  総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2005/5/18
2058 安心・満足住まいづくりガイドブック　住宅宣言 2005 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2005/5/18
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2059 間伐材等の利活用事例集（生活用品集） 2002 8
水循環・森林・景観環
境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/5/23

2060 奈良県風倒木被害復旧誌 2003 12
水循環・森林・景観環
境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/5/23

2061 世界で一番しあわせな愛のことば 2005 4
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  福祉部 2005/5/23

2062 就学前教育の充実をめざして　2004年度 2005 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 教育一般  教育委員会 2005/5/23
2063 人権を大切にする保育指導資料集 2005 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 社会福祉 同和  福祉部 2005/5/23
2064 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 2005 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  土木部 2005/5/23
2065 奈良県薬事年報　VOL.53　平成16年11月 2004 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2005/5/23
2066 災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル 2005 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  福祉部 2005/5/23
2067 奈良県介護サービス評価基準（介護老人保健施設） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27
2068 奈良県介護サービス評価基準（介護療養型医療施 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27
2069 奈良県介護サービス評価基準（短期入所生活介護） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27
2070 奈良県介護サービス評価基準（介護老人福祉施設） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27
2071 奈良県介護サービス評価基準（通所介護） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27
2072 奈良県介護サービス評価基準（通所リハビリテーショ 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27
2073 奈良県介護サービス評価基準（短期入所療養介護） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27

2074 環境調査報告書（大気編）平成15年度 2005 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2005/5/27

2075 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2005 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2076 奈良県畜産試験場研究報告　第24号（平成９年） 1997 9 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2077 奈良県畜産試験場研究報告　第25号（平成１０年） 1998 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2078 奈良県畜産試験場研究報告　第26号（平成１１年） 1999 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2079 奈良県畜産試験場研究報告　第27号（平成１２年） 2000 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2080 奈良県畜産技術センター研究報告　第28号（平成１３ 2002 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2081 奈良県畜産技術センター研究報告　第30号（平成１５ 2004 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2082 奈良県畜産技術センター研究報告　第31号（平成１６ 2005 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27
2083 「もてなしの心」推進行動プログラム 2005 4 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2084 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）のあらまし 2005 4 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2085 ボランティア・ＮＰＯ活動実態調査報告書 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2086 ボランティア・ＮＰＯ活動実態調査報告書(概要版） 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2087 ボランティア・ＮＰＯとの協働ビジョン 2003 9 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2088 ボランティア・ＮＰＯとの協働ビジョン（概要版） 2003 9 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2089 県内企業の社会貢献活動調査 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27
2090 奈良県水防計画　平成16年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  土木部 2005/6/8
2091 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 2005 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  土木部 2005/6/8

2092
奈良県住みよい福祉のまちづくり条例設計マニュアル
改訂版 2005 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  2005/6/8

2093 ならまちづくりガイドブック 2005 1 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  土木部 2005/6/8
2094 消防防災年報　平成15年版 2004 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2005/6/8
2095 消防防災年報　平成16年版 2005 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2005/6/8

2096
参議院議員通常選挙の記録（平成16年7月11日執
行） 2005 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2005/6/8

2097 保安林内における作業許可の取扱い 2004 3
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  2005/6/8

2098 奈良県林政の概要　平成17年4月 2005 4
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/6/8

2099 奈良県林業統計　平成14年度 2005 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2005/6/8
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2100 奈良の林業　平成17年度 2005
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/6/14

2101 奈良県障害者長期計画2005～ともに生きる～ 2005 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/6/14
2102 奈良県障害者長期計画2005～ともに生きる～概要版 2005 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/6/14

2103
奈良県障害者長期計画2005～ともに生きる～概要版
（かな標記） 2005 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/6/14

2104 業務年報　平成15年度 2004 11 福祉医療部
総合リハビリテーショ
ンセンター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2005/6/14

2105 平成17年2月　第274回定例奈良県議会会議録 2005 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/6/14

2106
奈良県出資法人（平成16年度業務報告・平成17年度
事業計画） 2005 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2005/6/22

2107 第２７５回　定例県議会提出議案 2005 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/6/22

2108 業務報告　平成15年度 2005 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/7/6

2109 奈良県森林技術センター研究報告　第34号 2005 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/7/6

2110 稲作関係資料 2004 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6
2111 ゴルフ場の芝生等保護管理マニュアル（登録農薬一 2005 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2005/7/6
2112 高性能農業機械導入計画 2004 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6
2113 奈良県の農産と園芸 2004 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6
2114 農作物病害虫および雑草防除指導指針　(平成16年 2004 11 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6

2115
平成18年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成17年7月 2005 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/7/6

2116 県内主要工業団地等立地企業一覧 2005 3 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/7/6
2117 奈良県農業技術センター研究報告　第36号 2005 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2005/7/6
2118 奈良県農業技術センター業務年報　平成16年度 2005 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2005/7/6

2119
児童生徒の心に響く道徳教育の充実に向けて～道徳
教育推進指導資料～ 2005 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2005/7/6

2120 奈良県中小企業団体名簿（平成17年3月15日現在） 2005 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/7/12

2121 ＬＰガスについての調査報告書 2000 3
水循環・森林・景観環
境部

その他生活環境部出
先機関 行政資料 生活文化 消費生活  2005/7/21

2122 奈良県のダム 2005 4 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  2005/7/21
2123 奈良県の水道概要　平成15年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2005/7/21
2124 事業概要　平成17年度 2005 7 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2005/7/28

2125 奈良県勢要覧　2005 2005 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2005/7/28

2126
【内外情勢調査会　知事講演】　厳しい時代・勇気と戦
略（平成17年度「臘梅予算」） 2005 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2005/7/28

2127 卸売市場の概要　平成１７年６月 2005 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2005/8/2

2128 県議会時報なら（平成1７年2月定例県議会）№２２２ 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/8/9

2129 やさしさキラリ　なら県づくり 2005 3 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 道路  土木部 2005/8/9

2130 統計グラフでみる奈良県　平成16年度版  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2005/8/11

2131 市場年報　平成16年度 2005 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2005/8/16

2132 奈良県交通安全実施計画　平成1７年度 2005 7 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通安全
対策会議 生活環境部 2005/8/29

2133 平成１４年度～　製菓衛生師試験問題  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 保健衛生 食品衛生  2017/10/3
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2134 奈良県立病院概要　第26号　平成17年度 2005 9 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2005/9/6

2135 学校基本数一覧表　平成1７年度 2005 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2005/9/9

2136 平成17年6月　第275回定例奈良県議会会議録 2005 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/9/13

2137
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成16年10月1日現在） 2004 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2005/9/14

2138 精神保健福祉センター所報　平成15･16年度 2005 9 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/9/14
2139 第２７６回　定例県議会提出 2005 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/9/15
2140 奈良県立医科大学概要　平成1７年度 2005 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2005/9/22

2141
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成16年度 2005 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2005/9/29

2142 奈良県公立高等学校等紹介　平成１７年度 2005 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2005/9/30

2143
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成17年10
月） 2005 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2005/10/7

2144 中小企業のための金融案内　平成17年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2005/10/7

2145 ｢食の安全･安心について｣の調査報告書 2005 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 生活文化一般
奈良県食品･生活
相談センター 生活環境部 2005/10/7

2146
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
16年度 2005 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2005/10/21

2147 奈良県歳入歳出決算報告書　平成16年度 2005 10 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2005/10/21

2148
平成16年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2005 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2005/10/21

2149 少年非行等の概況（平成16年中） 2005 9 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2005/10/21
2150 2005年農林業センサス結果概要　(速報) 2005 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2005/11/1

2151
｢奈良県新長期ビジョン｣に関する県民アンケート　報
告書 2005 4 総務部

新長期ビジョン策定事
務局 行政資料 総合行政 行政計画  2005/11/2

2152
平成18年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成17年11月 2005 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/11/17

2153 第２７７回　定例県議会提出 2005 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/11/30

2154 平成17年9月　第276回定例奈良県議会会議録 2005 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/12/1

2155 県議会時報なら（平成1７年６月定例県議会）№２２３ 2005 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2005/12/9

2156 保健所事業概況　平成16年度版 2005 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/12/20

2157 平成１６年度｢子どもの学習費調査｣の結果について 2005 12 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化
生涯学習政策局
調査企画課 2005/12/26

2158 環境調査報告書（水質編）平成16年度 2005 1
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2006/1/13

2159 奈良県学校地震防災教育推進プラン 2006 1 教育委員会 教委教育企画課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県教育委員 2006/1/25
2160 奈良県の農業農村整備　2005年度版 2005 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  農林部 2006/1/26

2161
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成17年10月1日現在） 2005 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2006/1/27

2162 毒物劇物取扱者試験問題　平成１３年度～  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  医療政策部 2019/12/17
2163 国道３０８号　大宮道路(宝来～尼辻) 2005 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 道路 土木部道路建設 土木部 2006/2/10

2164 平成17年１１月　第277回定例奈良県議会会議録 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2006/2/16

2165 奈良県林道位置図 2008 1
水循環・森林・景観環
境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業 林業基盤課 農林部 2006/2/16

2166 土地利用動向調査　平成16年度 2004 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2006/2/20
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2167 土地利用動向調査　平成17年度 2005 12 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2006/2/20

2168
平成18年　奈良県公立高等学校入学者選抜 特色選
抜等　学校作成分 2006 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2006/2/23

2169 管内公衆衛生の概況　平成16年度版 2005 12 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2006/2/24
2170 平成18年度一般会計特別会計予算案の概要 2006 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/2/28
2171 第２７８回　定例県議会提出 2006 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/2/28
2172 (第278回定例県議会提出)　条例その他予算外議案 2006 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/2/28

2173
（第278回定例県議会提出）平成18年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2006 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/2/28

2174 平成17年度一般会計特別会計予算案の概要 2005 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/2/28

2175
環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成12年～
16年度 2002 1

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2006/2/28

2176 平成14～16年度　　県税収入決算書 2003 8 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税務  総務部 2006/3/1

2177
奈良県観光客動態調査報告書　昭和61年～平成４年
①  

産業・観光・雇用振興
部

観光交流局文化観光
課 統計資料 観光 観光  2006/3/1

2178 奈良県観光客動態調査報告書　平成5年～10年　②  産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 統計資料 観光 観光  2006/3/1
2179 奈良県観光客動態調査報告書　平成11年～17年　③  産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 統計資料 観光 観光  企画部 2006/3/1

2180 県議会時報なら（平成1７年９月定例県議会）№２２４ 2006 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2006/3/1

2181 奈良県公報　　平成16年10月から平成17年3月 2004 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2006/3/7

2182 奈良県の工業（平成16年工業統計調査結果報告書） 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査  総務部 2006/3/14

2183 2005年農林業センサス結果報告書 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2006/3/20
2184 奈良県文化財調査報告書　第113集　庵治遺跡 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2185 奈良県文化財調査報告書　第112集　ホラント遺跡 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2186 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第28冊 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2187 橿原考古学研究所年報　31　平成16年度 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2188 橿原考古学研究所調査報告　第92冊（乙木･佐保庄 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2189 橿原考古学研究所調査報告　第90冊（曲川遺跡） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20

2190
橿原考古学研究所調査報告　第89冊（宮の平遺跡Ⅲ
本文） 2005 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2006/3/20

2191
橿原考古学研究所調査報告　第89冊（宮の平遺跡Ⅲ
写真図版） 2005 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2006/3/20

2192 橿原考古学研究所調査報告　第88冊（小泉堂遺跡） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2193 橿原考古学研究所調査報告　第91冊（芝遺跡） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2194 鏡笵研究　Ⅲ 2005 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2195 鏡笵研究　Ⅱ 2005 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2196 下牧瓦窯　発掘調査報告書 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20
2197 大和の終末期古墳 2004 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 河上邦彦 2006/3/20
2198 奈良県税務統計　平成16年度 2005 3 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2006/3/30

2199 奈良県推計人口年報　平成17年10月1日 2006 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2006/3/30

2200 奈良県推計人口年報　平成16年10月1日 2005 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2006/3/31

2201 奈良県の結核　平成16年版 2006 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2006/3/31

2202 100の指標からみた奈良県勢　平成18年版 2006 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2006/4/17

2203 県議会時報なら（平成1７年１１月定例県議会）№２２５ 2006 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2006/4/20
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2204 新奈良県環境総合計画 2006 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2006/4/24

2205 環境調査報告書（大気編）平成16年度 2006 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2006/5/9

2206 業務年報　平成16年度版 2006 4 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2006/5/9
2207 県政１０年の歩み 2002 1 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2006/5/11

2208 「なら未来目標」県民アンケート 報告書 2006 5 総務部
新長期ビジョン策定事
務局 行政資料 総合行政 行政計画  企画部 2006/5/12

2209 保健所事業概況　平成11年度 2000 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22
2210 保健所事業概況　平成12年度版 2001 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22
2211 保健所事業概況　平成13年度版 2002 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22
2212 保健所事業概況　平成14年度版 2004 1 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22
2213 保健所事業概況　平成15年度版 2005 3 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22
2214 消費者物価指数年報　平成１７年 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 物価  2006/5/22
2215 奈良県人権施策に関する基本計画 2004 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2006/5/22
2216 犯罪統計書　平成１６年版  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2006/5/22
2217 奈良県地震防災対策アクションプログラム 2006 4 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2006/5/23
2218 奈良県市町村要覧　平成17年度 2006 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/5/23
2219 平成１８年度　奈良県青少年育成施策実施計画 2006 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  福祉部 2006/5/23
2220 なら男女ＧＥＮＫＩプラン「奈良県男女共同参画計画」 2006 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2006/5/23
2221 中小企業のための金融案内　平成18年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2006/5/29
2222 農業制度金融のしおり 2006 3 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2006/5/29
2223 農業改良資金就農支援資金関係法令通達集 2006 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  2006/5/29
2224 青少年が健やかに育つこと　平成18年版 2006 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2006/5/29

2225
奈良県青少年海外派遣事業報告書　２００５　アジア・
チャレンジ・プロジェクト 2006 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  福祉部 2006/5/29

2226 要覧　2004（平成15年度図書館年報） 2004 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県立図書館
（奈良・橿原） 教育委員会 2006/5/30

2227 要覧　2005(平成16年度図書館年報） 2005 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県立図書情
報館 教育委員会 2006/5/30

2228 平成18年度(2006年度)　利用ガイド(生活編) 2006 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県青少年野
外活動センター 教育委員会 2006/5/30

2229 平成18年度　要覧（奈良県社会教育センター） 2006 5 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 教育一般

奈良県社会教育
センター 2006/5/31

2230 奈良県の水道概要　平成16年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2006/5/31

2231
生涯学習推進指導者養成研修　研修集録　平成16年
度 2005 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 2006/5/31

2232 青少年教育関係資料～講演集録・法令答申等～ 2004 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県社会教育
センター 2006/5/31

2233
平成17年度子どもの居場所づくり推進研修－研修集
録－ 2006 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県子どもの居
場所づくり運営協
議会・奈良県社会
教育センター 2006/5/31

2234
奈良県の商業　―卸売業・小売業―（商業統計調査
奈良県結果報告書）平成16年 2006 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2006/6/1

2235 平成18年度福祉部　福祉部こども家庭局　事業の概 2006 4 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2006/6/2
2236 奈良県水防計画　平成１７年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  2006/6/13

2237 くらしの豆知識　2004年版 2003 10
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13
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2238 くらしの豆知識　2005年版 2004 10
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2239 くらしの豆知識　2006年版 2005 9
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2240 消費生活　ア・ラ・カルト　№32 2005 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2241 消費生活　ア・ラ・カルト　№33 2006 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2242 生活科学センター事業実績　平成15年度  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター 福祉部 2006/6/13

2243 食品・生活相談センター事業実績　平成16年度  
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2244 「食の安全・安心について」の調査報告書 2005 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2245 「消費者問題について」の調査報告書 2006 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2006/6/13

2246 平成18年2月　第278回定例奈良県議会会議録 2006 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2006/6/19

2247 研究紀要　第八号 2002 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2248 研究紀要　第九号 2003 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2249 研究紀要　第十号 2004 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2250 研究紀要　第十一号 2005 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2251 研究紀要　第十二号 2006 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2252
奈良県同和問題関係史料第7集「大和国宇陀郡岩崎
村関係史料」 2002 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2253
奈良県同和問題関係史料第8集「大和国葛下郡東山
村関係史料」 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2254
奈良県同和問題関係史料第9集「大和国高市郡洞村
関係史料」 2004 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2255
奈良県同和問題関係史料第10集「大和国中世被差
別民関係資料」 2005 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2256
奈良県同和問題関係史料第11集「初期奈良県水平
社関係資料」 2005 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2257
部落史学習の深化をめざして－平成13年度部落史学
習講座のまとめ－ 2002 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2258
部落史学習の深化をめざして－平成14年度部落史学
習講座のまとめ－ 2003 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2259
部落史学習の深化をめざして－平成15年度部落史学
習講座のまとめ－ 2004 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2006/6/26

2260 第２７９回　定例県議会提出 2007 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/6/29

2261
奈良県出資法人（平成17年度業務報告・平成18年度
事業計画） 2006 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2006/6/29

2262 統計グラフでみる奈良県　平成17年度版  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県総務部統
計課 総務部 2006/6/30

2263
奈良県過疎地域自立促進方針（後期）　奈良県過疎
地域自立促進計画（後期）市町村合併変更分平成１８ 2006 1 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2006/7/6
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2264 保育所給食の手引き 2006 2
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 こども家庭課 2006/7/7

2265 出会いのラブ・ストーリー 2006 6
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  福祉部 2006/7/7

2266
奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本
計画 2006 3

文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2006/7/7

2267 奈良県ひとり親家庭等の自立支援プラン 2006 5
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2006/7/7

2268 業務年報　平成16年度 2005 12 福祉医療部
総合リハビリテーショ
ンセンター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2006/7/7

2269 「平城寮」・「筒井寮」50年間の記録 2006 3 文化・教育・くらし創造 筒井療 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2006/7/7
2270 ろうせいハンドブック　平成17年度版 2005 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2006/7/7
2271 ろうせいハンドブック　（平成18年度版） 2006 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2006/7/7
2272 企業と人権　２００６年版 2006 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2006/7/7
2273 絵だより　2006（平成1８年度・主要プロジェクトのご紹 2006 4 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/7/7
2274 平成１８年度　奈良県予算　話題１００選 2006 4 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/7/7
2275 お答えします！2006奈良県政Ｑ＆Ａ 2006 4 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/7/7
2276 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2006 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  2006/7/11
2277 市場年報　平成13年度 2002 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2006/7/11
2278 市場年報　平成15年度 2004 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2006/7/11
2279 奈良県畜産技術センター研究報告　第29号（平成１４ 2003 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2006/7/11
2280 奈良県畜産技術センター研究報告　第32号（平成１７ 2006 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2006/7/11

2281
奈良医学雑誌　第５７巻第２・３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2006 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2006/7/13

2282 卸売市場の概要　平成１８年６月 2006 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2006/7/21

2283
国民健康保険及び老人保健(医療)事業状況　平成１
６年度 2006 7 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険

奈良県福祉部保
険福祉課 福祉部 2006/7/21

2284 県議会時報なら（平成1８年２月定例県議会）№２２６ 2006 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2006/7/24

2285 2006大切にしたい奈良県の野生動植物 2006 3
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 農林水産 農林水産一般

奈良県農林部森
林保全課

2286 奈良県議会議員（橿原市選挙区）補欠選挙の記録 2006 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  
その他委員
会など 2006/7/26

2287
衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記
録（平成17年9月11日執行） 2006 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2006/7/26

2288 業務概要　平成18年度 2006 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計課 総務部 2006/7/27
2289 奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成１６ 2005 4 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2006/8/2
2290 奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成１７ 2006 4 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2006/8/2

2291 奈良県森林技術センター研究報告　第35号 2006 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2006/8/7

2292 奈良県農業技術センター研究報告　第37号 2006 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2006/8/7
2293 奈良県農業技術センター業務年報　平成17年度 2006 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2006/8/7

2294 業務報告　平成17年度 2006 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2006/8/7

2295 奈良県農林部事業の概要　平成１８年度 2006 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 農政課 2006/8/8

2296 奈良県勢要覧　2006 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2006/8/9

2297 学校基本数一覧表　平成18年度 2006 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2006/8/15
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2298 市場年報　平成１７年度 2006 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2006/9/1

2299
平成１９年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成１８年７月 2006 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/9/4

2300 奈良県立医科大学概要　平成１８年度 2006 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2006/9/6

2301
住みよい福祉のまちづくり施設賞　第8回　表彰施設
作品集 2005 6 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2006/9/7

2302
わが家の耐震診断ガイドブック　あなたの住まいは大
丈夫？ 2005 1 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2006/9/7

2303 平成18年8月　第279回　定例奈良県議会会議録 2006 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2006/9/20

2304 奈良県立病院概要　第27号　平成18年度 2006 9 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2006/9/27

2305
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成17年度 2006 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/9/28

2306
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成17年度 2006 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/9/28

2307 第２８１回　定例県議会提出 2007 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/9/28

2308 平成１７年工業統計速報 2006 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局 総務部 2006/10/6

2309 障害児教育諸学校の適正化について 2004 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 教育一般

障害児教育諸学
校適正化推進委
員会事務局 教育委員会 2006/10/6

2310 奈良県の障害児教育　平成１７年度 2005 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 教育一般
教育委員会学校
教育課 教育委員会 2006/10/6

2311 奈良県の特別支援教育　平成１８年度 2006 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 教育一般

奈良県立教育研
究所 教育委員会 2006/10/6

2312
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成18年10
月） 2006 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2006/10/17

2313 奈良県病院事業費特別会計決算書　平成17年度 2006 福祉医療部
健康安全局医大・病院
課 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/10/17

2314 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成17年度 2006 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2006/10/17
2315 平成１８年７月　第２８０回臨時奈良県議会会議録 2006 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2006/10/19
2316 保健所事業概況　平成16年度版 2005 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/10/26
2317 奈良県歳入歳出決算報告書　平成17年度 2006 10 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2006/10/27

2318
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
17年度 2006 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/10/30

2319
平成17年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2006 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2006/10/30

2320 平成17年工業統計調査結果速報 2006 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2006/11/1

2321 奈良県中小企業の現況　平成17年10月 2005 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2006/11/9
2322 奈良県・指定文化財目録 2006 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2006/11/16

2323
平成１９年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成１８年１１月 2006 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/11/21

2324
北山・十津川地域森林計画書（北山・十津川森林計
画区） 2006 4

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2006/11/21

2325
消費者物価指数のしくみと見方－平成１７年基準消
費者物価指数－ 2006 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2006/11/24

2326
県議会時報なら（平成１８年６月定例県議会、平成１８
年７月臨時県議会）№227 2006 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2006/11/24
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2327
奈良医学雑誌　第５７巻第４・５号 (Journal of Nara
Medical Association) 2006 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2006/11/28

2328 第２８１回定例奈良県議会会議録 2006 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2006/11/29

2329 環境調査報告書（水質編）平成17年度 2006 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2006/12/8

2330
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成18年10月1日現在） 2006 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2006/12/13

2331
行政文書開示制度の運用状況・個人情報の開示等
の実施状況 2007 1 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務課 総務部 2015/7/28

2332 奈良県税務統計　平成17年度 2006 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2007/2/2
2333 消防防災年報　平成17年版 2006 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2007/2/2

2334 平成１８年１２月第２８２回定例奈良県議会会議録 2007 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2007/2/20

2335 平成19年度奈良県立高等学校特色選抜学力検査問 2007 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2007/2/23

2336 県議会時報なら（平成１８年９月定例県議会）No.２２８ 2007 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県県議会事
務局

その他委員
会など 2007/2/23

2337 第２８３回　定例県議会提出 2007 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/2/23
2338 平成19年度一般会計特別会計予算案の概要 2007 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2007/2/23

2339
（第283回定例県議会提出）平成19年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2007 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/2/23

2340 第２８２回　定例県議会提出 2006 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/2/28
2341 奈良県中小企業団体名簿（平成18年12月1日現在） 2007 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2007/3/5

2342
奈良医学雑誌　第５８巻第１号 (Journal of Nara
Medical Association) 2007 2 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2007/3/9

2343 奈良県の工業（平成17年工業統計調査結果報告書） 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2007/3/29

2344 奈良県推計人口年報　平成18年10月1日 2007 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 統計課 総務部 2007/3/29

2345 消費者物価指数年報　平成１８年 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 物価  2007/4/3

2346
県議会時報なら（平成１８年１２月定例県議会）　ＮＯ．
２２９ 2007 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2007/4/17

2347 平成１８年度奈良県市町村要覧 2007 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2007/4/24

2348 2000年世界農林業センサス　別巻　総合索引書 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス
財団法人農林統
計協会 総務部 2007/4/27

2349 統計グラフでみる奈良県　平成18年度版 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県総務部統
計課 総務部 2007/5/8

2350 環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成17年度 2007 11
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  2007/5/9

2351 環境調査報告書（大気編）平成17年度 2007 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  2007/5/9

2352 奈良県農林部事業の概要　平成１９年度 2007 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 農政課 農林部 2007/5/15

2353 100の指標からみた奈良県勢　平成19年版 2007 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2007/5/17

2354 奈良県議会時報（特集）県会議員名簿　2007 2007 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  
その他委員
会など 2007/5/22

2355
奈良県労働委員会5年誌（平成13年1月～平成17年
12月）平成18年刊 2006 10 その他委員会など 資源調整課 行政資料 労働 労働一般 労働委員会 2007/5/23

2356 屋外広告物関係法令集 2006 3
水循環・森林・景観環
境部 風致保全課 行政資料 建設 都市計画  生活環境部 2007/5/23
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2357
親学サポートブック－思春期の子どもをもつ保護者の
ために－ 2007 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般

奈良県立教育研
究所 教育委員会 2007/5/23

2358 第２８４回　定例県議会提出 2007 5 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/5/24
2359 ろうせいハンドブック　（平成19年度版） 2007 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般 雇用労政課 商工労働部 2007/5/29
2360 奈良県中小企業の現況　平成18年12月 2006 12 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2007/5/29
2361 第8次奈良県職業能力開発計画（平成18年度～22年 2006 9 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 能力開発  2007/5/29
2362 事業概要　平成18年度 2006 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2007/5/29
2363 企業と人権　２００７年版 2007 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2007/5/29
2364 商工労働部主要施策の概要　平成16年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29
2365 商工労働部主要施策の概要　平成17年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29
2366 商工労働部主要施策の概要　平成18年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29
2367 商工労働部主要施策の概要　平成19年度 2007 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29
2368 犯罪統計書　平成17年版  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/5/29
2369 少年非行等の概況（平成17年中）  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/5/29
2370 農業近代化資金等関係法規集　平成19年2月 2007 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2007/5/29
2371 農業制度金融のしおり　平成19年4月 2007 4 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2007/5/29
2372 やまとユニバーサルデザイン推進指針 2007 3 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般 福祉政策課 2007/5/29
2373 平成19年度福祉部　福祉部こども家庭局　事業の概 2007 4 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2007/5/29
2374 奈良県障害福祉計画　第１期　概要版 2007 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2007/5/29
2375 奈良県障害福祉計画　第１期 2007 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2007/5/29
2376 中小企業のための金融案内　平成19年度 2007 産業・観光・雇用振興 金融・商業振興課 行政資料 産業経済 金融  2007/5/29
2377 平成17年国勢調査　奈良県市町村・町丁字別人口一 2007 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/5/29

2378 くらしの豆知識　2007年版 2007 4
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

奈良県食品・生活
相談エンター 福祉部 2007/5/31

2379 食品・生活相談センター事業実績　平成17年度 2007
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2007/5/31

2380 「健康食遺品について」の調査報告書 2007 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2007/5/31

2381 消費生活　ア・ラ・カルト　№34 2007 3
文化・教育・くらし創造
部

食品・生活相談セン
ター 行政資料 生活文化 消費生活

食品・生活相談セ
ンター 福祉部 2007/5/31

2382 業務年報　平成17年度 2006 12 福祉医療部
総合リハビリテーショ
ンセンター 行政資料 社会福祉 障害者福祉

総合リハビリテー
ションセンター 福祉部 2007/5/31

2383 自主研究グループ活動報告書　平成１１年度～１４年  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  総務部 2007/5/31
2384 政策研究報告書　平成１１～１８年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  総務部 2007/5/31

2385 奈良県交通安全実施計画　平成18年度 2007 5 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通安全
対策会議 生活環境部 2007/5/31

2386
第８次奈良県交通安全計画（平成18年度～平成22年
度） 2007 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全

奈良県交通安全
対策会議 生活環境部 2007/5/31

2387 奈良県の水道概要　平成17年度版  水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2007/6/1

2388
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成18年3月31日現在） 2006 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2007/6/5

2389 飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2007 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  2007/6/5

2390
奈良県畜産技術センター研究報告　第3３号（平成１８
年） 2007 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産

奈良県畜産技術
センター 農林部 2007/6/5

2391 平成１9年2月第２８３回定例奈良県議会会議録 2007 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2007/6/5

2392 奈良の砂防 2006 3 県土マネジメント部 砂防課 行政資料 防災・防犯 消防・防災
奈良県土木部砂
防課 土木部 2007/6/5

2393 消防年報　平成１８年度 2007 総務部 知事公室消防救急課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2007/6/6
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2394
地域農業とむらの活性化をはかるための農業改良普
及指導計画書　平成19年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2007/6/6

2395
大和・木津川地域森林計画の変更計画書（大和・木
津川森林計画区） 2007

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6

2396 吉野地域森林計画の変更計画書（吉野森林計画区） 2007
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6

2397
北山・十津川地域森林計画の変更計画書（北山・十
津川森林計画区） 2007

水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6

2398 平成18年度　林業普及指導事業活動報告書 2007 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6

2399 奈良県林業統計　平成16年度 2006 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2007/6/6

2400 奈良県林業統計　平成17年度 2007 1
水循環・森林・景観環
境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2007/6/6

2401 県産材使用建築物等事例集 2007 3
水循環・森林・景観環
境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6

2402 エコな～ら大作戦　私もできるｽﾄｯﾌﾟ温暖化 2007 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  2007/6/7

2403 ならｽﾄｯﾌﾟ温暖化アクションプラン 2007 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2007/6/7

2404 平成１８年度　公害防止計画実施状況等調査報告書 2007 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  2007/6/7

2405 土地利用動向調査　平成18年度 2006 12 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  企画部 2007/6/7
2406 奈良県耐震改修促進計画 2007 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅 建築課 土木部 2007/6/8
2407 平成19年度６月補正予算案の概要 2007 6 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2007/6/14

2408 奈良県勢要覧　2007 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2007/6/15

2409
奈良県出資法人（平成18年度業務報告・平成19年度
事業計画） 2007 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2007/6/20

2410 第２８５回　定例県議会提出 2007 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/6/20

2411 リサイクルハンドブック２００６ 2007 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2007/6/21

2412
平成１８年度奈良県産業廃棄物実態調査報告書（平
成１７年度実績） 2007 3

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2007/6/21

2413
廃棄物循環利用と適正処理のための手引書　～ゼロ
エミッションをめざして 2006 3

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2007/6/21

2414 要覧　平成21年度 2009 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2007/6/22

2415
学校評価の手引き　平成18年度　学校評価ｼｽﾃﾑ実
践研究に基づく学校評価実践例集 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 教育一般

奈良県立教育研
究所 2007/6/22

2416
平成18年度　我が国の伝統文化を尊重する教育に関
する実践モデル事業　研究紀要 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 教育一般

奈良県立教育研
究所 2007/6/22

2417 奈良県学校施設耐震化ガイドライン 2007 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  教育委員会 2007/6/22

2418 要覧　2006(平成17年度図書館年報） 2006 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県立図書情
報館 教育委員会 2007/6/22

2419 平成19年度(2007年度)　利用ガイド(生活編) 2007 4 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県立青少年
野外活動センター 教育委員会 2007/6/22

2420 利用ガイド(活動プログラム編) 2007 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県立青少年
野外活動センター 教育委員会 2007/6/22

2421 学校教育の指導方針　平成17年度 2005 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2007/6/22
2422 学校教育の指導方針　平成18年度 2006 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2007/6/22
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2423 学校教育の指導方針　平成19年度 2007 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2007/6/22

2424 研究紀要　第十三号 2007 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2007/6/22

2425
奈良県同和問題関係史料第12集「大和国葛上郡関
係史料」 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 2007/6/22

2426 包括外部監査の結果報告書　平成11年度 2000 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2427 包括外部監査の結果報告書　平成11年度 2000 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2428 包括外部監査の結果報告書　平成13年度 2002 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2429 包括外部監査の結果報告書　平成13年度 2002 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2430 包括外部監査の結果報告書　平成15年度 2004 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2431 包括外部監査の結果報告書　平成17年度 2006 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2432 包括外部監査の結果報告書　平成18年度 2007 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2433 行政監査報告書　平成16年度  その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22
2434 国民健康保険及び老人保健事業状況　平成１７年度 2007 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2007/6/29
2435 奈良県薬事年報　VOL.54　平成17年10月 2005 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2007/7/2
2436 奈良県薬事年報　VOL.55　平成18年12月 2006 12 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2007/7/2
2437 毒物及び劇物の業務上取扱者の責務 2007 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事 薬務課 福祉部 2007/7/2
2438 土地改良事業用設計積算単価資料　平成１9年度 2007 7 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2007/7/9

2439
県議会時報なら（平成１９年２月定例県議会）Ｎｏ．２３
０ 2007 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2007/7/10

2440 奈良県農業総合センター業務年報　平成18年度 2007 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2007/7/11
2441 試験研究中期運営方針 2007 4 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2007/7/11

2442
奈良医学雑誌　第５８巻第２・３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2007 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2007/7/17

2443
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成19年3月31日現在） 2007 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2007/7/18

2444 少年非行等の概況（平成18年中）  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/7/26

2445 卸売市場の概要　平成１９年６月 2007 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2007/7/27

2446 奈良県交通安全実施計画　平成19年度 2007 7 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通安全
対策会議 生活環境部 2007/8/2

2447
【内外情勢調査会　知事講演】　「やまと21世紀ビジョ
ン」の出発（平成18年度「豆の木」成長予算） 2006 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2007/8/2

2448
【内外情勢調査会　知事講演】　輝く未来へバトンをつ
なぐ（平成19年度「『開眼』手控え予算」） 2007 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2007/8/2

2449 奈良県森林技術センター研究報告　第36号 2007 3
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/8/3

2450 業務報告　平成18年度 2007 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/8/3

2451 学校基本数一覧表　平成19年度 2007 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2007/8/10
2452 奈良県工業技術センター研究報告　№33 2007 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2007/8/10
2453 業務報告　平成１８年度 2007 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2007/8/10

2454 就学前教育の充実をめざして　2006年度 2007 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 教育 教育一般

奈良県・奈良県教
育委員会 福祉部 2007/8/13

2455 世界で一番ハッピーな愛のかたち 2007 8
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県福祉部こど
も家庭局こども家 福祉部 2007/8/13

2456
平成１８年度　子ども支援アドバイザーモデル事業報
告書 2007 3

文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉

奈良県福祉部こど
も家庭局こども家 福祉部 2007/8/13

2457 保育所における食育活動実践事例集 2005 1
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉

奈良県福祉部こど
も家庭局こども家 福祉部 2007/8/13
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2458 教育研修計画　平成19年度 2007 8 食と農の振興部 農業大学校 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生 奈良県農業大学 2007/8/20
2459 卒業論文要約集＜第35期生＞ 2007 2 食と農の振興部 農業大学校 行政資料 教育 教育一般 奈良県農業大学 2007/8/20
2460 奈良県バイオマス総合利活用マスタープラン（改訂 2006 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 環境 環境保全一般  農林部 2007/9/3
2461 奈良県農業総合センター研究報告　第38号 2007 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2007/9/4

2462
奈良医学雑誌　第５８巻第４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2007 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会　奈良
県立医科大学

2463 奈良県立医科大学概要　平成１９年度 2007 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2007/9/13
2464 橿原考古学研究所年報　32　2005年度 2007 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2465 橿原考古学研究所調査報告　第93冊（ノムギ古墳） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2466 橿原考古学研究所調査報告　第94冊（八条遺跡） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究
2467 橿原考古学研究所調査報告　第95冊（馬見二ノ谷遺 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2468 橿原考古学研究所調査報告　第96冊（鵜山遺跡） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2469 橿原考古学研究所調査報告　第97冊（箸尾遺跡Ⅰ） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13

2470
橿原考古学研究所調査報告　第98冊（平城京左京五
条二坊十五・十六坪） 2006 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2007/9/13

2471 奈良県文化財調査報告書　第114集（東大寺旧境内） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2472 奈良県文化財調査報告書　第115集（和田ナカドヲリ 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2473 奈良県文化財調査報告書　第116集（横田矢田野遺 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13

2474
奈良県文化財調査報告書　第117集（越町遺跡・小切
山遺跡） 2006 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2007/9/13

2475 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第29冊 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13

2476
橿原考古学研究所研究成果　第7冊（藤ノ木古墳から
見た古代繊維製品の研究） 2006 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2007/9/13

2477
橿原考古学研究所研究成果　第8冊第一分冊（三次
元ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱｰｶｲﾌﾞを活用した古鏡の総合的研究） 2005 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2007/9/13

2478
橿原考古学研究所研究成果　第8冊第二分冊（三次
元ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱｰｶｲﾌﾞを活用した古鏡の総合的研究） 2005 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2007/9/13

2479 齊國故城出土鏡範和東亞的古鏡 2007 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13
2480 第２８６回　定例県議会提出 2007 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/9/18

2481 市場年報　平成１７年度 2007 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2007/9/18

2482 平成２０年　奈良県民手帳 2007 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2007/10/2

2483
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成19年10
月） 2007 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2007/10/11

2484 平成１７年工業統計調査　産業細分類別統計表 2007 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局 総務部 2007/10/19

2485 平成１８年工業統計速報 2007 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局調査
統計部 総務部 2007/10/25

2486
農林業センサス累年統計書－農業編－（明治３７年
～平成１７年） 2007 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス

農林水産省統計
部 総務部 2007/11/1

2487 奈良県観光客動態調査報告書　平成1８年　④  産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 統計資料 観光 観光  企画部 2007/11/5
2488 民俗博物館研究紀要　第22号 2006 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2007/11/6
2489 犯罪統計書　平成１８年版 2007 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/11/8

2490
県議会時報なら（平成１９年５月臨時６月定例県議
会）Ｎｏ．２３１ 2007 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2007/11/14

2491 精神保健福祉センター所報　平成18年度 2007 11 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2007/11/22
2492 第２８７回　定例県議会提出 2007 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/12/3

2493
平成18年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2007 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2007/12/11
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2494
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
18年度 2007 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2007/12/11

2495 奈良県歳入歳出決算報告書　平成18年度 2007 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2007/12/11
2496 交際費執行状況 2007 12 総務部 総務課 行政資料 総記 一般  総務部 2007/12/14

2497 環境調査報告書（水質編）平成18年度 2007 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2007/12/21

2498 奈良県公立文化施設ガイドブック 2007 7
文化・教育・くらし創造
部 文化会館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

奈良県公立文化
施設協議会 企画部 2007/12/21

2499
平成20年度政府予算編成に関する提案・要望書　平
成19年７月 2007 7 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  企画部 2008/1/8

2500
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成17年3月31日現在） 2005 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2008/1/17

2501
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成19年10月1日現在） 2007 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2008/1/23

2502
奈良医学雑誌　第５８巻第５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2007 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2008/1/28

2503 サモス巡礼の精神 2008 2
文化・教育・くらし創造
部

平城遷都千三百年記
念事業準備事務局企 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

ＸＵＮＴＡ　ＤＥ　ＧＡ
ＬＩＣＩＡ 企画部 2008/2/6

2504 聖地サンティアゴへの巡礼 2008 2
文化・教育・くらし創造
部

平城遷都千三百年記
念事業準備事務局企 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

ＸＵＮＴＡ　ＤＥ　ＧＡ
ＬＩＣＩＡ 企画部 2008/2/6

2505 ガリシア、大西洋を見つめるその深い精神性 2008 2
文化・教育・くらし創造
部

平城遷都千三百年記
念事業準備事務局企 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

ＸＵＮＴＡ　ＤＥ　ＧＡ
ＬＩＣＩＡ 企画部 2008/2/6

2506 教育職員の給与に関する報告及び勧告 2008 2 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  
その他委員
会など 2008/2/13

2507
県議会時報なら（平成１９年９月定例県議会）Ｎｏ．２３
２ 2008 1 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2008/2/14

2508 橿原考古学研究所年報　33　2006年度 2007 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/2/25

2509
奈良県文化財調査報告書　第118集(吉野郡十津川
村　小原滝遺跡　近現代産業遺跡の調査） 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2510
奈良県文化財調査報告書　第119集(ドンド垣内古墳
群　発掘調査報告書） 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2511
奈良県文化財調査報告書　第120集(曲川遺跡Ⅱ　京
奈和自動車道「大和区間」建設に伴う発掘調査報告 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2512
奈良県文化財調査報告書　第121集(奈良市横田町
所在　横田アンバ遺跡） 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2513 奈良県文化財調査報告書　第122集(極楽寺ヒビキ遺 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究

2514
奈良県文化財調査報告書　第126集(平城京左京三
条一坊五・十二・十三坪発掘調査報告） 2008 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2515
橿原考古学研究所調査報告　第99冊（マバカ古墳周
辺の調査） 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2008/2/26

2516 橿原考古学研究所調査報告　第100冊（四条シナノ遺 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/2/26

2517
橿原考古学研究所調査報告　第101冊（平城京左京
四条四坊・四条五坊） 2007 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2008/2/26

2518 山東省臨瑠斉国故城漢代鏡范的考古学研究 2007 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 科学出版社 教育委員会 2008/2/26
2519 広瀬遺跡第２次調査(山添村） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 山添村教育委員 教育委員会 2008/2/26

2520
山添村埋蔵文化財発掘調査報告第１集（平岩遺跡・
越町遺跡） 2003 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

山添村教育委員
会 教育委員会 2008/2/26

2521 山添村埋蔵文化財発掘調査報告第２集（大西塚ノ本 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 山添村教育委員 教育委員会 2008/2/26

2522
菟田野町埋蔵文化財調査報告第１集（古宮谷遺跡
群） 2005 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

菟田野町教育委
員会 教育委員会 2008/2/26
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2523 三宅町文化財調査報告第１集（伴堂古田遺跡） 2002 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 三宅町教育委員 教育委員会 2008/2/26

2524
（第288回定例県議会提出）平成20年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2008 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2008/2/27

2525 平成20年度一般会計特別会計予算案の概要 2008 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2008/2/27
2526 第２８８回　定例県議会提出 2008 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/2/27

2527
平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・
市区町村編　43　熊本県 2007 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29

2528 環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成18年度 2008 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  2008/3/10

2529 奈良県議会歴代議員名簿　2007 2007 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2008/3/14

2530
農林業センサス累年統計書－林業編－（明治３５年
～平成１７年） 2008 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス

農林水産省統計
部 総務部 2008/4/3

2531 2005年農林業センサス　別巻　総合索引書 2008 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス
財団法人農林統
計協会 総務部 2008/4/3

2532 奈良県の工業（平成18年工業統計調査結果報告書） 2008 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2008/4/3

2533 奈良県茶業振興基本計画書　平成19年度  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2008/4/9

2534 平成１９年度　土地利用動向調査 2008 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 生活文化 生活文化一般
奈良県企画部資
源調整課 企画部 2008/4/10

2535 奈良県税務統計　平成18年度 2007 3 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2008/4/11

2536 環境調査報告書（大気編）平成18年度 2008 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2008/4/11

2537 包括外部監査の結果報告書　平成19年度 2008 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2008/4/11
2538 企業と人権　２００８年版 2008 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2008/4/14
2539 奈良県薬事年報　VOL.56　平成19年11月 2007 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2008/4/15
2540 政策研究報告書　平成１９年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  総務部 2008/4/21

2541 青少年が健やかに育つこと（平成１９年版） 2007 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県・奈良県教
育委員会・奈良県
警察・青少年育成
奈良県民会議 福祉部 2008/4/23

2542 青少年が健やかに育つこと（平成２０年版） 2008 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県・奈良県教
育委員会・奈良県
警察・青少年育成
奈良県民会議 福祉部 2008/4/23

2543
青少年海外派遣事業報告書　２００６　アジア・チャレ
ンジ・プロジェクト 2007 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県福祉部こど
も家庭局青少年課 福祉部 2008/4/23

2544
青少年海外派遣事業報告書　２００７　アジア・チャレ
ンジ・プロジェクト 2008 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県福祉部こど
も家庭局青少年課 福祉部 2008/4/23

2545 平成１９年度　奈良県青少年育成施策実施計画 2007 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県 福祉部 2008/4/23
2546 平成２０年度　奈良県青少年育成施策実施計画 2008 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県 福祉部 2008/4/23

2547 第二十七回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2005 12 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人
青少年育成奈良
県民会議 福祉部 2008/4/23

2548 第二十八回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2006 12 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人
青少年育成奈良
県民会議 福祉部 2008/4/23

2549 第二十九回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2007 12 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人
青少年育成奈良
県民会議 福祉部 2008/4/23

2550 子育て読本　これだけは 2007 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉
奈良県福祉部こど
も家庭局青少年課 福祉部 2008/4/23

2551 奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成１９ 2008 2 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2008/4/23
2552 保健所事業概況　平成18年度版 2007 11 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県葛城保健 福祉部 2008/4/24
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2553 統計グラフでみる奈良県　平成19年度版 2008 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2008/5/9

2554 奈良県の文化財行政　平成16年度 2004 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13
2555 奈良県の文化財行政　平成17年度 2005 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13
2556 奈良県の文化財行政　平成18年度 2006 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13
2557 奈良県の文化財行政　平成19年度 2007 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13

2558
県議会時報なら（平成１９年１２月定例県議会）Ｎｏ．２
３３ 2008 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2008/5/14

2559 第２次奈良県廃棄物処理計画 2008 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2008/5/20

2560 少年非行等の概況（平成1９年中）  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2008/5/23

2561
参議院議員通常選挙の記録（平成19年7月29日執
行） 2008 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2008/5/30

2562
選挙の記録（平成19年4月8日執行　奈県知事　平成
19年4月8日執行　奈良県議会議員　平成19年4月22 2008 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2008/5/30

2563 平成１９年度奈良県市町村要覧 2008 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2008/6/3

2564
国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成
18年度 2008 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2008/6/3

2565 ろうせいハンドブック　（平成20年度版） 2008 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般 雇用労政課 商工労働部 2008/6/5
2566 知っていますか？私たちのごはん！ 2006 11 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2008/6/6

2567 2008大切にしたい奈良県の野生動植物 2008 3
水循環・森林・景観環
境部 森林保全課 行政資料 農林水産 農林水産一般

奈良県農林部森
林保全課

2568 100の指標からみた奈良県勢　平成20年版 2008 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2008/6/18

2569
奈良県情報公開審査会及び奈良県個人情報保護審
議会の議事録・会議の概要 2008 6 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務課 総務部 2016/2/23

2570 第289回　定例県議会提出 2008 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/6/30

2571
奈良県出資法人（平成19年度業務報告・平成20年度
事業計画） 2008 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2008/6/30

2572
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成20年3月31日現在） 2008 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2008/7/3

2573 県議会時報　なら（平成２０年２月定例県議会）NO.２３ 2008 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2008/7/11

2574 卸売市場の概要　平成２０年６月 2008 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2008/7/14

2575 商工労働部主要施策の概要　平成20年度 2008 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2008/7/14
2576 奈良県農林部事業の概要　平成２０年度 2008 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 農政課 農林部 2008/7/14
2577 中南和・東部地域の振興方策 2008 産業・観光・雇用振興 地域づくり支援課 行政資料 建設 地域開発 奈良県 企画部 2008/7/14
2578 奈良県の水道概要　平成18年度版  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2008/7/16
2579 奈良県の文化財行政　平成20年度 2008 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/7/22

2580
平成１８年事業所・企業統計調査都道府県別結果第
３表の修正情報 2008 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 事業所統計調査  2008/7/30

2581 奈良県勢要覧　2008 2008 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県総務部知
事公室統計課 総務部 2008/7/31

2582 奈良県農業総合センター業務年報　平成19年度 2008 4 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2008/8/8
2583 奈良県農業総合センター研究報告　第39号 2008 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2008/8/8

2584 土地改良区名簿　平成２０年度 2008 7 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地
奈良県農林部耕
地課 農林部 2008/8/18

2585 学校基本数一覧表　平成20年度 2008 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2008/8/19
2586 奈良県工業技術センター研究報告　№34 2008 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2008/8/19
2587 業務報告　平成１９年度 2008 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2008/8/19
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2588 平成１８年工業統計調査　産業細分類別統計表 2008 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局 総務部 2008/8/21

2589 奈良県立医科大学概要　平成２０年度 2008 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2008/9/18
2590 第290回　定例県議会提出 2008 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/9/22

2591
奈良県立高等学校入学者選抜高校別実施概要　平
成21年度 2008 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2008/9/22

2592
奈良医学雑誌　第５９巻第３・４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2008 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2008/9/22

2593
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成20年10
月） 2008 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2008/10/9

2594 市場年報　平成１8年度 2008 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2008/10/16

2595 橿原考古学研究所調査報告　第102冊（飛鳥京跡Ⅲ） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17
2596 橿原考古学研究所調査報告　第103冊（三河遺跡） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17
2597 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2007年 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17
2598 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2007年 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17

2599 橿原考古学研究所１９３８～２００８ 2008 8 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2008/10/17

2600 奈良県文化財調査報告書　第125集（慈明寺遺跡） 2008 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2008/10/17

2601
奈良県文化財調査報告書　第123集（大西塚ノ本遺
跡） 2008 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2008/10/17

2602 奈良県文化財調査報告書　第127集（向山遺跡） 2008 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2008/10/17

2603
奈良県文化財調査報告書　第124集（下永東方遺跡
Ⅱ） 2008 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2008/10/17

2604 交通年鑑　平成19年 2008 10 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県警察本部

その他委員
会など 2008/10/20

2605
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
19年度 2008 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2008/10/21

2606 奈良県歳入歳出決算報告書　平成19年度 2008 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2008/10/21

2607
平成19年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2008 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2008/10/21

2608 平成１９年工業統計速報 2008 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局調査
統計部 総務部 2008/10/23

2609 民俗博物館研究紀要　第23号 2008 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2008/11/4

2610 登録販売者試験 2008 11 福祉医療部
薬務課（旧・健康安全
局） 行政資料 保健衛生 薬事  

医療政策部
（旧・福祉 2019/1/22

2611 環境調査報告書（水質編）平成19年度 2008 11
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2008/11/19

2612 平成２０年９月第２９０回定例奈良県議会会議録 2008 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2008/11/28

2613 第291回　定例県議会提出 2008 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/12/1

2614 環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成19年度 2008 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  2008/12/2

2615 犯罪統計書　平成１９年版 2008 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2008/12/16

2616 環境調査報告書（大気編）平成1９年度 2009 1
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2009/1/6

2617 平成20年度　土木工事設計単価資料（1月再改訂版） 2009 1 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2009/1/13
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2618 児童虐待等調査対策委員会報告書 2008 12
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉

奈良県児童虐待
等調査対策委員 福祉部 2009/1/20

2619 精神保健福祉センター所報　平成19年度 2008 12 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2009/2/2

2620 平成２０年度版　環境白書　２００８ 2009 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2009/2/10

2621
奈良県情報公開条例及び奈良県個人情報保護条例
の解釈運用基準 2009 2 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務課 総務部 2016/4/1

2622 平成２０年１２月第２９１回定例奈良県議会会議録 2009 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2009/2/20

2623 平成21年度予算案 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2009/2/24
2624 第292回　定例県議会提出 2009 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/2/27

2625
（第292回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2009 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2009/2/27

2626
平成21年度一般会計特別会計予算案の概要　　平成
20年度一般会計2月補正予算案の概要 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2009/2/27

2627
県議会時報なら（平成２０年６月定例県議会）Ｎｏ．２３
５ 2008 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2009/3/13

2628
県議会時報なら（平成２０年９月定例県議会）Ｎｏ．２３
６ 2009 1 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2009/3/13

2629 奈良県県民経済計算報告書　平成１８年度 2009 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2009/3/27

2630 みどりの園芸Q＆A集 2009 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農産
奈良県農業総合
センター 総務部 2009/3/31

2631 奈良県市町村要覧　平成２０年度 2009 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2009/3/31

2632 統計グラフでみる奈良県　平成20年度版 2009 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2009/4/1

2633
奈良県の商業　―卸売業・小売業―（商業統計調査
奈良県結果報告書）平成19年 2008 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/6

2634
奈良県文化財調査報告書　第129集(奈良市横田町
所在　横井北樋口遺跡） 2008 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2635
奈良県文化財調査報告書　第128集(五條市岡町岡
有家遺跡） 2009 1 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2009/4/8

2636
奈良県文化財調査報告書　第130集(奈良市此瀬町
所在　此瀬五反田遺跡） 2008 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2637
奈良県文化財調査報告書　第131集（平城京左京三
条三坊五・十二坪） 2008 12 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所

2638
奈良県文化財調査報告書　第132集(和田ワタナ遺
跡・矢田原遺跡） 2009 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2009/4/8

2639 奈良県文化財調査報告書　第133集(日笠花刈遺跡） 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2009/4/8
2640 奈良県文化財調査報告書　第134集(松山遺跡） 2009 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究
2641 奈良県文化財調査報告書　第135集(釜窪大谷東原 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究
2642 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第32冊 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2009/4/8

2643 石を用いた鋳造の研究 2008 3
文化・教育・くらし創造
部

その他の企画部出先
機関 行政資料 生活文化

文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 2009/4/8

2644 橿原考古学研究所年報　34　平成19年度 2009 1 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2009/4/8

2645 下池山古墳の研究 2008 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2009/4/8
2646 ホケノ山古墳の研究 2009 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2009/4/8
2647 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第31冊 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 生活文化 2009/4/8
2648 下池山古墳の研究 2008 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2009/4/8
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2649
奈良県高齢者保健福祉計画第３期介護保険事業支
援計画　概要版 2006 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2009/4/8

2650 奈良県国土利用計画　第四次 2009 4 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  企画部 2009/4/8
2651 「第２７回全国都市緑化ならフェア」基本計画 2008 12 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県 土木部 2009/4/13
2652 奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成２０ 2009 2 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2009/4/14

2653 平成２０年度　土地利用動向調査 2009 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発
奈良県企画部資
源調整課 企画部 2009/4/14

2654 奈良県少子化実態調査結果報告書 2009 3
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉

奈良県福祉部こど
も家庭局少子化対
策室 福祉部 2009/4/22

2655 平成２０年度　奈良子育て支援の輪づくり事業報告書 2009 2
文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉

奈良県・結婚ワク
ワクこどもすくすく
県民会議 福祉部 2009/4/22

2656
奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本
計画（第二次） 2009 1

文化・教育・くらし創造
部

こども家庭局こども家
庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県 福祉部 2009/4/22

2657
職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧
告（平成21年5月） 2009 5 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2009/5/13

2658
県議会時報なら（平成２０年１２月定例県議会）Ｎｏ．２
３７ 2009 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2009/5/19

2659 交通事故統計　平成２１年４月末 2009 5 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通  

その他委員
会など 2009/5/22

2660 平成２０年度事業概要 2009 5 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 2009/5/26

2661
奈良医学雑誌　第６０巻第１・２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2009 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2009/5/27

2662
（第293回県議会提出）平成20年度一般会計補正予
算に関する説明書 2009 5 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2009/5/27

2663 第293回臨時県議会提出議案 2009 5 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/5/27
2664 行幸啓誌 2009 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2009/6/3

2665 平成２１年２月第２９２回定例奈良県議会会議録 2009 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2009/6/16

2666
（第294回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2009 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/6/19

2667
（第294回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2009 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/6/19

2668
奈良県出資法人（平成20年度業務報告・平成21年度
事業計画） 2009 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2009/6/19

2669 第294回定例県議会提出 2009 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/6/19

2670
国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成
19年度 2009 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2009/6/23

2671 奈良県農業総合センター業務年報　平成20年度 2009 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2009/7/6

2672 奈良県の工業（平成１９年工業統計調査結果報告書） 2009 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2009/7/8

2673 奈良県税務統計　平成19年度 2009 2 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2009/7/9

2674 研究紀要　第１４集 2009 7 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財
（財）由良大和古
代文化研究協会 教育委員会 2009/7/13

2675
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成19年度 2008 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2009/7/24

2676
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成18年度  総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2009/7/24
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2677
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成21年3月31日現在） 2009 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2009/7/27

2678 平成２０年度　業務報告書 2009 4 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化
観光・スポーツ・レクリ
エーション

奈良県立　橿原公
苑 2009/7/28

2679 奈良県交通安全実施計画　平成21年度 2009 7 総務部
知事公室安心・安全ま
ちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 交通安全

奈良県交通安全
対策会議 総務部 2009/7/28

2680 100の指標からみた奈良県勢　平成21年版 2008 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2009/8/3

2681 卸売市場の概要　平成２１年６月 2009 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2009/8/3

2682 奈良県の水道概要　平成19年度版 2009 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2009/8/3

2683 業務報告　平成２０年度 2009 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2009/8/4

2684 奈良県勢要覧　2009 2009 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県総務部知
事公室統計課 総務部 2009/8/5

2685 奈良県国民保護計画 2009 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 消防防災課 総務部 2009/8/21
2686 奈良県地域防災計画　震災対策計画編（平成20年修  総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2009/8/21
2687 奈良県地域防災計画　基本計画編（平成20年修正）  総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2009/8/21

2688 交通年鑑　平成20年 2009 9 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県警察本部

その他委員
会など 2009/9/1

2689 平成２１年５月　第２９３回臨時奈良県議会会議録 2009 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2009/9/8

2690 平成２１年６月第２９４回定例奈良県議会会議録 2009 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2009/9/15

2691
奈良医学雑誌　第６０巻第３・４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2009 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2009/9/16

2692 第295回定例県議会提出 2009 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/9/17

2693
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成21年10
月） 2009 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2009/10/5

2694 平成２０年工業統計速報 2009 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局調査
統計部 総務部 2009/10/6

2695 奈良県公共事業評価監視委員会 2009 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県技術管理 土木部 2009/10/13
2696 奈良県公共事業評価監視委員会 2009 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県技術管理 土木部 2009/10/13
2697 奈良県公共事業評価監視委員会 2009 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県技術管理 土木部 2009/10/13
2698 奈良県工業技術センター研究報告　№35 2009 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2009/10/14
2699 業務報告　平成２０年度 2009 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2009/10/14

2700 平成２０年度環境調査報告書 2009 11
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2009/11/18

2701 犯罪統計書　平成２０年版 2009 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2009/11/24

2702
平成20年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2009 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2009/11/25

2703
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
20年度 2009 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2009/11/25

2704 奈良県歳入歳出決算報告書　平成20年度 2009 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2009/11/25

2705 市場年報　平成２０年度 2009 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2009/11/25

2706 奈良県立医科大学概要　平成２１年度 2009 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2009/11/26

2707 平成２１年９月第２９５回定例奈良県議会会議録 2009 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2009/11/30
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2708
（第296回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計補正予算案その他 2009 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/11/30

2709 平成２１年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2009 10 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2009/12/1
2710 平成２１年度県民アンケート調査報告書 2009 10 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2009/12/1
2711 奈良県農業総合センター研究報告　第40号 2009 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2009/12/16

2712
県議会時報なら（平成２１年２月定例県議会）Ｎｏ．２３
８ 2010 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2009/12/24

2713 県営水道事業年報　平成20年度 2010 1 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2010/1/6

2714 地方公務員研究　Ｎｏ．９９ 2009 12 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般
地方公務員制度
研究会 総務部 2010/1/18

2715 奈良県クリーニング師試験学科試験問題 平成16年 2010 1 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2018/2/22

2716
住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢
別人口（平成21年10月1日現在） 2009 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯

住民基本台帳移動報
告・推計人口  総務部 2010/2/5

2717 平成２１年１１月第２９６回定例奈良県議会会議録 2010 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/2/24

2718 知事提出議案説明要旨（第297回定例県議会） 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/2/26

2719
（第274回定例県議会提出）平成22年度一般会計特
別会計予算案 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 予算・決算  総務部 2010/2/26

2720 平成22年度一般会計特別会計予算案の概要 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2010/2/26

2721
（第297回定例県議会提出）平成22年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/2/26

2722 (第297回定例県議会提出)　条例その他予算外議案 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2010/2/26

2723
（第297回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計補正予算案 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/2/26

2724 （第297回定例県議会提出）奈良県協働推進指針 2010 2
文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

奈良県くらし創造
部協働推進課 生活環境部 2010/2/26

2725 奈良県産業連関表　平成17年 2010 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2010/2/26
2726 平成19年度　奈良県県民経済計算報告書 2010 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2010/3/5

2727 地方公務員研究　Ｎｏ．１００ 2010 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般
地方公務員制度
研究会 総務部 2010/3/5

2728
（第297回定例県議会提出）平成21年度補正予算案
その他（追加提案分） 2010 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/3/10

2729
（第297回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/3/15

2730
（第296回定例県議会提出）平成21年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2009 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/3/15

2731
県議会時報なら（平成２１年５月臨時県議会　６月定
例県議会）Ｎｏ．２３９ 2009 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/3/17

2732
県議会時報なら（平成２１年９月定例県議会）Ｎｏ．２４
０ 2010 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/3/17

2733
奈良県の公共用地の取得に伴う損失補償基準及び
損失補償基準細則

2009(20
19年10
月再発 4 県土マネジメント部 用地対策課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  土木部 2010/3/25

2734 第三十一回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2010 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人
青少年育成奈良
県民会議 福祉部 2010/3/26

2735 第三十回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2009 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人
青少年育成奈良
県民会議 福祉部 2010/3/26

2736 平成１９年度　奈良県市町村民経済計算報告書 2010 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2010/3/26
2737 奈良県市町村要覧　平成２１年度 2010 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2010/3/26
2738 奈良県産業連関表　平成７年 2000 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2010/3/26
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2739
衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記
録（平成21年8月30日執行） 2010 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  

その他委員
会など 2010/4/1

2740 奈良県薬事年報　VOL.57　平成20年12月 2008 12 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2010/4/2
2741 奈良県薬事年報　VOL.58　平成21年12月 2009 12 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2010/4/2

2742 奈良県保健医療計画　平成22年４月 2010 4 福祉医療部
健康安全局地域医療
連携課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 福祉部 2010/4/5

2743
県内企業の社会貢献活動及び協働の実態調査　調
査結果報告書 2009 12

文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2744
県内大学の社会貢献活動及び協働の実態調査　調
査結果報告書 2009 12

文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2745
自治会の活動及び協働の実態調査　調査結果報告
書 2009 12

文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2746
協働推進指針作成基礎調査　調査結果報告書　概要
版 2009 12

文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2747
ボランティア・ＮＰＯの活動及び協働の実態調査　調
査結果報告書 2009 12

文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2748
「地域の教育力」を高めるための方策について　とり
まとめ（概要版） 2009 12

文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 教育 教育一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2749 奈良県協働推進指針 2010 4
文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2750 ならボランティア・ＮＰＯガイドブック 2010 3
文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2751 ならボランティア・ＮＰＯガイドブック　＜別冊＞ 2010 3
文化・教育・くらし創造
部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般

くらし創造部協働
推進課 生活環境部 2010/4/6

2752
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成22年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2010/4/8

2753 青少年が健やかに育つこと（平成２１年版） 2009 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県・奈良県教
育委員会・奈良県
警察・青少年育成
奈良県民会議 福祉部 2010/4/21

2754 青少年が健やかに育つこと（平成２２年版） 2010 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県・奈良県教
育委員会・奈良県
警察・青少年育成
奈良県民会議 福祉部 2010/4/21

2755 利用ガイド(県立野外活動センター) 2010 1 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 社会教育

奈良県立青少年
野外活動センター 教育委員会 2010/4/21

2756 奈良県の水道概要　平成20年度版 2010
文化・教育・くらし創造
部

健康安全局消費・生活
安全課 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2010/4/28

2757 平成２1年度版　環境白書　２００９ 2010 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2010/4/28

2758
平成21年度障害者及び高齢者の生活・介護等に関す
る実態調査（障害者実態調査）調査結果報告書 2009 11 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2010/5/10

2759 奈良県障害者計画 2010 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2010/5/10

2760
奈良医学雑誌　第６１巻第１・２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2010 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良県立医科大
学 福祉部 2010/5/11

2761 平成２１年度　研究紀要　研究集録　第１７号 2010 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2010/5/19

2762
県議会時報なら（平成２１年９月定例県議会）Ｎｏ．２４
１ 2010 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/5/24

2763 研究紀要　第１５集 2010 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 生活文化一般
（財）由良大和古
代文化研究協会 教育委員会 2010/5/26
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2764
平成21年度「大和伝統野菜」調査推進事業　大和伝
統野菜調査報告書 2009 11 食と農の振興部 マーケティング課 行政資料 農林水産 農林水産一般

奈良県農林部マー
ケティング課 農林部 2010/5/27

2765 平成２２年２月第２９７回定例奈良県議会会議録 2010 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/6/3

2766 平成２１年度事業概要 2010 5 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 生活環境部 2010/6/3
2767 第298回定例県議会提出 2010 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/6/4

2768
奈良県出資法人（平成21年度業務報告・平成22年度
事業計画） 2010 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/6/4

2769
平成２０年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2009 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2010/6/10

2770 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第33冊 2010 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23

2771 橿原考古学研究所年報　35　平成20年度 2010 2 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2010/6/23

2772
橿原考古学研究所調査報告　第104冊（保津・宮古遺
跡第10・11次調査報告） 2009 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2010/6/23

2773 橿原考古学研究所調査報告　第105冊（四条遺跡Ⅰ） 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2774 橿原考古学研究所調査報告　第106冊（四条遺跡Ⅱ） 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23

2775
奈良県文化財調査報告書　第136集(奈良市平城京
朱雀大路・下ツ道） 2010 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2010/6/23

2776 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2008年 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2777 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2008年 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2778 奈良県遺跡調査概報（第三分冊）2008年 2009 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2779 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2009年度 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2780 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2009年度 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23

2781
古墳時代におけるコウヤマキ材の利用実態に関する
総合的研究 2009 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2010/6/23

2782 山岳信仰の考古学的研究 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2783 鏡笵研究　Ⅳ 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23
2784 橿原考古学研究所公開講演会（平城遷都） 2009 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23

2785 地方公務員研究　Ｎｏ．１０１ 2010 6 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般
地方込む院制度
研究会 総務部 2010/7/5

2786 卸売市場の概要 2010 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2010/7/5

2787 奈良県統計年鑑　平成21年度 2010 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2010/7/6

2788 奈良県の工業（平成２０年工業統計調査結果報告書） 2010 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2010/7/6

2789 高齢者福祉対策の概要　平成22年度  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2010/7/23

2790 大和を掘る２８ 2010 7 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所附属博物 2010/7/26

2791 国民健康保険事業状況 2010 7 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険
奈良県健康福祉
部保険指導課 福祉部 2010/7/26

2792 業務報告　平成21年度 2010 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2010/8/4

2793 奈良県森林技術センター研究報告　第39号 2010 2
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2010/8/4

2794 100の指標からみた奈良県勢　平成22年版 2010 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2010/8/4

2795 奈良県農業総合センター業務年報　平成21年度 2010 4 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2010/8/30
2796 奈良県農業総合センター研究報告　第41号 2010 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2010/8/30
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2797 市場年報　平成２１年度 2010 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2010/8/31

2798 平成２２年５月第２９８回定例奈良県議会会議録 2010 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/9/9

2799
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成22年3月31日現在） 2010 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2010/9/10

2800 第299回定例県議会提出 2010 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/9/13

2801
奈良医学雑誌　第６１巻第３・４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2010 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2010/9/15

2802
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２１年度 2010 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2010/9/27

2803
モノまんだら　クジ・袋（奈良県立民俗博物館２０１０年
企画展図録） 2010 4

文化・教育・くらし創造
部 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2010/9/28

2804 奈良県勢要覧　2010 2010 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県総務部知
事公室統計課 総務部 2010/10/4

2805 平成２１年工業統計速報 2010 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省経済
産業政策局調査
統計部 総務部 2010/10/4

2806
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成22年10
月） 2010 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2010/10/7

2807 地方公務員研究　Ｎｏ．１０２ 2010 9 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般
地方込む院制度
研究会 総務部 2010/10/12

2808 交通年鑑　平成21年 2010 9 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県警察本部

その他委員
会など 2010/10/18

2809 大和考古資料目録　橿原遺跡資料　古代編　第２８集 2010 7 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所附属博物館 教育委員会 2010/10/18

2810 奈良時代の匠たち　ー大寺建立の考古学ー 2010 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所附属博物館 教育委員会 2010/10/18

2811
平成２１年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2010 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2010/11/8

2812 平成２２年９月第２９９回定例奈良県議会会議録 2010 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2010/11/26

2813 第３００回定例県議会　提出 2010 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/11/30

2814 奈良県工業技術センター研究報告　№36 2010 6
産業・観光・雇用振興
部 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業

奈良県工業技術
センター 2010/12/1

2815 業務報告　平成２１年度 2010 7
産業・観光・雇用振興
部 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業

奈良県工業技術
センター 商工労働部 2010/12/1

2816 統計グラフでみる奈良県　平成21年度版 2010 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2010/12/1

2817 平成２２年度県民アンケート調査報告書 2010 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/1
2818 平成２２年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2010 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/1
2819 県営水道事業年報　平成21年度 2010 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2010/12/2

2820
平成21年度　財産に関する調書（土地開発基金運用
状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2010 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2010/12/6

2821
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
21年度 2010 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2010/12/6

2822 奈良県歳入歳出決算報告書　平成21年度 2010 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2010/12/6
2823 平成２０年度県民アンケート調査報告書 2008 9 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/14
2824 平成２０年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2008 9 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/14
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2825 環境調査報告書（水質編）平成21年度 2010 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2010/12/21

2826
奈良医学雑誌　第６１巻第５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2010 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2011/1/11

2827 地方公務員研究　Ｎｏ．１０３ 2010 12 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般
地方込む院制度
研究会 総務部 2011/1/17

2828
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２０年度 2009 4 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部財政課 総務部 2011/1/25

2829 平成20年度　奈良県県民経済計算報告書 2011 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2011/1/31

2830 第三十二回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2011
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

青少年育成奈良
県民会議 生活環境部 2011/2/1

2831
県議会時報なら（平成２２年２月定例県議会）Ｎｏ．２４
２ 2010 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/2/7

2832
県議会時報なら（平成２２年５月定例県議会）Ｎｏ．２４
３ 2010 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/2/7

2833 平成２２年１１月第３００回定例奈良県議会会議録 2011 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/2/22

2834
（第３０１回定例県議会提出）平成23年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2011 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2011/2/23

2835 平成23年度一般会計特別会計予算案の概要 2011 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2011/2/23

2836 地方公務員研究　Ｎｏ．１０４ 2011 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般
地方込む院制度
研究会 総務部 2011/2/28

2837
参議院議員通常選挙の記録（平成22年7月11日執
行） 2010 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2011/3/17

2838
県議会時報なら（平成２２年９月定例県議会）Ｎｏ．２４
４ 2011 1 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/3/18

2839
県議会時報なら（平成２２年１１月定例県議会）Ｎｏ．２
４５ 2011 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/3/18

2840 高等学校における統計教育実態調査　調査結果報告 2011 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 統計課 総務部 2011/3/18
2841 大和郡山の祭りと行事 2011 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2011/4/4

2842 環境白書　平成22年版 2011 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2011/4/5

2843 奈良県税務統計　平成２１年度 2011 2 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2011/4/6

2844
奈良県　安全で安心して暮らせるまちづくりの推進計
画 2011 4 総務部

知事公室安心・安全ま
ちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県 総務部 2011/4/7

2845 奈良県自転車利用促進計画 2010 12 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県 2011/4/11

2846
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成14年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2847
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成15年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2848
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成16年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2849
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成17年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2850
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成18年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2851
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成19年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2852
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成20年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11
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2853
公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成21年
度  

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11

2854
平成22年度　奈良県看護職員の多様な働き方実現
支援事業　～多様な働き方実現モデル病院　事例集 2011 4 福祉医療部

健康安全局地域医療
連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2011/4/18

2855 授産品カタログ「nara temono」 2011 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉 奈良県 福祉部 2011/4/26
2856 行啓誌 2011 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2011/5/9
2857 行啓誌 2010 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2011/5/9
2858 行啓誌 2011 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2011/5/9
2859 奈良県都市計画区域　マスタープラン 2011 5 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県 2011/5/12
2860 奈良県都市計画区域　マスタープラン　概要版 2011 5 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県 2011/5/12

2861
奈良医学雑誌　第６２巻第１・２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2011 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2011/5/17

2862
奈良市　コナベ古墳外堤・大和２６号墳・松林苑第１０
７次 2011 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 総務部 2011/5/19

2863 奈良県議会議員名簿　2011 2011 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2011/5/20

2864
平成２２年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2011 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2011/5/23

2865 第301回定例県議会提出  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/5/23
2866 第302回定例県議会  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/5/23
2867 奈良県市町村要覧　平成２２年度 2011 4 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2011/5/30
2868 業務概要　平成23年度 2011 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計課 総務部 2011/5/31
2869 平成２２年度　研究紀要　研究集録　第１８号 2011 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2011/6/3

2870 平成２３年２月第３０１回定例奈良県議会会議録 2011 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/6/13

2871 平成２２年度版　環境白書　２０１０ 2011 6
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2011/6/15

2872 奈良県の工業（平成２１年工業統計調査結果報告書） 2011 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2011/6/20

2873
奈良県出資法人（平成22年度業務報告・平成23年度
事業計画） 2011 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2011/6/21

2874 第303回定例県議会  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/6/21
2875 卸売市場の概要 2011 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2011/6/22

2876 国民健康保険事業状況 2011 6 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険
奈良県健康福祉
部保険指導課 福祉部 2011/6/27

2877 奈良県の水道概要　平成21年度版 2011 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 上下水道
奈良県地域振興
部地域政策課 2011/6/27

2878 平成２２年度事業概要 2011 6 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 生活環境部 2011/6/28
2879 高齢者福祉対策の概要　平成23年度  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2011/7/4

2880 奈良県統計年鑑　平成22年度 2011 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2011/7/6

2881 平成２３年５月　第３０２回臨時奈良県議会会議録 2011 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2011/7/7

2882
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成23年3月31日現在） 2011 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2011/7/26

2883 100の指標からみた奈良県勢　平成23年版 2011 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2011/8/2

2884 こんにちは県議会です 2011 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/8/9

2885 業務報告　平成22年度 2011 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2011/8/11
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2886 住民基本台帳人口移動報告年報 2011 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2011/8/24

2887 平成２３年６月第３０３回定例奈良県議会会議録 2011 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/9/14

2888 奈良県立医科大学概要　平成２３年度 2011 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2011/9/15
2889 第304回定例県議会  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/9/26

2890 市場年報　平成２２年度 2010 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2011/9/30

2891
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２２年度 2011 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2011/10/3

2892 奈良県農業総合センター研究報告　第42号 2011 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2011/10/4

2893 平成２２年工業統計速報 2011 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査

経済産業省大臣
官房調査統計グ
ループ 総務部 2011/10/7

2894 秋季特別展　仏教伝来 2011 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

奈良県立橿原考
古学研究所附属
博物館 教育委員会 2011/10/17

2895
2010年世界農林業センサス　－農林業経営体調査－
奈良県結果報告書 2011 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 奈良県 総務部 2011/10/21

2896 平成２３年度　土木工事標準積算基準書　河川編 2011 10 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土木部 土木部 2011/10/26

2897
奈良県のすがた　グラフと解説でみる統計ガイド　２０
１１ 2011 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2011/10/26

2898 奈良県文化財調査報告書　第137集　長谷白土遺跡 2010 10 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2899 奈良県文化財調査報告書　第138集　八田遺跡 2010 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2900 奈良県文化財調査報告書　第139集　平城京三条大 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2901 奈良県文化財調査報告書　第140集　平城京三条大 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4

2902
奈良県文化財調査報告書　第141集　平城京右京三
条三坊・四坊 2011 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2011/11/4

2903 奈良県文化財調査報告書　第142集　巣山古墳・寺戸 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2904 奈良県文化財調査報告書　第143集　横田堂垣内遺 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2905 奈良県文化財調査報告書　第144集　日笠フシンダ遺 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4

2906
奈良県文化財調査報告書　第145集　藤原京右京十
一条二坊・三坊 2011 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2011/11/4

2907 奈良県文化財調査報告書　第146集　三河遺跡Ⅱ 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2908 奈良県文化財調査報告書　第147集　龍田陣屋跡 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2909 奈良県文化財調査報告書　第148集　七条西浦近世 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4

2910
奈良県文化財調査報告書　第149集　平城京右京三
条二・三坊菅原東遺跡 2011 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2011/11/4

2911 橿原考古学研究所調査報告　第107冊（川西根成柿 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2912 橿原考古学研究所調査報告　第108冊（飛鳥京遺跡 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2913 橿原考古学研究所調査報告　第109冊（脇本遺跡Ⅰ） 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2914 奈良県遺跡調査概報（第三分冊）2009年度 2010 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2915 奈良県遺跡調査概報（第四分冊）2009年度 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4
2916 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2010年度 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4

2917
橿原考古学研究所研究成果　第11冊（重要文化財
橿原遺跡出土品の研究） 2011 2 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2011/11/4

2918 橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第34冊 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4

2919 橿原考古学研究所年報　36　2009年度 2011 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2011/11/4
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2920
考古学資料における三次元デジタルアーカイブの活
用と展開 2010 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財

水野敏典　（奈良
県立橿原考古学
研究所） 2011/11/7

2921
菅谷所長と語る！　平城京とその時代　連続ミニ展示
図録 2010 9 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2011/11/7

2922
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成23年10
月） 2011 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2011/11/10

2923
奈良医学雑誌　第６２巻第３・４・５号 (Journal of Nara
Medical Association) 2011 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2011/11/14

2924 平成２３年９月第３０４回定例奈良県議会会議録 2011 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2011/11/29

2925 第305回定例県議会 2011 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/12/1
2926 平成２３年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2011 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2011/12/7
2927 平成２３年度県民アンケート調査報告書 2011 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2011/12/7

2928 奈良地域公害防止計画 2003 2
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8

2929 奈良地域公害防止計画 2008 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8

2930
公害防止計画実施状況調査等調査報告書［奈良地
域］平成13年度 2002 2

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8

2931
公害防止計画実施状況調査等調査報告書［奈良地
域］平成22年度 2011 3

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8

2932 精神保健福祉センター所報　平成20年度～ 2011 12 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2011/12/16

2933 犯罪統計書　平成２２年版 2011 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2011/12/28

2934 奈良県歳入歳出決算報告書　平成22年度 2011 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2012/1/6

2935
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
22年度 2011 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2012/1/6

2936
平成22年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2011 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2012/1/6

2937 奈良県議会図書室　増加図書目録 2011 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2012/1/10

2938 第三十三回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2012
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

青少年育成奈良
県民会議 生活環境部 2012/1/19

2939 平成２２年度学校基本調査結果報告書 2010 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化
奈良県総務部統
計課 総務部 2012/1/20

2940 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成24年 2012 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/1/25
2941 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成24年度 2012 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/1/25
2942 2010年世界農林業センサス　第1巻　奈良県統計書 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2943
2010年世界農林業センサス　第２巻　農林業経営体
調査報告書　－総括編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2944
2010年世界農林業センサス　第３巻　農林業経営体
調査報告書　－農林業経営体分類編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2945
2010年世界農林業センサス　第４巻　農林業経営体
調査報告書　－農林業経営部門別編ー第１集 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2946
2010年世界農林業センサス　第４巻　農林業経営体
調査報告書　－農林業経営部門別編ー第２集 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2947
2010年世界農林業センサス　第４巻　農林業経営体
調査報告書　－農林業経営部門別編ー第３集 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3
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2948
2010年世界農林業センサス　第５巻　農林業経営体
調査報告書　－抽出集計編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2949
2010年世界農林業センサス　第６巻　農業構造動態
統計報告書 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2950
2010年世界農林業センサス　第７巻　農山村地域調
査報告書　ー都道府県編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2951
2010年世界農林業センサス　第８巻　農業集落類型
別統計報告書 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3

2952
奈良医学雑誌　第６２巻第６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2011 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2012/2/7

2953 平成２３年１１月第３０５回定例奈良県議会会議録 2012 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2012/2/24

2954
特別企画展　やまとの地宝　－遺物が語る奈良の歴
史－ 2012 2 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2012/2/24

2955
〈第３０６回定例県議会提出）平成24年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2956 〈第３０６回定例県議会）知事提出議案説明要旨 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2957
〈第３０６回定例県議会提出）平成23年度一般会計特
別会計補正予算案 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2958
〈第３０６回定例県議会提出）平成23年度一般会計特
別会計補正予算に関する説明書 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2959
〈第３０６回定例県議会提出）平成23年２月補正予算
案の概要 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2960 〈第３０６回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2961
〈第３０６回定例県議会提出）平成24年度一般会計特
別会計予算案 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28

2962 平成24年度一般会計特別会計予算案の概要 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28
2963 第３０６回　定例県議会 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/2/28

2964
2010年世界農林業センサス　別巻　農林業センサス
報告書の総合案内 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/3/8

2965 統計グラフでみる奈良県　平成22年度版 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2012/3/12

2966 平成21年度　奈良県県民経済計算報告書 2012 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2012/3/21
2967 平成２１年度　奈良県市町村民経済計算報告書 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2012/3/27

2968
ライフステージでみる日本の人口・世帯　平成22年国
勢調査 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27

2969
グラフでみる我が国の人口・世帯　平成22年国勢調
査　解説シリーズNo.1 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27

2970 選挙の記録　第17回統一地方選挙 2012 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  
その他委員
会など 2012/3/28

2971 第35回　全国育樹祭　－開催の記録－ 2012 3
文化・教育・くらし創造
部 森林整備課 行政資料 農林水産 林業

第35回全国育樹
祭奈良県実行委 農林部 2012/3/30

2972 奈良県市町村要覧　平成２３年度 2012 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2012/3/30
2973 奈良県立病院概要　第32号　平成23年度 2012 3 福祉医療部 健康安全局医療管理 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2012/4/2

2974 橿原考古学研究所年報　37　2010年度 2011 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2012/4/10

2975 奈良県文化財調査報告書　第150集　史跡東大寺旧 2011 9 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10

2976
奈良県文化財調査報告書　第151集　丹生川原手垣
内遺跡 2012 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2012/4/10

2977 奈良県文化財調査報告書　第152集　薩摩11号墳 2012 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10
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2978
奈良県文化財調査報告書　第153集　平城京左京四・
五条四坊、五条五坊 2012 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

橿原考古学研究
所 2012/4/10

2979 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2010年度 2011 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10
2980 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2011年度 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10
2981 橿原考古学研究所調査報告　第110冊（一町西遺跡 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10
2982 橿原考古学研究所研究成果　第12冊（高松塚古墳） 2011 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10

2983
東アジアにおける初期都宮および王墓の考古学的研
究 2011 3 教育委員会 文化財保存事務所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県橿原考古
学研究所 2012/4/11

2984
奈良県畜産技術センター研究報告　第35号（平成22
年） 2010 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産

奈良県畜産技術
センター 農林部 2012/4/19

2985
奈良県畜産技術センター研究報告　第36号（平成23
年） 2011 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産

奈良県畜産技術
センター 農林部 2012/4/19

2986
奈良県畜産技術センター研究報告　第34号（平成20
年） 2008 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産

奈良県畜産技術
センター 農林部 2012/4/19

2987 青少年が健やかに育つこと（平成２３年版） 2011 4
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県・奈良県教
育委員会・奈良県
警察・青少年育成
奈良県民会議 生活環境部 2012/4/19

2988 青少年が健やかに育つこと（平成２４年版）（概要版） 2012 4
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県・奈良県教
育委員会・奈良県
警察・青少年育成
奈良県民会議 生活環境部 2012/4/19

2989 平成23年　紀伊半島大水害　大規模土砂災害の記録 2012 3 県土マネジメント部 砂防課 行政資料 防災・防犯 治山・治水
奈良県土木部砂
防課 土木部 2012/4/20

2990
体験の宝庫～はやまワールドへの招待状～　平成23
年度　活動事例集 2012 3

文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県立野外活
動センター 生活環境部 2012/4/20

2991 40年のあゆみ　森林環境教育の拠点 2012 3
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県立野外活
動センター 生活環境部

2992
平成23年度　奈良県看護職員の多様な働き方実現
支援事業　～多様な働き方実現モデル病院　事例集 2012 3 福祉医療部

健康安全局地域医療
連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2012/4/24

2993 行啓誌 2012 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2012/4/26

2994 平成２３年度版　環境白書　２０１１ 2012 5
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2012/5/9

2995 平成２３年度　研究紀要　研究集録　第１９号 2012 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2012/5/21

2996 第２回東アジア地方政府会合 2012 1
産業・観光・雇用振興
部

観光交流局文化観光
課 行政資料 生活文化 国際交流

地域振興部東アジ
ア連携課 2012/5/21

2997
平城遷都１３００年記念アジアコスモポリタン賞創設記
念フォーラム 2012 2 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県新公会堂 2012/5/21

2998 奈良地域公害防止計画 2012 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2012/5/23

2999
民生委員・児童委員活動に関する実態調査　調査結
果報告書 2012 3 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2012/5/30

3000

土木部建築工事等積算基準書（土木部建築工事積
算基準）（建築工事共通費積算基準）（土木部長関連
通達抜粋）平成２４年度 2012 5 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土木部 土木部 2012/5/31

3001 奈良県の工業（平成２２年工業統計調査結果報告書） 2012 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2012/6/15

3002 平成２４年２月第３０６回定例奈良県議会会議録 2012 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2012/6/18
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3003
奈良県労働委員会5年誌（平成18年1月～平成22年
12月）平成23年刊 2011 10 その他委員会など 資源調整課 行政資料 労働 労働一般 労働委員会 2012/6/19

3004
奈良県出資法人　平成23年度事業（業務）報告・平成
24年度事業計画書 2012 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/6/21

3005 第307回定例県議会提出　① 2012 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/6/21
3006 文書事務の手引 　改訂版 2012 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  2012/6/25

3007
第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　基礎集計
及び分析　－奈良県の人の動き－ 2012 3 県土マネジメント部 地域デザイン推進課 行政資料

交通・運輸・
通信 交通 奈良県 土木部 2012/6/25

3008
第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　特定地域
分析編 2012 3 県土マネジメント部 地域デザイン推進課 行政資料

交通・運輸・
通信 交通 奈良県 土木部 2012/6/25

3009 卸売市場の概要　平成２４年６月 2012 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2012/6/28

3010
平成２３年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2012 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2012/7/2

3011 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成25年度 2012 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/7/3
3012 高齢者福祉対策の概要　平成24年度 2012 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2012/7/3
3013 若者の人権意識調査報告書及び概要版 2012 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県 生活環境部
3014 第307回定例県議会提出　②  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/7/5

3015 奈良県統計年鑑　平成23年度 2012 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2012/7/25

3016
奈良医学雑誌　第６３巻第１・２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2012 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2012/7/26

3017 平成２３年度　公益法人（特例民法法人）管理台帳 2012 8 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 総務部総務課 総務部 2012/8/2

3018 住民基本台帳人口移動報告年報 平成２３年 2012 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2012/8/3

3019 奈良県の水道概要　平成22年度版 2012 県土マネジメント部 行政資料 建設 上下水道
奈良県地域振興
部地域政策課 2012/8/4

3020 平成24年度　こんにちは県議会です 2012 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2012/8/4

3021 奈良県立医科大学概要　平成２４年度 2012 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2012/8/22

3022
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成24年2月1日現在） 2012 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2012/9/5

3023 事業計画書 2012 9 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2012/9/6
3024 業務報告書 2012 9 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2012/9/6

3025 市場年報　平成２３年度 2012 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2012/9/11

3026 100の指標からみた奈良県勢　平成24年版 2012 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2012/9/12

3027 平成２４年６月第３０７回定例奈良県議会会議録 2012 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2012/9/18

3028 第308回定例県議会提出  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/9/20

3029 業務報告　平成23年度 2012 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2012/9/21

3030 奈良県森林技術センター研究報告　第41号 2012 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2012/9/21

3031 平成２４年　奈良県地価調査基準地付近案内図 2012 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価
地域振興部地域
政策課 2012/10/1

3032
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２３年度 2012 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2012/10/2

3033
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成２３年度 2012 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2012/10/2
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3034
健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意
見書 2012 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員

その他委員
会など 2012/10/2

3035
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成24年10
月） 2012 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2012/10/12

3036 「日本国」の誕生～古事記が出来たころ～ 2012 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所附属
博物館 教育委員会 2012/10/15

3037 奈良県立病院概要　第33号　平成24年度 2012 9 福祉医療部
健康安全局医療管理
課 行政資料 保健衛生 医療

奈良県医療施策
部医療管理課 福祉部 2012/10/24

3038 犯罪統計書　平成２３年版 2012 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2012/11/30

3039 平成２４年９月第３０８回定例奈良県議会会議録 2012 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2012/11/30

3040
奈良医学雑誌　第６３巻第３・４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2012 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2012/12/3

3041 第309回定例県議会提出  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/12/3

3042
（第309回定例県議会提出）平成24年度一般会計補
正予算案その他 2012 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/12/3

3043
平成２５年度　県立高等養護学校及び奈良東養護学
校高等養護部入学者選抜（県教委問題） 2012 12 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/12/5

3044 平成２４年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2012 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2012/12/7
3045 平成２４年度県民アンケート調査報告書 2012 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2012/12/7

3046
２０１２　奈良県のすがた　平成24年度　グラフと解説
でみる統計ガイド 2012 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2012/12/13

3047 県営水道事業年報　平成23年度 2012 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2012/12/25

3048
南田原ミヤケ遺跡　南田原中出遺跡　奈良県文化財
報告書　第155集 2012 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/1/11

3049 岡燈明田遺跡　奈良県文化財調査報告書　第154集 2012 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/1/11

3050
馬見古墳群　一本松２号墳　奈良県文化財調査報告
書　第156集 2012 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/1/11

3051 考古学論攷　第３５冊　橿原考古学研究所紀要 2012 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/1/11

3052
史跡・名勝　飛鳥京跡苑池（一）　奈良県立橿原考古
学研究所調査報告第111冊 2012 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/1/11

3053 第３４回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2013 文化・教育・くらし創造 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年・生涯学習 生活環境部 2013/1/31

3054 平成２４年１２月第３０９回定例奈良県議会会議録 2013 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2013/2/26

3055
〈第３１０回定例県議会提出）平成25年度一般会計特
別会計予算に関する説明書 2013 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2013/2/27

3056
平成25年度一般会計特別会計予算案の概要　平成
24年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2013 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2013/2/27

3057 第310回定例県議会提出議案 2013 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/2/27

3058 平成２４年度版　環境白書　２０１２ 2013 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2013/3/26

3059 奈良県市町村要覧　平成２４年度 2013 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2013/3/26
3060 奈良県の下水道　平成２４年度 2013 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 土木部 2013/3/26

3061 統計グラフでみる奈良県　平成23年度版 2013 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2013/3/28

3062 平成22年度　奈良県県民経済計算報告書 2013 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2013/4/3
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3063 奈良県保健医療計画　平成25年４月 2013 4 福祉医療部
健康安全局地域医療
連携課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 福祉部 2013/4/3

3064 奈良県保健医療計画(概要版）　平成25年４月 2013 4 福祉医療部
健康安全局地域医療
連携課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 福祉部 2013/4/3

3065 大和の祭りと芸能 2013 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県民俗博物 企画部 2013/4/4

3066 奈良県スポーツ推進計画 2013 3
文化・教育・くらし創造
部

くらし創造部企画管理
室 行政資料 生活文化

観光・スポーツ・レクリ
エーション  

くらし創造
部 2013/4/8

3067 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2011年度 2012 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2013/4/10
3068 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2012年度 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2013/4/10

3069
観音寺本馬遺跡Ⅰ　奈良県立橿原考古学研究所調
査報告第113冊 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3070
一町西遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報
告第112冊 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3071 考古学論攷　第３６冊　橿原考古学研究所紀要 2013 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3072 橿原考古学研究所年報　38　2011年度 2012 8 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 2013/4/10

3073 川西吐田遺跡　奈良県文化財調査報告書　第157集 2013 2 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3074
東中谷遺跡・松山城跡　奈良県文化財調査報告書
第158集 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3075
片岡王寺跡・達磨寺旧境内　奈良県文化財調査報告
書　第159集 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3076
平城京左京二・三・五条五坊　奈良県文化財調査報
告書　第160集 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3077
藤原京右京十一条三坊　奈良県文化財調査報告書
第161集 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3078
馬司寺山遺跡・馬司遺跡　奈良県文化財調査報告書
第162集 2013 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3079
北東アジアにおける木槨墓の展開に関する総合的研
究 2012 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3080 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第135号 2012 5 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3081 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第136号 2012 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3082 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第137号 2013 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2013/4/10

3083 森本六爾関係資料集Ⅱ 2012 7 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

公益財団法人　由
良大和古代文化
研究協会 教育委員会 2013/4/10

3084
奈良県紀伊半島大水害　復旧・復興計画　アクショ
ン・プラン　平成２５年度版 2013 3 総務部

地域振興部企画管理
室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般

奈良県紀伊半島
大水害復旧・復興
推進本部 2013/4/17

3085 なら　歯と口腔の健康づくり計画 2013 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 2013/4/23

3086 紀伊半島大水害の記録 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般

奈良県紀伊半島
大水害復旧・復興
推進本部 総務部 2013/4/26

3087 生物多様性なら戦略 2013 3
水循環・森林・景観環
境部 自然環境課 行政資料 環境 環境保全一般

奈良県くらし創造
部景観・環境局自
然環境課 生活環境部 2013/5/2
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3088 生物多様性なら戦略　概要版 2013 3
水循環・森林・景観環
境部 自然環境課 行政資料 環境 環境保全一般

奈良県くらし創造
部景観・環境局自
然環境課 生活環境部 2013/5/2

3089 奈良県地域福祉支援計画 2013 5 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般
健康福祉部地域
福祉課 2013/5/2

3090 平成２４年度海外進出意向状況等調査事業　報告書 2013 5 産業・観光・雇用振興 商工労働部総務室 行政資料 産業経済 産業経済一般 産業政策課 2013/5/21

3091
平成２４年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2013 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2013/5/27

3092 平成２４年度　研究紀要　研究集録　第１９号 2013 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2013/5/27
3093 市場年報　平成２４年 2013 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2013/6/5

3094 平成２５年２月第３１０回定例奈良県議会会議録 2013 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2013/6/20

3095 第311回定例県議会提出 2013 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/6/24

3096
奈良県出資法人　平成24年度事業（業務）報告・平成
25年度事業計画書 2013 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2013/6/24

3097 卸売市場の概要　平成２５年６月 2013 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2013/6/25
3098 平成２４年度事業概要 2013 6 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 生活環境部 2013/7/2
3099 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成26年度 2013 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2013/7/4
3100 高齢者福祉対策の概要　平成25年度 2013 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2013/7/5

3101 業務報告　平成24年度 2013 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2013/7/9

3102 市場年報　平成２４年度 2013 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 2013/7/10

3103 平成25年度　こんにちは県議会です 2013 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2013/8/6

3104 100の指標からみた奈良県勢　平成25年版 2013 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2013/8/8

3105 奈良県立医科大学概要　平成２５年度 2013 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2013/8/13

3106 住民基本台帳人口移動報告年報 平成２４年 2013 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2013/8/29

3107 業務概況（平成２３年版） 2013 8 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2013/8/30

3108 奈良県森林技術センター研究報告　第42号 2013 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2013/9/4

3109 奈良県統計年鑑　平成24年度 2013 8 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2013/9/5

3110 平成２５年６月第３１１回定例奈良県議会会議録 2013 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2013/9/12

3111
奈良医学雑誌　第６０巻第５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2009 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/9/13

3112
奈良医学雑誌　第５９巻第１・２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2008 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/9/13

3113
奈良医学雑誌　第５７巻第６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2006 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13

3114
奈良医学雑誌　第５７巻第１号 (Journal of Nara
Medical Association) 2006 2 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13

3115
奈良医学雑誌　第５６巻第５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2005 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/9/13

3116
奈良医学雑誌　第５６巻第４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2005 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13
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3117
奈良医学雑誌　第５９巻第５号 (Journal of Nara
Medical Association) 2008 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/9/13

3118
奈良医学雑誌　第５６巻第３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2005 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13

3119
奈良医学雑誌　第５６巻第２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2005 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13

3120
奈良医学雑誌　第５６巻第１号 (Journal of Nara
Medical Association) 2005 2 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13

3121
奈良医学雑誌　第５９巻第６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2008 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/9/13

3122 第312回定例県議会提出 2013 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/9/17

3123 奈良県立病院概要　第34号　平成25年度 2013 9 福祉医療部
健康安全局医療管理
課 行政資料 保健衛生 医療

奈良県医療政策
部医療管理課 福祉部 2013/9/24

3124
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成２４年度 2013 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2013/9/26

3125
健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意
見書　平成２４年度 2013 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員

その他委員
会など 2013/9/26

3126 奈良県歳入歳出決算報告書　平成23年度 2012 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2013/9/26
3127 奈良県歳入歳出決算報告書　平成24年度 2013 9 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2013/9/26

3128
平成23年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2012 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2013/9/26

3129
平成24年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2013 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2013/9/26

3130
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
23年度 2012 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2013/9/26

3131
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
24年度 2013 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2013/9/26

3132
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２４年度 2013 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2013/9/27

3133
奈良医学雑誌　第６３巻第５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2012 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/9/30

3134
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成25年2月1日現在） 2013 10 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2013/10/3

3135 職員の給与等に関する報告（平成25年10月） 2013 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  
その他委員
会など 2013/10/10

3136
平成２５年　奈良県地価調査基準地価格一覧及び付
近案内図 2013 9 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価

地域振興部地域
政策課 2013/10/15

3137 秋季特別展　美酒発掘 2013 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教

奈良県立橿原考
古学研究所附属
博物館 教育委員会 2013/10/21

3138 奈良県中央卸売市場　関係法規集 2013 10 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 総記 例規/通達/法令 中央卸売市場 農林部 2013/11/6

3139
２０１３　奈良県のすがた　平成25年度　グラフと解説
でみる統計ガイド 2013 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2013/11/6

3140
平成２６年度　奈良県立高等養護学校及び奈良東養
護学校高等養護部入学者選抜学力検査問題 2013 11 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2013/11/15

3141 平成２５年９月第３１２回定例奈良県議会会議録 2013 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2013/11/28

3142 県営水道事業年報　平成24年度 2013 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2013/12/2
3143 第313回定例県議会提出 2013 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/12/2
3144 平成２５年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2013 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2013/12/4
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3145 平成２５年度県民アンケート調査報告書 2013 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2013/12/4

3146
奈良医学雑誌　第６４巻第１・２・３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2013 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 福祉部 2013/12/5

3147 平成２５年度版　環境白書　２０１３ 2013 12
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2013/12/19

3148 統計グラフでみる奈良県　平成24年度版 2013 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2014/1/8

3149
奈良県保健環境研究センター年報　平成24年度　第
47号 2014 1 福祉医療部 保健環境研究センター 行政資料 保健衛生 保健衛生一般

保健環境研究セン
ター 福祉部 2014/1/16

3150 業務概況（平成２４年版） 2014 2 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2014/2/12

3151 平成２５年１２月第３１３回定例奈良県議会会議録 2014 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2014/2/24

3152
〈第３１４回定例県議会提出）平成２６年度一般会計
特別会計予算に関する説明書 2014 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2014/2/26

3153
平成26年度一般会計特別会計予算案の概要　平成
25年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2014 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2014/2/26

3154 第314回定例県議会提出 2014 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/2/26

3155 平成２５年度学校基本調査結果報告書 2014 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化
奈良県総務部統
計課 総務部 2014/3/12

3156 奈良県准看護師試験問題　　平成２３年度 2014 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療
医師･看護師確保
対策室 福祉部 2014/3/18

3157 奈良県准看護師試験問題　　平成２４年度 2014 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療
医師･看護師確保
対策室 福祉部 2014/3/18

3158 奈良県准看護師試験問題　　平成２５年度 2014 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療
医師･看護師確保
対策室 福祉部 2014/3/18

3159
衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記
録（平成24年12月16日執行） 2014 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など

選挙管理委
員会 2014/3/19

3160
奈良県議会議員（山辺郡・奈良市選挙区）補欠選挙
の記録（平成24年12月16日執行） 2014 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など

選挙管理委
員会 2014/3/19

3161
環境調査報告書（水質編）平成24年度 2014 3

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課

行政資料 環境
水質汚濁

 生活環境部
2014/3/26

3162
奈良医学雑誌　第６４巻第４号 (Journal of Nara
Medical Association) 2013 11 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2014/4/2

3163
奈良医学雑誌　第６４巻第５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2013 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2014/4/2

3164
奈良県紀伊半島大水害　復旧・復興計画　アクショ
ン・プラン　平成２６年度版 2014 3 総務部

地域振興部企画管理
室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般

奈良県紀伊半島
大水害復旧・復興
推進本部 地域振興部 2014/4/4

3165 職場環境調査報告書　平成25年度 2014 3 産業・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  
産業・雇用
振興部 2014/4/4

3166 歴史から学ぶ　奈良の災害史 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般

奈良県紀伊半島
大水害復旧・復興
推進本部 総務部 2014/4/8

3167 歴史から学ぶ　奈良の災害史　概要版 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般

奈良県紀伊半島
大水害復旧・復興
推進本部 総務部 2014/4/8

3168 紀伊半島大水害　災害体験者の声 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般

奈良県紀伊半島
大水害復旧・復興
推進本部 総務部 2014/4/8
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3169
奈良県の工業（平成２４年経済センサス活動調査（製
造業に関する集計）結果報告書） 2012 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業

工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2014/4/8

3170
奈良県子育て実態調査報告書　県民の結婚と子育て
に関する意識と現状 2014 3

文化・教育・くらし創造
部 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2014/4/8

3171 奈良県保育士実態調査等報告書 2014 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2014/4/9

3172 一般旅券発行概要　平成25年 2013 3 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  
総務部知事
公室 2014/4/15

3173 なら健康長寿基本計画 2013 7 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2014/4/15
3174 平成25年度　なら健康長寿基礎調査　報告書 2014 3 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2014/4/15

3175 奈良県消費流出実態調査報告書 2013 10
産業・観光・雇用振興
部 産業政策課 行政資料 産業経済 産業経済一般 産業政策課

産業・雇用
振興部 2014/4/15

3176
高齢者の生活・介護等に関する県民調査　調査結果
報告書 2014 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良県 健康福祉部 2014/4/22

3177
2012　ＮＡＲＡ ＦＯＲＵＭ ＡＳＩＡ ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ
ＡＷＡＲＤＳ　アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課

総務部知事
公室 2014/4/24

3178 第３回東アジア地方政府会合（日本語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3179 第３回東アジア地方政府会合（英語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3180 第３回東アジア地方政府会合（中国語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3181 第３回東アジア地方政府会合（韓国語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3182 第４回東アジア地方政府会合（日本語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3183 第４回東アジア地方政府会合（英語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3184 第４回東アジア地方政府会合（中国語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3185 第４回東アジア地方政府会合（韓国語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課
総務部知事
公室 2014/4/24

3186

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置
法明日香村における歴史的風土の保存に関する特
別措置法奈良県風致地区条例その他関係法令集 2013 3

水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  

くらし創造
部景観・環
境局 2014/4/28

3187
奈良県景観計画　奈良県景観計画概要版　奈良県景
観形成の基準解説 2010 11

水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  

くらし創造
部景観・環 2014/4/28

3188 奈良県景観計画・色彩基準解説書 2011 5
水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  

くらし創造
部景観・環 2014/4/28

3189
奈良県植栽計画「なら四季彩の庭」づくり<小庭（エリ
ア）整備計画> 2014 3

水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  

くらし創造
部景観・環 2014/4/28

3190 奈良県植栽計画「なら四季彩の庭」づくり 2014 3
水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  

くらし創造
部景観・環 2014/4/28

3191 平成２５年度研究紀要・研究集録　第２１号（要旨 2014 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 奈良県教育研究 教育委員会 2014/5/22

3192
平成２５年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2014 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2014/5/27

3193 市場年報　平成２５年度 2014 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般
奈良県中央卸売
市場 農林部 2014/5/27

3194 奈良県市町村要覧　平成２６年度 2014 4 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2014/5/29
3195 要覧　平成26年度 2014 6 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 教育委員会 2014/6/10
3196 業務概況平成２４年度（平成２５年版） 2014 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  医療政策部 2014/6/16
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3197 奈良県の下水道　平成２５年度 2014 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2014/6/19

3198 平成２６年２月第３１４回定例奈良県議会会議録 2014 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2014/6/20

3199 奈良県の水道概要　平成24年度版 2014 県土マネジメント部 地域政策課 行政資料 建設 上下水道
奈良県地域振興
部地域政策課 地域振興部 2014/6/20

3200 第315回定例県議会提出 2014 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/6/23

3201
奈良県出資法人　平成25年度事業（業務）報告・平成
26年度事業計画書 2014 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2014/6/23

3202 卸売市場の概要　平成２６年６月 2014 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2014/7/3
3203 高齢者福祉対策の概要　平成26年度 2014 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2014/7/4
3204 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成27年度 2014 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2014/7/4

3205
参議院議員通常選挙の記録（平成25年7月21日執
行） 2014 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2014/7/10

3206 市場年報　平成２５年度 2014 6 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産
(財)奈良県食肉公
社 農林部 2014/7/18

3207 住民基本台帳人口移動報告年報 平成２５年 2014 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2014/7/29

3208 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第138号 2013 5 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3209 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第139号 2014 1 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3210 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第140号 2014 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3211
観音寺本馬遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調
査報告第114冊 2014 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3212
脇本遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第115冊 2014 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3213
薩摩遺跡Ⅰ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第116冊 2014 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3214
飛鳥京跡Ⅵ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第117冊 2014 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3215
松之本遺跡　第4次調査　奈良県文化財調査報告書
第163集 2014 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3216
忌部山遺跡・千塚山遺跡　奈良県文化財調査報告書
第164集 2014 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3217 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2012年度 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2014/7/29
3218 奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2013年度 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2014/7/29

3219 橿原考古学研究所年報　39　2012年度 2013 10 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

県立橿原考古学
研究所 教育委員会 2014/7/29

3220 考古学論攷　第３７冊　橿原考古学研究所紀要 2014 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2014/7/29

3221 100の指標からみた奈良県勢　平成26年版 2014 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 総務部 2014/8/7

3222 平成26年度　こんにちは県議会です 2014 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2014/8/19

3223 奈良県立医科大学概要　平成２６年度 2014 8 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  県関係機関 2014/8/27
3224 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成27年 2014 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2014/8/28

3225 奈良県統計年鑑　平成25年度 2014 8 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2014/8/29
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3226
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成２４年度
版 2014 4

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2014/9/5

3227 平成２６年６月第３１５回定例奈良県議会会議録 2014 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2014/9/12

3228
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成26年2月1日現在） 2014 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2014/9/12

3229 第316回定例県議会提出 2014 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/9/16

3230 奈良県森林技術センター研究報告　第43号 2014 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2014/9/18

3231 業務報告　平成25年度 2014 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2014/9/18

3232 奈良県歳入歳出決算報告書　平成25年度 2014 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2014/9/25

3233
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２５年度 2014 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2014/9/25

3234
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
25年度 2014 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2014/9/25

3235
平成25年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2014 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2014/9/25

3236
平成25年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足
比率審査意見書 2014 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員

その他委員
会など 2014/9/25

3237
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成２５年度 2014 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員

その他委員
会など 2014/9/25

3238
奈良医学雑誌　第６５巻第１・２・３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2014 7 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2014/9/29

3239
平成２６年度　奈良県地価調査基準地価格一覧及び
付近案内図 2014 10 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部 2014/10/2

3240 消費者行政の概要　平成26年度 2014 10
文化・教育・くらし創造
部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活

奈良県くらし創造
部　消費・生活安

くらし創造
部 2014/10/2

3241
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成26年10
月） 2014 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2014/10/14

3242 奈良県の工業（平成２４年工業統計調査結果報告書） 2012 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2014/11/5

3243 交通年鑑　平成２５年版 2014 11 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部

その他委員
会など 2014/11/11

3244
平成２７年度　奈良県立高等養護学校及び奈良東養
護学校高等養護部入学者選抜学力検査問題 2014 11 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2014/11/26

3245 平成２６年９月第３１６回定例奈良県議会会議録 2014 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2014/11/27

3246 第317回定例県議会提出 2014 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/12/1
3247 平成２６年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2014 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2014/12/3
3248 平成２６年度県民アンケート調査報告書 2014 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2014/12/3
3249 平成25年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2013 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2014/12/8

3250 平成２６年度　奈良県の男女共同参画 2014 12
文化・教育・くらし創造
部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県健康福祉
部こども・女性局
女性支援課 2014/12/11

3251 県営水道事業年報　平成25年度 2014 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2014/12/25

3252
奈良県のすがた２０１４　平成26年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド 2014 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2015/1/22

3253 奈良県保健研究センター年報　平成25年度　No.48 2014 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2015/1/22

3254
奈良医学雑誌　第６５巻第４・５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2014 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2015/2/9

3255 平成２６年１２月第３１７回定例奈良県議会会議録 2015 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2015/2/19
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3256
〈第３１８回定例県議会提出）平成２７年度一般会計
特別会計予算に関する説明書 2015 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2015/2/23

3257
平成27年度一般会計特別会計予算案の概要　平成
26年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2015 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2015/2/23

3258 〈第３１８回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2015 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2015/2/23
3259 第318回定例県議会提出 2015 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/2/23

3260
奈良県景観・環境総合センター研究報告　第1号 平
成25年度 2014 2

水循環・森林・景観環
境部

景観・環境総合セン
ター 行政資料 環境 環境（大気・水）

景観・環境総合セ
ンター 景観観光局 2015/2/24

3261 奈良県准看護師試験問題　　平成２６年度 2015 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療
医師･看護師確保
対策室 医療政策部 2015/3/13

3262
　アジアコスモポリタン賞受賞記念 奈良フォーラム
2014 2015 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県

総務部知事
公室 2015/3/17

3263 平成24年度　奈良県県民経済計算報告書 2015 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2015/3/19

3264 平成26年度版　環境白書　2014 2015 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課

景観・観光
局 2015/3/19

3265 奈良県指定文化財　平成22・23年度版（第50集） 2015 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 教育委員会 2015/3/23

3266 平成26年度　学校基本調査結果報告書 2015 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化
奈良県総務部統
計課 総務部 2015/3/23

3267
環境調査報告書（水質編）平成25年度 2015 3

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課

行政資料 環境
水質汚濁

 生活環境部
2015/3/24

3268 水質試験年報　平成25年度 2015 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2015/3/27

3269 女性の社会参加に関する意識調査報告書 2015 3
文化・教育・くらし創造
部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県健康福祉
部こども・女性局
女性支援課 2015/3/27

3270 行幸啓誌　第34回全国豊かな海づくり大会 2015 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2015/3/31
3271 奈良こどもすくすく・子育ていきいきプラン 概要版 2015 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2015/3/31
3272 奈良こどもすくすく・子育ていきいきプラン 2015 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2015/3/31

3273
平成23年　紀伊半島大水害　大規模土砂災害に関す
る調査・研究報告 2015 4 県土マネジメント部 砂防課 行政資料 防災・防犯 治山・治水

奈良県土木部砂
防課 土木部 2015/4/2

3274 職場環境調査報告書　平成26年度 2015 3
産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  

産業・雇用
振興部 2015/4/6

3275
県土マネジメント　～平成26年度県土マネジメント部・
まちづくり推進局の概要～２０１４ 2015 4 県土マネジメント部

県土マネジメント部企
画管理室 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県

県土マネジ
メント部・ま
ちづくり推 2015/4/9

3276 平成26年度　なら健康長寿基礎調査　報告書 2015 3 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2015/4/20
3277 NARASIA Q vol.0 2012 3 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3278 NARASIA Q vol.1 2013 1 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3279 NARASIA Q vol.2 2013 2 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3280 NARASIA Q vol.3 2013 3 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3281 NARASIA Q vol.4 2013 9 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3282 NARASIA Q vol.5 2013 11 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3283 NARASIA Q vol.6 2014 1 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21
3284 NARASIA Q vol.7 2014 3 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21

3285 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第14１号 2014 5 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3286 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第142号 2014 10 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3287 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第143号 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23
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3288 橿原考古学研究所調査報告　第118冊（脇本遺跡Ⅱ） 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3289
薩摩遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第119冊 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3290
平城京左京三条二坊十一・十二・十三・十四坪　奈良
県立橿原考古学研究所調査報告第120冊 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3291
平城京左京五条五坊二坪　奈良県文化財調査報告
書　第165集 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3292
藤原京右京十一条二坊　奈良県文化財調査報告書
第166集 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3293 奈良県遺跡調査概報　2013年度（第二分冊） 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3294 奈良県遺跡調査概報　2014年度（第一分冊） 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3295 橿原考古学研究所年報　40　2013年度 2014 11 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3296 考古学論攷　第３８冊　橿原考古学研究所紀要 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3297
橿原考古学研究所第34回公開講演会「百済と日本の
寺院と都城」 2014 12 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2015/4/23

3298 奈良県立美術館紀要　第29号 2015 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2015/4/24
3299 奈良県立美術館年報　平成25年度 2015 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2015/4/24

3300 平成２６年度　地域振興部所管公共工事発注見通し 2015 6
水循環・森林・景観環
境部 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般  地域振興部 2015/5/9

3301 中小企業施策利用ガイドブック　平成26年度 2014 4
産業・観光・雇用振興
部 産業政策課 行政資料 産業経済 商・鉱工業 中小企業庁

産業・雇用
振興部 2015/5/11

3302
平成２６年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2015 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2015/5/12

3303
奈良県同和問題関係史料第16集『日出新聞』奈良県
関係記事Ⅰ 2015 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2015/5/15

3304 奈良県同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ　研究紀要　第19号 2015 3 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2015/5/15

3305 人権教育の手びき　第56集　人権教育指導資料集 2015 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 社会福祉 同和 教育委員会 教育委員会 2015/5/15
3306 人権教育学習資料集『なかまとともに』　小学校２ 2012 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2015/5/15
3307 人権教育学習資料集『なかまとともに』　小学校２ 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2015/5/15
3308 人権教育学習資料集『なかまとともに』　中学校 2015 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2015/5/15
3309 平成２６年度研究紀要・研究集録　第２２号（要旨 2015 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 奈良県教育研究 教育委員会 2015/5/22

3310 平成２７年２月第３１８回定例奈良県議会会議録 2015 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2015/6/19

3311 第319・320回定例県議会提出 2015 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/6/22

3312 中小企業施策利用ガイドブック　平成27年度 2015 4
産業・観光・雇用振興
部 産業政策課 行政資料 産業経済 商・鉱工業 中小企業庁

産業・雇用
振興部 2015/6/23

3313
奈良県高齢者福祉計画及び第６期奈良県介護保険
事業支援計画 2015 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2015/6/30

3314 奈良県の下水道　平成２６年度 2015 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2015/7/3

3315 高齢者福祉対策の概要　平成27年度 2015 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2015/7/3
3316 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成2８年度 2015 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/7/7
3317 卸売市場の概要　平成２７年６月 2015 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2015/7/21



奈良県

資料名 発行年
発行
月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名

資料提供者
名 入力年月日

3318 市場年報　平成２６年度 2015 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産
奈良県中央卸売
市場 農林部 2015/7/21

3319 市場年報　平成２６年度 2015 6 県関係機関
(公財)奈良県食肉公
社 行政資料 農林水産 畜産

(公財)奈良県食肉
公社 農林部 2015/7/23

3320 奈良県市町村要覧　平成２７年度 2015 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2015/7/27

3321 奈良県統計年鑑　平成26年度 2015 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2015/7/30

3322 奈良県議会図書室　増加図書目録 2015 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局
その他委員
会など 2015/8/7

3323 100の指標からみた奈良県勢　平成27年版 2015 7 総務部 統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 知事公室 2015/8/10

3324
奈良県出資法人　平成26年度事業（業務）報告・平成
27年度事業計画書 2015 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2015/6/22

3325 平成27年度　こんにちは県議会です 2015 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2015/8/17

3326 平成２７年５月第３１９回臨時奈良県議会会議録 2015 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2015/8/25

3327 業務報告　平成26年度 2015 5
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2015/8/26

3328 奈良県森林技術センター研究報告　第44号 2015 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2015/8/26

3329 住民基本台帳人口移動報告年報 平成２６年 2015 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2015/8/28

3330
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成27年2月1日現在） 2015 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2015/9/14

3331 平成２７年６月第３２０回定例奈良県議会会議録 2015 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2015/9/16

3332 第321回定例県議会提出 2015 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/9/17
3333 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成28年 2015 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/9/24
3334 奈良県地価調査基準地価格一覧　平成２７年 2015 9 総務部 地域施策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  企画部 2015/9/28
3335 奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成2７ 2014 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/10/1
3336 奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成2８ 2015 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/10/1

3337 宅地建物取引業者一覧　商号又は名称順 2015 10 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅  
県土マネジ
メント部 2020/6/5

3338 奈良県民手帳　２０１６ 2015 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2015/10/1

3339
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
26年度 2015 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2015/10/2

3340
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２６年度 2015 10 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2015/10/2

3341 奈良県歳入歳出決算報告書　平成26年度 2015 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2015/10/2

3342
平成26年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2015 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2015/10/2

3343
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成２5年度
版 2015 4

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2015/10/2

3344
奈良医学雑誌　第６６巻第１・２号 (Journal of Nara
Medical Association) 2015 4 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2015/10/13

3345
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成27年10
月） 2015 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2015/10/15

3346 統計グラフでみる奈良県　平成2７年度版 2015 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2015/10/30
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3347 奈良県の工業（平成２５年工業統計調査結果報告書） 2015 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業
工業統計調査・工業実
態基本調査 統計課 総務部 2015/11/17

3348 平成２７年９月第３２１回定例奈良県議会会議録 2015 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2015/12/1

3349 第322回定例県議会提出 2015 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/12/1

3350 名勝奈良公園保存管理・活用計画 2011 3 県土マネジメント部
公園緑地課・文化財保
存課 行政資料 総合行政 行政一般

公園緑地課・文化
財保存課

県土マネジ
メント部まち
づくり推進 2015/12/1

3351 犯罪統計書　平成２６年版 2015 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2015/12/3

3352 平成２７年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2015 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2015/12/15
3353 平成２７年度県民アンケート調査報告書 2015 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2015/12/15

3354 平成２７年度　奈良県の男女共同参画 2015 12
文化・教育・くらし創造
部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県健康福祉
部こども・女性局
女性支援課 2015/12/16

3355
奈良県のすがた２０１５　平成27年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド 2015 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2015/12/22

3356 平成26年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2016 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2016/1/15

3357
衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記
録（平成26年12月14日執行） 2016 1 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など

選挙管理委
員会 2016/1/22

3358
奈良県景観・環境総合センター研究報告　第２号 平
成２６年度 2016 1

水循環・森林・景観環
境部

景観・環境総合セン
ター 行政資料 環境 環境（大気・水）

景観・環境総合セ
ンター 景観観光局 2016/1/27

3359 県営水道事業年報　平成26年度 2015 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2016/1/27

3360 消費者行政の概要　平成27年度 2015 1
文化・教育・くらし創造
部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活

奈良県くらし創造
部　消費・生活安

くらし創造
部 2016/2/1

3361
平成26年度環境調査報告書（水質編） 2016 2

水循環・森林・景観環
境部 環境政策課

行政資料 環境
水質汚濁

奈良県くらし創造
部　環境政策課

くらし創造
部 2016/2/2

3362
2015年農林業センサス　－農林業経営体調査－　奈
良県結果 2016 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 奈良県 総務部 2016/2/10

3363 水質試験年報　平成26年度 2015 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2016/2/17
3364 奈良県保健研究センター年報　平成26年度　No.49 2015 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2016/2/23

3365 平成２７年１２月第３２２回定例奈良県議会会議録 2016 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2016/2/24

3366
平成28年度一般会計特別会計予算案の概要　平成
27年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2016 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2016/2/29

3367
〈第３２３回定例県議会提出）平成２８年度一般会計
特別会計予算に関する説明書 2016 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2016/2/29

3368 第323回定例県議会提出 2016 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/2/29
3369 〈第３２３回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2016 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2016/2/29

3370 選挙の記録　第18回　統一地方選挙 2016 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  
その他委員
会など 2016/3/10

3371 奈良県産業連関表　平成２３年 2016 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2016/3/17

3372
奈良医学雑誌　第６６巻第３・４・５・６号 (Journal of
Nara Medical Association) 2015 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2016/3/22

3373 平成25年度　奈良県県民経済計算報告書 2016 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2016/3/24
3374 平成２８年度予算案の主な取組 2016 3 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2016/3/25
3375 奈良県指定文化財　平成24・25年度版（第51集） 2016 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 教育委員会 2016/3/30

3376
奈良県女性の輝き・活躍促進計画　第3次奈良県男
女共同参画計画 2016 3

文化・教育・くらし創造
部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 女性支援課

健康福祉部
こども・女性
局 2016/3/30
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3377 第６回東アジア地方政府会合（日本語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2016/3/30

3378 第６回東アジア地方政府会合（英語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2016/3/30

3379 第６回東アジア地方政府会合（中国語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2016/3/30

3380 第６回東アジア地方政府会合（韓国語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2016/3/30

3381 奈良県准看護師試験問題　　平成２７年度 2016 3 福祉医療部
医師・看護師確保対策
室 行政資料 保健衛生 医療

医師･看護師確保
対策室 医療政策部 2016/4/1

3382 奈良県環境総合計画（2016-2020） 2016 4
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  

景観・観光
局環境局 2016/4/5

3383 平成27年度版　環境白書　2015 2016 4
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課

景観・観光
局 2016/4/5

3384 平成27年度　なら健康長寿基礎調査　報告書 2016 3 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2016/4/5

3385 奈良県の下水道　平成２7年度 2016 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2016/4/6

3386 奈良県立美術館紀要　第30号 2016 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2016/4/6
3387 奈良県立美術館年報　平成26年度 2016 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2016/4/6

3388 奈良県外来種リスト－奈良県で注意すべき動植物－ 2016 3
水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護 景観・自然環境課

くらし創造
部景観・環 2016/4/8

3389 奈良県域地域福祉計画 2016 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2016/4/8
3390 奈良県域地域福祉計画　概要版 2016 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2016/4/8

3391 白ばらノート　’16 2016 1 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  
その他委員
会など 2016/4/11

3392 職場環境調査報告書　平成27年度 2016 3
産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  

産業・雇用
振興部 2016/4/14

3393 奈良県耐震改修促進計画 2016 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅 建築課
県土マネジ
メント部 2016/4/14

3394 平成27年度　学校基本調査結果報告書 2016 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化
奈良県総務部統
計課 総務部 2016/4/18

3395 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第144号 2015 5 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3396 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第145号 2015 10 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3397 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第146号 2016 2 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3398 奈良県遺跡調査概報　2014年度（第二分冊） 2016 2 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3399 奈良県遺跡調査概報　2015年度（第一分冊） 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3400
巻向遺跡－第177・178次－　奈良県文化財調査報告
書　第167集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3401 四条遺跡Ⅲ　奈良県文化財調査報告書　第168集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3402 今出遺跡Ⅰ　奈良県文化財調査報告書　第169集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3403 稲葉車瀬遺跡　奈良県文化財調査報告書　第170集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3404 橿原考古学研究所年報　41　2014年度 2016 1 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20
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3405 考古学論攷　第39冊　橿原考古学研究所紀要 2016 2 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2016/4/20

3406
古墳時代の渡来系集団の出自と役割に関する考古
学的研究 2016 3 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 教育委員会 2016/4/20

3407
奈良県同和問題関係史料第17集『日出新聞』奈良県
関係記事Ⅱ 2015 3 教育委員会

奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2016/5/2

3408 奈良県同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ　研究紀要　第20号 2016 3 教育委員会
奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2016/5/2

3409 人権教育の手びき　第57集　人権教育指導資料集 2016 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 社会福祉 同和 教育委員会 教育委員会 2016/5/2
3410 人権教育学習資料集『なかまとともに』　高等学校 2016 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2016/5/2
3411 平成２７年度　研究紀要　研究集録　第２３号 2016 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2016/5/23
3412 業務概要　平成28年度 2016 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計課 総務部 2016/5/31

3413 平成２８年２月第３２３回定例奈良県議会会議録 2016 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2016/6/7

3414 第324回定例県議会提出 2016 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/6/8

3415
奈良県出資法人　平成27年度事業（業務）報告・平成
28年度事業計画書 2016 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2016/6/8

3416 業務概況平成２６年度（平成２７年版） 2016 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  医療政策部 2016/6/13

3417
奈良県キャリア教育の手引き－キャリアデザインでき
る子どもの育成をめざして－ 2016 6 教育委員会

教育委員会の出先機
関 行政資料 教育 学校教育

奈良県立教育研
究所 教育委員会 2016/6/28

3418
平成２７年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2016 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  総務部 2016/7/4

3419 市場年報　平成２７年度 2016 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産
奈良県中央卸売
市場 農林部 2016/7/7

3420 卸売市場の概要　平成２８年６月 2016 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2016/7/7
3421 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成29年度 2016 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2016/7/8
3422 奈良県市町村要覧　平成２８年度 2016 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2016/7/8
3423 医療法人台帳 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30

3424 市場年報　平成２７年度 2016 6 県関係機関
(公財)奈良県食肉公
社 行政資料 農林水産 畜産

(公財)奈良県食肉
公社 農林部 2016/7/19

3425 平成27年度　こんにちは県議会です 2016 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2016/7/21

3426 100の指標からみた奈良県勢　平成28年版 2016 7 総務部 統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 知事公室 2016/8/3

3427 奈良県統計年鑑　平成27年度 2016 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2016/8/3

3428 住民基本台帳人口移動報告年報 平成２７年 2016 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2016/8/12

3429 奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成29 2016 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2016/8/29

3430 平成２７年度事業概要 2016 7
文化・教育・くらし創造
部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県女性セン
ター

こども・女性
局 2016/9/6

3431 平成２８年６月第３２４回定例奈良県議会会議録 2016 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2016/9/14

3432
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成26年度
版 2016 4

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2016/9/16

3433 平成29年度教員採用試験問題及び正答例 2016 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2016/9/16
3434 第325回定例県議会提出 2016 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/9/16
3435 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成29年 2016 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2016/9/20

3436 奈良県地価調査基準地価格一覧　平成28年 2016 9 総務部 地域施策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  企画部 2016/9/21

3437
奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平
成28年2月1日現在） 2016 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2016/9/21
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3438 奈良県歳入歳出決算報告書　平成27年度 2016 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2016/9/28

3439
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成２7年度 2016 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員

その他委員
会など 2016/9/28

3440
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２７年度 2016 10 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2016/9/28

3441
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
27年度 2016 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2016/9/28

3442
平成27年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足
比率審査意見書 2016 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員

その他委員
会など 2016/9/28

3443
平成27年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2016 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2016/9/28

3444 奈良県森林技術センター研究報告　第45号 2016 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2016/10/3

3445 業務報告　平成27年度 2016 5
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2016/10/3

3446 奈良県立医科大学概要　平成２８年度 2016 9 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  県関係機関 2016/10/3

3447
職員の給与等に関する報告及び勧告（平成28年10
月） 2016 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  

その他委員
会など 2016/10/13

3448 奈良県民手帳　2017 2016 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2016/10/14
3449 水質試験年報　平成27年度 2016 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2016/10/14

3450 森本六爾関係資料集Ⅲ 2016 6 教育委員会
教育委員会の出先機
関 行政資料 生活文化 文化財

公益財団法人　由
良大和古代文化
研究協会 教育委員会 2016/10/19

3451
奈良医学雑誌　第６７巻第１・２・３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2016 10 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2016/10/31

3452
奈良県のすがた２０１６　平成28年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド 2016 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2016/11/14

3453 紀伊地域半島振興計画（平成27年度～平成36年度） 2016 2 総務部 南部東部振興課 行政資料 建設 地域開発
三重県・奈良県・
和歌山県 2016/11/28

3454 平成２８年９月第３２５回定例奈良県議会会議録 2016 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2016/12/1

3455 第326回定例県議会提出 2016 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/12/2

3456 交通年鑑　平成２７年版 2016 12 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部

その他委員
会など 2016/12/9

3457 平成27年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2016 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2016/12/15

3458 平成２８年度　奈良県の男女共同参画 2016 12
文化・教育・くらし創造
部 女性活躍推進課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県健康福祉
部こども・女性局
女性支援課 2016/12/16

3459 平成２８年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2016 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2016/12/16
3460 平成２８年度県民アンケート調査報告書 2016 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2016/12/16

3461 犯罪統計書　平成２７年版 2016 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2016/12/21

3462
奈良県労働委員会5年誌（平成23年1月～平成27年
12月）平成28年刊（労働委員会70周年記念） 2016 11 その他委員会など 資源調整課 行政資料 労働 労働一般 労働委員会 2016/12/27

3463
大和の地域社会と被差別民衆　奈良県同和問題関
係史料センター開所二〇周年記念特別展示図録 2014 12 教育委員会

奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/1/27

3464
人権教育の推進についての基本方針　人権教育推進
プラン 2014 3 教育委員会

奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/1/27

3465 人権教育の手びき　第53集 2012 3 教育委員会
奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/1/27

3466 人権教育の手びき　第54集 2013 3 教育委員会
奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/1/27
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3467 人権教育の手びき　第55集 2014 3 教育委員会
奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/1/27

3468
奈良県景観・環境総合センター研究報告　第３号 平
成２７年度 2017 1

水循環・森林・景観環
境部

景観・環境総合セン
ター 行政資料 環境 環境（大気・水）

景観・環境総合セ
ンター 景観観光局 2017/1/27

3469 奈良県保健研究センター年報　平成2７年度　No.50 2016 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2017/2/10
3470 県営水道事業年報　平成27年度 2016 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2017/2/10
3471 行幸啓誌 2016 8 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2017/2/13

3472 平成２８年１２月第３２６回定例奈良県議会会議録 2017 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2017/2/23

3473 消費者行政の概要　平成28年度 2016 1
文化・教育・くらし創造
部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活

奈良県くらし創造
部　消費・生活安

くらし創造
部 2017/2/27

3474 主な政策集 もっと良くなる奈良県 2017 2 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政計画
奈良県総務部知
事公室政策推進 総務部 2017/2/27

3475 主な政策集　概要版　もっと良くなる奈良県 2017 2 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政計画
奈良県総務部知
事公室政策推進 総務部 2017/2/27

3476 平成29年度一般会計特別会計予算案の概要 2017 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2017/2/27

3477
〈第３２７回定例県議会提出）平成２９年度一般会計
特別会計予算に関する説明書 2017 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2017/2/27

3478 第327回定例県議会提出 2017 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/2/27
3479 〈第３２7回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2017 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2017/2/27

3480
奈良医学雑誌　第６７巻第４・５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2016 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2017/3/3

3481 奈良県准看護師試験問題　　平成28年度 2017 3 福祉医療部
医師・看護師確保対策
室 行政資料 保健衛生 医療

医師･看護師確保
対策室 医療政策部 2017/3/14

3482 奈良県の下水道　平成２８年度 2017 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2017/3/24

3483 奈良県同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ　研究紀要　第21号 2017 3 教育委員会
奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/3/29

3484
奈良県同和問題関係史料第18集『日出新聞』奈良県
関係記事Ⅲ 2017 3 教育委員会

奈良県立同和問題関
係史料センター 行政資料 社会福祉 同和

同和問題関係史
料センター 教育委員会 2017/3/29

3485
アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2017
ＮＡＲＡ　ＦＯＲＵＭ2017　Ａｓｉａ　Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｗ 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課

総務部知事
公室 2017/3/29

3486 第7回東アジア地方政府会合（日本語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2017/3/29

3487 第7回東アジア地方政府会合（英語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2017/3/29

3488 第7回東アジア地方政府会合（中国語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2017/3/29

3489 第7回東アジア地方政府会合（韓国語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2017/3/29

3490 平成29年度予算案の主な取組 2017 3 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2017/3/30
3491 奈良県行政経営マネジメントプログラム 2016 3 総務部 行政経営課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2017/3/30
3492 奈良県行政経営改革推進プログラム 2017 3 総務部 行政経営課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2017/3/30
3493 奈良県教育振興大綱 2016 3 文化・教育・くらし創造 教育振興課 行政資料 教育 教育・文化 奈良県 地域振興部 2017/4/5

3494 奈良県公共交通基本計画 2016 3 県土マネジメント部 地域交通課 行政資料
交通・運輸・
通信 交通 奈良県

県土マネジ
メント部 2017/4/6

3495 奈良県地域公共交通網形成計画 2016 3 県土マネジメント部 地域交通課 行政資料
交通・運輸・
通信 交通 奈良県

県土マネジ
メント部 2017/4/6

3496 平成28年度　海外展開動向調査報告書－概要版－ 2017 3
産業・観光・雇用振興
部 産業政策課 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県

産業・雇用
振興部 2017/4/13
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3497 平成28年度　海外展開動向調査報告書 2017 3
産業・観光・雇用振興
部 産業政策課 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県

産業・雇用
振興部 2017/4/13

3498 人権教育の手びき　第58集　人権教育指導資料集 2017 3 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2017/4/14
3499 「奈良モデル」のあり方検討委員会　報告書 2017 3 総務部 市町村振興課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 地域振興部 2017/4/14
3500 「奈良モデル」ジャーナル 2017 3 総務部 市町村振興課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 地域振興部 2017/4/14

3501 安全・安心の確保のための奈良県基本計画 2017 4 総務部
安全・安心まちづくり推
進室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県・奈良県警

総務部知事
公室 2017/4/20

3502 平成28年度　学校基本調査結果報告書 2017 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化
奈良県総務部統
計課 総務部 2017/4/21

3503 奈良県畜産技術センター研究報告　第41号 2017 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産
奈良県畜産技術
センター 農林部 2017/4/21

3504 平成２９年度奈良県総務部所管公共工事発注見通し 2017 4 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県総務部 総務部 2017/12/25
3505 奈良県立美術館年報　平成27年度 2016 11 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2017/4/25
3506 奈良県立美術館紀要　第31号 2017 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2017/4/25

3507
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」　保存管理計
画 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財

世界遺産「紀伊山
地の霊場と参詣
道」三県協議会 地域振興部 2017/5/2

3508 奈良県野生生物目録 2017 3
水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護 景観・自然環境課

くらし創造
部景観・環 2017/5/2

3509
大切にしたい奈良県の野生動植物　奈良県版レッド
データブック2016改定版 2017 3

水循環・森林・景観環
境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護 景観・自然環境課

くらし創造
部景観・環 2017/5/2

3510 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第147号 2016 6
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3511 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第148号 2016 10
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3512 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第149号 2017 2
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3513 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第150号 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3514
観音寺本馬遺跡Ⅲ　奈良県立橿原考古学研究所調
査報告第121冊 2017 2

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3515
名勝　奈良公園・興福寺跡　奈良県立橿原考古学研
究所調査報告第122冊 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3516
中西遺跡Ⅰ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第123冊 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3517
藤原京右京十一条一坊・左京十一条一坊　奈良県立
橿原考古学研究所調査報告第124冊 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3518 大塩城跡　奈良県文化財調査報告書　第171集 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3519
藤原京右京十一条三坊・四坊　奈良県文化財調査報
告書　第172集 2015 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3520
法貴寺斎宮前遺跡・小阪榎木遺跡　奈良県文化財調
査報告書　第173集 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3521 太田遺跡　奈良県文化財調査報告書　第174集 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3522
史跡唐招提寺旧境内　奈良県文化財調査報告書　第
174集 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

唐招提寺　奈良県
立橿原考古学研
究所 地域振興部 2017/5/16

3523 奈良県遺跡調査概報　2015年度（第二分冊） 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16



奈良県

資料名 発行年
発行
月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名

資料提供者
名 入力年月日

3524 奈良県遺跡調査概報　2016年度（第一分冊） 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3525 橿原考古学研究所年報　42　2015年度 2016 11
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3526 考古学論攷　第40冊　橿原考古学研究所紀要 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2017/5/16

3527 薬師寺東塔基壇 2016 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

薬師寺　奈良県立
橿原考古学研究 地域振興部 2017/5/16

3528 平成28年度　紀要 第１号（要旨集） 2017 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 教育研究所 2017/5/22

3529
高齢者の生活・介護等に関する県民調査　調査結果
報告書 2017 3 福祉医療部 長寿社会課福祉課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良県 健康福祉部 2017/5/24

3530
平成２８年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2017 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  

総務部知事
公室 2017/5/25

3531 治山・林道用設計積算単価資料 平成29年度　前期 2017 6 文化・教育・くらし創造 森林整備課 行政資料 農林水産 農林水産一般 森林整備課 農林部 2017/6/2
3532 ならの道 2017 3 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  2017/6/12

3533 平成２９年２月第３２７回定例奈良県議会会議録 2017 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2017/6/15

3534
奈良県出資法人　平成28年度事業（業務）報告・平成
28年度事業計画書 2017 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2017/9/13

3535 第328回定例県議会 2017 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/6/16
3536 奈良県市町村要覧　平成２９年度 2017 6 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2017/6/23
3537 高齢者福祉対策の概要　平成29年度 2017 6 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2017/6/27
3538 ライフステージでみる日本の人口・世帯　国勢調査 2017 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28
3539 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成30年度 2017 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2017/7/7
3540 市場年報　平成２８年 2016 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2017/7/19
3541 卸売市場の概要　平成２９年６月 2017 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2017/7/19
3542 奈良県中央卸売市場　関係法規集（平成29年6月） 2017 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 総記 例規/通達/法令 中央卸売市場 農林部 2017/7/19

3543 市場年報　平成２８年度 2017 6 県関係機関
(公財)奈良県食肉公
社 行政資料 農林水産 畜産

(公財)奈良県食肉
公社 農林部 2017/7/21

3544
参議院議員通常選挙の記録（平成28年7月10日執
行） 2017 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2017/7/27

3545 奈良県統計年鑑　平成28年度 2017 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2017/7/31

3546 平成29年度（８月）土木工事設計積算単価資料　閲覧 2017 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2017/8/1

3547 平成２８年度事業概要 2017 8
文化・教育・くらし創造
部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県女性セン
ター

こども・女性
局 2017/8/10

3548
奈良医学雑誌　第６８巻第１・２・３号 (Journal of Nara
Medical Association) 2017 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2017/8/18

3549 100の指標からみた奈良県勢　平成29年版 2017 8 総務部 統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 知事公室 2017/8/22

3550 平成29年度　こんにちは県議会です 2017 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2017/8/30

3551 奈良県立医科大学概要　平成29年度 2017 9 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 県関係機関 2017/9/1

3552
奈良県家畜家きん規模別戸数及び飼養頭羽数（平成
29年2月1日現在） 2017 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2017/9/8

3553 第329回定例県議会提出 2017 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/9/13

3554 平成２９年６月第３２８回定例奈良県議会会議録 2017 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2017/9/13

3555 奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成30 2017 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2017/9/19
3556 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成29年 2017 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2017/9/19



奈良県

資料名 発行年
発行
月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名

資料提供者
名 入力年月日

3557 平成29年　奈良県地価調査基準地価格一覧 2017 9 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価
地域振興部地域
政策課 2017/9/20

3558 奈良県歳入歳出決算報告書　平成28年度 2017 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2017/9/22

3559
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
28年度 2017 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2017/9/22

3560
平成28年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2017 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2017/9/22

3561
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２８年度 2017 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2017/9/22

3562
平成28年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足
比率審査意見書 2017 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員

その他委員
会など 2017/9/22

3563
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成２８年度 2017 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員

その他委員
会など 2017/9/22

3564 業務報告　平成28年度 2017 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2017/9/27

3565 奈良県森林技術センター研究報告　第46号 2017 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2017/9/27

3566 平成30年度教員採用試験問題及び正答例 2017 10 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2017/10/2
3567 奈良県民手帳　2018 2017 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2017/10/6
3568 重点課題に関する評価　平成28年度 2017 10 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政一般 政策推進課 総務部 2017/10/11
3569 重点課題に関する評価　平成28年度（概要版） 2017 10 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政一般 政策推進課 総務部 2017/10/11

3570 消費者行政の概要　平成29年度 2017
文化・教育・くらし創造
部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活

奈良県くらし創造
部　消費・生活安

くらし創造
部 2017/2/27

3571 統計グラフでみる奈良県　平成29年度版 2017 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2017/11/2

3572 平成２９年９月第３２９回定例奈良県議会会議録 2017 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2017/11/30

3573 第330回定例県議会提出 2017 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/12/1

3574
平成２９年度 県土マネジメント部建築工事等積算基
準書（平成２９年１２月１日以降適用） 2017 12 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2017/12/1

3575
奈良県のすがた２０１７　平成29年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド 2017 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2017/12/18

3576 平成２９年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2017 12 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2017/12/18
3577 平成２９年度県民アンケート調査報告書 2017 12 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2017/12/18

3578 交通年鑑　平成２８年版 2017 12 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部

その他委員
会など 2017/12/19

3579
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成2７年度
版 2017 4

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2017/12/22

3580 第３９回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2017
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

青少年・社会活動
推進課 生活環境部 2018/1/16

3581
奈良県景観・環境総合センター研究報告　第３号 平
成２７年度 2018 1

水循環・森林・景観環
境部

景観・環境総合セン
ター 行政資料 環境 環境（大気・水）

景観・環境総合セ
ンター 景観観光局 2018/1/19

3582 水質試験年報　平成28年度 2017 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2018/1/22
3583 奈良県保健研究センター年報　平成2８年度　No.51 2017 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2018/1/25

3584 住民基本台帳人口移動報告年報 平成２８年 2017 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2018/2/1

3585
奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　平成
28年度 2018 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2018/2/19

3586 平成２９年１２月第３３０回定例奈良県議会会議録 2018 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2018/2/23
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3587
〈第３３１回定例県議会提出）平成３０年度一般会計
特別会計予算に関する説明書 2018 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2018/2/23

3588
平成30年度一般会計特別会計予算案の概要　平成
29年度一般会計2月補正予算案の概要 2018 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2018/2/23

3589 〈第３３１回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2018 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2018/2/23
3590 第331回定例県議会提出 2018 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/2/23
3591 県営水道事業年報　平成28年度 2018 2 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2018/2/28

3592 奈良県准看護師試験問題　　平成29年度 2018 3 福祉医療部
医師・看護師確保対策
室 行政資料 保健衛生 医療

医師･看護師確保
対策室 医療政策部 2018/3/12

3593 平成29年度　学校基本調査結果報告書 2018 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化
奈良県総務部統
計課 総務部 2018/3/16

3594 奈良県指定文化財　平成２８年度版（第53集） 2018 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 教育委員会 2018/3/16

3595 奈良県の下水道　平成２９年度 2018 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2018/3/23

3596 第8回東アジア地方政府会合（日本語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2018/3/27

3597 第8回東アジア地方政府会合（英語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2018/3/27

3598 第8回東アジア地方政府会合（中国語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2018/3/27

3599 第8回東アジア地方政府会合（韓国語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2018/3/27

3600
奈良医学雑誌　第６８巻第４・５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2017 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2018/3/30

3601 平成30年度　土木工事設計単価資料 2018 4 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2019/2/28

3602 奈良県廃棄物処理計画（第4次計画） 2018 3
水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2018/4/5

3603 平成28年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2018 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2018/4/6
3604 奈良県農業研究開発センター研究報告　第48号 2017 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16

3605
奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険
事業支援計画 2018 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2018/4/10

3606
奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険
事業支援計画　概要版 2018 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2018/4/10

3607 主な政策集 2018 3 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政計画
奈良県総務部知
事公室政策推進 総務部 2018/4/10

3608 奈良県立美術館紀要　第32号 2018 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2018/4/10
3609 奈良県立美術館年報　平成28年度 2017 12 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2018/4/10
3610 奈良県農業総合センター業務年報　平成22年度 2010 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3611 奈良県農業総合センター業務年報　平成23年度 2011 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3612 奈良県農業総合センター業務年報　平成24年度 2012 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3613 奈良県農業総合センター業務年報　平成25年度 2013 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3614 奈良県農業研究開発センター業務年報　平成26年度 2014 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3615 奈良県農業研究開発センター業務年報　平成27年度 2015 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3616 奈良県農業研究開発センター業務年報　平成28年度 2016 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16
3617 奈良県農業総合センター研究報告　第43号 2012 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16
3618 奈良県農業総合センター研究報告　第44号 2013 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16
3619 奈良県農業総合センター研究報告　第45号 2014 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16
3620 奈良県農業研究開発センター研究報告　第46号 2015 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16
3621 奈良県農業研究開発センター研究報告　第47号 2016 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16
3622 奈良県自殺対策計画 2018 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県 医療政策局 2018/4/18
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3623 職場環境調査報告書　平成28年度 2017 3
産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  

産業・雇用
振興部 2018/4/20

3624 第３期奈良県医療費適正化計画 2018 3 福祉医療部 医療保険課 行政資料 保健衛生 保健・衛生・医療 奈良県

福祉医療部
医療・介護
保険局 2018/4/24

3625 交通事故相談の概要　平成29年度 2018 5 総務部 交通事故相談所 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通事故
相談所 知事公室 2018/5/1

3626
平成30年度　奈良県立高等学校入学者選抜検査問
題等 2018 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育

奈良県教育委員
会学校教育課 教育委員会 2018/5/2

3627 第３期奈良県がん対策推進計画 2018 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2018/5/15
3628 ならのがんに関する患者意識調査報告書 2017 10 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2018/5/15
3629 奈良県のがん登録　2013年(平成25)年 2017 11 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2018/5/15
3630 平成２９年度　研究紀要　第２５号（要旨集） 2018 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2018/5/17

3631
平成２９年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎
月勤労統計調査地方調査年報） 2018 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計)

毎月勤労統計調査・就
業構造基本調査  

総務部知事
公室 2018/5/29

3632
財政指標にみるあなたのまちの財政状況　平成
28(2016)年度　奈良県内市町村決算 2018 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 財政

奈良県地域振興
部市町村振興課 地域振興部 2018/6/6

3633 平成３０年２月第３３１回定例奈良県議会会議録 2018 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2018/6/14

3634
平成３０年度 県土マネジメント部建築工事等積算基
準書（平成３０年６月１日以降適用） 2018 6 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2018/6/18

3635 奈良県市町村要覧　平成30年5月 2018 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2018/6/21
3636 平成29年度　医療法人決算届（病院） 2018 6 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28
3637 平成29年度　医療法人決算届（診療所№１） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28
3638 平成29年度　医療法人決算届（診療所№２） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28
3639 平成29年度　医療法人決算届（診療所№３） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28
3640 平成29年度　医療法人決算届（診療所№４） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28
3641 平成29年度　医療法人決算届（診療所№５） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28
3642 高齢者福祉対策の概要　平成30年度 2018 6 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2018/7/2
3643 奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成3１年度 2018 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2018/7/4
3644 土地改良事業用設計積算単価資料　平成30年7月 2018 7 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/7/4
3645 奈良県農業研究開発センター業務年報　平成29年度 2017 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/7/5

3646 市場年報　平成２９年度 2018 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産
奈良県中央卸売
市場 農林部 2018/7/23

3647 卸売市場の概要　平成３０年６月 2018 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/7/23

3648 市場年報　平成２９年度 2018 6 県関係機関
(公財)奈良県食肉公
社 行政資料 農林水産 畜産

(公財)奈良県食肉
公社 農林部 2018/7/27

3649 第332回定例県議会提出 2018 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/7/27
3650 平成30年度(8月)　土木工事設計積算単価資料　閲 2018 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2018/8/10
3651 平成31年度　奈良県立青翔中学校入学者選抜実施 2018 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2018/8/14

3652 平30年度　こんにちは県議会です 2018 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2018/8/17

3653 100の指標からみた奈良県勢　平成30年版 2018 8 総務部 統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 知事公室 2018/8/23

3654 試験研究実施計画書 2018 7 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般
農業研究開発セン
ター病害虫防除所 農林部 2018/9/4

3655 平成２９年度事業概要 2018 8
文化・教育・くらし創造
部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県女性セン
ター

こども・女性
局 2018/9/5

3656 平成３０年６月第３３２回定例奈良県議会会議録 2018 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2018/9/11
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3657 第333回定例県議会提出 2018 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/9/13
3658 平成31年度教員採用試験問題及び正答例 2018 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2018/9/13

3659 平成30年　奈良県地価調査基準地価格一覧 2018 9 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価
地域振興部地域
政策課 2018/9/21

3660
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成２９年度 2018 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2018/9/25

3661 奈良県歳入歳出決算報告書　平成29年度 2018 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2018/9/25

3662
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
29年度 2018 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2018/9/25

3663
平成29年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2018 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2018/9/25

3664 奈良県民手帳　2019 2018 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2018/10/9
3665 水質試験年報　平成29年度 2018 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2018/10/9

3666 奈良県森林技術センター研究報告　第47号 2018 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2018/10/10

3667 業務報告　平成29年度 2018 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2018/10/10

3668 奈良県統計年鑑　平成29年度 2018 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標  総務部 2018/10/12

3669
奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　平成
29年度 2018 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2018/10/24

3670
奈良医学雑誌　第69巻第1・2・3号 (Journal of Nara
Medical Association) 2018 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2018/10/26

3671
狩猟者必携（ハンターマップ）平成30年度（奈良県鳥
獣保護区等位置図） 2018 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2018/10/26

3672 平成30年度　狩猟者必携（別冊） 2018 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2018/10/26

3673 統計グラフでみる奈良県　平成30年度版 2018 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2018/10/29

3674 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成31年 2018 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2018/11/1

3675
衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記
録（平成29年10月22日） 2018 11 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など

選挙管理委
員会 2018/11/29

3676 平成３０年９月第３３３回定例奈良県議会会議録 2018 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2018/11/29

3677 第334回定例県議会提出 2018 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/12/3

3678 交通年鑑　平成２９年版 2018 12 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部

その他委員
会など 2018/12/4

3679
奈良こどもすくすく・子育ていきいきプラン平成29年度
推進状況について 2018 12

文化・教育・くらし創造
部 女性活躍推進課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県健康福祉
部こども・女性局
女性活躍推進課 2018/12/7

3680
平成３０年度 県土マネジメント部建築工事等積算基
準書（平成３０年１２月１日以降適用） 2018 12 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2018/12/10

3681 平成３０年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2018 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2018/12/13
3682 平成３０年度県民アンケート調査報告書 2018 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2018/12/13
3683 平成29年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2018 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2018/12/13

3684
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成28年度
版 2018

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2019/1/7

3685 第40回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2018
文化・教育・くらし創造
部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

青少年・社会活動
推進課 生活環境部 2018/1/16

3686 平成３０年１１月第３３４回定例奈良県議会会議録 2018 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2018/2/15
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3687 奈良県保健研究センター年報　平成29年度　No.52 2018 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2019/2/15

3688
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成2７年度
版 2018

水循環・森林・景観環
境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2019/2/18

3689
〈第３３５回定例県議会提出〉平成３１年度一般会計
特別会計予算に関する説明書 2019 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2019/2/19

3690
平成31年度一般会計特別会計予算案の概要　平成
30年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2019 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2019/2/19

3691 〈第335回定例県議会提出〉条例その他予算外議案 2019 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2019/2/19
3692 第335回定例県議会提出 2019 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2019/2/19

3693
奈良医学雑誌　第６９巻第４・５・６号 (Journal of Nara
Medical Association) 2018 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2019/2/20

3694 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第151号 2017 6
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3695 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第152号 2017 10
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3696 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第153号 2018 1
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3697 考古学論攷　第41冊　橿原考古学研究所紀要 2018 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3698 橿原考古学研究所年報　43　2016年度 2017 12
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3699 奈良県遺跡調査概報　2017年度（第一分冊） 2018 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3700 奈良県遺跡調査概報　2016年度（第二分冊） 2018 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3701
藤原京左京八条二坊・九条三坊、紀寺跡　奈良県文
化財調査報告書　第176集 2017 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3702 立花遺跡　奈良県文化財調査報告書　第175集 2017 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3703
居伝瓜山瓦窯　奈良県立橿原考古学研究所調査報
告第125冊 2018 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/2/25

3704 奈良県准看護師試験問題　　平成30年度 2019 3 福祉医療部
医師・看護師確保対策
室 行政資料 保健衛生 医療

医師･看護師確保
対策室 医療政策部 2019/3/11

3705
奈良県景観・環境総合センター研究報告　No.5 平成
29年度 2018 1

水循環・森林・景観環
境部

景観・環境総合セン
ター 行政資料 環境 環境（大気・水）

景観・環境総合セ
ンター 景観観光局 2019/3/11

3706 奈良県結婚・子育て実態調査報告書【概要版】 2019 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 福祉医療部 2019/3/15
3707 奈良県結婚・子育て実態調査報告書 2019 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 福祉医療部 2019/3/15

3708 第9回東アジア地方政府会合（日本語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2019/3/18

3709 第9回東アジア地方政府会合（英語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2019/3/18

3710 第9回東アジア地方政府会合（中国語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2019/3/18

3711 第9回東アジア地方政府会合（韓国語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2019/3/18

3712 奈良県の下水道　平成30年度 2019 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2019/3/26

3713 平成３１年度　予算案の主な取組 2019 4 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2019/4/1
3714 平成31年度　土木工事設計単価資料 2019 4 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2020/3/2
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3715 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第154号 2018 6
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3716 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第155号 2018 10
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3717
飛鳥宮跡出土木簡　奈良県文化財調査報告書　第
182集 2019 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3718 島の山古墳　奈良県文化財調査報告書　第183集 2019 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3719 奈良県遺跡調査概報　2017年度（第二分冊） 2019 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3720 奈良県遺跡調査概報　2017年度（第二分冊） 2019 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3721 今出遺跡Ⅱ　奈良県文化財調査報告書　第178集 2019 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3722 常喜院山古墳　奈良県文化財調査報告書　第180集 2019 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財
奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3723
下永東方遺跡Ⅲ　奈良県文化財調査報告書　第181
集 2019 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3724
古墳出土の釘に付着した材組織の観察からみた木棺
の用材利用法と棺構造の復元的研究 2018 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3725 橿原考古学研究所年報　44　2017年度 2019 1
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3726 考古学論攷　第42冊　橿原考古学研究所紀要 2019 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 地域振興部 2019/4/4

3727 奈良県のがん登録　2014年(平成26)年・2015（平成 2019 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2019/4/5
3728 奈良県アルコール健康障害対策推進計画 2019 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2019/4/5
3729 奈良県域地域福祉計画 2019 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2019/4/8
3730 奈良県域地域福祉計画　概要版 2019 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2019/4/8
3731 更生支援に向けた「犯罪をした者等」の実態調査報告 2019 2 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2019/4/8

3732
アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2019
ＮＡＲＡ　ＦＯＲＵＭ2019　Ａｓｉａ　Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｗ  総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課

総務部知事
公室 2019/4/9

3733 消費者行政の概要　平成30年度 2018 文化・教育・くらし創造 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  2019/4/16

3734 奈良県交通安全実施計画　平成30年度 2019 4 総務部
知事公室安心・安全ま
ちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 交通安全

奈良県交通安全
対策会議 総務部 2019/4/19

3735
平成31年度　奈良県立高等学校入学者選抜検査問
題等 2019 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育

奈良県教育委員
会学校教育課 教育委員会 2019/5/8

3736 奈良県立美術館年報　平成29年度 2018 7 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2019/5/14
3737 奈良県立美術館紀要　第33号 2019 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2019/5/14

3738

県土マネジメント部建築工事等積算基準書　(県土マ
ネジメント部建築工事積算基準）（建築工事共通費積
算基準）（県土マネジメント部長関連通達抜粋）（県土
マネジメント部建築工事設計業務等積算基準）平成２
７年度 （平成２８年１２月１日以降適用） 2019 6 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2019/5/31

3739
財政指標にみるあなたのまちの財政状況　平成
29(2017)年度　奈良県内市町村決算 2019 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 財政

奈良県地域振興
部市町村振興課 地域振興部 2019/5/31

3740 平成３１年２月第３３５回定例奈良県議会会議録 2019 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2019/6/17

3741 第337回定例県議会提出 2019 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2019/6/18

3742
奈良県出資法人　平成30年度事業（業務）報告・令和
元年度事業計画書 2019 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2019/6/18



奈良県

資料名 発行年
発行
月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名

資料提供者
名 入力年月日

3743 試験研究実施計画書 2019 7 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般
農業研究開発セン
ター病害虫防除所 農林部 2019/6/24

3744 職場環境調査報告書　平成30年度 2019 3
産業・観光・雇用振興
部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  

産業・雇用
振興部 2019/6/28

3745 奈良県市町村要覧　令和元年5月 2019 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2019/7/3
3746 土地改良事業用設計積算単価資料　令和元年7月 2019 7 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2019/7/4
3747 平成30年度　医療法人決算届（病院） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5
3748 平成30年度　医療法人決算届（診療所№１） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5
3749 平成30年度　医療法人決算届（診療所№２） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5
3750 平成30年度　医療法人決算届（診療所№３） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5
3751 平成30年度　医療法人決算届（診療所№４） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5
3752 平成30年度　医療法人決算届（診療所№５） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5
3753 平成30年度　医療法人決算届（診療所№6） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5

3754 令和元年度年度　こんにちは県議会です 2019 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2019/7/11

3755 奈良県立高等学校入学者選抜概要　令和2年度 2019 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2019/7/23
3756 令和2年度　奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要 2019 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2019/7/23

3757 住民基本台帳人口移動報告年報 平成３０年 2019 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯
住民基本台帳移動報
告・推計人口 総務省総計局 総務部 2019/7/25

3758 奈良県立医科大学概要　令和元年度 2019 7 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 県関係機関 2019/7/31

3759 令和元年度　土木工事標準積算基準書　電気通信編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2019/8/2

3760 令和元年度　土木工事標準積算基準書　機械編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2019/8/2

3761 令和元年度　土木工事標準積算基準書　共通編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2019/8/2

3762 令和元年度　土木工事標準積算基準書　河川編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2019/8/2

3763 令和元年度　土木工事標準積算基準書　道路編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2019/8/2

3764 令和元年度　設計業務等標準積算基準書 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2019/8/2

3765 奈良県農業研究開発センター業務年報　平成30年度 2018 8 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2019/8/5

3766 業務報告　平成30年度 2019 7
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2019/8/9

3767
令和元年度（8月）土木工事設計積算単価資料(水道
局)　閲覧図書 2019 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2019/8/14

3768 卸売市場の概要　令和元年7月 2019 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2019/9/5

3769 市場年報　平成30年 2019 7 県関係機関
(公財)奈良県食肉公
社 行政資料 農林水産 畜産

(公財)奈良県食肉
公社 農林部 2019/9/5

3770 令和元年５月第３３６回臨時奈良県議会会議録 2019 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2019/9/9

3771 令和元年６月第３３７回定例奈良県議会会議録 2019 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2019/9/9

3772
奈良医学雑誌　第70巻第1・2・3号 (Journal of Nara
Medical Association) 2019 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2019/9/9

3773
奈良県出資法人　平成29年度事業（業務）報告・平成
30年度事業計画書 2018 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2019/9/11

3774 第338回定例県議会提出 2019 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2019/9/11
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3775
奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　平成
30年度 2019 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2019/9/11

3776 奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成30年度 2019 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2019/9/11
3777 令和2年度教員採用試験問題及び正答例 2019 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2019/9/13

3778
令和元年奈良県地価調査基準地価格一覧及び付近
案内図 2019 9 県土マネジメント部

エネルギー・土地水資
源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部 2019/9/24

3779 平成30年度事業概要 2019 9
文化・教育・くらし創造
部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県女性セン
ター

こども・女性
局 2019/9/26

3780 奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　令和2年度 2019 10 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2019/10/1

3781 100の指標からみた奈良県勢　令和元年版 2019 10 総務部 統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標

奈良県知事公室
統計課 知事公室 2019/10/11

3782 奈良県歳入歳出決算報告書　平成30年度 2019 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2019/10/15

3783
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）平成30年度 2019 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2019/10/15

3784
奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審
査意見書　平成30年度 2019 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員

その他委員
会など 2019/10/15

3785
平成30年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2019 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2019/10/15

3786
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成
30年度 2019 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2019/10/15

3787
平成30年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足
比率審査意見書 2019 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員

その他委員
会など 2019/10/15

3788 奈良県民手帳　2020 2019 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2019/10/17

3789 奈良県森林技術センター研究報告　第48号 2019 4
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2019/10/21

3790 統計グラフでみる奈良県　令和元年度版 2019 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 統計課 総務部 2019/11/12

3791 交通年鑑　平成30年版 2019 10 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部

その他委員
会など 2019/11/18

3792 令和元年９月第３３８回定例奈良県議会会議録 2019 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2019/12/6

3793
第3次奈良県男女共同参画計画　平成30年度進捗状
況 2019

文化・教育・くらし創造
部 女性活躍推進課 行政資料 生活文化 青少年・婦人

奈良県健康福祉
部こども・女性局
女性活躍推進課 2019/12/10

3794
奈良医学雑誌　第70巻第4.5.6号 (Journal of Nara
Medical Association) 2019 11 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2019/12/17

3795
奈良県のすがた２０１９　令和元年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17

3796
奈良県のすがた２０１９　令和元年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド　概要版 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17

3797 令和元年度　県民アンケート調査　報告書 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17

3798 令和元年度　県民アンケート調査　報告書　概要版 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17

3799 犯罪統計書　平成30年版 2019 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2020/1/22

3800 平成30年　奈良県鉱工業指数年報　（平成27年基準） 2020 1 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2020/1/22

3801 犯罪統計書　平成28年版 2017 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2020/1/23
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3802 犯罪統計書　平成29年版 2018 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部
その他委員
会など 2020/1/23

3803 第339回定例県議会提出 2019 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/1/27

3804 奈良県統計年鑑　平成30年度 2019 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計)
奈良県の統計・県勢要
覧・指標 総務部 2020/1/30

3805 奈良県保健研究センター年報　平成30年度　No.53 2019 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2020/2/12

3806 「古都奈良の祈り」展図録(日本語) 2019 1
文化・教育・くらし創造
部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県

文化資源活
用課 2020/2/18

3807 「古都奈良の祈り」展図録(フランス語) 2019 1
文化・教育・くらし創造
部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県

文化資源活
用課 2020/2/18

3808 「奈良－日本の信仰と美のはじまり」展図録(日本語) 2019 10
文化・教育・くらし創造
部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県

文化資源活
用課 2020/2/18

3809 「奈良－日本の信仰と美のはじまり」展図録(英語) 2019 10
文化・教育・くらし創造
部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県

文化資源活
用課 2020/2/18

3810 令和元年12月第339回定例奈良県議会会議録 2019 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/2/21

3811
令和2年度一般会計特別会計予算案の概要　令和元
年度一般会計2月補正予算案の概要 2020 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2020/2/26

3812
〈第340回定例県議会提出〉令和2年度一般会計特別
会計予算に関する説明書 2020 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2020/2/26

3813 〈第340回定例県議会提出〉条例その他予算外議案 2020 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2020/2/26
3814 第340回定例県議会提出 2020 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/2/26
3815 水質試験年報　平成30年度 2020 3 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2020/3/2

3816

県土マネジメント部建築工事等積算基準書　(県土マ
ネジメント部建築工事積算基準）（建築工事共通費積
算基準）（県土マネジメント部長関連通達抜粋）（県土
マネジメント部建築工事設計業務等積算基準）令和
元年度 （令和2年3月1日以降適用） 2020 3 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2020/3/2

3817
平成30年度環境調査報告書（水質編） 2020 3

生活環境部 環境政策課
行政資料 環境

水質汚濁
奈良県くらし創造
部　環境政策課

くらし創造
部 2020/3/12

3818 選挙の記録　第19回　統一地方選挙 2020 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  
その他委員
会など 2020/3/16

3819
奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成29年度
版 2020

くらし創造部景観・環
境局 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)

奈良県生活環境
部廃棄物対策課

くらし創造
部景観・環 2020/3/19

3820 第10回東アジア地方政府会合　報告書（日本語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2020/3/26

3821 第10回東アジア地方政府会合　報告書（英語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2020/3/26

3822 第10回東アジア地方政府会合　報告書（中国語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2020/3/26

3823 第10回東アジア地方政府会合　報告書（韓国語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県
総務部知事
公室 2020/3/26

3824
第10回東アジア地方政府会合　報告書（資料集収録
版） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県

総務部知事
公室 2020/3/26

3825 奈良県の下水道　令和元年度 2020 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課
県土マネジ
メント部 2020/3/30

3826 令和2年度　土木工事設計単価資料 2020 4 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2020/6/1

3827
京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴
う遺跡調査報告書第一分冊　遺構図面編 2020 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2020/4/2
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3828
京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴
う遺跡調査報告書第２分冊　遺構図面編 2020 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2020/4/2

3829
京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴
う遺跡調査報告書第３分冊　遺構図面編 2020 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2020/4/2

3830
京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴
う遺跡調査報告書第４分冊　遺構図面編 2020 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2020/4/2

3831
京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴
う遺跡調査報告書第５分冊　遺構図面編 2020 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所 2020/4/2

3832 奈良県医師確保計画 2020 3 医療政策局
医師・看護師確保対策
室 行政資料 保健衛生 保健・衛生・医療  2020/4/6

3833 令和2年度　食と農の振興部 公共工事発注見通し 2020 4 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 食と農の振興部
食と農の振
興部 2020/4/8

3834 奈良県障害者計画　令和2年3月 2020 3 医療福祉部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  医療福祉部 2020/4/13

3835 奈良史料叢書　五　庁中漫録　一二・一三・一四 2020 3
文化・教育・くらし創造
部 文化資源活用課 行政資料 総記

歴史・年表・県史・市長
村史

文化・教育・
くらし創造 2020/4/13

3836 消費者行政の概要　令和元年度 2019 くらし創造部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  2020/4/13

3837
令和2年度　水循環・森林・景観環境部所管工事発注
見通し（水循環・森林・景観環境部） 2020 4

水循環・森林・景観環
境部

水循環・森林・景観環
境部企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般

水循環・森林・景
観環境部

水循環・森
林・景観環
境部 2020/4/17

3838
令和2年度　水循環・森林・景観環境部所管業務発注
見通し（水循環・森林・景観環境部） 2020 4

水循環・森林・景観環
境部

水循環・森林・景観環
境部企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般

水循環・森林・景
観環境部

水循環・森
林・景観環
境部 2020/4/17

3839 全国がん登録　奈良県報告書　2016年(平成28)年 2019 11 福祉医療部医療政策 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2020/4/17

3840 令和元年度　交通事故相談の概要 2020 4 知事公室 交通事故相談所 行政資料 防災・防犯 交通安全
奈良県交通事故
相談所 知事公室 2020/4/20

3841 奈良県交通安全実施計画　令和元年度 2019 4 総務部
知事公室安心・安全ま
ちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 交通安全

奈良県交通安全
対策会議 総務部 2020/4/21

3842 伝統工芸なら 2019 3
産業・観光・雇用振興
部 産業振興総合センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

産業振興総合セン
ター 2020/4/21

3843 伝統工芸なら(英語版） 2019 3
産業・観光・雇用振興
部 産業振興総合センター 行政資料 産業経済 産業経済一般

産業振興総合セン
ター 2020/4/21

3844
令和２年度　文化・教育・くらし創造部所管公共工事
発注見通し 2020 5

文化・教育・くらし創造
部 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般  

文化・教育・
くらし創造 2020/5/8

3845 奈良県指定文化財　平成２９年度版（第54集） 2019 3
文化・教育・くらし創造
部 文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課

文化・教育・
くらし創造 2020/5/11

3846 奈良県指定文化財　平成３０年度版（第55集） 2020 3
文化・教育・くらし創造
部 文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課

文化・教育・
くらし創造 2020/5/11

3847 奈良県中近世城館跡調査報告書（第一分冊） 2020 3
文化・教育・くらし創造
部 文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課

文化・教育・
くらし創造 2020/5/11

3848
奈良県警察本部　公共工事の発注見通し　令和2年
度 2020 5 その他委員会など 警察本部 行政資料 総合行政 行政一般  

その他委員
会など 2020/5/11

3849 令和2年度年度奈良県総務部所管公共工事発注見 2020 5 総務部 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県総務部 企画管理室 2020/5/13

3850
令和2年度　奈良県立高等学校入学者選抜検査問題
等 2020 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育

奈良県教育委員
会学校教育課 教育委員会 2020/5/14

3851 令和2年度　公共工事発注見通し（教育委員会） 2020 5 教育委員会 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県教育委員 教育委員会 2020/5/20

3852 職場環境調査報告書　令和元年度 2020 3
産業・観光・雇用振興
部 雇用政策課 行政資料 労働 労働一般  

産業・観光・
雇用振興部 2020/5/21

3853
財政指標にみるあなたのまちの財政状況　平成
30(2018)年度　奈良県内市町村決算 2020 5

文化・教育・くらし創造
部 市町村振興課 行政資料 税・財政 財政

奈良県文化・教
育・くらし創造部市
町村振興課

文化・教育・
くらし創造
部 2020/5/22
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3854
令和２年度　県土マネジメント部建築工事等積算基準
書（令和2年6月1日以降適用） 2020 6 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2020/6/1

3855
令和２年度　県土マネジメント部所管公共工事等発注
見通し 2020 6 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 行政資料 総合行政 行政一般

建設業・契約管理
課

県土マネジ
メント部 2020/6/17

3856
令和２年２月第３４０回定例奈良県議会会議録（本
編） 2020 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/6/17

3857
令和２年２月第３４０回定例奈良県議会会議録（附録
編） 2020 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会

奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/6/17

3858 要覧　令和2年度 2020 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2020/6/18
3859 第342回定例県議会提出（第341回含む） 2020 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/6/18

3860
奈良県出資法人　令和元年度事業（業務）報告・令和
２年度事業計画書 2020 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2020/6/18

3861 令和2年度　水道局所管公共工事発注見通し 2020 6 水道局 水道局 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県水道局 水道局 2020/6/18
3862 奈良県宗教法人名簿　令和2年度 2020 6 総務部 法務文書課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 総務部 2020/6/18

3863 高齢者福祉対策の概要　令和2年度 2020 6 医療･介護保険局 介護保険課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  
医療･介護
保険局 2020/6/29

3864
治山・林道用設計積算単価資料 令和2年度　前期（3
７月） 2020 7

水循環・森林・景観環
境部 森林整備課 行政資料 農林水産 農林水産一般 森林整備課

水循環・森
林・景観環
境部 2020/7/1

3865
高齢者の生活・介護等に関する県民調査　調査結果
報告書 2020 3 福祉医療部 介護保険課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良県

医療･介護
保険局 2020/7/2

3866 土地改良事業用設計積算単価資料　令和2年7月 2020 7 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 農林水産 農林水産一般  
食と農の振
興部 2020/7/2

3867 奈良県立高等学校入学者選抜概要　令和3年度 2020 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2020/7/8

3868
参議院議員通常選挙の記録（令和元年7月21日執
行） 2020 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  

その他委員
会など 2020/7/22

3869
令和２年度（8月）土木工事設計積算単価資料(水道
局)　閲覧図書 2020 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2020/7/28

3870 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第156号 2019 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3871 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第157号 2019 6
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3872 青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第158号 2019 11
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3873
薩摩遺跡Ⅲ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第126冊 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3874
勢野東遺跡　奈良県立橿原考古学研究所調査報告
第127冊 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3875
奈良県文化財調査報告書　第184集　毛原廃寺(県道
上笠間八幡名張線道路改良工事に伴う発掘調査報 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3876
奈良県文化財調査報告書　第185集　茅原中ノ坊遺
跡 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3877
平城京左京三条二坊十四坪　奈良県立橿原考古学
研究所調査報告第186集 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3878 奈良県遺跡調査概報　2018年度（第二分冊） 2019 12
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3879 奈良県遺跡調査概報　2019年度（第一分冊） 2020 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3880 橿原考古学研究所年報　45　2018年度 2020 2
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28
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3881 考古学論攷　第43冊　2020　橿原考古学研究所紀要 2020 3
文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3882
ソグド文化の源流を訪ねて（シルクロード東西文化交
流研究事業報告書） 2019 3

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3883
出雲の青銅器祭祀から大和の前方後円墳祭祀へ（第
39回　奈良県立橿原考古学研究所公開講演会　資料 2019 11

文化・教育・くらし創造
部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財

奈良県立橿原考
古学研究所

文化・教育・
くらし創造 2020/7/28

3884 令和3年度　奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要 2020 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2020/7/29

3885 業務報告　令和元年度 2020 6
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター 農林部 2020/7/30

3886 令和2年度　設計業務等標準積算基準書 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2020/8/3

3887 令和2年度　土木工事標準積算基準書　電気通信編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2020/8/3

3888 令和2年度　土木工事標準積算基準書　機械編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2020/8/3

3889 令和2年度　土木工事標準積算基準書　共通編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2020/8/3

3890 令和2年度　土木工事標準積算基準書　河川編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2020/8/3

3891 令和2年度　土木工事標準積算基準書　道路編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般
奈良県土マネジメ
ント部

奈良県土マ
ネジメント部 2020/8/3

3892 奈良県市町村要覧　令和２年度 2020 7 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  2020/8/4
3893 奈良県立医科大学概要　令和2年度 2020 7 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 県関係機関 2020/8/5

3894 市場年報　令和元年度 2020 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産
奈良県中央卸売
市場 農林部 2020/8/5

3895 卸売市場の概要　令和２年7月 2020 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2020/8/5

3896 令和2年度　こんにちは県議会です 2020 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/8/13

3897 奈良県職員録（令和2年7月21日現在） 2020 7 総務部 人事課 行政資料 総合行政 人事・組織・給与 人事課 総務部 2020/8/14

3898 令和２年４月第３４１回臨時奈良県議会会議録 2020 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/9/8

3899 令和２年２月第３４２回定例奈良県議会会議録 2020 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/9/8

3900 第343回定例県議会提出 2020 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/9/9
3901 令和3年度教員採用試験問題及び正答例 2019 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2020/9/11
3902 奈良県歳入歳出決算報告書　令和元年度 2020 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2020/10/1

3903
主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報
告）令和元年度 2020 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2020/10/1

3904
令和元年度　財産に関する調書（美術品等取得基金
運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2020 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2020/10/1

3905
一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　令和
元年度 2020 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2020/10/1

3906
令和2年奈良県地価調査基準地価格一覧及び付近
案内図 2020 9 県土マネジメント部

エネルギー・土地水資
源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部 2020/10/2

3907
奈良医学雑誌　第7１巻第1・2・3号 (Journal of Nara
Medical Association) 2020 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療

奈良医学会・奈良
県立医科大学 県関係機関 2020/10/7

3908
狩猟者必携（ハンターマップ）令和2年度（奈良県鳥獣
保護区等位置図） 2020 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2020/10/21

3909 令和元2度　狩猟者必携（別冊） 2020 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2020/10/21
3910 職員の給与等に関する報告及び勧告　令和２年10月 2020 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  2020/10/22
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3911
奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　令和
元年度 2020 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2020/10/26

3912
治山・林道用設計積算単価資料 令和2年度　後期（１
１月） 2020 11

水循環・森林・景観環
境部 森林整備課 行政資料 農林水産 農林水産一般 森林整備課 農林部 2020/10/28

3913 令和元年度　医療法人決算届（病院） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30
3914 令和元年度　医療法人決算届（診療所№１） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30
3915 令和元年度　医療法人決算届（診療所№２） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30
3916 令和元年度　医療法人決算届（診療所№３） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30
3917 令和元年度　医療法人決算届（診療所№４） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30
3918 令和元年度　医療法人決算届（診療所№５） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30
3919 令和元年度　医療法人決算届（診療所№6） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30

3920 奈良県中央卸売市場　関係法規集 2020 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 総記 例規/通達/法令 中央卸売市場
食と農の振
興部 2020/11/2

3921
職員の給与に関する報告(月例給関係）　平成2年～
平成6年 2020 11 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  2020/11/11

3922 奈良県民手帳　2021 2020 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2020/11/24

3923 令和２年９月第３４３回定例奈良県議会会議録 2020 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会
奈良県議会事務
局

その他委員
会など 2020/11/27

3924
令和２年度　県土マネジメント部建築工事等積算基準
書（令和2年12月1日以降適用） 2020 12 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般

奈良県県土マネジ
メント部

県土マネジ
メント部 2020/12/1

3925 奈良県森林技術センター研究報告　第49号 2020 7
水循環・森林・景観環
境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業

奈良県森林技術
センター

水循環・森
林・景観環
境部 2020/12/1

3926 第３４４回定例県議会提出 2020 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/12/7

3927 交通年鑑　令和元年版 2020 11 その他委員会など 警察本部 統計資料
交通・運輸・
通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部

その他委員
会など 2020/12/9

3928
奈良県のすがた２０２０　令和元年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド 2020 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2020/12/18

3929
奈良県のすがた２０２０令和元年度版　グラフと解説
で見る統計ガイド　概要版 2020 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計)

奈良県の統計・県勢要
覧・指標 奈良県 総務部 2020/12/18

3930 水質汚濁防止法等届出事業場 令和２年3月末現在 2020 3
水循環・森林・景観環
境部 環境政策課 行政資料

環境
水質汚濁  

生活環境部
2021/1/6


