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 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

1 1 たかせ 町制要覧 昭和44年 開架 高瀬町総務課 高瀬町 1969年
1 2 たかせ　　　町制要覧　　昭和54年 高瀬町総務課 高瀬町 1979年
2 ノスタルジック　高瀬町　1993　町勢要覧 開架 高瀬町企画課 高瀬町 1993年
3 1 1994　高瀬町 町勢要覧 資料編 ――― 高瀬町 1994年
3 2 1998　高瀬町 町勢要覧 資料編 ――― 高瀬町 1998年
3 3 2000　高瀬町 町勢要覧 資料編 開架 ――― 高瀬町 2000年
3 4 2002　高瀬町 町勢要覧 資料編 開架 ――― 高瀬町 2002年
3 5 2004　高瀬町　町勢要覧　資料編 開架 ――― 高瀬町 2004年

4 1
瀬戸のグリーントピア・たかせ　21世紀の序曲　prologue　of　21st　C
高瀬町町勢要覧・2001

開架 高瀬町総務企画課企画 高瀬町 2001年

4 2
瀬戸のグリーントピア・たかせ　21世紀の序曲　prologue　of　21st　C
高瀬町町勢要覧・2001　ダイジェスト版

開架 高瀬町総務企画課企画 高瀬町 2001年

5 健康で明るく豊かで住みよい田園都市　●広報たかせ　町制25周年記念号　　たかせ ――― 高瀬町 1980年
6 文化香り高いまち　町制30年のあゆみ　いままでも　そしてこれからも ――― 高瀬町 1985年
7 町制35周年　新庁舎落成ご案内　活力・みどり・そしてふれあい　高たかせ瀬 ――― 高瀬町 1990年
8 新町建設計画書　昭和34年3月 ――― 高瀬町 1959年
9 香川県三豊郡　上高瀬村　勝間村　比地二村　二ノ宮村　麻村　合併申請書 ――― 高瀬町 1955年
10 高瀬町第二次総合計画　～活力、みどり、そしてふれあい高瀬～　昭和61年3月 開架 高瀬町企画課 高瀬町 1986年
11 1996　瀬戸のグリーントピア・たかせ　第三次高瀬町総合計画 開架 高瀬町企画課 高瀬町 1996年
12 1 平成7年度 高瀬町予算及事項別明細書 ――― 高瀬町 1995年
12 2 平成8年度 高瀬町予算及事項別明細書 ――― 高瀬町 1996年
12 3 平成10年度 高瀬町予算及事項別明細書 ――― 高瀬町 1998年
12 4 平成11年度 高瀬町予算及事項別明細書 ――― 高瀬町 1999年
12 5 平成12年度 高瀬町予算及事項別明細書 開架 ――― 高瀬町 2000年
12 6 平成13年度 高瀬町予算及事項別明細書 ――― 高瀬町 2001年
12 7 平成14年度 予算書(当初～補正) 平成14年度 高瀬町予算及事項別明細書 ――― 高瀬町 2003年
12 8 平成15年度 高瀬町予算及事項別明細書 開架 ――― 高瀬町 2003年
12 9 平成16年度 高瀬町予算及事項別明細書 開架 ――― 高瀬町 2004年
12 10 平成17年度　高瀬町予算及事項別明細書 開架 ――― 高瀬町 2005年
13 1 平成9年度 高瀬町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 高瀬町 1998年
13 2 平成10年度 高瀬町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 高瀬町 1999年
13 3 平成11年度 高瀬町一般会計特別会計歳入歳出決算書 開架 ――― 高瀬町 2000年
13 4 平成12年度 高瀬町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 高瀬町 2001年
13 5 平成13年度　高瀬町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 高瀬町 2002年
14 平成17年度　高瀬町一般会計特別会計事業会計歳入歳出決算書 ――― 三豊市 2006年
15 1 平成17年1月施行 会計検査院実地検査調書　(平成13年度分)　(関係市町等分) ――― 香川県 2005年
15 2 平成17年1月施行 会計検査院実地検査調書　(平成14年度分)　(関係市町等分) ――― 香川県 2005年
15 3 平成17年1月施行　会計検査院実地検査調書　(平成15年度分)　(関係市町等分) ――― 香川県 2005年
16 1 高瀬農業振興地域整備計画書 昭和62年6月 開架 ――― 高瀬町 1987年
16 2 高瀬農業振興地域整備計画書　(農業振興地域整備計画策定再編事業に基づく計画書) ――― 高瀬町 1995年
17 香川県　高瀬町　農村資源活用農業構造改善事業　基本計画報告書　平成8年度 開架 ――― 財団法人　農林漁業体験協会 ―――
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18 香川県　高瀬町　地域農業基盤確立支援推進事業　支援活動報告書　平成8年度 開架 ――― 財団法人　農林漁業体験協会 ―――

19
香川県高瀬町麻地区における　農村地域農業構造改善事業について　―　農業構造改
善特別コンサルタント意見書　―　昭和63年3月

――― 財団法人　全国農業構造改善協会 1988年

20
香川県高瀬町における　農業農村活性化推進事業について　―　コンサルタント意見書
―　平成5年12月

――― 財団法人　全国農業構造改善協会 1993年

21
地区再編農業構造改善事業　生産性の高い土地利用型農業と活力のある村づくりをめざ
して　佐股地区の概要

開架 ――― 高瀬町 1992年

22 農村地域農業構造改善事業　麻地区の概要　1995年3月 開架 ――― 高瀬町 1995年

23
地域農業基盤確立農業構造改善事業　(経営基盤確立農業構造改善事業)　施設集約型
の高付加価値農業の確立と瀬戸のグリーントピア　『高瀬地区』の概要　1999年3月

開架 ――― 高瀬町 1999年

24 高瀬町農業経営基盤強化促進基本構想　平成7年3月 開架 ――― 高瀬町 1995年

25 高瀬農協34年のあゆみ　[平成11年度決算報告会資料] ―――
香川県農業協同組合高瀬支部総合企
画室

2000年

26 高瀬町公共下水道事業　基本計画説明書(案)　平成4年3月 ――― 高瀬町 1992年
27 平成3年度　単独県費農業集落排水整備推進事業　高瀬地区基本計画書　平成4年3月 ――― 高瀬町 1992年
28 1 昭和58年度 たかせ　'83社会教育のすすめ方 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
28 2 昭和59年度 たかせ　'84社会教育のすすめ方 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
28 3 昭和62年度 たかせ　'87社会教育のすすめ方 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
28 4 昭和63年度　たかせ　'88社会教育のすすめ方 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
29 1 平成元年度 高瀬の教育 生涯学習への手びき ――― 高瀬町教育委員会 1989年
29 2 平成2年度 高瀬の教育 生涯学習への展望 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
29 3 平成3年度 高瀬の教育 ― 生涯学習の体験を語る ― ――― 高瀬町教育委員会 ―――
29 4 平成4年度 高瀬の教育 ― 生涯学習プログラム ― 開架 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
29 5 平成5年度 高瀬の教育　～生涯学習と学社連携の促進～ 開架 ――― 高瀬町教育委員会 1994年
29 6 平成6年度 高瀬の教育　～今日までの歩みを振り返って～ ――― 高瀬町教育委員会 1995年
29 7 平成7年度　高瀬の教育　～地域社会の教育力～ ――― 高瀬町教育委員会 1996年
30 1 平成8年度 教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 ―――
30 2 平成9年度 教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 ―――
30 3 平成10年度 教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 ―――
30 4 平成11年度 教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 ―――
30 5 Kyouiku no machi TAKASE　2000.4-2001.3　教育の町たかせ 平成12年度 開架 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
30 6 平成13年度 教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 2002年
30 7 平成14年度 教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 2003年
30 8 平成15年度 教育の町たかせ 開架 ――― 高瀬町教育委員会 2004年
30 9 平成16年度　教育の町たかせ ――― 高瀬町教育委員会 2005年

31 平成17年度　教育の町たかせ
三豊市教育委員会　高瀬教
育事務所

三豊市教育委員会 ―――

32 1 明るい町づくりをめざして 人権を守ろう ――― 高瀬町 1993年
32 2 明るい町づくりをめざして 心のカギで扉を開けて ――― 高瀬町 1994年
32 3 明るい町づくりをめざして あなたは、大切な一人だから 開架 ――― 高瀬町 1995年
32 4 明るい町づくりをめざして 冷たいその目が差別です ――― 高瀬町 1997年
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32 5 明るい町づくりをめざして 守れ人権 ――― 高瀬町 1998年
32 6 2000年度　第12号　明るい町づくりをめざして　差別のない世界へ ――― 高瀬町 2001年

33 1 学校要覧　平成14年度　香川県立高瀬のぞみが丘中学校　香川県立高瀬高等学校 ―――
香川県立高瀬のぞみが丘中学校・香川
県立高瀬高等学校

2002年

33 2 学校要覧　2004　香川県立高瀬のぞみが丘中学校　香川県立高瀬高等学校 ―――
香川県立高瀬のぞみが丘中学校・香川
県立高瀬高等学校

2004年

33 3 2010　学校要覧　香川県立高瀬のぞみが丘中学校／香川県立高瀬高等学校 ―――
香川県立高瀬のぞみが丘中学校・香川
県立高瀬高等学校

2010年

34 2012　学校要覧　香川県立高瀬高等学校 ――― 香川県立高瀬高等学校 2012年

35 1
香川県立高瀬のぞみが丘中学校　Takase Nozomigaoka Junior Highshool　個性いきいき
輝く未来　～始めよう自分探しの旅～　平成15年度 学校案内

―――
香川県立高瀬のぞみが丘中学校・香川
県立高瀬高等学校

2003年

35 2
Takase　Nozomigaoka　Junior　High　School　いきいきと学び、新しい自分を見つけよう。
香川県立 高瀬のぞみが丘中学校 平成16年度 学校案内

―――
香川県立高瀬のぞみが丘中学校・香川
県立高瀬高等学校

2004年

35 3 平成18年度　学校案内　自分づくりの旅への出発　香川県立高瀬のぞみが丘中学校 ――― 香川県立高瀬　のぞみが丘中学校 2006年
36 SCHOOL LIFE AT TAKASE　2003　学び語らい、輝く未来を　香川県立高瀬高等学校 ――― 香川県立高瀬高等学校 2003年
37 創立60周年記念式典　平成20年11月16日(日)　香川県立高瀬高等学校 ――― 香川県立高瀬高等学校 2008年
38 平成15年度　学校要覧　香川西高等学校 ――― 香川西高等学校 2003年
39 高瀬町次世代育成支援行動計画　平成17年3月 開架 ――― 高瀬町 2005年

40
人権問題学習資料　21世紀を「人権の世紀」に　～お互いの違いを認め合い、お互いの
人権を尊重すること～

開架 ――― 高瀬町教育委員会 ―――

41 高瀬町老人保健福祉計画　みどりとふれあいのいきいきライフ’21　平成6年3月 開架 ――― 高瀬町 1994年
42 高瀬町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画　平成12年3月 開架 ――― 高瀬町 2000年
43 高瀬町　第3期高齢者保健福祉計画及び第2期介護保険事業計画　平成15年3月 開架 高瀬町福祉保健課 高瀬町 2003年

44
高齢者保健福祉・介護保険に関する実態調査　平成17年3月　高瀬町・山本町・三野町・
豊中町・詫間町・仁尾町・財田町

――― ――― 2005年

45 高齢者保健福祉・介護保険に関する実態調査　資料編 ――― ――― 2005年
46 1 高瀬町地域防災計画 震災対策編 平成8年 開架 ――― 高瀬町防災会議 1996年
46 2 高瀬町地域防災計画 参考資料 平成8年 開架 ――― 高瀬町防災会議 1996年
46 3 高瀬町地域防災計画 平成17年3月修正 開架 ――― 高瀬町防災会議 2005年
46 4 高瀬町地域防災計画 震災対策編 平成17年3月修正 開架 ――― 高瀬町防災会議 2005年
46 5 高瀬町地域防災計画　参考資料　平成17年3月修正 開架 ――― 高瀬町防災会議 2005年
47 平成12年度　高瀬町水道事業会計決算書 ――― 高瀬町 2000年
48 高瀬町の史跡・文化財巡り(第一集) ――― 高瀬町公民館 1996年
49 2000年、高瀬町は町制45周年です。 開架 ――― 高瀬町 2000年
50 高瀬町総合交流ターミナル　たかせ天然温泉　HOT　SPRING　OF　TAKASE 開架 ――― 高瀬町 1996年
51 ハートアンドロマン　TAKASE　豊かなみどり　いにしえの歴史とロマン　心やすらぐ町 高瀬町経済課 高瀬町 ―――
52 Welcome　to　our　beautiful　forest　park　朝日山森林公園　手づくりの森キャンプ場 ――― 高瀬町経済課・朝日山 ―――

53 のぞみ荘 ―――
高瀬町社会福祉協議会・高瀬町老人デ
イサービスセンター「のぞみ荘」

2003年
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54 高瀬町立西香川病院　重度痴呆デイ・ケア　グードリブ ―――
高瀬町立西香川病院　デイ・ケア　「グー
ドリブ」

―――

55 隣保館だより ――― 高瀬町勝間隣保館 1994年
56 四国横断自動車道経過記録　高瀬町高速道路対策協議会 ――― 高瀬町　高速道路対策協議会 ―――
57 「香川評論」改題　ぷれす香川　PRESS　KAGAWA　平成8年・創刊号 大竹輝穂 大竹公明発行者　香川新聞社発行所 1996年
58 三豊地区住民アンケート調査　結果報告書　平成10年10月 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 1998年
59 新市建設計画 開架 ――― 三豊合併協議会 2005年

60
概要版　高瀬町･山本町･三野町･豊中町･詫間町･仁尾町･財田町　合併に向けて　三つ
の豊かさに育まれる田園都市　三豊市　豊かな暮らし、豊かな個性、豊かなこころ

開架 ――― 三豊合併協議会 2005年

61 四国・香川県　三豊　西さぬき観光レジャーガイド 開架 ――― 西さぬき三豊広域観光協議会 ―――

62
2004年度　豊中町人権モデル自治会学習会テキスト
私のためにみんなのために　一人ひとりの意識が変わると　社会が変わります！

開架 ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――

63 三野町保健センター　施設のご案内 ――― 三野町保健センター 1997年
64 施設のご案内　介護予防拠点施設　三野町はつらつセンター ――― 香川県三野町 2003年
65 1 平成3年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 1992年
65 2 平成4年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 1993年
65 3 平成6年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 1995年
65 4 平成8年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 1997年
65 5 平成9年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 1998年
65 6 平成10年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 1999年
65 7 平成11年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 2000年
65 8 平成12年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 2001年
65 9 平成13年度教育助成 教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2002年
65 10 平成14年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 2003年
65 11 平成15年度教育助成 教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2004年
65 12 平成16年度教育助成 教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2005年
65 13 平成17年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 2006年
65 14 平成18年度教育助成 教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2007年
65 15 平成19年度教育助成 教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2008年
65 16 平成20年度教育助成 教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2009年
65 17 平成21年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 2010年
65 18 平成22年度教育助成 教育研究集録 ――― 三豊・観音寺教育会 2011年
65 19 平成23年度教育助成　教育研究集録 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 2012年

66
豊かな学力を育てる学習指導のあり方を求めて　―　「学びの楽しさ」を味わえる生徒の育
成　―
平成15年度　三豊地区中学校教育研究会総合研究会　発表要項　詫間町立詫間中学校

――― 詫間町立詫間中学校 2003年

67 1 平成15年度 研究紀要 開架 ――― 三観地区小学校長会 ―――
67 2 平成16年度　研究紀要 ――― 三観地区小学校長会 ―――

68 1 平成15年度　三小研　研究集録　第39集 開架 ―――
三観地区小学校教育研究会・香川県小
学校教育研究会三観支部

2004年
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68 2 平成16年度　三小研　研究集録　第40集 ―――
三観地区小学校教育研究会・香川県小
学校教育研究会三観支部

2005年

69 平成16年度　研究のまとめ　(事業実績報告) ――― 三豊保育研究会 2005年

70 1 平成15年度　読書感想文集　第41集
三観地区小学校教育研究会
学校図書館部

三観地区小学校教育研究会　学校図書
館部

2003年

70 2 平成16年度　読書感想文集　第42集 開架
三観地区小学校教育研究会
学校図書館部

――― 2004年

71 1 同和問題啓発資料集　(昭和51年度～昭和63年度) ――― 香川県生活環境部同和対策総室 1999年
71 2 同和問題啓発資料集　(平成元年度～平成10年度) ――― 香川県生活環境部同和対策総室 1999年
71 3 同和問題啓発資料集　(平成元年度～平成12年度) ――― 香川県生活環境部同和対策総室 2001年
72 人権・同和問題啓発資料集　(平成15・16年度) ――― 香川県政策部人権・同和政策課 2005年
73 1 同和教育関係補助金便覧 Ⅰ就学進学奨励事業 Ⅱ 同和教育振興事業等 ――― 香川県教育委員会事務局同和教育課 1995年
73 2 平成9年度 同和教育関係補助金便覧 ――― 香川県教育委員会事務局同和教育課 1997年
73 3 平成12年度 同和教育関係補助金便覧 ――― 香川県教育委員会事務局同和教育課 2000年
73 4 平成13年度　同和教育関係補助金便覧 ――― 香川県教育委員会事務局同和教育課 2001年
74 高等学校同和教育指導資料集　同和教育実践の広がりと深まりを　平成9年3月 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1997年
75 1 ふるさとに学ぶ ― やさしさ・たくましさ ― 香川県同和教育研究協議会 香川県同和教育研究協議会 1998年
75 2 ふるさとに学ぶⅡ　―　やさしさ・たくましさ　― 香川県同和教育研究協議会 香川県同和教育意研究協議会 2002年
76 1 同和対策施策の概要 平成11年度 ――― 香川県 ―――
76 2 同和対策施策の概要 平成12年度 ――― 香川県 2000年
76 3 同和対策施策の概要　平成13年度 ――― 香川県 ―――
77 1 同和対策・関連施策の概要 平成14年度 ――― 香川県 ―――
77 2 同和対策・関連施策の概要 平成15年度 ――― 香川県 ―――
77 3 同和対策・関連施策の概要 平成16年度 ――― 香川県 ―――
77 4 同和対策・関連施策の概要　平成17年度 ――― 香川県 ―――
78 1 平成6年度 地域改善対策高等学校等奨学資金のしおり ――― 香川県教育委員会 1994年
78 2 平成7年度 地域改善対策高等学校等奨学資金のしおり ――― 香川県教育委員会 1995年
78 3 平成17年度 地域改善対策高等学校等奨学資金のしおり　(13年度以前からの継続貸与 ――― 香川県教育委員会 2005年
78 4 平成17年度 地域改善対策高等学校等奨学資金のしおり　(14年度以降の新規貸与者 ――― 香川県教育委員会 2005年
78 5

平成18年度 地域改善対策高等学校等奨学資金のしおり　(14年度以降の継続貸与者
用)

――― 香川県教育委員会 2006年
79 学校評価サポートブック　―　明日からの学校づくりのために　―　平成16年2月 ――― 香川県教育センター 2004年

80
平成15年度研究成果報告　調査研究2(学習指導)　確かな学力の向上を目指す　香川型
教材の開発と活用

――― 香川県教育センター 2004年

81
平成15年度研究成果報告　調査研究3(教育相談)　不登校への対応における　学校と適
応指導教室の望ましい連携の在り方

――― 香川県教育センター 2004年

82 不登校児童生徒の保護者に対する調査　報告書 ―――
不登校に関する研究会
代表：お茶の水女子大学大学院人間文
化研究科助教授　伊藤美奈子

2003年

83 1 平成15年度 香川県小中学校教頭会研究紀要 かがやき ― 第3号 ― ――― 香川県小中学校教頭会事務局 ―――
83 2 平成16年度　香川県小中学校教頭会研究紀要　かがやき　―　第4号　― ――― 香川県小中学校教頭会事務局 ―――
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84
平成17・18年　「香川県幼児教育振興プログラムの推進に関する調査研究報告書」から
かかわる　つながる　ひろがる　平成19年4月

――― 香川県教育委員会 2007年

85
平成16年度　香川県立中学校入学者選抜実施細目　平成16年度　香川県立中学校入学
者選抜要綱

――― 香川県教育委員会 2004年

86 平成16年度　香川県立中学校入学者　募集要項　参考資料　出願書類 ――― 香川県教育委員会 2004年
87 平成21年度　香川県公立高等学校入学者選抜実施細目 ――― 香川県教育委員会・高松市教育委員会 ―――
88 愛育のあゆみ　香川県母子愛育連合会創立30周年記念誌 ――― 香川県母子愛育連合会 2001年
89 保健婦の　感染症マニュアル　平成13年3月 ――― 香川県観音寺保健所 2001年
90 1 平成14年 香川県感染症発生動向調査報告書 ――― 香川県健康福祉部薬務感染症対策課 2003年
90 2 平成16年　香川県感染症発生動向調査報告書 ――― 香川県健康福祉部薬務感染症対策課 2005年
91 看護の現状　平成16年刊行 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2004年
92 平成16年度　保健師等老人介護臨床研修　(感想文集) ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2004年

93 平成16年度　香川県市町保健師研修会　抄録・資料 ―――
香川県　香川県国民健康保険団体連合
会

2005年

94 平成16年度　保健活動実践報告集　平成17年3月 ――― 西讃保健福祉事務所 2005年
95 平成16年度　新任保健師研修パートⅡ報告書　平成17年3月 ――― 香川県西讃保健福祉事務所 2005年

96 児童福祉施設給食関係　調査研究抄録　(平成12年) ―――
財団法人　児童育成協会児童給食事業
部

2001年

97 1 平成9年 農作業料金・農業労賃に関する調査結果の概要 平成10年3月 ――― 香川県農業会議 1998年
97 2 平成10年 農作業料金・農業労賃に関する調査結果の概要 平成11年3月 ――― 香川県農業会議 1999年
97 3 平成13年 農作業料金・農業労賃に関する調査結果の概要 平成14年3月 ――― 香川県農業会議 2002年
97 4 平成14年 農作業料金・農業労賃に関する調査結果の概要 平成15年3月 ――― 香川県農業会議 2003年
97 5 平成15年 農作業料金・農業労賃に関する調査結果の概要 平成16年3月 ――― 香川県農業会議 2004年
97 6 平成16年　農作業料金・農業労賃に関する調査結果の概要　平成17年3月 ――― 香川県農業会議 2005年

98
調査研究資料 第326号 農作業料金・農業労賃に関する調査結果 ― 平成15年 ―
(概要)

――― 全国農業会議所　調査室 2005年

99 農業生産法人の要件の見直し　(農林水産省構造改善局)　平成11年4月 ――― 香川県農業会議 1999年
100 農業者年金制度改正関係資料　(全国農業会議所)　平成11年4月 ――― 香川県農業会議 1999年

101
農業者年金制度の見直しをめぐる情勢と組織対応について　(全国農業会議所)　平成11
年5月

――― 香川県農業会議 1999年

102 1 平成11年度事業実施細目 平成11年6月1日 ――― 香川県農業会議 1999年
102 2 平成20年度事業実施細目　平成20年6月6日 ――― 香川県農業会議 2008年

103 1
(全国農業新聞普及対策資料)　平成9年　田畑売買価格調査等に関する調査結果　(概
要) 平成10年2月

――― 全国農業会議所 1998年

103 2
(全国農業新聞普及対策資料)　田畑売買価格等に関する調査結果　―　平成15年　―
(概要)

――― 全国農業会議所 2004年

104 1 平成7年度 田畑売買価格等に関する調査結果 平成8年3月 ――― 香川県農業会議 1996年
104 2 平成9年度 田畑売買価格等に関する調査結果 平成10年3月 ――― 香川県農業会議 1998年
104 3 平成12年度 田畑売買価格等に関する調査結果 平成13年3月 ――― 香川県農業会議 2001年
104 4 平成13年度 田畑売買価格等に関する調査結果 平成14年3月 ――― 香川県農業会議 2002年
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104 5 平成14年度 田畑売買価格等に関する調査結果 平成15年3月 ――― 香川県農業会議 2003年
104 6 平成15年度 田畑売買価格等に関する調査結果 平成16年3月 ――― 香川県農業会議 2004年
104 7 平成16年度　田畑売買価格等に関する調査結果　平成17年3月 ――― 香川県農業会議 2005年
105 1 平成11年度 農林水産施策の概要 ――― 香川県農林水産部 ―――
105 2 平成14年度　農林水産施策の概要 ――― 香川県農林水産部 ―――
106 平成9年度　家畜保健衛生業績発表会集録 ――― 香川県農林水産部畜産課 ―――
107 1 香川県畜産試験場研究報告 第37号 平成14年8月 香川県畜産試験場 香川県畜産試験場 石川智 2002年
107 2 香川県畜産試験場研究報告　第39号　平成16年10月 香川県畜産試験場 香川県畜産試験場　桒島正徳 2004年
108 1 香川県内 家畜飼養頭羽数調査 ――― 香川県農林水産部畜産課 2000年
108 2 平成8年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農林水産部畜産課 1996年
108 3 平成9年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農林水産部畜産課 1997年
108 4 平成10年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農林水産部畜産課 1998年
108 5 平成12年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農林水産部畜産課 2000年
108 6 平成13年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農林水産部畜産課 2001年
108 7 平成14年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農林水産部畜産課 2002年
108 8 平成15年2月1日現在 香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農政水産部畜産課 2003年
108 9 平成16年2月1日現在　香川県内家畜飼養頭羽数調査 ――― 農政水産部畜産課 2004年
109 1 平成15年度 水産施策の概要 ――― 香川県農政水産部水産課 2003年
109 2 平成16年度 水産施策の概要 ――― 香川県農政水産部水産課 2004年
109 3 平成17年度　水産施策の概要 ――― 香川県農政水産部水産課 2005年
110 時期内陸工業団地造成事業に係る　環境影響評価方法書　平成12年7月 ――― 香川県 2000年

111 PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック　平成12年度パイロット事業の結果から (社)　環境情報科学センター
環境省総合環境政策局環境保健部環
境安全課

2001年

112
香川県環境基本計画　人と自然とが共生する　田園都市にふさわしい潤いと安らぎに満ち
た　快適な環境の創造に向けて

香川県　生活環境部　環境局
環境・土地政策課

香川県　生活環境部　環境局　環境・土
地政策課

1997年

113 県土地利用に関する施策の現況と課題　平成8年3月 ――― 香川県企画部地域計画課 1996年

114 1 県土地利用に関する施策の現状と課題　平成10年3月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1998年

114 2 県土地利用に関する施策の現状と課題　平成11年3月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1999年

114 3 県土地利用に関する施策の現状と課題　平成14年3月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2002年

114 4 県土地利用に関する施策の現状と課題 平成15年3月 ――― 香川県環境部環境・水政策課 2003年
114 5 県土地利用に関する施策の現状と課題　平成16年3月 ――― 香川県環境森林部環境・水政策課 2004年
115 1 香川県第七期住宅建設五箇年計画　(平成8年度～平成12年度) 平成8年 ――― 香川県 1996年
115 2 香川県第八期住宅建設五箇年計画　(平成13年度～平成17年度)　平成13年 ――― 香川県 2001年
116 香川県公共賃貸住宅建替促進計画　(建て替えの推進に関する方針)　平成5年度 ――― 香川県 1993年

117 都市計画法に基づく　開発許可の手引　平成6年10月　(平成11年12月　一部補訂) 香川県土木部都市計画課
香川県土木部都市計画課・香川県都市
計画協会

1994年

118 都市計画法に基づく　開発許可の手引　平成17年3月
香川県土木部建築課建築指
導室

香川県土木部建築課建築指導室 2005年
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119 香川県特定優良賃貸住宅制度の手引き　平成11年3月 香川県土木部住宅課 香川県土木部住宅課 1999年

120
香川県住宅マスタープラン　豊かさを実感できる住宅・住環境の創出に向けて　平成8年3
月

――― 香川県土木部住宅課 1996年

121 香川県住宅マスタープラン　住みつづけたい郷土香川のすまいづくり　平成13年3月 ――― 香川県土木部住宅課 2001年
122 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例　事前協議制度事務取扱要領　平成15年3月 ――― 香川県みどり保全課 2003年
123 1 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例 事前協議の手引き 平成15年3月 ――― 香川県みどり保全課 2003年
123 2 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例　事前協議の手引き　平成16年2月 ――― 香川県みどり保全課 2004年

124
中山間地域等直接支払による地域の活性化にむけて　―　各地域における取り組み事例
を中心に　―　平成13年3月

――― 香川県・香川県農業構造改善協会 2001年

125 香川県市町合併促進要綱　平成12年4月 香川県総務部市町振興課 香川県総務部　市町振興課 2000年
126 1 香川県市町合併事務ガイドブック 基本編 香川県総務部市町振興課 香川県総務部 市町振興課 2001年

126 2 香川県市町合併事務ガイドブック　基本編　<改訂版>
香川県総務部市町振興課(政
策部地域振興課)

香川県総務部市町振興課(政策部地域
振興課)

2002年

127 1 香川県市町合併事務ガイドブック Q＆A編 香川県総務部市町振興課 香川県総務部市町振興課 2001年

127 2 香川県市町合併事務ガイドブック　Q＆A編　<改訂版>
香川県総務部市町振興課(政
策部地域振興課)

香川県総務部市町振興課(政策部地域
振興課)

2002年

128
香川県　津田町・大川町・志度町・寒川町及び長尾町合併の記録　さぬき市誕生までの歩
み

香川県さぬき市 香川県さぬき市志度 2002年

129 残したい香川の水環境50選 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 2001年
130 1 CALENDAR 2002　残したい香川の水環境50選 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 2001年
130 2 CALENDAR 2003　残したい香川の水環境50選 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 2002年
131 1 水生生物による水質調査結果 平成4年度 ――― 香川県 ―――
131 2 水生生物による水質調査結果 平成11年度 開架 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 ―――
131 3 水生生物による水質調査結果 平成12年度 開架 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 ―――
131 4 水生生物による水質調査結果　平成16年度 開架 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 ―――
132 香川県地震被害想定調査の概要　平成9年8月 ――― 香川県 1997年
133 平成15年　消防防災年報　〔平成16年度刊行〕 ――― 香川県総務部　危機管理課 2005年
134 香川大学　平成16年台風災害調査団報告書 ――― 香川大学平成16年台風災害調査団 2004年
135 1 再審査結果状況　(香川県計)　(平成13年1月～平成13年3月分) 平成13年5月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
135 2 再審査結果状況　(香川県計)　(平成13年4月～平成13年6月分) 平成13年8月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
135 3 再審査結果状況　(香川県計)　(平成13年7月～平成13年9月分) 平成13年11月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
135 4 再審査結果状況　(香川県計)　(平成13年10月～平成13年12月分) 平成14年2月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
135 5 再審査結果状況　(香川県計)　(平成14年1月～平成14年3月分) 平成14年5月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
135 6 再審査結果状況　(香川県計)　(平成14年4月～平成14年6月分) 平成14年8月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
135 7 再審査結果状況　(香川県計)　(平成14年7月～平成14年9月分) 平成14年11月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
135 8 再審査結果状況　(香川県計)　(平成14年10月～平成14年12月分) 平成15年2月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
135 9 再審査結果状況　(香川県計)　(平成16年1月分～平成16年3月分) 平成16年5月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
135 10 再審査結果状況　(香川県計)　(平成16年4月分～平成16年6月分) 平成16年8月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
135 11 再審査結果状況　(香川県計)　(平成16年7月分～平成16年9月分) 平成16年11月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
135 12 再審査結果状況　(香川県計)　(平成16年10月分～平成16年12月分)　平成17年2月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2005年
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136 1 再審査結果状況　(全国計)　(平成13年1月分～平成13年3月分) 平成13年5月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
136 2 再審査結果状況　(全国計)　(平成13年4月分～平成13年6月分) 平成13年8月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
136 3 再審査結果状況　(全国計)　(平成13年7月分～平成13年9月分) 平成13年11月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
136 4 再審査結果状況　(全国計)　(平成13年10月分～平成13年12月分) 平成14年2月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
136 5 再審査結果状況　(全国計)　(平成14年1月分～平成14年3月分) 平成14年5月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
136 6 再審査結果状況　(全国計)　(平成14年4月分～平成14年6月分) 平成14年8月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
136 7 再審査結果状況　(全国計)　(平成14年7月分～平成14年9月分) 平成14年11月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
136 8 再審査結果状況　(全国計)　(平成14年10月分～平成14年12月分) 平成15年2月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2003年
136 9 再審査結果状況　(全国計)　(平成16年1月分～平成16年3月分) 平成16年5月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
136 10 再審査結果状況　(全国計)　(平成16年4月分～平成16年6月分) 平成16年8月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
136 11 再審査結果状況　(全国計)　(平成16年7月分～平成16年9月分) 平成16年11月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
136 12 再審査結果状況　(全国計)　(平成16年10月分～平成16年12月分)　平成17年2月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2005年
137 1 再審査結果状況関係帳票　(全国計)　(平成12年10月～平成13年3月分) 平成13年6月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
137 2 再審査結果状況関係帳票　(全国計)　(平成13年4月～平成13年9月分) 平成13年12月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2001年
137 3 再審査結果状況関係帳票　(全国計)　(平成13年10月～平成14年3月分) 平成14年6月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2002年
137 4 再審査結果状況関係帳票　(全国計)　(平成14年4月～平成14年9月分) 平成14年12月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2003年
137 5 再審査結果状況関係帳票　(全国計)　(平成15年10月～平成16年3月分) 平成16年6月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
137 6 再審査結果状況関係帳票　(全国計)　(平成16年4月～平成16年9月分)　平成16年12月 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2004年
138 事業概要　平成15年度 ――― 社会保険診療報酬支払基金 2003年
139 平成19年　保健統計年報 ――― 香川県 2009年
140 1 香川県市町行政要覧 平成9年1月 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1997年
140 2 香川県市町行政要覧 平成13年3月 香川県総務部市町振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2001年
140 3 香川県市町行政要覧 平成15年2月 香川県政策部地域振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2003年
140 4 香川県市町行政要覧　平成16年2月 香川県政策部自治振興課 財団法人　香川県市町村振興協会 2004年
141 香川県の地籍調査　平成13年12月 ――― 香川県農林水産部　農林水産企画課 2001年
142 三豊地域　畜産環境基本調査報告書　平成11年3月 ――― 中国四国農政局 2001年
143 農産関係補助事業要綱要領集　平成11年度版 ――― 香川県農林水産部農業生産流通課 2001年

144 1 香川の薬物乱用状況　―　平成14年版　― ―――
香川県
香川県薬物乱用対策推進本部

2002年

144 2 香川の薬物乱用状況　―　平成15年版　― ―――
香川県
香川県薬物乱用対策推進本部

2003年

145 引田町閉町記念誌 引田町 引田町 2003年
146 まんでがん　平成13年度市町振興課研修生論文集 ――― 香川県総務部市町振興課 2002年

147 1
せんきょの記録　昭和61年7月6日執行　衆議院議員総選挙　参議院議員通常選挙　最高
裁判所裁判官国民審査

――― 香川県選挙管理委員会 1987年

147 2
せんきょの記録　昭和61年8月31日執行　香川県知事選挙　香川県議会議員補欠選挙
(高松市・大川郡・綾歌郡選挙区)

――― 香川県選挙管理委員会 1986年

147 3
せんきょの記録　昭和62年4月12日執行　香川県議会議員選挙　昭和62年4月26日執行
統一市町選挙

――― 香川県選挙管理委員会 ―――

147 4 せんきょの記録 平成元年7月23日執行 参議院議員通常選挙 ――― 香川県選挙管理委員会 1986年
147 5 せんきょの記録 平成2年2月18日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審 ――― 香川県選挙管理委員会 1990年
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147 6
せんきょの記録　平成2年8月26日執行　香川県知事選挙　香川県議会議員補欠選挙
(丸亀市・大川郡選挙区)

――― 香川県選挙管理委員会 1990年

147 7
せんきょの記録　平成3年4月7日執行　香川県議会議員選挙　平成3年4月21日執行　統
一市町選挙

――― 香川県選挙管理委員会 1991年

147 8 せんきょの記録 平成4年7月26日執行 参議院議員通常選挙 ――― 香川県選挙管理委員会 1992年
147 9 せんきょの記録 平成5年7月18日執行 参議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審 ――― 香川県選挙管理委員会 1993年
147 10 せんきょの記録 平成6年8月26日執行 香川県知事選挙 ――― 香川県選挙管理委員会 1994年

147 11
せんきょの記録　平成7年4月9日執行　香川県議会議員選挙　平成7年4月23日執行　統
一市町選挙

――― 香川県選挙管理委員会 1995年

147 12 せんきょの記録 平成7年7月23日執行 参議院議員通常選挙 ――― 香川県選挙管理委員会 1996年

147 13
せんきょの記録　平成11年4月11日執行　香川県議会議員選挙　平成11年4月25日執行
統一市町選挙

――― 香川県選挙管理委員会 1999年

147 14 せんきょの記録 平成12年6月25日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審 ――― 香川県選挙管理委員会 2001年
147 15 せんきょの記録 平成13年7月29日執行 参議院議員通常選挙 ――― 香川県選挙管理委員会 2002年

147 16
せんきょの記録　平成14年8月25日執行　香川県知事選挙　香川県議会議員補欠選挙
(善通寺市選挙区)

――― 香川県選挙管理委員会 2002年

147 17
せんきょの記録　平成15年4月13日執行　香川県議会議員選挙　平成15年4月27日執行
統一市町選挙

――― 香川県選挙管理委員会 2003年

147 18 せんきょの記録　平成16年7月11日執行　参議院議員通常選挙 ――― 香川県選挙管理委員会 2004年
148 1 香川の交通 平成10年 香川県警察本部交通部 香川県警察本部 ―――
148 2 香川の交通　平成13年 香川県警察本部交通部 財団法人　香川県交通安全協会 2001年
149 讃岐之國伝承紀行　香川の伝統的工芸品 ――― 香川県商工労働部産業振興課 ―――
150 1 香川イベントガイドブック　2003　春夏号　2003.4～2003.9 ――― わがかがわ観光推進協議会 2003年
150 2 香川イベントガイドブック 秋冬号　2003.10～2004.3 ――― わがかがわ観光推進協議会 2003年
150 3 香川イベントガイドブック 秋冬号　2004.10～2005.3 ――― 香川県・わがかがわ観光推進協議会 2004年
150 4 香川イベントガイドブック　2005　春夏号　2005.4～2005.9 ――― 香川県・わがかがわ観光推進協議会 2005年
150 5 香川イベントガイドブック　春夏号　2006.4～2006.9 ――― 香川県・わがかがわ観光推進協議会 2006年

151 1 心あたたまる福祉のまちづくり　高瀬町地域福祉活動計画書 ―――
社会福祉法人　高瀬町社会福祉協議会
高瀬町地域福祉活動計画策定委員会

1999年

151 2 心あたたまる福祉のまちづくり　高瀬町地域福祉活動計画書 ―――
社会福祉法人　高瀬町社会福祉協議会
高瀬町地域福祉活動計画策定委員会

2001年

152 保育所の歌・園章制定記念　35年のあゆみ　たかせ ――― 高瀬町立高瀬中央保育所 2000年
153 1 人権をみんなのものにするために 人権を大切にしよう ――― 高瀬町 ―――
153 2 人権をみんなのものにするために 思いやりを大切に! 開架 ――― 高瀬町 ―――
153 3 人権をみんなのものにするために　一人一人の人権大切に! 開架 ――― 高瀬町 ―――
154 幸せな未来のために　同和問題学習資料 開架 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
155 香川県同和地区実態把握調査(高瀬町調査分) ――― 高瀬町 2000年

156 香川県同和地区実態把握調査　(調査速報) ―――
香川県同和地区実態把握調査実行委
員会

―――

157 1 歴史の闇にいま光が当たる 福田村事件の真相 千葉福田村事件真相調査会 千葉福田村事件真相調査会 2001年
157 2 歴史の闇にいま光が当たる 福田村事件の真相 第一集 千葉福田村事件真相調査会 千葉福田村事件真相調査会 2001年
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157 3 関東大震災の悲劇に学ぶ　福田村事件の真相　第二集
「福田村事件の真相」編集委
員会

千葉福田村事件真相調査会 2002年

158 1 別冊スティグマ　福田村事件　関東大震災時の行商人虐殺　第14号
『別冊スティグマ』編集委員会
編集責任 武田和夫

社団法人千葉県人権啓発センター 2001年

158 2 別冊スティグマ　福田村事件・Ⅱ　80年を経て高まる関心　第15号
『別冊スティグマ』編集委員会
編集人　森すぐる

社団法人千葉県人権啓発センター
発行人　藤島高

2003年

159 1 第二回福田村事件報告会 ――― 福田村事件真相調査会 2001年
159 2 第3回福田村事件報告会資料 ――― 福田村事件真相調査会 2002年
160 高松結婚差別裁判の真相 香川県人権研究所 香川県人権研究所 2004年
161 香川県同和地区実態調査　報告書　平成2年11月調査 ――― 香川県同和問題実態調査推進委員会 1992年
162 1 同和問題意識調査報告書 昭和57年12月調査 香川県民生部同和対策室 香川県民生部同和対策室 1983年
162 2 同和問題意識調査報告書 平成7年12月調査 ――― 香川県 1996年
162 3 同和問題意識調査報告書　平成12年12月調査 ――― 香川県 2001年
163 人権問題に関する意識調査報告書　平成10年6月調査 香川県同対策総室 香川県同対策総室 1999年
164 「人権尊重のまちづくり」に向けた自治体施策の集約　～2001年4月～ ――― 香川県人権研究所　第5部会 2001年
165 1 第35回　1994年度総会資料 ――― 香川県同和教育研究協議会 1994年
165 2 第37回　1996年度総会資料 ――― 香川県同和教育研究協議会 1996年
165 3 第38回　1997年度総会資料 ――― 香川県同和教育研究協議会 1997年
165 4 第40回　1999年度 総会資料 ――― 香川県同和教育研究協議会 1999年
165 5 2001年度 第42回総会資料 ――― 香川県同和教育研究協議会 2001年
165 6 2002年度 第43回総会資料 ――― 香川県同和教育研究協議会 2002年
165 7 2004年度 第45回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2004年
165 8 2005年度 第46回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2005年
165 9 2006年度 第47回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2006年
165 10 2007年度 第48回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2007年
165 11 2008年度 第49回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2008年
165 12 2009年度 第50回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2009年
165 13 2010年度　第51回総会資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2010年
166 香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例　解説　平成8年6月 ――― 香川県 1996年
167 1 同和問題啓発視聴覚教材の手引き 平成10年3月 ――― 香川県生活環境部同和対策総室 1998年
167 2 同和問題啓発視聴覚教材の手引き　平成12年3月 ――― 香川県生活環境部同和対策総室 2000年
168 1 人権・同和問題啓発視聴覚教材の手引き 平成14年3月 ――― 香川県生活環境部同和対策総室 2002年
168 2 人権・同和問題啓発視聴覚教材の手引き　平成16年3月 ――― 香川県政策部人権・同和政策課 2004年
169 一般施策活用資料集　～地区住民の自立と自己実現を支援するために～　平成15年8月 ――― 香川県 2003年
170 指導力不足等教員などへの対応マニュアル ――― 香川県教育委員会 ―――
171 外国人子女・帰国子女指導資料　日本語の学習2 「日本語の学習　2」作成委員 香川県教育委員会 1996年

172 外国人子女・帰国子女指導資料　日本語の学習　理科偏　平成10年度
「日本語の学習　理科偏」作
成委員会

香川県教育委員会 2001年

173 1 平成15年度 新しく教員となったみなさんへ ― 小・中学校初任者研修資料 ― ――― 香川県教育委員会事務局 義務教育課 2003年
173 2 平成16年度　新しく教員となったみなさんへ　―　小・中学校初任者研修資料　― ――― 香川県教育委員会事務局　義務教育課 2004年
174 1 平成15年度 初任者研修の手引 ――― 香川県教育委員会事務局 義務教育課 2003年
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174 2 平成16年度 初任者研修の手引 ――― 香川県教育委員会事務局 義務教育課 2004年
174 3 平成17年度　初任者研修の手引 ――― 香川県教育委員会事務局　義務教育課 ―――
175 1 平成15年度 幼稚園新規採用教員研修の手引き(実施要項) ――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2003年
175 2 平成16年度 幼稚園新規採用教員研修の手引き(実施要項) ――― 香川県教育委員会 香川県 2004年
175 3 平成17年度　幼稚園新規採用教員研修の手引(実施要項) ――― 香川県教育委員会 2005年
176 1 幼児と共に在る教師 平成4年度幼稚園新規採用教員研修資料 香川県教育委員会義務教育 ――― 1992年

176 2 幼児と共に在る教師　平成7年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 1995年

176 3 幼児と共に在る教師　平成9年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 1997年

176 4 幼児と共に在る教師　平成10年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 1998年

176 5 幼児と共に在る教師　平成11年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 1999年

176 6 幼児と共に在る教師　平成12年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 2000年

176 7 幼児と共に在る教師　平成14年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局
義務教育課

――― 2002年

176 8 幼児と共に在る教師　平成15年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局
義務教育課

――― 2003年

176 9 幼児と共に在る教師　平成16年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 2004年

176 10 幼児と共に在る教師　平成17年度幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 2005年

176 11 幼児と共に在る教師　幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 2006年

176 12 幼児と共に在る教師　幼稚園新規採用教員研修資料
香川県教育委員会事務局義
務教育課

――― 2007年

177 1 美しい郷土香川の水環境創り 水環境再生・創出ガイドブック 平成12年12月 ――― 香川県 2000年

177 2
美しい郷土香川の水環境創り　(水環境再生・創出ガイドブック)　参考資料　平成12年12
月

――― 香川県 2000年

178 1 香川県ごみ処理広域化計画書 平成11年3月 ――― 香川県 1999年
178 2 香川県ごみ処理広域化計画　《資料編》　平成11年3月 ――― 香川県 1999年

179 企業活動のための　環境法令ガイドブック ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2002年

180 平成11年度　香川県産業廃棄物実態調査報告書(概要版)　(平成10年度実績) ―――
香川県生活環境部環境局廃棄物対策
課

1999年

181 廃棄物埋立処分場利用の手引き ――― 財団法人　香川県環境保全公社 ―――
182 香川県公害防止条例関係規程集 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 ―――

183 香川県知事の許可を受けた　産業廃棄物処理業者名簿　平成9年3月1日現在 ―――
香川県廃棄物対策課　社団法人　香川
県産業廃棄物協会

1997年
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184
香川県知事・高松市長の許可を受けた　産業廃棄物処理業者名簿　平成14年3月1日現
在

―――
香川県廃棄物対策課　高松市産業廃棄
物対策室　社団法人　香川県産業廃棄
物協会

2002年

185 災害救助法等施行事務の概要　平成6年7月 ――― 香川県民生部社会福祉課 1994年

186 50年史
香川県土地改良事業団体連
合会

香川県土地改良事業団体連合会 2008年

187 桜ロマンの里，三野'92　農業農村活性化推進事業　資料　お母さんの味みーつけた ――― 三野町 1992年
188 日本型薬膳百選　ふるさとの食材を使った健康料理 開架 ――― 三野町 1998年
189 薬草研究の栞 大見薬草研究会 大見薬草研究会 1990年

190
時をめぐる海の路　新瀬戸内紀行　瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会10周年記念図
書

瀬戸内・海の路ネットワーク事
務局

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 2001年

191 料理コンクール優秀作品レシピ集&香川の農産物知っ得情報Ⅱ 香川県 香川県 ―――
192 香川みとよ遊BOOK ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 2002年
193 1 交通事故相談概要 平成13年度 ――― 香川県政策部交通政策課 2002年
193 2 交通事故相談概要 平成14年度 ――― 香川県政策部交通政策課 2003年
193 3 交通事故相談概要 平成15年度 ――― 香川県政策部交通政策課 2004年
193 4 交通事故相談概要　平成16年度 ――― 香川県政策部交通政策課 2005年
194 香川の農林水産業　平成14年3月 ――― 香川県農林水産部 2002年
195 1 平成14年度 交通安全対策推進重点 ――― 香川県交通安全県民会議 ―――
195 2 平成16年度　交通安全対策推進重点 ――― 香川県交通安全県民会議 ―――
196 1 平成14年度 市町の交通安全対策推進状況 平成14年5月 ――― 香川県政策部交通政策課 2002年
196 2 平成15年度 市町の交通安全対策推進状況 平成15年5月 ――― 香川県政策部交通政策課 2003年
196 3 平成16年度 市町の交通安全対策推進状況 ――― 香川県政策部交通政策課 2004年
196 4 平成17年度　市町の交通安全対策推進状況 ――― 香川県政策部交通政策課 2005年
197 豊中町町村合併50周年　閉町記念式典 ――― 豊中町 2005年
198 1 香川県子ども読書活動推進計画 平成15年7月 ――― 香川県 2003年
198 2 香川県子ども読書活動推進計画　平成20年2月 ――― 香川県 2008年
199 平成16年度　育成のあゆみ ――― 仁尾町少年育成センター ―――
200 仁尾町次世代育成支援行動計画　平成17年3月 ――― 仁尾町 2005年

201
障害者・高齢者の権利擁護とよりよい生活を目指して～消費者被害に見る障害者・高齢者
の地域生活支援の課題～　平成15年度県民福祉セミナー報告書

――― 香川県社会福祉協議会 ―――

202 第50回香川県社会福祉大会　【記念講演】 ――― 香川県社会福祉協議会 2003年
203 香川県人権保育連絡協議会会員等一覧　(2009年4月現在) ――― 香川県人権保育連絡協議会 ―――
204 2008年度　三豊市人権啓発　【初版】短歌集　若竹 開架 ――― 三豊市人権啓発短歌集検討委員会 2009年
205 1 平成14年度 課題研究 ――― 香川県立笠田高等学校 ―――
205 2 平成15年度　課題研究 開架 ――― 香川県立笠田高等学校 ―――
206 研究集録　七宝　第20号　平成13・14年度 農業クラブ会長 香川県立笠田高等学校農業クラブ 2003年
207 平成14年度　研究集録　第24号 ――― 香川県立笠田高等学校　高木泰造 2003年
208 閉園記念誌　さようなら豊中町立上高野幼稚園　平成14年3月閉園 開架 ――― 豊中町立上高野幼稚園 ―――
209 閉園記念　平成14年3月　豊中町立比地大幼稚園　修了児名簿 開架 ――― 豊中町立比地大幼稚園 ―――
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210 平成14年3月　閉園記念誌 開架 記念誌編集委員 豊中町立笠田幼稚園 ―――
211 1 灯　52号 「灯」編集委員会 香川県立観音寺第一高等学校定時制 2005年
211 2 灯 第58号 「灯」編集委員会 香川県立観音寺第一高等学校定時制 2011年
211 3 灯　第59号 「灯」編集委員会 香川県立観音寺第一高等学校定時制 2012年
212 集　第45号 笠田高等学校文化委員会 笠田高等学校生徒会 2003年
213 高瀬町の文化財 開架 高瀬町文化財保護協会 高瀬町教育委員会 1986年

214 香川の障害児教育の歩み　(日本特殊教育百年記念) ―――
香川県障害児教育記念行事実行委員
会

1978年

215 1 香川県体育協会史
香川県体育協会史編集委員
会

財団法人　香川県体育協会 1984年

215 2 香川県体育協会史　―　財団法人設立30周年　―
香川県体育協会史編纂委員
会

財団法人　香川県体育協会 2002年

216 香川県農業教育史
香川県農業教育史編集委員
会

香川県高等学校教育研究会農業部会 1985年

217 幼稚園教育百年記念誌　香川の幼稚園教育のあゆみ 香川県幼稚園教育研究会 香川県幼稚園教育研究会 1977年
218 小学校のすがた 香川県小学校長会 香川県小学校長会 1981年
219 小学校の教育 香川県小学校長会 ――― 1985年
220 讃岐の藩札　―　県立図書館展示のものを中心として　― 草薙金四郎 香川県立図書館 1959年
221 香川の指定文化財一覧 ――― 香川県教育委員会 ―――
222 1 文化財協会報 昭和55年度 特別号 ――― 香川県文化財保護協会 1981年
222 2 文化財協会報 平成13年度 特別号 香川県文化財保護協会 香川県文化財保護協会 2002年
222 3 文化財協会報 平成19年度 特別号 香川県文化財保護協会 香川県文化財保護協会 2008年
222 4 文化財協会報　平成20年度　特別号 香川県文化財保護協会 香川県文化財保護協会 2009年
223 香川県の近世社寺建築　近世社寺建築緊急調査報告書　1981 ――― 香川県教育委員会 1981年
224 香川県の民謡　民謡緊急調査報告書 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1981年
225 1 県民便利帳 香川県 ――― 香川県広聴広報課 1984年
225 2 県民便利帳 ――― 香川県広聴広報課 2000年

226 香川県の学校給食　学校給食法制定30周年記念　―　1984　― ―――
香川県教育委員会・財団法人　香川県
学校給食会

1985年

227 1 実施計画　(昭和60～62年度) ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 ―――
227 2 実施計画　(平成9～11年度) 開架 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 ―――
227 3 実施計画　(平成10～12年度) ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 ―――
227 4 実施計画　(平成15～17年度) ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 ―――
227 5 実施計画　(平成16～18年度) ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 ―――
227 6 実施計画　(平成17～19年度) 開架 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 ―――
228 実施計画　(平成20～22年度) ――― 三観広域行政組合 ―――
229 明治百年記念　郷土にかがやいた先人の面影 ――― 香川県文化財保護協会三豊支部 1969年

230 1 昭和50年8月　豊中町文化財調査報告　第4集 開架 ―――
豊中町教育委員会・豊中町文化財保護
委員会

1975年
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230 2 昭和58年7月　豊中町文化財調査報告　第5集 ―――
豊中町教育委員会・豊中町文化財保護
委員会

1983年

231
豊中町文化財調査報告集第2集　宮脇遺跡　―　団体営土地改良総合整備事業(玉池地
区)にかかる調査　―　1986年3月

――― 香川県豊中町教育委員会 1986年

232 昭和60年版　犯罪と交通 ―――
高瀬地区防犯協会連合会・高瀬地区交
通対策連絡協議会・高瀬警察署

1985年

233 矢ノ岡2号石棺　発掘調査報告書　1986年3月 ――― 高瀬町教育委員会 1986年

234 昭和48年11月　三野町文化財資料
三野町文化財保護協会　代
表者　大平小三郎

――― 1973年

235 大浜遺跡発掘調査概要　1981.3 ――― 詫間町教育委員会 1981年
236 山本町の方言 ――― 山本町教育委員会 1976年
237 やまもと風土記 ――― 山本町 1984年

238 写真集　讃岐のまつり ―――
発行者　安川満俊
発行所　讃岐写真作家の会

1970年

239 写真集　失なわれゆく郷土(ふるさと) ―――
発行者　安川満俊
発行所　讃岐写真作家の会

1971年

240 自伝「戦雲」(第2輯)　時代の趨勢 林　明 ――― 1987年

241
平成4年度　香川県PTA委嘱研究発表大会　三豊郡PTA指導者研修会　心豊かなたくまし
い子どもの育成をめざすPTA活動　―　思いやりがあり心身ともにたくましい子どもの育成
―

―――
香川県PTA連絡協議会・三豊郡PTA連
絡協議会

1992年

242 みとよ子育て応援！ハンドブック 開架 ――― 社会福祉法人　三豊市社会福祉協議会 ―――

243 東四国国体の手引 ―――
第48回国民体育大会香川県実行委員
会

―――

244 家庭と地域で学校週5日制を考える ――― 香川県教育委員会 1992年
245 1 一人ひとりが自分らしく輝くために 三豊市男女共同参画プラン 平成20年3月 開架 三豊市政策部企画課 三豊市 2008年

245 2
一人ひとりが自分らしく輝くために　三豊市男女共同参画プラン　ダイジェスト版　平成20
年3月

開架 三豊市政策部企画課 三豊市 2008年

246 1 第2次 三豊市男女共同参画プラン　(平成25年度～平成29年度) 平成25年3月 開架 三豊市政策部企画財政課 三豊市 2013年
246 2 ダイジェスト版　第2次　三豊市男女共同参画プラン　(平成25年度～平成29年度) 開架 三豊市政策部企画財政課 三豊市 2013年
247 瀬戸内圏研究センター報告書　平成22－23年度　(平成25年3月) ――― 香川大学　瀬戸内圏研究センター 2013年
248 平成16年度　いくせい ――― 高瀬地区少年育成センター 2005年
249 1 平成18年度 いくせい ――― 三豊市少年育成センター ―――
249 2 平成19年度 いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター ―――
249 3 平成20年度 いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター 2009年
249 4 平成21年度 いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター 2010年
249 5 平成22年度 いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター ―――
249 6 平成23年度 いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター ―――
249 7 平成24年度 いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター ―――
249 8 平成25年度　いくせい 開架 ――― 三豊市少年育成センター ―――
250 特定歴史公文書等の解綴・再製本に伴う資料形態別留意事項調査報告書 ――― 有限会社　東京修復保存センター 2013年
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251 瀬戸内海観光と国際芸術祭
香川大学瀬戸内圏研究セン
ター

株式会社　美功社 2012年

252 四国徧禮道指南(しこくへんろみちしるべ)　―　読み下し文と解説　―
稲田道彦
香川大学瀬戸内圏研究セン
ター

株式会社　美功社 2013年

253 1 香川近代史研究 創刊号　2013年3月 香川近代史研究会 香川近代史研究会 2013年
253 2 香川近代史研究　第2号　2014年3月 香川近代史研究会 香川近代史研究会 2014年
254 1 平成6年度 学校保健統計 ――― 香川県教育委員会事務局保健体育課 ―――
254 2 平成7年度 学校保健統計 ――― 香川県教育委員会事務局保健体育課 ―――
254 3 平成9年度　学校保健統計 ――― 香川県教育委員会事務局保健体育課 ―――

255 1 平成10年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 2 平成11年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 3 平成12年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 4 平成13年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 5 平成14年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 6 平成15年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 7 平成16年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 8 平成17年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 9 平成18年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 10 平成19年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 11 平成20年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 12 平成21年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 13 平成22年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

255 14 平成23年度　香川県学校保健統計調査 ―――
香川県教育委員会事務局保健体育課
香川県学校保健会

―――

256 1 平成6年度 研究集録　(第17号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 ―――
256 2 平成7年度 研究集録　(第18号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 1996年
256 3 平成8年度 研究集録　(第19号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 1997年
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256 4 平成9年度 研究集録　(第20号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 1998年
256 5 平成10年度 研究集録　(第21号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 1999年
256 6 平成11年度 研究集録　(第22号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2000年
256 7 平成12年度 研究集録　(第23号) 開架 ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2001年
256 8 平成13年度 研究集録　(第24号) 開架 ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2002年
256 9 平成14年度 研究集録　(第25号) 開架 ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2003年
256 10 平成15年度 研究集録　(第26号) 開架 ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2004年
256 11 平成16年度 研究集録　(第27号) 開架 ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2005年
256 12 平成17年度 研究集録　(第28号) 開架 ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2006年
256 13 平成18年度　研究集録　(第29号) ――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2007年
257 1 平成3年度 研究集録 第1号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 2 平成4年度 研究集録 第2号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 3 平成5年度 研究集録 第3号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 4 平成6年度 研究集録 第4号 ――― 三豊地区幼稚園長会 1995年
257 5 平成7年度 研究集録 第5号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 6 平成8年度 研究集録 第6号 開架 ――― 三豊地区幼稚園長会 1996年
257 7 平成9年度 研究集録 第7号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 8 平成10年度 研究集録 第8号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 9 平成11年度 研究集録 第9号 ――― 三豊地区幼稚園長会 1999年
257 10 平成12年度 研究集録 第10号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 11 平成13年度 研究集録 第11号 ――― 三豊地区幼稚園長会 ―――
257 12 平成14年度 研究集録 第12号 開架 ――― 三豊地区幼稚園長会 2003年
257 13 平成15年度 研究集録 第13号 開架 ――― 三豊地区幼稚園長会 2004年
257 14 平成16年度 研究集録 第14号 開架 ――― 三豊地区幼稚園長会 2005年
257 15 平成17年度 研究集録 第15号 ――― 三豊地区幼稚園長会 2006年
257 16 平成18年度　研究集録　第16号 ――― 三豊地区幼稚園長会 2007年
258 1 平成18年度 研究集録 第1号 ――― 三豊市幼稚園 2007年
258 2 平成19年度 研究集録　(第2号) 開架 ――― 三豊市幼稚園 ―――
258 3 平成20年度 研究集録　(第3号) ――― 三豊市幼稚園 ―――
258 4 平成21年度 研究集録　(第4号) 開架 ――― 三豊市幼稚園 ―――
258 5 平成22年度 研究集録　(第5号) 開架 ――― 三豊市幼稚園 ―――
258 6 平成23年度　研究集録　(第6号) ――― 三豊市幼稚園研究会 ―――

259 1 平成6年度　研究集録 ―――
香川県小学校教育研究会　三豊・観音
寺支部第六区

1995年

259 2 平成16年度　研究集録 ―――
香川県小学校教育研究会　三豊・観音
寺支部第六区

―――

260 1 幼稚園教育　1980 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1980年
260 2 幼稚園教育　1983 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1983年
260 3 幼稚園教育　1985 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1985年
260 4 幼稚園教育　1986 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1986年
260 5 幼稚園教育　1987 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1987年
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260 6 幼稚園教育　1988 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1988年
260 7 幼稚園教育 昭和63年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1989年
260 8 幼稚園教育 平成2年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1991年
260 9 幼稚園教育 平成3年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1992年
260 10 幼稚園教育 平成4年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1993年
260 11 幼稚園教育 平成5年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1994年
260 12 幼稚園教育 平成9年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1998年
260 13 幼稚園教育 平成10年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1999年
260 14 幼稚園教育 平成11年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2000年
260 15 幼稚園教育 平成12年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2001年
260 16 幼稚園教育 平成13年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2002年
260 17 幼稚園教育 平成14年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2003年
260 18 幼稚園教育 平成15年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2004年
260 19 幼稚園教育 平成16年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2005年
260 20 幼稚園教育 平成17年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2006年
260 21 幼稚園教育 平成18年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2007年
260 22 幼稚園教育 平成19年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2008年
260 23 幼稚園教育 平成20年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2009年
260 24 幼稚園教育 平成21年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2010年
260 25 幼稚園教育 平成22年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2011年
260 26 幼稚園教育　平成23年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 2012年
261 1 平成8年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 2 平成9年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 3 平成10年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 4 平成11年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 5 平成14年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 6 平成15年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 7 平成16年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 8 平成18年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 9 平成21年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 10 平成22年度 香川県幼稚園教育研究会 研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
261 11 平成23年度　香川県幼稚園教育研究会　研究推進計画 ――― 香川県幼稚園教育研究会 ―――
262 1 平成12年度 管内市町の子育てサークル一覧 ――― 香川県観音寺保健所 2000年
262 2 平成13年度　管内市町の子育てサークル一覧 ――― 香川県観音寺保健所 2001年

263 1
平成17年度　三豊総合病院組合事業決算書　病院事業会計　介護老人保健施設事業会
計

――― 三豊総合病院組合 2006年

263 2
平成21年度　三豊総合病院組合事業決算書　病院事業会計　介護老人保健施設事業会
計

――― 三豊総合病院組合 2010年

264 ふれ愛ファミリー　おでかけスポットinみとよ ――― 三豊市愛育会 2007年
265 震災の手引 ――― 香川県教育委員会 1996年
266 1 学校保健安全管理の手引(四訂版) ――― 香川県教育委員会事務局保健体育課 1998年
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266 2 学校保健安全管理の手引(五訂版) ――― 香川県教育委員会事務局保健体育課 2005年

267 全国家庭教育フォーラムinかがわ　報告書 ―――
全国家庭教育フォーラム　香川県実行
委員会

2005年

268 1 平成12年度 教育施策の概要 香川県教育委員会総務課 香川県教育委員会 2000年
268 2 平成14年度 教育施策の概要 香川県教育委員会総務課 香川県教育委員会 2002年
268 3 平成15年度 教育施策の概要 香川県教育委員会総務課 香川県教育委員会 2003年
268 4 平成16年度 教育施策の概要 香川県教育委員会総務課 香川県教育委員会 2004年

268 5 平成17年度　教育施策の概要
香川県教育委員会事務局総
務課

香川県教育委員会 2005年

268 6 平成18年度　教育施策の概要
香川県教育委員会事務局総
務課

香川県教育委員会 2006年

268 7 平成20年度　教育施策の概要
香川県教育委員会事務局総
務課

香川県教育委員会 2008年

268 8 平成22・23年度　教育施策の概要 ――― 香川県教育委員会 ―――

269 香川子育て支援情報誌　すくすく ―――
財団法人　香川県児童・青少年健全育
成事業団

―――

270 家庭教育状況調査　《報告書》　平成18年11月 ―――
香川県教育委員会　［香川県教育委員
会事務局生涯学習課］

2006年

271 1
文部科学省調査研究事業　香川県教育委員会委託事業　平成15年度就学前教育と小学
校の連携に関する総合的調査研究 ― 中間報告書 ―

――― 香川県教育委員会 2004年

271 2
文部科学省調査研究事業　香川県教育委員会委託事業　平成15・16年度　就学前教育
と小学校の連携に関する総合的調査研究　―　最終報告書　―

――― 香川県教育委員会 2005年

272
文部科学省委託事業　学校支援地域本部事業　学校支援ボランティア推進事業報告書
こころ、育む。　地域で育てる、学校支援ボランティア。

香川県学校支援ボランティア
推進協議会

香川県学校支援ボランティア推進協議
会

2011年

273 1 平成21年度　家庭教育力充実推進事業　事業報告書 ―――
香川県教育委員会事務局生涯学習・文
化財課

2010年

273 2 平成22年度　家庭教育力充実推進事業　事業報告書 ―――
香川県教育委員会事務局生涯学習・文
化財課

2011年

274 平成20年度　子どもの生活リズムを向上させる活動実践事例集 ―――
香川県教育委員会事務局生涯学習・文
化財課

2009年

275
幼・小一貫の道徳性育成の計画と実践　―　心に響く地域道徳教育を目指して　―　(第1
集)

――― 香川県小学校道徳教育研究会 2003年

276
平成14・15年度香川県小学校教育研究会道徳部会指定　豊浜小学校研究発表会　研究
紀要

――― 豊浜町立豊浜小学校 2003年

277
平成15年度　香川県小学校教育研究会道徳部会研究発表会要項　研究主題　自分を振
り返りながら，共に輝く子どもを育成する道徳教育

―――
香川県小学校教育研究会　香川県小学
校教育研究会道徳部会　豊浜町立豊浜
小学校

2003年

278
平成19・20年度文部科学省「幼児教育の改善・充実調査研究」委託研究　研究紀要　表
現する力を養い、創造性を豊かにする活動　豊かな感性・表現力を生きる力につなげる教
育活動の創造

――― 香川県観音寺市教育委員会 ―――
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279
文部科学省委託　平成19年度幼稚園における教育課題に対応した実践的研究　研究集
録　Ⅲ表現する力を養い、創造性を豊かにする活動　豊かな感性・表現力を生きる力につ
なげる教育活動の創造　《一年次》

――― 香川県観音寺市教育委員会 ―――

280 1 視聴覚教材目録　16ミリフィルム ビデオテープ　2000年度総合版 ――― 三豊地区視聴覚教育協議会 ―――
280 2 視聴覚教材目録　2005年度総合版 ――― 三豊地区視聴覚教育協議会 ―――
281 1 平成10年度 視聴覚教材追加目録　【16ミリ教材編】　【ビデオ教材編】 ――― 三豊地区視聴覚教育協議会 ―――
281 2 平成13年度 視聴覚教材追加目録　【16ミリ教材編】　【ビデオ教材編】 ――― 三豊地区視聴覚教育協議会 ―――
281 3 平成18年度　視聴覚教材追加目録 ――― 三豊地区視聴覚教育協議会 ―――
282 1 平成20年度 視聴覚教材追加目録 開架 ――― 三豊・観音寺地区視聴覚教育協議会 ―――
282 2 平成21年度　視聴覚教材追加目録 ――― 三豊・観音寺地区視聴覚教育協議会 ―――
283 1 香川の障害児教育要覧 平成8年度 香川教育委員会障害児教育 ――― 1996年
283 2 香川の障害児教育要覧 平成9年度 香川教育委員会障害児教育 ――― 1997年
283 3 香川の障害児教育要覧 平成10年度 香川教育委員会障害児教育 ――― 1998年
283 4 香川の障害児教育要覧 平成11年度 香川教育委員会障害児教育 ――― 1999年

283 5 香川の障害児教育要覧　平成12年度
香川教育委員会事務局障害
児教育課

――― 2000年

283 6 香川の障害児教育要覧　平成13年度
香川教育委員会事務局障害
児教育課

――― 2001年

283 7 香川の障害児教育要覧　平成14年度
香川教育委員会事務局障害
児教育課

――― 2002年

283 8 香川の障害児教育要覧　平成15年度
香川教育委員会事務局障害
児教育課

――― 2003年

283 9 香川の障害児教育要覧　平成16年度
香川教育委員会事務局障害
児教育課

――― 2004年

284
幼稚園教員の資質向上について　―　自ら学ぶ幼稚園教員のために　―　幼稚園教員の
資質向上に関する調査研究協力者会議報告書　平成14年6月24日

―――
幼稚園教員の資質向上に関する調査研
究協力者会議

2002年

285 1 第24回三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会
香川県教育委員会事務局三豊出張所

1994年

285 2 第27回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会
香川県教育委員会事務局三豊教育事

―――

285 3 第28回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会
香川県教育委員会事務局三豊教育事

―――

285 4 第29回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 開架 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局三豊教育事

―――

285 5 第30回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 開架 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局三豊教育事

―――

285 6 第31回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 開架 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局三豊教育事

―――

285 7 第32回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局西讃教育事

―――
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285 8 第33回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局西讃教育事

―――

285 9 第34回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 開架 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局西讃教育事
務所

―――

285 10 第35回　三豊地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局西讃教育事
務所

―――

286 1 第36回　三観地区教職員県外合同視察研修　報告書 ―――
三観地区市教育委員会連絡協議会・香
川県教育委員会事務局西讃教育事務

―――

286 2 第37回 三観地区教職員県外合同視察研修 報告書 開架 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――
286 3 第38回 三観地区教職員県外合同視察研修 報告書 開架 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――
286 4 第39回 三観地区教職員県外合同視察研修 報告書 開架 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――
286 5 第40回 三観地区教職員県外合同視察研修 報告書 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――
286 6 第41回 三観地区教職員県外合同視察研修 報告書 開架 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――
286 7 第42回　三観地区教職員県外合同視察研修　報告書 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――

287 1 平成9年度保育研究部まとめ　研究主題　幼児の発達にふさわしい環境を考える ―――
香川県幼稚園教育研究会研究部　保育
研究部

―――

287 2 平成10年度保育研究部まとめ　研究主題　幼児の発達にふさわしい環境を考える ―――
香川県幼稚園教育研究会研究部　保育
研究部会

―――

287 3 平成11年度保育研究部まとめ　研究主題　幼児の発達にふさわしい環境を考える ―――
香川県幼稚園教育研究会研究部　保育
研究部会

―――

287 4 平成12年度保育研究部まとめ　研究主題　幼児の発達にふさわしい環境を考える ―――
香川県幼稚園教育研究会研究部　保育
研究部会

―――

288
平成13年度保育研究指導資料部まとめ　研究主題　幼児の発達にふさわしい環境と援助
の在り方

―――
香川県幼稚園教育研究会研究部　保育
研究指導資料部会

2002年

289 1
平成9年度　幼稚園教育指導資料　生きる力の基礎を培う幼稚園教育の在り方　―　幼児
が自ら生活に必要な習慣や態度を身に付けていくための援助について ―

香川県幼稚園教育研究会 ――― 1998年

289 2
平成10年度　幼稚園教育指導資料　生きる力の基礎を培う幼稚園教育の在り方　―　集
団とのかかわりの中で，幼児自らが自己発揮と自己抑制のバランスを身に付けていくように
なるための援助について ―

香川県幼稚園教育研究会 ――― 1999年

289 3
平成12年度　幼稚園教育指導資料　生きる力の基礎を培う幼稚園教育の在り方　―　幼
児の主体的活動が確保され，自ら発達に必要な経験が得られるための指導計画作成につ
いて　―

香川県幼稚園教育研究会 ――― 2001年

290 再建五拾周年記念誌　平成21年11月28日 三豊・観音寺教育会 ――― 2009年

291 1
平成6年度　研究紀要　あゆみ　豊かな心をもち、主体的に生活に取り組む幼児を育てる
放送教育を進めよう

――― 香川県幼稚園視聴覚教育研究会 1995年

291 2
平成7年度　研究紀要　あゆみ　楽しい生活や遊びを共につくり出す子供の育成をめざし
た放送・視聴覚教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

1996年

291 3
平成9年度　研究紀要　あゆみ　心揺さぶり，遊びの楽しさや喜びが実感できる放送教育を
進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

1998年
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291 4
平成10年度　研究紀要　あゆみ　心揺さぶり，遊びの楽しさや喜びが実感できる放送教育
を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

1999年

291 5
平成11年度　研究紀要　あゆみ　心揺さぶり，遊びの楽しさや喜びが実感できる放送教育
を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚研究
部会

2000年

291 6
平成12年度　研究紀要　あゆみ　豊かな感性を培い，遊びの楽しさや喜びが実感できる放
送教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚研究
部会

2001年

291 7
平成13年度　研究紀要　あゆみ　豊かな感性を培い，いきいきと生活を広げていくための
放送教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚研究
部会

2002年

292 1
平成14・15年度　香川県教育委員会委託事業　研究主題　小学校入学以降の学校教育
全体の生活や学習の基盤を培う幼稚園教育の在り方 ― 道徳性の芽生えを培うために

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2004年

292 2
平成16年度　香川県教育委員会委託事業　研究主題　道徳性の芽生えを培う幼稚園教
育の在り方 ― 生命を大切にする心を育てるために ―

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2005年

292 3
平成17年度　香川県教育委員会委託事業　研究主題　幼児期にふさわしい知的発達を
促す教育の在り方　―　豊かな体験を通して、考えたり、試したり、工夫したりする態度や意
欲を培うための環境について考える ―

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2006年

292 4
平成18年度　香川県教育委員会委託事業　研究主題　幼児期にふさわしい知的発達を
促す教育の在り方　―　豊かな体験を通して、考えたり、試したり、工夫したりする態度や意
欲を培うための環境について考える ―

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2007年

292 5
平成19年度　香川県教育委員会委託事業　研究主題　幼児期にふさわしい知的発達を
促す教育の在り方　―　豊かな体験を通して、考え、工夫し、表現しようとする態度や意欲
を培うための環境について考える ―

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2008年

292 6
平成21年度　香川県教育委員会委託事業　人とかかわる力を育てる教育の在り方　―　生
活に根ざした言葉を育てるための環境構成について考える ―

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2010年

292 7
平成23年度　香川県教育委員会委託事業　研究主題　幼児が自ら環境にかかわり遊びこ
むための環境構成の在り方について考える　―　幼児の主体性と教師の意図性　―

―――
香川県幼稚園教育研究会　保育研究指
導資料部会

2012年

293 香川県同教50周年記念誌(別冊)　香川の部落史
香川県人権・同和教育研究協
議会50周年記念誌編集委員
会

香川県人権・同和教育研究協議会 2012年

294 1 昭和55年度 同和教育シリーズ№12 同和教育の手引 みんなですすめる同和教育 ――― 香川県同和教育研究協議会 1980年

294 2
昭和56年度　同和教育シリーズ№13　同和教育の手引　みんなでとりくむ同和教育　―
幼児をもつ家庭の同和教育 ―

――― 香川県同和教育研究協議会 1982年

294 3
1988年度　同和教育シリーズ№20　同和教育の手引　みんなでとりくむ同和教育　同和教
育の考え方・進め方

――― 香川県同和教育研究協議会 1989年

294 4 1995年度 同和教育シリーズ№27 みんなでとりくむ同和教育 ― 紙芝居、劇、語り ― ――― 香川県同和教育研究協議会 1996年
294 5 1996年度 同和教育シリーズ№28 みんなでとりくむ同和教育 ― 伝承・文化 ― ――― 香川県同和教育研究協議会 1996年
294 6 1997年度 同和教育シリーズ№29 みんなでとりくむ同和教育 ― 紙芝居・歴史・劇 ― ――― 香川県同和教育研究協議会 1997年
294 7 1998年度 同和教育シリーズ№30 みんなでとりくむ同和教育 ― 紙芝居・劇・歴史 ― ――― 香川県同和教育研究協議会 1998年
294 8 1999年度 同和教育シリーズ№31 みんなでとりくむ同和教育 ― ふるさとに学ぶ ― ――― 香川県同和教育研究協議会 1999年

294 9
2000年度　同和教育シリーズ№32　みんなでとりくむ同和教育　―　紙芝居・歴史・総合学
習 ―

――― 香川県同和教育研究協議会 2000年
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294 10
2001年度　同和教育シリーズ№33　みんなでとりくむ同和教育　―　紙芝居・総合学習・人
材育成 ―

――― 香川県同和教育研究協議会 2001年

294 11
2002年度　同和教育シリーズ№34　みんなでとりくむ同和教育　―　パネルシアター・人権
学習・人権ポスター ―

――― 香川県同和教育研究協議会 2002年

294 12
2003年度　人権・同和教育シリーズ№35　みんなでとりくむ人権・同和教育　―　読み聞か
せ・総合的な学習の時間・ロングホームルーム・人権パンフレット ―

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 田山棟信

2003年

294 13
2004年度　人権・同和教育シリーズ№36　みんなでとりくむ人権・同和教育　―　紙芝居・
自主活動・部落問題学習・啓発資料 ―

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 森山亮

2004年

294 14
2005年度　人権・同和教育シリーズ№37　みんなでとりくむ人権・同和教育　―　紙芝居、
人権・部落問題学習、啓発資料 ―

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 森山亮

2005年

294 15
2006年度　人権・同和教育シリーズ№38　みんなでとりくむ人権・同和教育　―　紙芝居、
人権・部落問題学習、啓発資料　―

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長　森山亮

2006年

295 ねつとひかり　(実践のまとめ)　1995年3月 ――― 香同教・幼保部会 1995年

296 1 ねつとひかり　1997年度　第6号 ―――
香川県幼稚園教育研究会同和教育部
会　香川県私立幼稚園同和教育研究部
会 高松市立公立保育所保育研究会

1998年

296 2 ねつとひかり　1998年度 第7号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 1999年
296 3 ねつとひかり　1999年度 第8号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2000年
296 4 ねつとひかり　2000年度 第9号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2001年
296 5 ねつとひかり　2001年度 第10号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2002年
296 6 ねつとひかり　2002年度 第11号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2003年
296 7 ねつとひかり　2003年度 第12号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2004年
296 8 ねつとひかり　2004年度 第13号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2005年
296 9 ねつとひかり　2005年度 第14号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2006年
296 10 ねつとひかり　2006年度 第15号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2007年
296 11 ねつとひかり　2007年度 第16号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2008年
296 12 ねつとひかり　2008年度 第17号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2009年
296 13 ねつとひかり　2009年度 第18号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2010年
296 14 ねつとひかり　2010年度 第19号 ――― 香川県幼稚園教育研究会同和教育部 2011年
296 15 ねつとひかり　2011年度　第20号 ―――

香川県幼稚園教育研究会同和教育部
会他

2012年
297 1 同和教育資料 平成4年 ――― 香川県教育委員会 1992年
297 2 同和教育資料 平成6年 ――― 香川県教育委員会 1994年
297 3 同和教育資料 平成7年 ――― 香川県教育委員会 1995年
297 4 同和教育資料 平成8年 ――― 香川県教育委員会 1996年
297 5 同和教育資料 平成9年 ――― 香川県教育委員会 1997年
297 6 平成11年度 同和教育資料 ――― 香川県教育委員会 ―――
297 7 平成12年度 同和教育資料 ――― 香川県教育委員会 2000年
297 8 平成13年度　同和教育資料 ――― 香川県教育委員会 2001年

298 1 平成14年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2002年
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298 2 平成15年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2003年

298 3 平成16年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2004年

298 4 平成17年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2005年

298 5 平成18年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2006年

298 6 平成19年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2007年

298 7 平成20年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2008年

298 8 平成21年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2009年

298 9 平成23年度　人権・同和教育資料
香川県教育委員会事務局人
権・同和教育課

香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2011年

299 1 同和教育関係資料 平成9年10月 ――― 香川県教育委員会 1997年
299 2 同和教育関係資料　(第2号)　平成11年8月 ――― 香川県教育委員会 1999年
300 1 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №20　1982.3.1 ――― ――― 1982年
300 2 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №25　1987.4.1 ――― ――― 1987年
300 3 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №27　1989.3.20 ――― ――― 1989年
300 4 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №33　1995年3月 ――― ――― 1995年
300 5 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №34　1996年3月 ――― ――― 1996年
300 6 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №35　1997年3月 ――― ――― 1997年
300 7 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №36　1998年3月 ――― ――― 1998年
300 8 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報 ― №37　1999年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1999年
300 9 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報№38 ― ― 研究紀要23号 ―　2000 ――― 香川県同和教育研究協議会 2000年
300 10 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報№39 ― ― 研究紀要24号 ―　2001 ――― 香川県同和教育研究協議会 2001年
300 11 同和教育 ― 香川県同和教育研究協議会会報№40 ― ― 研究紀要25号 ―　2002 ――― 香川県同和教育研究協議会 2002年

300 12
人権・同和教育　―香川県人権・同和教育研究協議会会報№42―　―研究紀要第27号
―　2004年3月

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 田山棟信

2004年

300 13
人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№43　―　―　研究紀要第
28号 ―　2005年3月

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 森山亮

2005年

300 14
人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№44　―　―　研究紀要第
29号 ―　2006年3月

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 森山亮

2006年

300 15
人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№45　―　―　研究紀要第
30号 ―　2007年3月

―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 森山亮

2007年

300 16 人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№46　―　2008年3月 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 高木泰造

2008年

300 17 人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№47　―　2009年3月 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 高木泰造

2009年
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300 18 人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№48　―　2010年3月 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 今城和夫

2010年

300 19 人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№49　―　2011年3月 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　会
長 今城和夫

2011年

300 20 人権・同和教育　―　香川県人権・同和教育研究協議会会報№50　―　2012年3月 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会 会
長 今城和夫

2012年

301 1 1997年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 1998年

301 2 1998年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 1999年

301 3 1999年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2000年

301 4 2000年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2001年

301 5 2001年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2002年

301 6 2002年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2003年

301 7 2003年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2004年

301 8 2004年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2005年

301 9 2005年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 2006年

301 10 2006年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県人権・同和教育進路促
進委員会

香川県人権・同和教育進路促進委員会 2007年

301 11 2007年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県人権・同和教育進路促
進委員会

香川県人権・同和教育進路促進委員会 2008年

301 12 2008年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県人権・同和教育進路促
進委員会

香川県人権・同和教育進路促進委員会 2009年

301 13 2009年度　会報　明日への確かな進路保障をめざして
香川県人権・同和教育進路促
進委員会

香川県人権・同和教育進路促進委員会 2010年

302 2004年度　別冊　会報　進路状況
香川県同和教育進路促進委
員会

香川県同和教育進路促進委員会 ―――

303 詫間町文化協会の歩み ――― 三豊市文化協会詫間支部 2009年

304
教員のための特別支援教育ガイドブック 発達障害のある子どもたちを豊かに支えるため
に

―――
香川県教育委員会事務局特別支援教
育課

2009年

305
特別支援教育推進体制モデル事業報告　(平成15・16年度　文部科学省委嘱事業から)
―　推進地域(高松市)小・中学校における取り組みを中心に　―　平成17年3月

――― 香川県教育委員会障害児教育課 2005年

306 かがわ特別支援教育推進プラン　平成19年3月 ―――
香川県教育委員会事務局特別支援教
育課

2007年



26

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

307 かがわ特別支援教育推進プラン　平成19年3月 ―――
香川県教育委員会事務局特別支援教
育課

2007年

308 1 香川の特別支援教育要覧　平成17年度
香川教育委員会事務局障害
児教育課

――― 2005年

308 2 香川の特別支援教育要覧　平成18年度
香川県教育委員会事務局障
害児教育課

――― 2006年

308 3 香川の特別支援教育要覧　平成19年度
香川県教育委員会事務局特
別支援教育課

――― 2007年

308 4 香川の特別支援教育要覧　平成20年度
香川県教育委員会事務局特
別支援教育課

――― 2008年

308 5 香川の特別支援教育要覧　平成21年度
香川県教育委員会事務局特
別支援教育課

――― 2009年

308 6 香川の特別支援教育要覧　平成22年度
香川県教育委員会事務局特
別支援教育課

――― 2010年

308 7 香川の特別支援教育要覧　平成23年度
香川県教育委員会事務局特
別支援教育課

――― 2011年

309 1 生涯学習データバンク　～生涯学習 自分でつくる 豊かな人生～　<団体・グループ編> ――― 香川県生涯教育推進本部 1990年
309 2 生涯学習データバンク　～生涯学習 自分でつくる 豊かな人生～　<学習機会編> ――― 香川県生涯学習推進本部 1991年
309 3 生涯学習データバンク　～生涯学習 自分でつくる 豊かな人生～　<施設編> ――― 香川県生涯学習推進本部 1994年
309 4 生涯学習データバンク　《指導者編》 ――― 香川県生涯学習推進本部 1992年
310 1 生涯学習データバンク　～生涯学習 自分でつくる 豊かな人生～　<施設編> 第三版 ――― 香川県教育委員会 1997年
310 2 生涯学習データバンク　～生涯学習　自分でつくる　豊かな人生～　<指導者編>　第三版 ――― 香川県教育委員会 1996年

311
校内研修サポートブック　これからの校内研修の在り方　―　RVとコーチングによる学校の
活性化　―　平成

――― 香川県教育センター 2007年

312 1
平成19年度研究成果報告書　調査研究1(校内研修)　これからの校内研修の在り方　―
授業を変える「評価力」　― 本県における校内授業研究の現状と課題より

――― 香川県教育センター 2008年

312 2 平成19年度研究成果報告書 調査研究2(情報教育) 授業におけるICT活用支援の在り ――― 香川県教育センター 2008年

312 3
平成21年度研究成果報告書　調査研究1(校内研修)　これからの校内研修の在り方シリー
ズ　「子どもの視点」を生かした授業改善

――― 香川県教育センター 2010年

312 4 平成22年度研究成果報告書 調査研究1 思考力・判断力・表現力等を育成する指導と評 ――― 香川県教育センター 2011年
312 5 平成22年度研究成果報告書 調査研究2 ゲーム・インターネット依存とその克服 ――― 香川県教育センター 2011年
312 6 平成23年度研究成果報告書 調査研究1 思考力・判断力・表現力等を育成する指導と評 ――― 香川県教育センター 2012年
312 7 平成23年度研究成果報告書　調査研究2　校務の情報化に関する調査研究 ――― 香川県教育センター 2012年
313 新任・初任保育士指導マニュアル　平成23年3月 ――― 香川県健康福祉部子育て支援課 2011年

314
平成22年度　子どもの遊びと生活を豊かにする　就学前教育・保育推進研究事業　(二年
次研究集録)

開架 ――― 三豊市就学前教育・保育推進研究会 ―――

315 1 関係者のための 子ども虐待防止の手引き ――― 香川県児童相談所 1998年
315 2 関係者のための 子ども虐待防止の手引き ――― 香川県児童相談所 1999年
315 3 関係者のための 子ども虐待防止の手引き ――― 香川県子ども女性相談センター 2001年
315 4 関係者のための　子ども虐待防止の手引き ――― 香川県子ども女性相談センター 2002年
316 かがわ食育アクションプラン(2011-2015) ――― 香川県健康福祉部健康福祉総務課 2011年
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317 三豊市子ども読書活動推進計画　平成21年3月 開架 ――― 三豊市教育委員会 2009年

318 1
平成16年度　子どもの読書活動実践事例集　<『香川県子どもの読書活動表彰』受賞者の
取組概要>

――― 香川県教育委員会 2005年

318 2
平成17年度　子どもの読書活動実践事例集　<「香川県子どもの読書活動表彰」受賞者の
取組概要>

香川県教育委員会事務局
生涯学習課

香川県教育委員会 2006年

318 3
平成18年度　子どもの読書活動実践事例集　<『香川県子どもの読書活動表彰』受賞者の
取組概要>

香川県教育委員会事務局
生涯学習課

香川県教育委員会 2006年

318 4
平成19年度　子どもの読書活動実践事例集　<『香川県子どもの読書活動表彰』受賞者の
取組概要>

香川県教育委員会事務局
生涯学習・文化財課

香川県教育委員会 2007年

319
平成22・23年度日本赤十字社香川県支部研究委嘱　青少年赤十字研究推進校　青少年
赤十字研究発表会　研究紀要

――― 三豊市立豊中中学校 2011年

320 じんけん　1・2年生
三豊市人権教育教材集編集
委員会

三豊市教育委員会 2008年

321 人権(じんけん)　3・4年生
三豊市人権教育教材集編集
委員会

三豊市教育委員会 2008年

322 人権　5・6年生
三豊市人権教育教材集編集
委員会

三豊市教育委員会 2008年

323 1 きぼう 同和教育指導資料(幼稚園編) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1999年
323 2 きぼう　人権・同和教育指導資料(幼稚園編) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2005年
324 1 同和教育指導資料(小学校編) ――― 香川県教育委員会 1986年
324 2 同和教育指導資料(小学校編) ――― 香川県教育委員会 1995年
325 1 人権・同和教育指導資料　(小学校編) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2004年
325 2 人権・同和教育指導資料　(小学校編) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2012年
326 人権・同和教育指導資料　(高等学校編) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2005年
327 人権・同和教育指導資料　参加体験型学習資料　基本編 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2006年
328 1 第52回 四国地区人権研究大会報告集 ――― 四国地区人権教育研究協議会 ―――
328 2 第53回　四国地区人権研究大会報告集 ――― 四国地区人権教育研究協議会 ―――
329 体感プロムナード　四国のみち　(№1～№11) ――― 社団法人　四国建設弘済会 ―――

330
学校向け児童虐待防止マニュアル(改訂版)　早期発見・早期対応のために　～学校や教
職員は何をするべきか～　平成17年4月

――― 香川県教育委員会 2005年

331 1 親同士の学びを取り入れたワークショップ　学習プログラム集　平成21年3月 ―――
香川県教育委員会事務局生涯学習・文
化財課

2009年

331 2 親同士の学びを取り入れたワークショップ　学習プログラム集　第2集　平成23年12月 ―――
香川県教育委員会事務局生涯学習・文
化財課

2011年

332 1 平成17年度 幼稚園教育課程理解推進事業　【香川県協議会記録】　平成17年8月29日 ――― 香川県教育委員会義務教育課 2005年

332 2
平成18年度　幼稚園教育課程理解推進事業　【香川県研究協議会記録】　平成18年8月
25日(金)

――― 香川県教育委員会義務教育課 2006年

332 3
平成19年度　幼稚園教育課程理解推進事業　【香川県研究協議会記録】　平成19年8月
22日(水)

――― 香川県教育委員会義務教育課 2007年

333 1 平成21年度 幼稚園教育理解推進事業　【香川県研究協議会記録】　平成21年8月4日 ――― 香川県教育委員会義務教育課 2009年
333 2 平成22年度 幼稚園教育理解推進事業　【香川県研究協議会記録】 ――― 香川県教育委員会義務教育課 2010年
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333 3
平成23年度 幼稚園教育理解推進事業　【香川県研究協議会記録】　平成23年8月2日
(火)

――― 香川県教育委員会義務教育課 2011年

334
香川県教育基本計画　―　かてい・がっこう・わがまちの連携で育てよう、明日を担う子ども
たち　―

――― 香川県教育委員会 ―――

335 1 香川県教育基本計画　平成17年度～22年度 ――― 香川県教育委員会 2005年

335 2 香川県教育基本計画　平成23年度～27年度 ――― 香川県教育委員会 2011年
336 1 香川県教育基本計画 平成17年度～22年度 ――― 香川県教育委員会 2005年
336 2 香川県教育基本計画　平成23年度～27年度 ――― 香川県教育委員会 2011年
337 平成18年度文部科学省委託事業　地域子ども教室推進事業報告書 ――― 香川県地域教育力活性化推進協議会 2007年

338
相談機関の内容別窓口一覧　かがわメンタルヘルスネット　改訂版　(養護教諭が行う健康
相談　補助資料)

――― 香川県教育委員会・香川県学校保健会 2010年

339 平成21年度　訪問型家庭教育相談体制充実事業　実施報告書 ―――
香川県家庭教育推進協議会　香川県教
育委員会事務局生涯学習・文化財課

2010年

340
平成10年度文部省委託　幼稚園教育の在り方についての実践的調査研究　中間報告書
自然体験・社会体験などの直接的・具体的体験を重視した教育に関する実践的調査研究
―　地域の自然環境を活用した実践について　―

――― 香川県教育委員会 ―――

341 平成11年度　幼児期からの心の教育推進事業　―　実践のまとめ　― ――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2000年

342 1
平成13年度　「人とかかわる力」育成プログラム研究事業　～幼・保・小の連携を図りながら
～　― 中間報告 ―

――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2002年

342 2
平成14年度　「人とかかわる力」育成プログラム研究事業　～幼・保・小の連携を図りながら
～　―　最終報告　―

――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2003年

343 1
平成16年度　調査報告書　VOL.44　 内部資料　全国国公立幼稚園の現状と諸問題　平
成16年9月

―――
全国国公立幼稚園長会代表者　会長
酒井幸子

2004年

343 2
平成19年度　調査報告書　VOL.47　内部資料　全国国公立幼稚園の現状と諸問題　平
成19年10月

―――
全国国公立幼稚園長会　代表者　会長
岡上直子

2007年

343 3
平成21年度　調査報告書　VOL.49　内部資料　全国国公立幼稚園の現状と諸問題　平
成21年10月

―――
全国国公立幼稚園長会　代表者　会長
岡上直子

2009年

343 4
平成23年度　調査報告書　VOL.51　内部資料　全国国公立幼稚園の現状と諸問題　平
成23年10月

―――
全国国公立幼稚園長会　代表者　会長
池田多津美

2011年

344 平成20年度教育実践体験実習(ふるさと実習)　報告書　平成20年(2008年)12月
愛媛大学教育学部実習カリ
キュラム委員会

愛媛大学教育学部実習カリキュラム委
員会

2008年

345 平成17・18・19年度　校内研修のまとめ　(学力向上拠点形成事業最終報告) 開架 ――― 三豊市立財田中小学校 2008年

346
平成19・20年度　文部科学省指定　小学校における英語活動等国際理解活動推進事業
(1年次)　研究のあゆみ　研究主題　世界に向かってチャレンジする子の育成　―　子ども
たちが楽しくコミュニケーションしようとする英語活動をめざして　―

――― 三豊市立二ノ宮小学校 2008年

347
平成19・20年度　文部科学省指定　小学校における英語活動等国際理解活動推進事業
研究発表会　研究紀要　研究主題　世界に向かってチャレンジする子の育成　―　子ども
たちが楽しくコミュニケーションしようとする国際理解活動をめざして　―

――― 三豊市立二ノ宮小学校 2008年

348

平成19・20年度文部科学省指定 小学校における英語活動等国際理解活動推進事業研
究発表会　研究発表要項　研究主題　世界に向かってチャレンジする子の育成　―　子ど
もたちが楽しくコミュケーションしようとする国際理解活動をめざして　―　平成20年11月21
日(金)

――― 三豊市立二ノ宮小学校 2008年
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349 1 教育計画　学年・学級経営案　平成18年度 ―――
三豊市観音寺市学校組合立三豊中学
校

―――

349 2 教育計画　学年・学級経営案　平成22年度 開架 ―――
三豊市観音寺市学校組合立　三豊中学
校

―――

350 第28回　四国地区高等専門学校　総合文化祭　四次元ポケット ――― ――― 2006年

351 「人権教育・啓発法」に基づく計画等に関する　調査結果報告書　2008年12月
社団法人　部落解放・人権研
究所

社団法人　部落解放・人権研究所 2008年

352 三豊市人権教育・啓発に関する基本計画　(2006) 開架 ――― 三豊市 ―――
353 2005年度　豊中町学校人権・同和教育研究部会研究集録　あゆみ 開架 ――― 豊中町学校人権・同和教育研究部会 2005年

354 1 2006年度　三豊市豊中町学校人権・同和教育研究部会研究集録　あゆみ ―――
三豊市豊中町学校人権・同和教育研究
部会

2006年

354 2 2008年度　三豊市豊中町学校人権・同和教育研究部会研究集録　あゆみ ―――
三豊市豊中町学校人権・同和教育研究
部会

―――

355 1 三豊市 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 平成18年3月 ――― 三豊市介護保険課 2006年
355 2 三豊市　高齢者保健福祉計画　第5期介護保険事業計画　平成24年3月 ――― 三豊市健康福祉部介護保険課 2012年
356 2006　香川県の土地区画整理事業と市街地再開発事業 ――― 香川県土木部都市計画課 2006年
357 四国都市教育事情調査表　平成20年5月 ――― 四国都市教育長連絡協議会 2008年
358 1 かがわの男女共同参画 平成16年7月 ――― 香川県 青少年・男女共同参画課 2004年
358 2 かがわの男女共同参画　平成21年10月 ――― 香川県県民活動・男女共同参画課 2009年

359 瀬戸大橋開通二十周年記念事業　文芸作品コンクールin香川　受賞作品集 開架
瀬戸大橋開通二十周年記念
事業香川県実行委員会

瀬戸大橋開通二十周年記念事業香川
県実行委員会

2008年

360 第4回　瀬戸内海文化研究・活動支援助成報告書　平成21年度 ――― 財団法人　福武学術文化振興財団 2010年
361 香川県物産協会　設立50周年記念誌 社団法人　香川県物産協会 社団法人　香川県物産協会 2008年
362 公共事業における木材利用事例集　平成15年度 ――― 香川県 ―――

363 1 平成16年度　農業経営の改善・発展に向けた支援施策の手引　平成16年6月 ―――
香川県経営基盤強化促進委員会　香川
県農業経営改善支援センター

2004年

363 2 平成18年度　農業経営の改善・発展に向けた支援施策の手引　平成18年7月 ―――
香川県担い手育成総合支援協議会・香
川県農業会議

2006年

364 獣害対策の手引き　平成19年2月 ――― 香川県 2007年
365 1 平成14年度　(2002)　業務報告 第35号 ――― 香川県森林センター ―――
365 2 平成15年度 業務報告 第36号 ――― 香川県森林センター ―――
365 3 平成20年度 業務報告 第41号 ――― 香川県森林センター ―――
365 4 平成21年度　業務報告　第42号 ――― 香川県森林センター ―――

366 1 第7回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第7回香川県就学前「同和」教育研究集
会実行委員会　(香川県同和教育研究
協議会・香川県解放保育連絡協議会)

1990年

366 2 第11回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第11回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県同和教育研
究協議会・香川県解放保育連絡協議会)

1994年
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366 3 第12回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第12回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県同和教育研
究協議会・香川県解放保育連絡協議会)

1995年

366 4 第14回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第14回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県同和教育研
究協議会・香川県解放保育連絡協議会)

1997年

366 5 第15回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第15回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県同和教育研
究協議会・香川県解放保育連絡協議会)

1998年

366 6 第17回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第17回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県同和教育研
究協議会・香川県解放保育連絡協議会)

2000年

366 7 第19回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第19回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県同和教育研
究協議会・香川県解放保育連絡協議会)

2002年

366 8 第21回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――

第21回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県人権・同和教
育研究協議会・香川県解放保育連絡協
議会)

2004年

366 9 第22回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――

第22回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県人権・同和教
育研究協議会・香川県解放保育連絡協
議会)

2005年

366 10 第23回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第23回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県人権・同和教
育研究協議会・香川県解放保育連絡協

2006年

366 11 第24回　香川県就学前「同和」教育研究集会 ―――
第24回香川県就学前「同和」教育研究
集会実行委員会　(香川県人権・同和教
育研究協議会・香川県解放保育連絡協

2007年

366 12
第31回全国解放保育研究集会
第25回香川県就学前「同和」教育研究集会

第31回全国解放保育研究集
会中央実行委員会・第25回香
川県就学前「同和教育研究集
会実行委員会

第31回全国解放保育研究集会中央実
行委員会・第25回香川県就学前「同和
教育研究集会実行委員会

2008年

367 1 第26回　香川県就学前人権教育研究集会 ―――

第26回香川県就学前人権教育研究集
会実行委員会　(香川県人権・同和教育
研究協議会・香川県人権保育連絡協議
会)

2009年

367 2 第28回　香川県就学前人権教育研究集会 ―――

第28回香川県就学前人権教育研究集
会実行委員会　(香川県人権・同和教育
研究協議会・香川県人権保育連絡協議
会)

2011年
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368 1 第6回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　1989 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

1989年

368 2 第12回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　1995 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

1995年

368 3 第13回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　1996 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

1996年

368 4 第14回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　1997 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

1997年

368 5 第16回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　1999 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

1999年

368 6 第18回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　2001 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

2001年

368 7
第26回全国解放保育研究集会
第20回香川県就学前「同和」教育研究集会 報告書　2003

―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

2003年

368 8 第21回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　2004 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

2004年

368 9 第22回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　2005 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

2005年

368 10 第23回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　2006 ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

2006年

368 11 第25回香川県就学前「同和」教育研究集会　報告書　2008 ―――
香川県就学前人権教育　研究集会実行
委員会

―――

369 1 第26回香川県就学前人権教育研究集会　報告書　2009 ―――
香川県就学前人権教育研究集会実行
委員会

2009年

369 2 第27回香川県就学前人権教育研究集会　報告書　2010 ―――
香川県就学前人権教育研究集会実行
委員会

2010年

370 1 第5回定期大会 ―――
全日本自治団体労働組合・三豊市職員
労働組合

2009年

370 2 第6回定期大会 ―――
全日本自治団体労働組合・三豊市職員
労働組合

2009年

371 三豊消防　30年のあゆみ ―――
三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

2002年

372 平成19年度　第33回　母親代表研修会　報告書 ――― 香川県PTA連絡協議会 ―――

373
気になる子どもの気づきと支援の手引　―　保育所・幼稚園での支援の要点　―　平成19
年12月

――― 香川県健康福祉部 2007年

374 1 教職員のためのサポートブック1 保護者とのよりよい関係を築くために ――― 香川県教育センター 2011年
374 2 教職員のためのサポートブック2　だれもが安心して過ごせる学級をつくるために ――― 香川県教育センター 2012年
375 思い出の東四国国体　―　1993年10月のたかせ　― 開架 高瀬町国体室 高瀬町 1993年
376 高瀬町史　史料編 開架 高瀬町 高瀬町 2002年
377 高瀬町史　民俗･自然編 開架 高瀬町 高瀬町 2003年
378 高瀬町史　通史編 開架 高瀬町 高瀬町 2005年
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379 高瀬町史　年表編 開架 高瀬町 高瀬町 2005年
380 1 高瀬文化史Ⅰ 中世の高瀬を読む ― 秋山家文書1 ― 開架 高瀬町教育委員会町史編纂 高瀬町 2000年

380 2 高瀬文化史Ⅱ　宮大工等関係資料集 開架
高瀬町教育委員会事務局教
育課町史編纂室

高瀬町 2000年

380 3 高瀬文化史Ⅲ　復刻　勝間村郷土誌 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編纂室

高瀬町 2001年

380 4 高瀬文化史Ⅳ　中世の高瀬を読む　―　秋山家文書2　― 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2002年

380 5 高瀬文化史Ⅴ　中世の高瀬を読む　―　秋山家文書3　― 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2002年

380 6 高瀬文化史Ⅵ　近世高瀬の村々1　―　森家文書　― 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2003年

380 7 高瀬文化史Ⅶ　考古ハンドブック　高瀬町遺跡探検Ｑ＆Ａ 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2003年

380 8 高瀬文化史Ⅷ　復刻　比地二村郷土誌(抄) 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2004年

380 9 高瀬文化史Ⅸ　近世高瀬の村々2　―　白井家文書　― 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

380 10 高瀬文化史Ⅹ　自然ハンドブック　高瀬町自然探検Ｑ＆Ａ 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2004年

380 11 高瀬文化史ⅩⅠ　文化財　―　仏像・絵画　―　データ集 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

380 12 高瀬文化史ⅩⅡ　近現代データ集 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

380 13 高瀬文化史ⅩⅢ　史料編補遺集 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

380 14 高瀬文化史ⅩⅣ　農業の生産と基盤 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

380 15 高瀬文化史ⅩⅤ　上高瀬村史　昭和26年版　翻刻 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

380 16 高瀬文化史ⅩⅥ　復刻　上高瀬村誌(大正五年版) 開架
高瀬町教育委員会事務局学
校教育課町史編さん室

高瀬町 2005年

381 ふるさとのこころ　石造物篇　(鳥居・燈篭・狛犬・注連柱・石碑・宝篋員印塔) ――― 高瀬町文化財保護協会 1984年
382 ふるさとのこころ　神社篇 開架 高瀬町文化財保護協会 高瀬町文化財保護協会 1980年
383 ふるさとのこころ　寺庵石仏篇 開架 高瀬町文化財保護協会 高瀬町文化財保護協会 1982年
384 ふるさとのこころ　石造物篇 開架 高瀬町文化財保護協会 高瀬町文化財保護協会 1991年
385 ふるさとのこころ　地名篇　さぬき高瀬の地名 開架 高瀬町文化財保護協会 高瀬町教育委員会 2003年
386 ふるさとのこころ　ため池篇　さぬき・高瀬のため池 開架 高瀬町文化財保護協会 高瀬町教育委員会 1998年
387 1 高瀬のむかし話 開架 ――― 高瀬町教育委員会 2003年
387 2 高瀬のむかし話[第2集] 開架 ――― 高瀬町教育委員会 2004年
388 高瀬のむかし話探検 開架 株式会社ウィザード 高瀬町教育委員会 2005年
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389 信愛望　―　創立四十周年記念　― 開架 ――― 香川県立高瀬高等学校 1988年
390 ミュージアム調査研究報告　第2号 開架 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 2010年

391 1
香川県立文書館　収蔵文書目録第13集　讃岐国大内郡馬宿村　八木家文書目録　平成
22年3月

香川県立文書館 香川県立文書館 2010年

391 2 香川県立文書館 収蔵文書目録第14集 讃岐国三野郡羽方村 森家文書目録 平成24 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2012年

391 3
香川県立文書館　収蔵文書目録第15集　讃岐国那珂郡今津村　横井家文書目録(1)　平
成25年3月

香川県立文書館 香川県立文書館 2013年

391 4
香川県立文書館　収蔵文書目録第16集　讃岐国那珂郡今津村　横井家文書目録(2)　平
成26年3月

香川県立文書館 香川県立文書館 2014年

392 ふるさとの宝　～　手づくり公園整備の歩み　～ 開架 株式会社羽野編集事務所 朝日山森林公園を守る会 2011年

393 勝間小学校記念誌「まなびや　かつま」 開架
勝間小学校記念誌編集委員
会

勝間小学校記念誌編集委員会 2010年

394 50年のあゆみ 開架
上戸学園創立50周年記念誌
委員会編

学校法人上戸学園 1996年

395 あおぞら　小学校1・2年用
高瀬町同和教育教材開発委
員会

高瀬町教育委員会 1999年

396 あおぞら　小学校3・4年用
高瀬町同和教育教材開発委
員会

高瀬町教育委員会 1999年

397 あおぞら　小学校5・6年用
高瀬町同和教育教材開発委
員会

高瀬町教育委員会 1999年

398 青空　中学校1年用
高瀬町同和教育教材開発委
員会

高瀬町教育委員会 1999年

399 青空　中学校2年用
高瀬町同和教育教材開発委
員会

高瀬町教育委員会 1999年

400 青空　中学校3年用
高瀬町同和教育教材開発委
員会

高瀬町教育委員会 1999年

401 第88回全国高等学校野球選手権大会　香川代表　香川西高等学校 ―――
香川西高等学校野球部甲子園出場特
別後援会

2006年

402 山本町例規集(平成16年) 開架 山本町総務課 山本町 2005年
403 山本町誌 山本町誌編纂委員会 山本町 1967年
404 新修　山本町誌 開架 新修山本町誌編さん委員会 山本町 2005年
405 ※ 山本町農村総合整備計画書　昭和54年3月 開架 ――― 山本町 1979年
406 山本町農村総合整備計画書　昭和54年3月 ――― 山本町 1979年
407 農村総合整備モデル事業実施計画書　(計画基礎資料)　(山本地区)　昭和55年3月 ――― 山本町 1980年
408 香川県山本町　農村環境改善センター基本計画　調査診断報告書　昭和54年12月 ――― 株式会社　新農村開発センター 1979年
409 農村総合整備モデル事業　実施状況 ――― 山本町 ―――
410 農村総合整備モデル事業実施計画書　(山本地区) ――― 山本町 1978年
411 平成4年度　単独県費農業集落排水整備推進事業　山本地区基本計画書　平成5年3月 ――― 山本町 1993年
412 山本町生活排水処理構想図 ――― 山本町 1995年
413 平成4年度　単独県費農業集落排水整備推進事業　山本地区基本計画　平成5年3月 ――― 山本町 1993年
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414 平成4年度　下水道整備事業　山本地区基本計画書　平成5年3月 ――― 山本町 1993年
415 ※ 平成4年度　下水道整備事業　山本地区基本計画書　平成5年3月 開架 ――― 山本町 1993年
416 山本町下水道基本構想　打合せ資料　平成7年11月 ――― 山本町 1995年

417 平成4年度　下水道整備事業　山本地区基本計画書　平成5年3月 開架 ――― 山本町 1993年

418 農村総合整備モデル事業計画基礎資料(山本地区)　昭和55年3月 開架 ――― 山本町 1980年

419
山本農業振興地域整備計画書(農業振興地域整備計画策定再編事業に基づく計画書)
平成8年3月

開架 ――― 山本町 1996年

420
水源地域再建計画策定事業　水源地域再建基本計画書　香川用水水道水源調整池(神
田大池ダム)　平成13年3月　香川県山本町

開架 山本町企画開発課 山本町 2001年

421 1
水源地域再建計画策定事業　水源地域再建基本計画書　香川用水水道水源調整池(神
田大池ダム) 平成13年3月 香川県山本町

山本町企画開発課 山本町 2001年

421 2
水源地域再建計画策定事業　水源地域再建基本計画書　香川用水水道水源調整池(神
田大池ダム)　―　資料編　―　平成13年3月　香川県山本町

山本町企画開発課 山本町 2001年

422
水源地域再建計画策定事業　水源地域再建基本計画書　香川用水水道水源調整池(神
田大池ダム)　平成13年3月　香川県財田町

開架 財田町事業課 財田町 2001年

423 町制30周年記念町勢要覧　ふるさと賛歌。　YAMAMOTO　山本町 山本町総務課 山本町役場 1987年
424 1 山本町町勢要覧　1996　あったかやまもと 開架 山本町企画開発課 山本町 1996年

424 2
2000年　山本町町勢要覧　やまもと千年物語　Millenium　Dream　of　Yamamoto　Town
～　歴史から未来へと開く夢　～

開架 山本町企画開発課 山本町 2000年

424 3 山本町町勢要覧2004　ときめきクロスロード　語り継ぎたいYAMAMOTOストーリー 開架 山本町企画開発課 山本町 2004年
425 1 1996　山本町町勢要覧 資料編 開架 山本町企画開発課 山本町 1996年
425 2 2000年 山本町町勢要覧 資料編 開架 山本町企画開発課 山本町 2000年
425 3 2004　山本町町勢要覧　資料編 開架 山本町企画開発課 山本町 2004年
426 やすらぎの旅　香川県･山本町観光パンフレット　やまもと　Relaxation　Trip　YAMOTO 開架 山本町企画開発課 山本町 ―――
427 平成17年度　やまもとの教育　｢やすらぎと健康そして文化の香るまち･山本｣をめざして 開架 山本町教育委員会 山本町教育委員会 2005年

428 山本町の文化財めぐり 開架 ―――
山本町教育委員会･山本町文化財保護
協会

―――

429 やすらぎと健康　そして文化の香るまちづくり　山本ふれあい公園 開架 ――― 山本ふれあい公園･山本町教育委員会 ―――
430 やすらぎと健康、そして文化の香るまち･山本町　山本町生涯学習センター 開架 ――― 山本町 ―――
431 香梅の郷　発足五周年記念　山本町文化協会 開架 ――― 山本町文化協会 2005年
432 山本町町村合併50周年記念誌　ふるさとの愛しき日々 開架 ――― 山本町 2005年
433 山本町町村合併50周年　庁舎・防災センター落成　記念式典 ――― 山本町 2005年

434 創立百年おおの 開架
大野小学校創立百週年･大野
幼稚園40周年記念誌編集委
員会

大野小学校創立百週年･大野幼稚園40
周年記念誌編集委員会

1990年

435 「土と緑と心豊な山本町」の農村総合整備モデル事業　山本町農村環境改善センター ――― 山本町 1987年
436 新町建設計画書　昭和33年3月 ――― 山本町 1958年
437 1 平成15年度 山本町予算及事項別明細書 ――― 山本町 2003年



35

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

437 2 平成17年度　山本町予算及事項別明細書 ――― 山本町 2005年
438 1 平成12年度 山本町補正予算予算書 ――― 山本町 2001年
438 2 平成17年度　山本町補正予算予算書 ――― 山本町 2005年
439 平成17年度　山本町歳入歳出決算書 ――― 三豊市 2006年
440 1 平成11年度 山本町上水道事業会計決算書 ――― 山本町 2000年
440 2 平成12年度　山本町上水道事業会計決算書 ――― 山本町 2001年
441 三野町誌 開架 三野町誌編集委員会 三野町 1980年
442 1 三野町文化史1 三野町の文化財 開架 三野町教育委員会 三野町 2005年
442 2 三野町文化史2 三野町の民俗 開架 三野町教育委員会 三野町 2005年
442 3 三野町文化史3 三野町の中世文書 開架 三野町教育委員会 三野町 2005年
442 4 三野町文化史4 三野町の近世文書 開架 三野町教育委員会 三野町 2005年
442 5 三野町文化史5 三野町の近世寺社文書 開架 三野町教育委員会 三野町 2005年
442 6 三野町文化史6　三野町の聖教類 開架 三野町教育委員会 三野町 2005年
443 三野町　(町勢要覧) ――― 三野町役場 1970年
444 町制40周年記念　三野町町勢要覧　ふるさと再発見！　タイムトンネル三野 開架 町勢要覧編集委員会 三野町総務課 2001年
445 町制40周年記念　三野町町勢要覧　ふるさと再発見！　タイムトンネル三野　資料編 開架 町勢要覧編集委員会 三野町総務課 2001年
446 三野町　町制施行40周年記念式典 開架 ――― ――― 2001年
447 50年のあゆみ 開架 ――― 三野町 2005年
448 高齢者保健福祉計画　平成15年3月 開架 三野町保健センター 三野町 2003年
449 けんけんぱ　創立50周年記念誌　三野町立大見幼稚園 開架 三野町立大見幼稚園 三野町立大見幼稚園 2002年
450 もっと歩きたい町　みの　カントリーウォーク　2003年10月～2005年3月 開架 三野町企画調整課 三野町 2005年
451 Horizon(ホライズン)　1994年4月～2004年3月 開架 (財)三野町国際交流協会 (財)三野町国際交流協会 2004年
452 三野町水道事業経営認可申請書 ――― 三野町 1970年
453 文化誌日本　香川県 開架 ――― 株式会社　講談社 1986年
454 国鉄史　四国の動輪　(四国編) 開架 加戸宏平 株式会社　地方人事調査会 1985年
455 国鉄史　国鉄を支えた人々の歴史 開架 加戸宏平 株式会社　地方人事調査会 1994年
456 讃岐の秘宝 開架 ――― 株式会社　平凡社 1985年

457 日本歴史地名大係第38巻　香川県の地名 開架
有限会社　平凡社地方資料
センター

株式会社　平凡社 1989年

458 角川日本地名大辞典　37　香川県 開架
「角川日本地名大辞典」編纂
委員会

株式会社　角川書店 1985年

459 勝地讃岐と其産業陣營 開架 諏訪隆郎 諏訪隆郎 1933年
460 近代日本総合年表　第二版 開架 岩波書店編集部 緑川亨 1984年
461 香川の地理 開架

香川大学教育学部地理学教
室

株式会社　上田書店 1972年

462 復刻版　史蹟名勝天然記念物調査報告　上巻　(第一　―　第六) 開架 香川県・香川県教育委員会 香川県文化財保護協会 1975年

463 復刻版　史蹟名勝天然記念物調査報告　下巻　(第七　―　第十五・附図) 開架 香川県・香川県教育委員会 香川県文化財保護協会 1975年
464 1 新編 香川叢書 史料篇(二) 開架 香川県教育委員会 新編香川叢書刊行企画委員会 1981年
464 2 新編 香川叢書 考古篇 開架 香川県教育委員会 新編香川叢書刊行企画委員会 1983年
464 3 新編　香川叢書　民俗篇 開架 香川県教育委員会 新編香川叢書刊行企画委員会 1982年
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465 歩兵第十二聯隊百十年祭記念誌　思出之記 開架 歩十二編集委員会 歩十二会事務局 1985年
466 香川県薬業史 開架 香川県薬業史編集委員会 香川県薬業連合会 1978年
467 大正デモクラシーと香川の農民運動 開架 山本繁 (株)青磁社 1988年
468 讃岐の歴史 開架 香川地方史研究会 株式会社　講談社 1975年
469 松平賴壽伝 開架 財団法人　松平公益会 財団法人　松平公益会 1964年
470 写真で見る　香川の歳時記365日 開架 ――― 四国新聞社 2000年
471 歴史と風土　四国路 開架 武田明 株式会社　社会思想社 1967年
472 TRAVEL MATE　日本の旅情　第3巻　四国路 開架 ――― 株式会社　国際情報社 1974年
473 香川県の文化財 開架 香川県教育委員会 香川県文化財保護協会 1971年

474 戦後香川の農業と漁業 開架
著者　辻唯之
編者　香川大学経済研究所

信山出版　株式会社 1993年

475 閉園記念　平成14年3月　豊中町立桑山幼稚園　修了児名簿 ――― 豊中町立桑山幼稚園 2002年
476 香川県水産試験場百年のあゆみ　抜粋編 開架 香川県水産試験場 香川県水産試験場 2000年
477 香川県の工場立地資料　昭和40年4月 開架 ――― 香川県 1965年
478 葛島　(香川県埋蔵文化財調査報告)　1974 開架 ――― 香川県教育委員会 1974年
479 昭和12年　香川縣統計書(香川県統計書)　第参編　(産業) 開架 ――― 香川県 1939年
480 讃岐郷土叢書　第四編　香川縣天然記念物解説(香川県天然記念物解説)　第一輯 開架 杉山鶴吉 日下宇平 1933年
481 四国・食べ物民俗学　四国に山地に見た「縄文」文化フィールドノート 開架 近藤日出男 アトラスムック 1999年
482 さぬきのおもしろ国語集 開架 香川県方言研究同好会 株式会社　松林社 1991年
483 讃岐風土記 開架 三木春露 旅行文化社出版部 1944年
484 1 讃岐風土記　(第一巻) 開架 草薙金四郎 高松ブックセンター 1966年
484 2 讃岐風土記　(第二巻)　讃岐の方言 開架 草薙金四郎 高松ブックセンター 1962年
485 四国風土記 開架 山田竹係 高松ブックセンター 1962年
486 ふるさとの讃岐　―　さぬき農村風土記　― 開架 藤井洋一 ふるさと研究会 1978年

487 香川の産業誌 開架
著者　宮田忠彦・多田通男
編集者　高松市立図書館

高松市役所 1978年

488 香川の戦後史発掘 開架 石井雍大 香川県歴史教育者協議会 1987年
489 香川県の歴史　県史シリーズ　37 開架 市原輝士・山本大 株式会社　山川出版社 1971年
490 郷土新書37　香川縣新誌(香川県新誌) 開架 合田栄作 株式会社　日本書院 1950年
491 香川縣の文化財(香川県の文化財)　香川縣教育委員會(香川県教育委員会) 開架 ――― 上田書店 1950年
492 香川の文化財 開架 香川県教育委員会 香川県文化財保護協会 1983年
493 備讃岐瀬戸の民俗と風土 開架 武田明・高橋克夫 木耳社 1973年
494 香川縣美術史(香川県美術史) 開架 福家惣衞 文化同好会 1950年
495 香川のもの知り事典　しりーず　2 開架 峠の会 讃岐総合印刷出版部 1976年
496 昭和26年度　公民館各部運営実践の跡　大見村公民館 ――― 大見村公民館 ―――
497 日本赤十字社長佐野伯爵演述ノ要旨及香川支部三豊郡委員部社業成績表 ――― 日本赤十字社三豊郡委員部 1960年
498 大正9年度　香川縣三豊郡詫間村歳入出豫算(香川県三豊郡詫間村歳入出予算) ――― ――― ―――
499 昭和29年度　歳入歳出決算書　三豊郡辻村 ――― 三豊郡辻村 1955年
500 財田村婦人会会則 ――― 財田村婦人会 ―――
501 会則および名簿　44・5・1　三豊郡経営者協会 ――― 三豊郡経営者協会 ―――
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502 仁尾村誌 ――― 仁尾村 ―――
503 三豊の民話と史話 開架 十川千年 ――― 1990年
504 髙瀬町の歴史(高瀬町の歴史) 開架 中野実 ――― 1956年
505 大久保諶之亟の世界(大久保諶之丞の世界) 開架 伊藤悟 伊藤悟 1987年
506 香川県三豊郡　辻村　河内村　財田大野村　神田村　合併申請書 開架 ――― ――― ―――
507 昭和38年度　研究集録　三豊地区教職員会 開架 ――― 三豊地区教職員会 1963年

508
“明日をめざして”　仁尾町地域小売商業近代化のための調査報告書　(地域小売商業近
代対策調査事業報告書)　昭和58年3月

開架 ――― 仁尾町商工会 1983年

509 仁尾都市計画事業仁尾浜土地区画整理事業　保留地並びに仮換地指定調書(変更) 開架 ――― 仁尾町 ―――
510 1 郷土資料第六集 麻地区記念碑 高瀬町公民館麻分館 開架 大西季男 猪木原敏秋 高瀬町公民館 麻分館 1983年
510 2 郷土資料第九集　高瀬町麻の昔話と伝説　高瀬町公民館麻分館 開架 執筆　大西季男　猪木原敏秋 高瀬町公民館　麻分館 1985年

511 三豊地区広域市町村圏の概要 開架 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 1976年

512 小学校用　兒童件名標目表(児童件名表標目表) ―――
三豊郡小学校第一區図書館教育研究
部

1951年

513 昭和49年11月　胎動から十五年 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 1974年
514 昭和54年12月　二十周年記念誌　三豊・観音寺教育会 開架 ――― 三豊・観音寺教育会 1979年
515 昭和43年度　教育計画　香川県三豊郡財田村立　和光中学校 開架 ――― 財田村立和光中学校 1968年
516 豊中町振興計画　昭和54年3月 開架 ――― 豊中町 1979年

517 昭和60年度　中学校教育研究成果のまとめ　三豊の教育　第15集 開架 ―――
香川県中学校教育研究会　三豊・観音
寺支部　三豊地区　中学校教育研究会

1986年

518 三野町　三野津中学校改築落成記念 開架 ――― 三野町 1987年
519 1 第48回国民体育大会 仁尾町実行委員会 第1・2回常任委員会 開架 ――― 第48回国民体育大会 仁尾町実行委員 1991年
519 2 第48回国民体育大会 仁尾町実行委員会第3回常任委員会 開架 ――― 第48回国民体育大会 仁尾町実行委員 1992年
519 3 第48回国民体育大会　仁尾町実行委員会第5回常任委員会 開架 ―――

第48回国民体育大会 仁尾町実行委員
会

1993年
520 四国で唯一のどぶろぐの里宇賀神社 開架 十鳥梅雄 十鳥梅雄 ―――
521 1 三豊の文化財 第三集 開架 文化財保護協会三豊支部 文化財保護協会三豊支部 1982年
521 2 三豊の文化財 第四集 開架 文化財保護協会三豊支部 文化財保護協会三豊支部 1992年
521 3 三豊の文化財 第五集 開架 文化財保護協会三豊支部 文化財保護協会三豊支部 1997年
521 4 三豊の文化財　第六集　地蔵菩薩 開架 文化財保護協会三豊支部 文化財保護協会三豊支部 2001年
522 郷土先賢の顕彰　道一筋　中井虎男伝 開架 中井虎男伝編集委員会 三豊・観音寺教育会 1983年

523 1 山本の石仏探訪　その1 開架 ―――
山本町教育委員会・山本町文化財保護
協会

1991年

523 2 山本の石仏探訪　その2　石造物 開架 ―――
山本町教育委員会・山本町文化財保護
協会

1994年

524 とよなか　豊中町の生涯学習　豊中町文化協会10周年記念 開架 十周年記念誌編集委員会 豊中町文化協会 1998年

525 ふるさと豊中物語 開架 小西向・石井利邦
豊中町教育委員会・豊中町文化財保護
協会

2004年

526 豊中の伝承 開架 ――― 三観教育会豊中支部 2004年
527 緑あふれる豊かで住みよい田園　財田　町制10周年記念誌　1980・町勢要覧 開架 ――― 財田町 1980年



38

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

528 復刻　神田村史 開架 ――― 神田村 ―――
529 神田村の歴史あれこれ　森喬規 開架 森喬規 ――― 2012年

530 創立百周年記念誌「くわやま」　百年のあゆみ 開架 記念誌編集委員会
桑山小学校創立百周年記念事業実行
委員会

1992年

531 アルゼンチン香川県人会創立35周年記念誌 開架 ――― アルゼンチン香川県人会 2005年
532 三豊のすがた　3・4年生の社会科福祉読本 開架 ――― 三豊市教育委員会 2011年
533 平成26年～　水と緑と心豊かな町山本　まちづくり推進隊山本　広報紙　(創刊号～) 開架 ―――

NPO法人まちづくり推進隊山本 広報部
会

2014年

534
大阪湾のイワシきんちゃく網漁業　―　その産業構造とネットワーク　―　増崎勝敏　(『日本
民俗学』第276号　2013年)

開架 日本民族学会 日本民族学会 2013年

535 三野町内の指定文化財 開架 ――― 三野町教育委員会 ―――
536 平成15年度　上高野児童館　児童館だより ――― 上高野児童館 2003年
537 平成20～22年度　前田児童館だより ――― 前田児童館 2008年

538 1 三豊支部報　№16　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 1974年

538 2 三豊支部報　№17　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 1975年

538 3 三豊支部報　№19　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支所

――― 1977年

538 4 三豊支部報　№23　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 1981年

538 5 三豊支部報　№25　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 1983年

538 6 三豊支部報　№29　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 1987年

538 7 三豊支部報　№30　文化財みとよ　文化財保護協会三豊支部30周年記念誌 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 1988年

538 8 平成13年度　三豊支部報　№44　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 2002年

538 9 平成16年度　三豊支部報　№46　文化財みとよ 開架
香川県文化財保護協会三豊
支部

――― 2004年

539 平成20年度第2号　文化財みとよ 開架 三豊市文化財保護協会 ――― 2008年

540 平成11～17年度　三豊地区教育指導員による教育実践事例集 開架 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局三豊教育事
務所

―――

540 ※ 平成14・15年度　三豊地区教育指導員による教育実践事例集 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局三豊教育事
務所

―――

541 三豊地区第9・10回教育論文　優秀受賞論文の概要 ―――
香川県教育委員会事務局三豊出張所
三豊地区市町村教育委員会連絡協議
会

1986年
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542 三野町　バウンドテニス同好会のあゆみ ――― 三野町バウンドテニス同好会 2005年
543 1 平成4年度 三野町歳入歳出予算書 一般会計・特別会計 ――― 三野町 1992年
543 2 平成5年度　三野町歳入歳出予算書　一般会計・特別会計 ――― 三野町 1993年
544 1 平成6年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 1994年
544 2 平成10年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 1998年
544 3 平成11年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 1999年
544 4 平成12年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 2000年
544 5 平成13年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 2001年
544 6 平成14年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 2002年
544 7 平成15年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 2003年
544 8 平成16年度 三野町一般会計特別会計予算書 ――― 三野町 2004年
544 9 平成17年度　三野町一般会計特別会計予算書 開架 ――― 三野町 2005年
545 平成17年度　三野町一般会計特別会計事業会計歳入歳出決算書 ――― 三豊市 2006年
546 1 三野町下水道整備 基本計画報告書 平成3年1月 ――― 三野町 1991年
546 2 三野町下水道整備　　基本計画報告書　(事業費算出)　平成3年1月 ――― 三野町 1991年
547 第7回　通常総会資料　三豊地域農業農村活性化推進機構 ――― 三豊地域農業農村活性化推進機構 2002年
548 1998年　同和教育推進計画 ――― 三野町 1998年
549 平成15年度　新聞記事 ――― ――― 2003年
550 1 平成16年度 新聞掲載等資料1 ――― ――― 2004年
550 2 平成16年度 新聞掲載等資料2 ――― ――― 2004年
550 3 平成17年度　新聞掲載等資料 ――― ――― 2005年

551 1 昭和55年度　与志津　(幼児家庭教育学級学習記録) ―――
三野町立吉津幼稚園
吉津幼稚園幼児家庭教育学級

1980年

551 2 昭和56年度　第8号　与志津　(幼児家庭教育学級学習記録) ―――
三野町立吉津幼稚園
吉津幼稚園幼児家庭教育学級

1981年

551 3 昭和57年度　第9号　与志津　(幼児家庭教育学級学習記録) ―――
三野町立吉津幼稚園
吉津幼稚園幼児家庭教育学級

1982年

551 4 昭和58年度 第10号 与志津 幼児家庭教育学級学習記録 ――― 三野町立吉津幼稚園 1983年
551 5 昭和59年度 第11号 与志津 幼児家庭教育学級学習記録 ――― 三野町立吉津幼稚園 1984年
551 6 昭和60年度 第12号 与志津 幼児家庭教育学級学習記録 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1985年
551 7 昭和61年度 第13号 与志津 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1986年
551 8 昭和62年度 第14号 与志津 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1987年
551 9 昭和63年度 第15号 与志津 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1988年
551 10 平成元年度 第16号 与志津 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1989年
551 11 平成2年度 第17号 与志津 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1990年
551 12 平成3年度 第18号 与志津 ――― 吉津幼児家庭教育学級 1991年
551 13 平成4年度 第19号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 1992年
551 14 平成5年度 第20号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 1993年
551 15 平成6年度 第21号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 1994年
551 16 平成7年度 第22号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 1995年
551 17 平成8年度 第23号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 1996年
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551 18 平成9年度 第24号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 1997年
551 19 平成12年度 第27号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2000年
551 20 平成13年度 第28号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2001年
551 21 平成14年度 第29号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2002年
551 22 平成15年度 第30号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2003年
551 23 平成16年度 第31号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2004年
551 24 平成17年度 第32号 よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2005年
551 25 平成18年度　第33号　よしづ ――― 吉津幼児家庭教育学級 2006年
552 平成17年度　おおみの教育 ――― 三野町立大見小学校 2005年
553 豊中町誌 開架 豊中町誌編纂委員会 豊中町 1979年
554 豊中町誌　続編 開架 豊中町誌編纂委員会 豊中町 2005年
555 四国・香川県　旅心くすぐる　豊中 開架 ――― 豊中町 1992年
556 水　花　緑　歴史　発見　豊中町 開架 豊中町経済課 豊中町 1998年
557 1 とよなか　1981・豊中町勢要覧 開架 豊中町企画課 豊中町 1981年
557 2 豊中町 町勢要覧　1987　町制30周年 開架 豊中町企画課 豊中町 1987年
557 3 豊中　1993豊中町町勢要覧 開架 豊中町企画課 豊中町 1993年
558 1 町制30年のあゆみ 開架 ――― 豊中町 1987年
558 2 町制40年のあゆみ 開架 ――― 豊中町 1997年
559 1 平成九年豊中町町勢要覧 まんなかに豊中 開架 豊中町企画課 豊中町 1997年
559 2 豊中町町勢要覧　まんなかに豊中 開架 豊中町総務課 豊中町 2002年
560 1 資料編 豊中町町勢要覧1997年版 開架 豊中町企画課 豊中町 1997年
560 2 豊中町町勢要覧　2002年　改訂版　資料編 開架 豊中町総務課 豊中町 2002年
561 豊中町地域防災計画 豊中町防災会議(香川県) 豊中町 1998年
562 豊中町生涯学習町民アンケート　調査結果と考察　平成元年度 ――― 豊中町教育委員会事務局 1990年
563 第4回豊中町生涯学習研究大会　―　豊中町の生涯学習　― 開架 ――― 豊中町生涯学習推進会議 1994年
564 1 平成6年度 豊中町の生涯学習 開架 ――― 豊中町生涯学習推進会議 1995年
564 2 平成7年度　豊中町の生涯学習 開架 ――― 豊中町生涯学習推進会議 1996年

565 豊中町の文化財 開架
｢豊中町の文化財誌｣編集委
員会

豊中町教育委員会 1991年

566 豊中の地名 開架 ――― 豊中町教育委員会 1994年

567 豊中町の池と出水
豊中町ため池調査編集委員
会

豊中町水利組合 1999年

568 1 豊中民報　滝本進のあゆみ
「滝本進のあゆみ」刊行委員
会

滝本善子 1990年

568 2 豊中民報　滝本進のあゆみ　第二集
「滝本進のあゆみ」刊行委員
会

滝本善子 1990年

569 第三次豊中町振興計画　基本構想　平成7年3月 ――― 豊中町 1995年
570 商工会法施行30周年記念　30年のあゆみ 豊中町商工会 豊中町商工会 1990年

571 心と心ひとつに結んで―――。　今年は世界人権宣言35周年です。 開架 ―――
豊中町･世界人権宣言35周年豊中町実
行委員会

1982年
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572 本山寺総合資料調査報告書 開架 香川県教育委員会 香川県歴史博物館 1999年
573 1 平成8年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出予算書 ――― 豊中町 1996年
573 2 平成9年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出予算書 ――― 豊中町 1997年
573 3 平成10年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出予算書 ――― 豊中町 1998年
573 4 平成11年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出予算書 ――― 豊中町 1999年
573 5 平成12年度　豊中町一般会計特別会計歳入歳出予算書 ――― 豊中町 2000年

574 1
平成16年度　豊中町歳入歳出予算書　一般会計　国民健康保健特別会計　老人保健特
別会計 介護保険特別会計 上水道事業会計

開架 ――― 豊中町 2004年

574 2
平成17年度　豊中町歳入歳出予算書　一般会計　国民健康保健特別会計　老人保健特
別会計　介護保険特別会計　上水道事業会計

開架 ――― 豊中町 2005年

575 1 平成7年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 1996年
575 2 平成8年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 1997年
575 3 平成9年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 1998年
575 4 平成10年度 豊中町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 1999年
575 5 平成11年度　豊中町一般会計特別会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 2000年
576 1 平成12年度 豊中町一般会計特別会計上水道事業会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 2001年
576 2 平成13年度 豊中町一般会計特別会計上水道事業会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 2002年
576 3 平成16年度　豊中町一般会計特別会計上水道事業会計歳入歳出決算書 ――― 豊中町 2005年
577 平成17年度　豊中町一般会計特別会計上水道事業会計　歳入歳出決算書 ――― 三豊市 2006年

578 鼓動　創立六十周年記念　香川県立笠田高等学校 開架
香川県立笠田高等学校創立
六十周年記念誌編集委員会

創立六十周年記念事業委員会 1988年

579 陣山土地区画整理事業　(個人施行)　測量成果報告書　昭和63年10月 ――― 豊中町・(株)五星 1988年

580
〔ふるさとづくり推進事業〕　「ふるさと」の味　手づくりの味は，いつの世代にも，だれの心に
も，うるおいをあたえてくれるおふくろの味です。

開架 ―――
豊中町・豊中町生活改善クラブ連絡協
議会・三豊農業改良普及所

1982年

581 詫間町誌 詫間町誌編纂委員会 詫間町 1952年
582 新修詫間町誌 開架 詫間町誌編集委員会 詫間町 1971年

583 詫間町五十年のあゆみ 開架
｢詫間町五十年のあゆみ｣編さ
ん委員会

詫間町 2005年

584 WONDERLAND　TAKUMA　ドキドキがつまった不思議の楽園、詫間 開架 ――― 詫間町役場経済課 ―――

585 青い国―四国 たくま　NATIONAL　PARK　TAKUMA 開架 ―――
詫間町経済観光課、詫間・仁尾・三野三
町観光案内所

―――

586 香川県詫間町町勢要覧 1993［ウェーブタクマ］　WAVE　TAKUMA 開架 ――― 詫間町 1993年
587 TAKUMA TOWN 開架 ――― 詫間町 1993年
588 香川県詫間町町勢要覧1995　TAKUMA 開架 ――― 詫間町 1995年
589 香川県詫間町町勢要覧　別冊　TAKUMA　DATE　BOOK　1996 開架 ――― 詫間町 1996年
590 輝かしい未来へ…　詫間　2001　詫間町町勢要覧 開架 ――― 詫間町 2001年
591 輝かしい未来へ…　詫間町勢要覧　資料編　2001 開架 ――― 詫間町 2001年

592 わたしたちの詫間町　第2版 開架
詫間町社会科副読本編集委
員会

詫間町教育委員会 1978年
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593 1 わたしたちのまち詫間　第8版 開架
詫間町社会科副読本編集委
員会

詫間町教育委員会 1996年

593 2 わたしたちのまち詫間　第9版 開架
詫間町社会科副読本編集委
員会

詫間町教育委員会 2000年

594 事務改善　現況分析と改善案　昭和36年9月 開架 ――― 詫間町 1961年

595 ふるさと活動促進事業　浦島の里　詫間の味 開架
詫間町ふるさと活動促進協議
会

詫間町 1987年

596 詫間町次世代育成支援行動計画　平成17年3月 開架 ――― 詫間町 2005年
597 詫間町新高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画　平成12年3月 ――― 詫間町 2000年
598 詫間町第3期高齢者保健福祉計画及び第2期介護保険事業計画　平成15年3月 開架 ――― 詫間町 2003年

599
第三次詫間町総合計画　快適なくらしをささえる街づくり　元気でやさしい人づくり　活気あ
ふれる産業づくり　「やっぱり　たくまがええなあー」

開架 ――― 詫間町 1997年

600
第三次詫間町総合計画　安全で快適なまちづくり　元気でやさしい人づくり　活気あふれる
産業づくり　「やっぱり　たくまがええなあ～」

開架 ――― 詫間町 2002年

601 第三次詫間町総合計画　(後期基本計画)　アンケート調査結果報告書　平成13年8月 開架 ――― 詫間町 2001年
602 平成10年度　日米国際親善高校野球大会　報告書　平成10年8月15日～8月24日 ――― 詫間町国際交流会 1998年

603
9yh Annual International Friendship High School All-Star Baseball Program August 15-
20, 1998 Takuma Town,Japan and Tacoma/PierceCounty,Washington

――― ――― 1998年

604 1 日米国際親善高校野球大会 詫間・香川県選抜VSタコマ・ピアス群選抜　1999,8,11～12 ――― ――― 1999年
604 2 日米国際親善高校野球大会 詫間町選抜＆タコマ・ピアス群選抜　2002,8,14～15 ――― ――― 2002年
604 3

日米国際親善高校野球大会 詫間町･香川県選抜＆タコマ･ピアス郡選抜　2005,8,10～
11

開架 ――― ――― 2005年
605 1 ―　46年度版 ― 詫間町の文化財 ― 第1集 ― 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 1972年
605 2 ―　47年度版 ― 詫間町の文化財 ― 第2集 ― 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2004年
605 3 詫間町の文化財 第3集 ― 町の埋蔵文化財を訪ねて ―　48年度版 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2003年
605 4 昭和50年版 詫間町の文化財 ― 第4集 ― 町の神社･仏閣を訪ねて 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2005年
605 5 昭和51年版 詫間町の文化財　＝　第5集　＝　碑 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2006年
605 6 昭和52年版 詫間町の文化財 ― 第6集 ― 民話と伝説 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2005年
605 7 昭和53年版 詫間町の文化財 ― 第7集 ― 地名のはなし(上巻) 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2002年
605 8 ― 昭和54年度版 ― 詫間町の文化財 ― 第8集 ― 地名のはなし(中巻) 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2003年
605 9 昭和55年版 詫間町の文化財 ― 第9集 ― 地名のはなし(下巻) 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2005年
605 10 昭和56年版 詫間町の文化財 ― 第10集 ― 方言 開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町教育委員会 2003年
605 11 昭和57年版 詫間町の文化財 第11集 写真で見る詫間町のすがた 開架 三倉重太郎 詫間町文化財保護審議会 1983年
605 12 平成元年度版　詫間町の文化財　―　第12集　―　民俗(1) 開架 ――― 詫間町教育委員会 1990年

606
民話と伝説＝荘内地区　『詫間町の文化財』第6集(昭.52)　詫間町文化財保護委員会編
31.～44頁転写

開架 詫間町文化財保護委員会 詫間町立箱浦小学校 1986年

607 塩のはなし 開架 ――― 詫間町教育委員会 2003年
608 目録　詫間の民俗資料 開架 詫間町立民俗資料館 詫間町立民俗資料館 1986年
609 写真で見る　詫間の民俗資料 開架 詫間町立民俗資料館 詫間町立民俗資料館 1987年
610 詫間の歴史資料　所蔵資料目録　2 開架 詫間町立民俗資料館 詫間町立民俗資料館 1990年
611 詫間の古城　戦乱を生きぬいた詫間城 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2001年
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612 ふるさとの海　三野津湾 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2001年
613 THE　NICE　TOWN　OF　TAKUMA 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2001年
614 History　of　Takuma　20th　Century 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2001年
615 詫間の歴史　太古の詫間 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2002年

616
詫間の昔の暮らし　―　明治･大正･昭和時代前半にかけて　―　《民俗資料館における見
学･体験学習のために》

開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2002年

617 ふるさとの歴史をたずねて　古代の三野郡託間郷から今日の詫間町にかけて 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2002年
618 ふるさとの歴史をたずねて　詫間の塩 開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2002年

619
THE　NICE　TOWN　OF　TAKUMA　WONDERLAND　of　FLOWERS　and　the
URASIMA　LEGEND

開架 真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2002年

620 三野津湾の激動の半世紀　―　塩田から詫間港と臨海工業地帯へ　― 開架 真鍋道弘 真鍋道弘 2003年
621 第11海軍航空廠詫間工場と詫間中学校創立当時の様子 開架 真鍋道弘 真鍋道弘 2005年
622 三野津湾の昔と今 開架 真鍋道弘 真鍋道弘 2009年
623 宗良親王と詫間 開架 真鍋道弘 真鍋道弘 2009年
624 ふるさと詫間の移り変わり　―　浜田から宮ノ下周辺について　― 開架 真鍋道弘 真鍋道弘 2011年
625 詫間の交通　昔と今　―　幕末から明治･大正･昭和･平成にかけて　― 開架 真鍋道弘 真鍋道弘 2011年
626 詫間町歴史散歩 開架 紀豊 詫間町　詫間町文化財保護委員会 1979年

627 詫間の史跡　詫間海軍航空隊跡　2000年11月 開架 ―――
詫間海軍航空隊記念碑設立準備委員
会

2000年

628 紫雲出 開架 ――― 詫間町文化財保護委員会 2003年
629 2000年前、戦いがあった　香川県詫間町　紫雲出山遺跡 開架 佐原真・春成秀爾 詫間町教育委員会 2002年

630 戦後五〇年誌　詫間海軍航空隊物語　付第十一海軍航空廠詫間工場 開架
詫間海軍航空隊記録編集委
員会

詫間町立民俗資料館 1997年

631
第12回国民文化祭かがわ’97　瀬戸内こどもフェスティバル[創作童話]　詫間町[創作童
話･手作り絵本]作品集

開架
第12回国民文化祭詫間町実
行委員会

第12回国民文化祭詫間町実行委員会 1997年

632 TAKUMA　PORT　CONTAINER　TERMINAL　詫間港　コンテナターミナル 開架 ―――
香川県土木部港湾課・詫間町建設港湾
課

―――

633 TAKUMA　PORT　CONTAINER　TERMINAL　詫間港　コンテナターミナル 開架 ―――
香川県土木部港湾課・詫間町建設港湾
課

―――

634 1 詫間港 開港30周年記念誌 開架 ――― 詫間町 2000年
634 2 詫間港　開港35周年記念誌 開架 ――― 詫間町 2005年
635 1 町村合併35周年記念 詫間港開港20周年記念 式典 ――― 詫間町 1990年
635 2 町村合併50周年記念　詫間港開港35周年記念　式典 ――― 詫間町 2005年

636 松崎小学校創立120周年記念誌「松籟」 開架 120周年記念誌編集委員会
松崎小学校創立120周年記念事業実行
委員会

1993年

637 創立50周年記念誌　そなれ　―　50年のあゆみ　― 開架 ――― 詫間町立粟島中学校 1995年
638 研究資料№215　離島の超高齢地域社会について　―　香川県粟島の場合　― ――― 兵庫県立大学経済経営研究所 2007年

639 たろうの木 開架
文･真鍋タヨ子/今井菜保　絵･
清水由香里

詫間町教育委員会 1997年

640 木本あつし写真集　光と風の詩　瀬戸内･荘内半島の四季 開架 木本あつし 日本写真企画 1997年
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641 詫間小学校史　詫小百年の歩み　琢磨 開架
詫間町立詫間小学校創立百
周年記念誌編集部

詫間町立詫間小学校創立百周年記念
実行委員会

1987年

642 箱浦小学校創立100周年記念誌「100年のあゆみ」 開架 100周年記念誌編集部
箱浦小学校創立100周年記念事業実行
委員会

1990年

643 粟島中学校　休校記念誌 開架 ――― 三豊市立粟島中学校 2006年
644 1 学校要覧 平成10年度 詫間電波工業高等専門学校 開架 ――― 詫間電波工業高等専門学校 1998年
644 2 学校要覧 平成15年度 詫間電波工業高等専門学校 開架 ――― 詫間電波工業高等専門学校 2003年

644 3
詫間電波工業高等専門学校　TAKUMA　NATIONAL　COLLEGE　OF　TECHNOLOGY
College Bulletin　2005(学校要覧 平成17年度 詫間電波工業高等専門学校)

開架 ――― 詫間電波工業高等専門学校 2005年

644 4
平成20年度(2008)学校要覧　詫間電波工業高等専門学校　College Buｌletin 2008
Takuma National College of Technology

――― 詫間電波工業高等専門学校 2008年

645 詫間･仁尾の本 開架 ――― 株式会社　ホットカプセル 2000年

646 写真でつづる詫間の20世紀　わがふるさと 開架
写真でつづる詫間の20世紀
編集委員会

詫間町教育委員会 2001年

647 あすのたくま　合併20周年記念 詫間町総務課 詫間町 ―――
648 昭和四十九年三月　民俗資料緊急調査報告書　(塩飽諸島のうち広島・手島・小手島) ――― 香川教育委員会 1974年
649 詫間の浦島伝説について 開架 ――― 詫間町立民俗資料館 2002年

650
THE　MONUMENT　OF　TAKUMA　KAIGUN　KOKUTAI　or　TAKUMA　NAVAL　AIR
BASE　EXPLANATION

――― ――― ―――

651
HISTORY　OF　TAKUMA　　大昔から今日まで詫間はどのように移り変わってきたのだろ
うか

真鍋道弘 詫間町立民俗資料館 2001年

652 『平成12年夏　粟島・離島生活体験宿泊』　海で遊ぼう　自然に学ぼう ――― 粟島イベント実行委員会 2000年

653
船が結ぶ、関西と四国を。船が結ぶ、四国と九州。　ORANGE　FERRY　(オレンジフェ
リー)

――― 四国開発フェリー株式会社 2005年

654 詫間町営バス ――― 詫間町 2005年

655 香川県　花と浦島伝説の里　詫間町　緑と海が輝く太陽の町　仁尾町 ―――
詫間町・詫間町観光協会・仁尾町・仁尾
町商工会

2001年

656 大通の住宅地図　詫間町　1979 ――― 詫間町商工会青年部 1979年
657 町村合併30周年記念　タウンガイド　詫間町 株式会社地図センター 詫間町商工会青年部 1985年

658
タウンガイド　INFORMERCIAL　TAKUMA　～見て楽しい！使って重宝する！快適生活
支援タウンガイド～　タウンガイド　詫間町

株式会社　セイコー社 ――― 2002年

659 県民グラフ 三島　厚 三島　厚 1998年
660 紀豊著書コピー 紀　豊 ――― ―――
661 四国新聞　三観地区合併記事打ち出しコピー　2000年6月6日～2002年6月29日 ――― ――― 2000年
662 詫間町開発審議会関係綴　平成4年1月～ ――― 詫間町開発審議会 1992年
663 詫間町都市計画マスタープラン策定業務　平成9年度報告書　平成10年3月 ――― 詫間町 1998年
664 詫間町高齢者保健福祉計画 ――― 詫間町 1994年
665 平成17年度　詫間町歳入歳出決算書　一般会計　特別会計　企業会計 ――― 三豊市 2006年
666 新修　仁尾町誌 開架 仁尾町誌編さん委員会 仁尾町 1984年
667 新修　仁尾町誌　補遺 開架 新修仁尾町誌編さん委員会 仁尾町 2005年
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668 新修　仁尾町の文化財 開架
新修仁尾町の文化財編集委
員会

仁尾町教育委員会 2003年

669 仁尾町庁舎 開架 ――― 仁尾町 2000年
670 1 SUNSHOWER NIO　70th 町制施行70周年 仁尾町町勢要覧 開架 仁尾町総務課企画室 仁尾町 1994年

670 2
町制施行80周年記念　仁尾町　町勢要覧　緑、海、太陽、わが心の仁尾　NIO　on　my
mind　2004

開架 仁尾町企画情報課 仁尾町 2004年

671 1 SUNSHOWER NIO　70th 町制施行70周年 仁尾町町勢要覧 資料編 開架 仁尾町総務課企画室 仁尾町 1994年

671 2
町制施行80周年記念　仁尾町　町勢要覧　資料編　緑、海、太陽、わが心の仁尾　NIO
on　my　mind　2004

開架 仁尾町企画情報課 仁尾町 2004年

672 緑と海が輝く太陽の町　第3次　仁尾町長期振興計画 開架 仁尾町総務課企画室 仁尾町 1996年
673 仁尾町高齢者保健福祉計画 開架 仁尾町健康福祉課 仁尾町 2003年

674
仁尾町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画　―　安心･すこやか･生きがい　シル
バープラン　にお　―

開架 仁尾町健康福祉課 仁尾町 2000年

675
仁尾農業振興地域整備計画書(農業振興地域整備計画策定再編事業に基づく計画書)
平成11年8月

開架 ――― 仁尾町 1999年

676 町制施行80周年記念式典 開架 ――― 仁尾町 2004年
677 平成12年度　平石幼稚園の生活 開架 ――― 仁尾町立平石幼稚園 2000年
678 文協五十年の歩み　仁尾町文化協会 開架 ――― 三豊市文化協会仁尾町支部 2006年

679 地方の挑戦　仁尾太陽博<熱意と創意の活動の記録 開架 ―――
財団法人　仁尾サンシャイン計画振興
会

1984年

680 平成14年度　農村振興基本計画　詫間･仁尾地区 開架 ――― 香川県 2003年
681 仁尾浜の再生と未来　<仁尾浜埋立ての記録> 開架 ――― 仁尾町 1984年
682 第48回国民体育大会夏季大会　ヨット競技 ――― ――― 1993年
683 仁尾町ふれあい健康会館 ――― 仁尾町 2000年

684 人権教育推進のための研修資料　人権尊重の町　仁尾 開架 ―――
仁尾町・仁尾町教育委員会・ふれあいプ
ラザにお

―――

685 NTT・有線放送　電話番号簿　平成5年版　にお ――― 仁尾町商工会 1993年
686 仁尾町行政改革推進委員会綴り ――― 行政改革推進委員会 2003年
687 三豊合併協議会会議録 ――― 三豊合併協議会 2005年
688 行政手続条例運用マニュアル ――― 仁尾町 1998年
689 田園環境マスタープラン　仁尾町 ――― 仁尾町 2003年
690 昭和61年度　一般会計歳入歳出予算書綴 ――― 仁尾町 1986年
691 昭和61年度　特別会計歳入歳出予算書綴 ――― 仁尾町 1986年
692 1 昭和62年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1987年
692 2 平成元年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1989年
692 3 平成2年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1990年
692 4 平成3年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1991年
692 5 平成4年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1992年
692 6 平成5年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1993年
692 7 平成6年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1994年
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692 8 平成7年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1995年
692 9 平成8年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1996年
692 10 平成9年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1997年
692 11 平成10年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1998年
692 12 平成11年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 1999年
692 13 平成13年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 2001年
692 14 平成14年度 仁尾町歳入歳出予算書 開架 ――― 仁尾町 2002年
692 15 平成15年度 仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 2003年
692 16 平成16年度 仁尾町歳入歳出予算書 開架 ――― 仁尾町 2004年
692 17 平成17年度　仁尾町歳入歳出予算書 ――― 仁尾町 2005年
693 1 平成5年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 1994年
693 2 平成6年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 1995年
693 3 平成9年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 1998年
693 4 平成10年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 1999年
693 5 平成11年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 2000年
693 6 平成12年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 2001年
693 7 平成13年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 2002年
693 8 平成14年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 2003年
693 9 平成15年度 仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 2004年
693 10 平成16年度　仁尾町歳入歳出決算書 ――― 仁尾町 2005年
694 平成17年度　仁尾町歳入歳出決算書 ――― 三豊市 2006年
695 芳賀町総合情報館(仮称)基本構想　平成16年3月 開架 芳賀町生涯学習課 芳賀町生涯学習課 2004年
696 (仮称)芳賀町総合情報館基本構想計画書　平成16年11月4日 開架 ――― 芳賀町生涯学習課 2005年
697 岡山県立記録資料館年報　平成19年度 開架 岡山県立記録資料館 岡山県立記録資料館 2008年
698 1 香川県立文書館年報 第7号 平成12年度 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2001年
698 2 香川県立文書館年報　第14号　平成20年6月 開架 ――― 香川県立文書館 2008年
699 1 香川県立文書館紀要 第12号 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2008年
699 2 香川県立文書館紀要 第14号 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2010年
699 3 香川県立文書館紀要 第15号 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2011年
699 4 香川県立文書館紀要 第16号 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2012年
699 5 香川県立文書館紀要 第17号 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2013年
699 6 香川県立文書館紀要　第18号 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2014年
700 香川県立文書館文書目録(撮影分)　第11集　讃岐国多度津郡新町村　富井家文書目録 開架 香川県立文書館 香川県立文書館 2008年
701 国立公文書館 開架 ――― 独立行政法人　国立公文書館 2007年

702 岩田書院ブックレット8　データにみる市町村合併と公文書保存 開架
全国歴史資料保存利用機関
連絡協議会　資料保存委員
会

有限会社　岩田書院 2003年

703 文書館の防災に向けて 開架
全国歴史資料保存利用機関
連絡協議会防災委員会

全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会防災委員会

1998年
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704 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会主催　全史料協研修会テキスト(岡山大会) 開架 ―――
全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会　研修・研究委員会

2006年

705 全史料協茨城大会2007　研修会テキスト 開架 ―――
全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会/研修・研究委員会

2007年

706 資料保存と防災対策 開架
全国歴史資料保存利用機関
連絡協議会　資料保存員会

全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会　資料保存員会

2006年

707
平成10年度　防災研修報告書　資料が燃えた!その時、あなたは　―　火災実験と応急対
応　―

開架
全国歴史資料保存利用機関
連絡協議会　防災委員会

全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会　防災委員会

1999年

708 財田町例規集 開架 財田町 第一法規出版株式会社 1997年
709 財田町誌 開架 財田町誌編纂委員会 財田町 1972年
710 新修　財田町誌 開架 新修財田町誌編纂委員会 財田町 1992年
711 財田町誌　続編 開架 財田町誌編纂委員会 財田町 2005年
712 財田町基本構想・基本計画 開架 ――― 財田町 ―――
713 壮大なロマンをはぐくむ町　財田町　'87町勢要覧 開架 ――― 財田町 ―――
714 人と自然にやさしく、豊かで活力のある町　財田町　夢さいた。人たからだ 開架 ――― 財田町 ―――
715 30th　Anniversary　Treasurae　of　Saita　Town　財田町たからだ探検隊 開架 ――― 財田町 2000年
716 みどりあふれる豊かな活力ある町　第2次財田町長期振興計画 開架 ――― 財田町 1986年
717 人と自然にやさしく、豊かで活力のある町　第三次財田町長期振興計画 開架 ――― 財田町 1996年
718 財田町農業経営基盤強化促進基本構想　平成7年3月 開架 ――― 財田町 1995年
719 財田町環境基本計画　人と自然にやさしい、豊かで美しい町づくりをめざして 開架 財田町税住民課 財田町 2000年
720 財田町環境基本計画　概要版 開架 ――― 財田町 2000年
721 1 昭和54年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1980年
721 2 昭和60年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1986年
721 3 平成2年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1991年
721 4 平成3年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1992年
721 5 平成4年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1993年
721 6 平成5年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1994年
721 7 平成6年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 1995年
721 8 平成11年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 2000年
721 9 平成12年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 2001年
721 10 平成13年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 2002年
721 11 平成14年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 2003年
721 12 平成15年度 行政事務報告書 開架 ――― 財田町 2004年
721 13 平成16年度　行政事務報告書 開架 ――― 財田町 2005年
722 財田町(たからだ)エンゼルプラン子育て支援計画　子どもがたからだ、元気がたからだ 開架 ――― 財田町 2001年
723 財田町の簡易水道　財田町簡易水道第3次拡張事業 開架 ――― 財田町 1999年
724 工業導入のしおり　人と自然にやさしく豊かで活力のある町　財田 開架 ――― 財田町 ―――
725 県営ほ場整備事業　財田中地区　概要書 開架 ――― 香川県三豊土地改良事務所 1995年
726 友好の絆　財田町･洞爺村姉妹町村盟約三〇周年記念誌 開架 ――― 財田町･洞爺村 2005年
727 ありがとう財田　そして未来へ　財田の心　財田町閉町記念誌 開架 ――― 財田町 2005年
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728 創立百年記念誌｢中蓮寺峰｣ 開架 百年記念誌編集委員会
財田中小学校創立百周年記念推進実
行委員会

1997年

729 1 わたしたちの町　財田 開架
財田町小学校社会科副読本
編集委員会

財田町教育委員会 1983年

729 2 わたしたちの町　財田 開架
財田町小学校社会科副読本
編集委員会

財田町教育委員会 1992年

729 3 わたしたちの町　財田 開架
財田町小学校社会科副読本
編集委員会

財田町教育委員会 1997年

730 財田の野佛と五輪塔 開架 ――― 財田町文化財保護協会 1984年
731 財田の地名考 開架 ――― 財田町文化財保護協会 1985年
732 財田のむかしばな志 開架 ――― 財田町文化財保護協会 1982年
733 財田のむかしばなし 開架 ――― NPO法人　まちづくり推進隊財田 2014年
734 大久保諶之丞の四国開発のロマン　備讃の海に橋を架けよ 開架 大倉一夫 財田町 1988年
735 鍬おどり十年の歩み 開架 財田町鍬おどり保存会 財田町鍬おどり保存会 1996年
736 鍬おどり　諶之丞まつりと共に歩んだ二十年 開架 鍬おどり保存会 鍬おどり保存会 2005年
737 蒼天に架ける　―　フロンティア諶之丞　― 開架 梅谷徹哉 美巧社 1989年
738 讃岐移民団の北海道開拓資料 開架 大久保諶一･白川武 (財)多度津文化保存会 1981年

739
移住に伴う言語変容　―　香川県を例として、社会･文化との関わりを中心に　―　平成23
年度　財団法人　福武学術文化振興財団　瀬戸内海文化研究･活動支援助成A.　調査･
研究による研究成果報告書

開架 ――― 香川県話し言葉研究会 2012年

740 財田町国民健康保健直営　財田診療所 開架 ――― 財田町 ―――
741 三豊市国民健康保険　財田診療所 ――― 三豊市国民健康保健財田診療所 ―――
742 香川県財田町　たからだの里 開架 ――― 財田町経済課 ―――
743 たからだの里　財田の特産品 開架 ――― 財田町商工会等 1998年
744 財田町国保高齢者保健福祉支援センター　健やかプラザ　コスモス ――― 財田町 ―――
745 三豊市財田町国保高齢者保健福祉支援センター　健やかプラザ　コスモス ――― 財田町 ―――
746 1 平成8年度 財田町一般会計特別会計予算書 ――― 財田町 1996年
746 2 平成12年度　財田町一般会計特別会計予算書 ――― 財田町 2000年
747 1 平成13年度 財田町一般会計予算書 ――― 財田町 2001年
747 2 平成14年度 財田町一般会計予算書 ――― 財田町 2002年
747 3 平成15年度 財田町一般会計予算書 ――― 財田町 2003年
747 4 平成16年度　財田町一般会計予算書 ――― 財田町 2004年
748 平成13年度　施政方針　財田町 ――― 財田町 2001年
749 合併協定書　平成17年3月13日 ――― 財田町 2005年
750 財田の歴史的な写真人物その他 ――― ――― ―――
751 昭和38年度　財田村会計才入才出決算書 ――― 財田村 1964年
752 昭和三十九年度　財田村一般会計才入才出決算書 ――― 財田村 1965年
753 昭和三十九年度　特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算書 ――― 財田村 1965年
754 昭和三十九年度　財田村山本町中学校組合会計歳入歳出決算書 ――― 財田村山本町中学校組合 1965年
755 昭和40年度　財田村一般会計歳入歳出決算書 ――― 財田村 1966年
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756 昭和40年度　財田村山本町中学校組合会計歳入歳出決算書 ――― 三豊郡財田村山本町中学校組合 1966年
757 昭和41年度　財田村一般会計才入才出決算書 ――― 財田村 1967年
758 昭和41年度　財田村山本町中学校組合会計歳入歳出決算書 ――― 三豊郡財田村山本町中学校組合 1967年
759 昭和42年度　財田村一般会計才入才出決算書 ――― 財田村 1968年
760 昭和42年度　財田村国民健康保険特別会計才入才出決算書 ――― 財田村 1968年
761 昭和42年度　財田村有線放送電話特別会計才入才出決算書 ――― 財田村 1968年
762 昭和43年度　財田村会計決算書 ――― 財田村 1969年
763 昭和44年度　財田町会計才入才出決算書 ――― 財田町 1970年
764 昭和45年度　財田町会計才入才出決算書 ――― 財田町 1971年
765 昭和46年度　財田町会計才入才出決算書 ――― 財田町 1972年
766 昭和47年度　財田町会計才入才出決算書 ――― 財田町 1973年
767 昭和48年度　財田町会計才入才出決算書 ――― 財田町 1974年
768 昭和49年度　財田町会計才入才出決算書 ――― 財田町 1975年
769 昭和50年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1976年
770 昭和51年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1977年
771 昭和52年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1978年
772 昭和53年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1979年
773 昭和54年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1980年
774 昭和55年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1981年
775 昭和56年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1982年
776 昭和57年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1983年
777 昭和58年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1984年
778 昭和59年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1985年
779 昭和60年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1986年
780 昭和61年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1987年
781 昭和62年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1988年
782 昭和63年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1989年
783 1 平成元年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1990年
783 2 平成2年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1991年
783 3 平成3年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1992年
783 4 平成4年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1993年
783 5 平成5年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1994年
783 6 平成6年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1995年
783 7 平成7年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1996年
783 8 平成8年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1997年
783 9 平成9年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1998年
783 10 平成10年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 1999年
783 11 平成12年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 2001年
783 12 平成13年度 財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 2002年
783 13 平成14年度 財田町会計歳入歳出決算書 開架 ――― 財田町 2003年
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783 14 平成15年度　財田町会計歳入歳出決算書 ――― 財田町 2004年
784 平成17年度　財田町歳入歳出決算書 ――― 三豊市 2005年
785 議案第1号別冊　平成15年度　決算に対する審査意見書 ――― 財田町 2004年
786 土の力。人の力。農業の力。　財田町土づくりセンター 開架 財田町経済課 財田町 ―――

787 業務概要(平成9年度)　香川用水記念公園
財団法人かがわ水と緑の財団
香川用水記念公園管理部

財団法人　かがわ水と緑の財団　香川
用水記念公園管理部

1997年

788 香川用水記念公園　KAGAWA YOUSUI COMMEMORATIVE PARK ―――
(財)　かがわと水と緑の財団　香川用水
記念公園

―――

789
香川用水記念公園　KAGAWA YOUSUI COMMEMORATIVE PARK　香川用水の歴史と
恩恵を永く後世に伝えよう・・・・・

―――
(財)かがわ水と緑の財団　香川用水記念
公園

―――

790 香川用水記念公園道路マップ　ROADMAP ―――
(財)かがわ水と緑の財団　香川用水記念
公園

―――

791 平成17年度　主要施策の成果に関する報告書(財田町) 三豊市 三豊市 2006年
792 随筆　もう軍歌をやめて泳ごう 開架 重野清 重野清 1985年

793
三豊合併協議会だより　高瀬町、山本町、豊中町、仁尾町、財田町、三野町、詫間町　(創
刊号～第10号・最終号)

開架 三豊合併協議会 三豊合併協議会 2005年

794 三豊市ガイドブック 開架 三豊合併協議会 三豊合併協議会 2005年
795 1 平成19年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 三豊市政策部企画課 三豊市 2007年
795 2 平成20年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 三豊市政策部企画課 三豊市 2008年
795 3 平成21年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 三豊市政策部企画課 三豊市 2009年
795 4 平成22年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2010年
795 5 平成23年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2011年
795 6 平成24年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2012年
795 7 平成25年版 みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 開架 三豊市政策部企画財政課 三豊市 2013年
795 8 平成26年版　みとよの身の丈　～三豊市データブック～ 開架 三豊市政策部企画財政課 三豊市 2014年
796 三豊市新総合計画　―　自立への助走路　―　基本構想　平成20年9月 ――― 三豊市 2008年
797 1 三豊市新総合計画 ― 自立への助走路 ― 平成21年度～平成30年度 開架 三豊市政策部企画課 三豊市 2008年
797 2 三豊市新総合計画　―　自立への助走路　―　ダイジェスト版 開架 ――― 三豊市 2008年
798 三豊市新総合計画　後期基本計画　―　自立への助走路　―　平成26年3月 開架 三豊市政策部企画財政課 三豊市 2014年
799 Mitoyo　Graphic　Story　みとよ　人よし　技よし　風よし　みとよし 開架 ――― 三豊市 2011年
800 Mitoyo　Graphic　Story　みとよ　ミトヨ･サイズ　資料編　人よし　技よし　風よし　みとよし 開架 ――― 三豊市 2011年
801 三豊市　総合防災マップ 開架 三豊市総務課 三豊市 2007年

802 三豊市の文化財 開架
『三豊市の文化財』編集委員
会

三豊市教育委員会 2009年

803 1 古代の三豊 ― 三豊市の歴史と文化1 ― 開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2011年
803 2 中世の三豊 ― 三豊市の歴史と文化2 ― 開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2012年
803 3 近世の三豊 ― 三豊市の歴史と文化3 ― 開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2013年
803 4 近代の三豊　―　三豊市の歴史と文化4　― 開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2014年

804 1
三豊市埋蔵文化財発掘調査報告　第1集　宗吉瓦窯跡調査・保存整備報告　―　発掘調
査編 ―　2009.3

開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2009年
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804 2
三豊市埋蔵文化財発掘調査報告　第1集　宗吉瓦窯跡調査・保存整備報告　―　保存整
備編　―　付編　史跡宗吉瓦窯跡の自然科学分析　2009.3

開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2009年

805
三豊市埋蔵文化財発掘調査報告　第2集　三豊市内遺跡発掘調査報告書　平成21年度
国庫補助事業報告書　手石場窯跡･宗吉瓦窯跡･延命古墳

開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2010年

806 1
三豊市埋蔵文化財発掘調査報告　第3集　―　平成22年度国庫補助事業報告書　―　石
舟1号墳 石舟2号墳 宮山窯跡　2011年3月

開架 ――― 三豊市教育委員会 2011年

806 2
三豊市埋蔵文化財発掘調査報告　第4集　―　平成23年度国庫補助事業報告書　―　吉
吾古墳 西久保谷遺跡 宮山窯跡

開架 ――― 三豊市教育委員会 2012年

806 3
三豊市埋蔵文化財発掘調査報告書　第5集　―　平成24年度国庫補助事業報告書　―
紫雲出山遺跡　金鳥池窯跡　2013年3月

開架 ――― 三豊市教育委員会 2013年

807 三豊市山本ふれあい公園　INFORMATION 開架 ――― 三豊市教育委員会 ―――
808 1 平成17年度 主要施策の成果に関する報告書 ――― 三豊市 2006年
808 2 平成19年度 主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2008年
808 3 平成20年度 主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2009年
808 4 平成21年度 主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2010年
808 5 平成22年度 主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2011年
808 6 平成23年度 主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2012年
808 7 平成24年度 主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2013年
808 8 平成25年度　主要施策の成果に関する報告書 開架 ――― 三豊市 2014年
809 1 第3期実施計画　(平成23年度～平成25年度)　～自立への助走路Ⅲ～　平成23年1月 ――― 三豊市 2011年
809 2 第4期実施計画　(平成24年度～平成26年度)　～　自立への助走路Ⅳ　～ 開架 政策部政策課 三豊市 2012年
809 3 第5期実施計画　(平成25年度～平成27年度)　～　自立への助走路Ⅴ　～ 開架 政策部企画財政課 三豊市 2013年
809 4 第6期実施計画　(平成26年度～平成28年度)　～　自立への助走路Ⅵ　～ 開架 政策部企画財政課 三豊市 2014年
809 5 第7期実施計画　(平成27年度～平成29年度)　～　自立への助走路Ⅶ　～ 開架 政策部企画財政課 三豊市 2015年
810 平成17年度　三豊市歳入歳出暫定予算書 ――― 三豊市 2006年
811 1 平成17年度 三豊市歳入歳出予算書 ――― 三豊市 2006年
811 2 平成18年度 三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2006年
811 3 平成19年度　三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2007年
811 4 平成20年度 三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2008年
811 5 平成21年度 三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2009年
811 6 平成22年度 三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2010年
811 7 平成23年度 三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2011年
811 8 平成24年度　三豊市歳入歳出予算書 開架 ――― 三豊市 2012年
812 1 平成20年度 予算案の概要 主要事業 ――― 三豊市 2008年
812 2 平成21年度　予算案の概要　主要事業 ――― 三豊市 2009年
813 1 平成23年度 予算案の概要 主要事業　～“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊～ ――― 三豊市 2011年
813 2 平成24年度 予算案の概要　～“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊～ 開架 ――― 三豊市 2012年
813 3 平成25年度 予算案の概要　～“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊～ 開架 ――― 三豊市 2013年
813 4 平成26年度 予算案の概要　～“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊～ 開架 ――― 三豊市 2014年
813 5 平成27年度　予算案の概要　～“豊かさ”をみんなで育む市民力都市・三豊～ 開架 ――― 三豊市 2015年
814 1 平成25年度 三豊市予算書及び予算に関する説明書 開架 ――― 三豊市 2013年
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814 2 平成26年度 三豊市予算書及び予算に関する説明書 開架 ――― 三豊市 2014年
814 3 平成27年度　三豊市予算書及び予算に関する説明書 開架 ――― 三豊市 2015年
815 1 平成19年度 三豊市補正予算予算書 ――― 三豊市 2007年
815 2 平成20年度 三豊市補正予算予算書 ――― 三豊市 2008年
815 3 平成21年度 三豊市補正予算予算書 ――― 三豊市 2009年
815 4 平成23年度 三豊市補正予算予算書 開架 ――― 三豊市 2011年
815 5 平成24年度 三豊市補正予算予算書 開架 ――― 三豊市 2012年
815 6 平成24年度 三豊市補正予算予算書　(抄) ――― 三豊市 2013年
815 7 平成25年度 三豊市補正予算予算書 開架 ――― 三豊市 2013年
815 8 平成26年度　三豊市補正予算予算書 開架 ――― 三豊市 2014年

816
北三豊環境衛生組合一般会計　平成17年度　高瀬地区少年育成センター組合　歳入歳
出決算書　七宝斎苑組合一般会計

――― 三豊市 2005年

817 1 平成17年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2006年
817 2 平成18年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2007年
817 3 平成19年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2008年
817 4 平成20年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2009年
817 5 平成21年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2010年
817 6 平成22年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2011年
817 7 平成23年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2012年
817 8 平成24年度 三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2013年
817 9 平成25年度　三豊市歳入歳出決算書 開架 ――― 三豊市 2014年
818 1 平成22年度 三豊市一般会計･特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 開架 ――― 三豊市監査委員会 2011年
818 2 平成23年度　三豊市一般会計･特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 開架 ――― 三豊市監査委員会 2012年
819 平成17年度　決算審査意見書 三豊市監査委員 ――― 2003年
820 1 三豊市議会 議案書(平成23年度第2回～) 開架 ――― ――― 2011年
820 2 三豊市議会 議案書(平成24年度) 開架 ――― ――― 2012年
820 3 三豊市議会 議案書(抄) ――― 三豊市 2012年
820 4 三豊市議会 議案書(平成25年度) 開架 ――― ――― 2013年
820 5 三豊市議会 議案書(平成26年度) 開架 ――― ――― 2014年
820 6 三豊市議会　議案書(平成27年度) 開架 ――― ――― 2015年
821 三豊市　議会だより(創刊号～最新号) 開架 三豊市議会・議会広報委員会 三豊市議会・議会広報委員会 2013年
822 みとよ農業委員会だより(創刊号～最新号) 開架 三豊市農業委員会 三豊市農業委員会 2012年
823 三豊市全図 開架 ――― ――― 2011年
824 1 三豊市 リーフレット･チラシ ――― ――― 2005年
824 2 三豊市 リーフレット･チラシ 開架 ――― ――― 2006年
824 3 三豊市 リーフレット・チラシ ――― ――― 2012年
824 4 三豊市 リーフレット・チラシ ――― ――― 2013年
824 5 三豊市 リーフレット・チラシ ――― ――― 2014年
824 6 三豊市　リーフレット・チラシ ――― ――― 2015年
825 三豊市埋蔵文化財発掘調査　現地説明会資料 開架 ――― 三豊市教育委員会生涯学習課 2012年
826 うどん県　三豊市 開架 ――― 三豊市 2012年
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827 平成15年度　永康病院　年報　平成16年6月 ――― 三豊市立永康病院 2004年
828 1 平成18年度 永康病院 年報 平成19年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2007年
828 2 平成19年度 永康病院 年報 平成20年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2008年
828 3 平成20年度 永康病院 年報 平成21年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2009年
828 4 平成21年度 永康病院 年報 平成22年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2010年
828 5 平成22年度 永康病院 年報 平成23年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2011年
828 6 平成23年度 永康病院 年報 平成24年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2012年
828 7 平成24年度 永康病院 年報 平成25年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2013年
828 8 平成25年度　永康病院　年報　平成26年10月 開架 ――― 三豊市立永康病院 2014年
829 1 三豊史談 第4号　2013年9月 開架 三豊史談会 三豊史談会 2013年
829 2 三豊史談　第5号　2014年9月 開架 三豊史談会 三豊史談会 2014年

830 上高瀬小学校創立二十周年記念誌「みどりが丘」 開架
上高瀬小学校創立百二十周
年記念誌編集委員会

上高瀬小学校創立百二十周年記念誌
編集委員会

2014年

831 辻駐在所だより・辻駐在所速報 ――― 辻駐在所 2012年

832 新市まちづくりのための住民アンケート調査結果報告書　平成15年3月
観音寺市・山本町・大野原町・
豊中町・豊浜町・財田町合併
協議会

――― 2003年

833 香川県三豊市観光ガイドブック 開架 三豊市商工観光課 三豊市 2010年
834 1 ハンディブック 三豊市コミュニティバス時刻表 平成20年4月1日改定 ――― 三豊市 2008年
834 2 ハンディブック 三豊市コミュニティバス時刻表 平成21年4月1日改定 ――― 三豊市 2009年
834 3 ハンディブック 三豊市コミュニティバス時刻表 平成23年4月1日改定 開架 三豊市 三豊市 2011年
834 4 三豊市コミュニティバス 時刻表 平成25年4月1日改定 三豊市 三豊市 2013年
834 5 三豊市コミュニティバス時刻表 平成26年4月1日改定 開架 三豊市 三豊市 2014年
834 6 三豊市コミュニティバス　時刻表　平成26年4月1日改定 三豊市 三豊市 2014年
835 平成12年度　ミニ集会モデル地区実施報告 ――― 香川県三豊地区更生保護婦人会 2000年

836 三豊地区広域市町村圏振興事務組合　火災予防条例
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合消防本部

三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

2000年

837 広域市町村圏基礎調査
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合

――― ―――

838 三豊市耐震改修促進計画　平成23年度12月 三豊市建設経済部建設課 ――― 2011年

839
三豊市農業振興計画　(平成26年度～平成35年度)　みのり豊か、しぜん豊か、ひとが豊か
三豊市農業

開架 ――― 三豊市 2014年

840
三豊市農業振興計画　概要版　平成26年度～平成35年度　みのり豊か、しぜん豊か、ひ
とが豊か　三豊市農業

開架 ――― 三豊市 2014年

841 三豊市市営住宅長寿命化計画　報告書　平成26年3月 開架 三豊市建設経済部住宅課 三豊市 2014年
842 平成18年度　三豊市環境基本計画基礎調査報告書　平成19年3月 ――― 三豊市 2007年
843 三豊市環境基本計画概要版　水と緑を大切にする豊かな田園都市　みとよ　平成20年3月 開架 ――― 三豊市 2008年

844
平成19年度　エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業　三豊市住
宅省エネルギー連携推進事業　業務方法書・業務細則　平成19年8月

――― 三豊市・四国電力株式会社 2007年
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845
エコキュートおよび省エネナビ導入補助金のご案内　(三豊市住宅省エネルギー連携推進
事業)　平成19年8月

――― 三豊市・四国電力株式会社 2007年

846 三豊市エコオフィス計画　―　地球温暖化対策実行計画書　―　平成20年3月 ――― 三豊市 2008年
847 快適な環境をめざして 三豊市市民部水処理課 三豊市 1999年
848 三豊市土地利用計画の策定に関する市民アンケート　結果報告書　平成22年3月 開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2010年
849 1 三豊市土地利用計画　～選ばれる地“三豊”をめざして～　平成22年3月 開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2010年
849 2 三豊市土地利用計画　～選ばれる地“三豊”をめざして～　ダイジェスト版　平成22年3月 開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2010年
850 三豊市　介護保険サービス事業者ガイド 三豊市介護保険課 三豊市 ―――

851 三豊市　介護保険サービス事業者ガイド 開架 ―――
三豊市健康福祉部介護保険課・三豊市
地域包括支援センター

―――

852 三豊市社会福祉協議会　地域福祉活動計画　平成22年(2010)～平成26年度(2014) 開架 ――― 社会福祉法人　三豊市社会福祉協議会 2010年
853 三豊市障害者計画　障害福祉計画　平成19年3月 三豊市障害福祉課 三豊市 2007年
854 三豊市第2期障害福祉計画　(平成21年度～23年度)　平成21年3月 ――― 三豊市 2009年

855 幸せに生きるために 開架 ―――
三豊市　部落解放・人権政策確立要求
三豊市民実行委員会・三豊市人権教育
研究協議会

―――

856 2013年　人権啓発カレンダー 三豊市ふれあいプラザにお 三豊市ふれあいプラザにお 2012年
857 平成22年度　三豊海域活性化対策協議会　委員会議案 ――― 三豊海域活性化対策協議会 2010年
858 三豊市7町商工会の合併について ――― 三豊市7町商工会合併協議会 ―――
859 第1回みとよサイクルロード宝山湖 ――― みとよサイクルロード実行委員会 2010年
860 平成25年度　施政方針 開架 ――― 三豊市 2013年
861 1 平成20～23年度 三豊市教育方針 ――― 三豊市教育委員会 2008年
861 2 平成20・21年度　三豊市教育方針 開架 ――― 三豊市教育委員会 2008年
862 平成21・22年度　三豊市学校教育の方針 開架 ――― 三豊市教育委員会 2009年
863 1 平成18～23年度 三豊市幼稚園・保育所・小学校・中学校歯科健診結果報告書 ――― 三豊市教育委員会 ―――
863 2 平成22・23年度三豊市幼稚園・保育所・小学校・中学校歯科健診結果報告書 開架 ――― 三豊市教育委員会 ―――

864 太平洋戦争と三豊　体験談集 開架
『太平洋戦争と三豊』体験談
集策定委員会

三豊市 2013年

865 Mitoyo　City　Guide　Book　2013　三豊市暮らしのガイドブック　保存版 開架 三豊市総務部総務課 三豊市 2013年

866
トラブルに巻き込まれても、ひとりで決めない悩まない！　みんなで防ごう悪質商法　消費
者を守る法律が強化されました

開架 ――― 三豊市 ―――

867 三(み)んなで元気に豊かな人生　三豊市健康増進計画　平成20年3月 三豊市健康課 三豊市 2008年
868 三豊市健康増進計画　三(み)んなで元気に　豊かな人生　ダイジェスト版　平成20年3月 開架 三豊市健康課 三豊市 2008年
869 平成20年10月　ごみの分別の手引き　保存版 開架 ――― 三豊市 2008年
870 三豊市食育推進計画　平成22年3月 開架 ――― 三豊市 2010年

871
三豊市食育推進計画　概要版　「三豊のふるさとの幸を大切に～豊かな食と健康のまちづ
くり～」　平成22年3月

開架 ――― 三豊市 2010年

872 コスモスは今　第Ⅲ集　女性部同和問題研修200回を顧みて 開架 ――― 三豊市たかせ人権福祉センター 2006年

873
三豊市男女共同参画啓発パンフレット　一人ひとりが自分らしく輝くために　～なくそう
DV(ドメスティック・バイオレンス)～

開架 三豊市政策部政策課 三豊市 2011年
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874 人権ポケットブック3　知りましょう！　同和問題 開架 ―――
部落解放・人権政策確立要求三豊市民
実行委員会

2007年

875 三豊市人権教育職員研修資料 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2006年
876 三豊市人権教育職員研修資料　三豊市教職員研修資料 開架 三豊市教育委員会 三豊市教育委員会 2006年
877 かけがえのない人生を幸せに生きる　家庭でまなぶ人権 開架 ――― 三豊市教育委員会 2008年

878 太陽 開架 ―――
仁尾町・仁尾町教育委員会・ふれあいプ
ラザにお

―――

879 1 人権・同和問題に関する意識調査 結果報告書　2007(平成19)年8月調査 開架 ――― 三豊市 2008年
879 2 人権・同和問題に関する意識調査　結果報告書　2012(平成24)年7月調査 開架 ――― 三豊市 2013年
880 三豊市地区生活実態把握調査　分析報告書　2012年(平成24年)7月 開架 ――― 三豊市 2013年
881 三豊市地区生活実態把握調査　2012年(平成24年)7月調査　【ダイジェスト版】 開架 ――― 三豊市 2013年

882
子育てガイド 見回せば、きっと見つかる育児の見方 行ってみようよ！子育て支援セン
ター

開架 ――― 三豊市立高瀬地域子育て支援センター ―――

883
独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」助成事業　平成21年度　パパ
流子育て☆Fathering応援事業　報告書

開架 ――― 社会福祉法人　三豊市社会福祉協議会 ―――

884 1
平成6年度　三豊地区幼稚園教育研究大会要項　【研究主題】　幼児の主体的な生活を
支える環境を考える ― 一人一人の思いや心を動かす状況をとらえながら ―

――― 三豊地区幼稚園教育研究会 1994年

884 2
平成17年度　三豊地区幼稚園教育研究大会要項　研究主題　子どもたちが『安定して遊
びを楽しめる』ために　―　環境や援助のあり方を考える　―

――― 三豊地区幼稚園教育研究会 2005年

885 1
平成19年度　三豊市幼稚園教育研究発表会要項　研究主題　人とかかわる力を育み、集
団生活の充実を図る　～一人ひとりの発達をふまえて～

――― 三豊市幼稚園教育研究会 2007年

885 2
平成23年度　三豊市幼稚園教育研究発表会要項　研究主題　豊かな体験を通して、とも
に育ち合う子ども　―　人や自然・さまざまなものとのかかわりの中で　―

開架 ――― 三豊市幼稚園教育研究会 2011年

886
平成23年度　三豊市幼稚園教育研究発表会事前研修会　研究テーマ　豊かな体験を通
して　ともに育ち合う子ども　―　人や自然・さまざまなものとのかかわりの中で　―

――― 三豊市立上高瀬幼稚園 2011年

887 1 社会を明るくする運動 平成15年度 ― 中学生弁論大会 ― ――― 三豊地区保護司会・中学校校長会 2003年

887 2 社会を明るくする運動　平成19年度　―　中学生弁論大会　― 開架 ―――
三豊地区保護司会・三豊地区中学校校
長会

2007年

888 1 社会を明るくする運動 平成22年度 ― 中学生弁論大会 ― 開架 ――― 三豊地区保護司会・三豊市中学校長会 2010年
888 2 社会を明るくする運動　平成23年度　―　中学生弁論大会　― ――― 三豊地区保護司会・三豊市中学校長会 2011年
889 三豊市国民保護計画　平成19年3月 ――― 三豊市 2007年
890 三豊市地域新エネルギービジョン　概要版　平成19年2月 ――― 三豊市 2007年
891 新修　泉佐野市史　第10巻　別巻　民俗編　(Ⅷ　漁業と漁民の暮らし) 開架 ――― 泉佐野市史編さん委員会 2006年
892 三豊市生活排水処理基本計画　平成18年6月 ――― 三豊市 2006年
893 平成20年度　三豊市水防計画書 ――― 三豊市 ―――
894 平成20～24年度　三豊市教育協議会 ――― 三豊市 2008年
895 平成18年度　三豊海域活性化対策並びに水産振興構想 ――― 三豊海域活性化対策協議会 ―――
896 平成19年　三豊市消防団出初式 ――― 三豊市消防団 2007年
897 平成20年度　第3回　三豊市建設業協会　安全・防災訓練 ――― 三豊市建設業協会　安全・防災委員会 2008年
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898 県道豊中仁尾線七宝山トンネル　防災訓練計画書　平成20年7月30日 ―――
三豊警察署・三観広域消防本部・三豊
市消防団・西讃土木事務所

2008年

899 部落解放同盟三豊市連絡協議会　規約 ――― 部落解放同盟三豊市連絡協議会 2005年

900 平成22年　保育所　手作りおやつレシピ　三豊市健康福祉部福祉事務所子育て支援課 ―――
三豊市健康福祉部福祉事務所子育て
支援課

2010年

901 第一回　三豊市長杯宝山湖ジュニアサッカーフェスティバル ―――
宝山湖ジュニアサッカーフェスティバル
実行委員会

2010年

902 三豊市内小中高校生　第1回　みとよ・ヤング・エコ・サミット ――― みとよ・ヤング・エコ・サミット 2010年
903 平成20年度　三豊市青少年健全育成市民会議 ――― 三豊市青少年健全育成市民会議 2008年

904 平成21・22年度　三豊市少年を守る会　理事・役員会資料 ―――
三豊市少年を守る会・三豊市少年育成
センター

2010年

905 第7回　三豊市社会福祉大会 ―――
三豊市社会福祉協議会・三豊市共同募
金委員会・三豊市身体障害者協会・三
豊市母子福祉連合会

2012年

906 みとよファミリー・サポート・センターのご案内 ―――
みとよファミリー・サポート・センター　(運
営受託団体)社会福祉法人　三豊市社
会福祉協議会

―――

907 要望書　鳥坂インターチェンジ(地域活性化I.C.)の早期整備について　平成14年2月 ―――
四国横断自動車鳥坂I.C.(仮称)整備促
進期成会

2002年

908 無形文化遺産研究報告　第4号

独立行政法人国立文化財機
構　東京文化財研究所『無形
文化遺産研究報告』編集委員
会

独立行政法人国立文化財機構　東京文
化財研究所

2010年

909 四国鉄道75年史 開架
四国鉄道75年史編さん委員
会

日本国有鉄道四国支社 1965年

910 沿線案内　予讃線 開架 ――― 日本国有鉄道四国支社 ―――

911 美しい自然　こころ優しい人たち 開架
株式会社　エフ・プロダクショ
ン

松田幸一 1996年

912 高瀬百景 開架 ――― 高瀬百景実行委員会 2014年
913 明治百年　香川県の歩み 開架 毎日新聞社高松支局 株式会社　四国毎日広告社 1968年
914 TAKUMA　浦島太郎伝説 開架 ――― 詫間町・詫間町観光協会 ―――

915 懐かしの仁尾 開架
三豊市文化財保護協会仁尾
支部

まちづくり推進隊仁尾 2015年

916
平成26年度　香川高専　学校要覧　独立行政法人国立高等専門学校機構　香川高等専
門学校

――― 香川高等専門学校 2014年

917
ある香川県出身企業家の大阪府下における漁業経営　―　藤戸長太郎に関する個人史
的研究　―　増崎勝敏　(『京都民俗』第32号　抜刷　京都民俗学会　2014年　)

開架 ――― ――― ―――

918 みとよ社協だより　しちふく ――― 社会福祉法人　三豊市社会福祉協議会 2008年
919 香川基金ニュース ――― 香川県社会保険診療報酬支払基金 2004年
920 三豊市新型インフルエンザ対策行動計画 ――― 三豊市 2009年
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921 平成21年度　定例監査結果報告書(第2回) ――― 三豊市監査委員 ―――
922 平成20年　火災の概況、救急・救助の活動状況 ――― 三観広域行政組合消防本部 ―――
923 2005年高三同研パネル展に寄せて　―　感想文集　― ――― 高三同研推進委員会 ―――
924 1 三豊市例規集1 三豊市 株式会社 ぎょうせい 2006年
924 2 三豊市例規集2 三豊市 株式会社　ぎょうせい 2006年
925 例規集　三豊地区広域市町村圏振興事務組合 開架 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 1990年

926 みんなで考えてみよう！　21世紀のまちづくりを　合併に向けて 開架 ―――
観音寺市・山本町・大野原町・豊中町・
豊浜町・財田町合併協議会

―――

927 三豊広域のあゆみ　1988 開架
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合事務局

三豊地区広域市町村圏振興事務組合 1988年

928 三豊広域　2001 開架
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合事務局

三豊地区広域市町村圏振興事務組合 2001年

929 観音寺市・三豊市　三観広域　ガイドブック 開架 三観広域行政協会 三観広域行政協会 2007年
930 快適な生活環境作りのために 開架 ――― 三豊南部環境衛生組合 ―――
931 1 三豊地区ふるさと市町村圏計画 平成2年3月 開架 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 1990年
931 2 第2次　三豊地区ふるさと市町村圏計画 開架 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 2000年

932 三豊地区　市町別　主要農畜産物累年統計書　平成7年2月 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所三豊出張所

三豊地区農林統計協会 1995年

933 1 消防年報　平成2年度版 開架 ―――
三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

1991年

933 2 消防年報　平成6年度版 開架 ―――
三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

1995年

933 3 消防年報　平成7年度版 開架
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合消防本部総務課

三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

1996年

933 4 消防年報　平成10年度版 開架
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合消防本部総務課

三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

1999年

933 5 消防年報　平成12年度版 開架
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合消防本部総務課

三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

2001年

933 6 消防年報　平成14年度版 開架
三豊地区広域市町村圏振興
事務組合消防本部総務課

三豊地区広域市町村圏振興事務組合
消防本部

2003年

934 組合設立二十五周年を迎えて　北三豊環境衛生組合 開架 北三豊環境衛生組合 北三豊環境衛生組合 1992年
935 大野原町誌 開架 大野原町誌編集委員会 大野原町 1986年

936 大野原町三十年のあゆみ 開架
大野原町三十年のあゆみ編
集委員会

大野原町 1985年

937 新修　大野原町誌 開架
新修大野原町誌編さん委員
会

大野原町 2005年

938 大野原町開基350年記念誌　大野原町の開拓 開架 記念誌編纂委員会 大野原町開基350年祭実行委員会 1993年
939 町村合併50周年記念誌　My　LIFE　ひと･まち　それぞれの物語へ･･･ 開架 ――― 豊浜町 2005年
940 立村立町百年記念　写真で見る百年史 ――― 豊浜町 1999年
941 観音寺市市制施行50周年記念誌　琴弾の風、時の調べ 開架 観音寺市教育委員会 観音寺市 2005年
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942 創立30周年記念誌 開架
香川県三豊・観音寺教育会事
務局

――― 1989年

943 1 郷土先賢の顕彰 歴代会長 田中隆･堀野善太郎･丸岡量太郎 伝 開架 ｢先賢の顕彰｣誌編集委員会 三豊観音寺教育会 1989年

943 2 郷土先賢の顕彰　本田益夫伝
「郷土先賢の顕彰　本田益
夫伝」編集委員会

三豊観音寺教育会 1999年

944 創立20年記念誌　三豊工高二十年 ――― 香川県立三豊工業高等学校 1981年

945 創立20年記念　三豊工高新聞･三工PTAだより　縮刷版
香川県立三豊工業高等学校
新聞部･PTA係

香川県立三豊工業高等学校 1981年

946 創立30周年記念誌　三豊工高30年 ――― 香川県立三豊工業高等学校 1992年
947 創立70周年記念誌　観商70年のあゆみ 開架 ――― 香川県立観音寺商業高等学校 1992年
948 香川県立観音寺中央高等学校　創立80周年記念誌　輝 ――― 香川県立観音寺中央高等学校 2002年
949 香川県立観音寺中央高等学校　創立80周年記念　観中央新聞　縮刷版 ――― 香川県立観音寺中央高等学校 2002年
950 創立90周年記念誌　｢樟｣ 開架 ――― 香川県立観音寺第一高等学校 1990年
951 創立100周年記念誌　｢樟柳｣ 開架 ――― 香川県立観音寺第一高等学校 2000年

952 豊稔池補修工事誌 ―――
香川県農林水産部土地改良課･香川県
三豊土地改良事務所

1995年

953 1 観音寺市･三豊郡　医師会史1　三豊郡医師会時代 開架
観音寺市･三豊郡　医師会史
編纂委員会

社団法人　観音寺市･三豊郡医師会 1991年

953 2 観音寺市･三豊郡　医師会史2　昭和31年4月～平成元年3月 開架
観音寺市･三豊郡　医師会史
編纂委員会

社団法人　観音寺市･三豊郡医師会 1998年

954 1 香川県史 第1巻 通史編 原始･古代 開架 香川県 香川県 1988年
954 2 香川県史 第2巻 通史編 中世 開架 香川県 香川県 1989年
954 3 香川県史 第3巻 通史編 近世Ⅰ 開架 香川県 香川県 1989年
954 4 香川県史 第4巻 通史編 近世Ⅱ 開架 香川県 香川県 1989年
954 5 香川県史 第5巻 通史編 近代Ⅰ 開架 香川県 香川県 1987年
954 6 香川県史 第6巻 通史編 近代Ⅱ 開架 香川県 香川県 1988年
954 7 香川県史 第7巻 通史編 現代 開架 香川県 香川県 1989年
954 8 香川県史 第8巻 資料編 古代･中世史料 開架 香川県 香川県 1986年
954 9 香川県史 第9巻 資料編 近世史料Ⅰ 開架 香川県 香川県 1987年
954 10 香川県史 第10巻 資料編 近世史料Ⅱ 開架 香川県 香川県 1987年
954 11 香川県史 第11巻 資料編 近代･現代史料Ⅰ 開架 香川県 香川県 1986年
954 12 香川県史 第12巻 資料編 近代･現代史料Ⅱ 開架 香川県 香川県 1988年
954 13 香川県史 第13巻 資料編 考古 開架 香川県 香川県 1987年
954 14 香川県史 第14巻 資料編 民俗 開架 香川県 香川県 1985年
954 15 香川県史 第15巻 資料編 芸文 開架 香川県 香川県 1985年
954 16 香川県史 別編Ⅰ 索引･総目次 開架 香川県 香川県 1990年
954 17 香川県史　別編Ⅱ　年表 開架 香川県 香川県 1991年
955 香川の歩み 開架 香川県 香川県広報協会 1978年
956 1 香川県の歴史と風土(新香川風土記) 開架 新香川風土記刊行会 株式会社 創土社 1982年
956 2 香川県の自然と生活(新香川風土記) 開架 新香川風土記刊行会 株式会社 創土社 1982年
956 3 香川民謡の旅(新香川風土記) 開架 新香川風土記刊行会 株式会社　創土社 1982年
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957 1 香川県議会史 第1巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 1971年
957 2 香川県議会史 第2巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 1973年
957 3 香川県議会史 第3巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 1977年
957 4 香川県議会史 第4巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 1981年
957 5 香川県議会史 第5巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 1991年
957 6 香川県会史 上巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 1999年
957 7 香川県会史 中巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 2005年
957 8 香川県会史 下巻 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 2005年
957 9 香川県会史　資料編 開架 香川県議会史編さん委員会 香川県議会事務局 2005年
958 地方自治法施行十五周年記念　香川県町村議会誌 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1963年
959 1 讃岐のため池誌 開架 讃岐のため池誌編さん委員会 香川県農林水産部土地改良課 2000年
959 2 讃岐のため池誌　資料編 開架 讃岐のため池誌編さん委員会 香川県農林水産部土地改良課 2000年
960 1 昭和33年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1958年
960 2 昭和34年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1959年
960 3 昭和35年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1960年
960 4 昭和36年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1961年
960 5 昭和38年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1963年
960 6 昭和39年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1964年
960 7 昭和40年刊行 香川県統計年鑑 開架 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 香川県統計協会 1965年

960 8 昭和41年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1966年

960 9 昭和42年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1967年

960 10 昭和43年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1968年

960 11 昭和44年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1970年

960 12 昭和45年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1971年

960 13 昭和46年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1972年

960 14 昭和47年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1972年

960 15 昭和48年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1973年

960 16 昭和49年　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1974年

960 17 昭和50年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1975年

960 18 昭和51年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1976年
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960 19 昭和52年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1977年

960 20 昭和53年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1978年

960 21 昭和54年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1979年

960 22 昭和55年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1980年

960 23 昭和56年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1981年

960 24 昭和57年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1982年

960 25 昭和58年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1983年

960 26 昭和59年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1984年

960 27 昭和60年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1985年

960 28 昭和61年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1986年

960 29 昭和62年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1987年

960 30 昭和63年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1988年

960 31 平成元年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1989年

960 32 平成2年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1990年

960 33 平成3年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1991年

960 34 平成4年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1992年

960 35 平成5年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1993年

960 36 平成6年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1994年

960 37 平成7年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1995年

960 38 平成8年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1996年
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960 39 平成9年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1997年

960 40 平成10年刊行　香川県統計年鑑 開架 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1998年

960 1 香川県統計年鑑 平成15年刊行 香川県総務部統計調査表 香川県総務部統計調査表 2003年
960 2 香川県統計年鑑　平成16年刊行 香川県総務部統計調査表 香川県総務部統計調査表 2004年
961 1 明治100年記念 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1968年
961 2 合併20周年記念･国民参政85周年記念 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1976年
961 3 創立30周年記念 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1980年
961 4 創立35周年記念 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1984年
961 5 創立40周年記念 自治制公布百年記念 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1988年
961 6 地方自治法施行45周年記念 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1992年
961 7 香川県町村自治名鑑 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 1996年
961 8 香川県町村自治名鑑　平成12年 開架 香川県町村議会議長会 香川県町村議会議長会 2000年

962 1 第48回国民体育大会報告書(香川県) 開架
第48回国民体育大会香川県
実行委員会事務局

第48回国民体育大会香川県実行委員
会

1994年

962 2 第48回国民体育大会報告書(徳島県) 開架
第48回国民体育大会徳島県
実行委員会事務局

第48回国民体育大会徳島県実行委員
会

1994年

962 3 第48回国民体育大会報告書＜競技記録編＞ 開架

第48回国民体育大会徳島県
実行委員会事務局･第48回国
民体育大会香川県実行委員
会事務局

第48回国民体育大会徳島県実行委員
会･第48回国民体育大会香川県実行委
員会

1994年

963 第48回国民体育大会東四国国体総合優勝記念誌　栄光から飛躍へ 開架 四国新聞社 香川県競技力向上対策本部 1994年

964 瀬戸大橋架橋記念博覧会　四国　公式記録 開架 株式会社四国新聞社
財団法人　香川県瀬戸大橋架橋記念博
覧会協会

1989年

965 1 香川県土木史 開架 香川県建設技術協会 香川県建設技術協会 1976年
965 2 香川県土木史　第Ⅱ巻 開架 香川県土木史編纂委員会 香川県建設技術協会 2004年
966 香川県農業試験場百年史 開架 香川県農業試験場 香川県農業試験場 1999年

967 中国四国の農村整備 開架
中国四国農政局建設部整備
課

中国四国の農村整備編集委員会 1988年

968 高松自動車道建設史 開架
高松自動車道建設史制作委
員会

国土交通省四国地方整備局･日本道路
公団四国支所・香川県

2003年

969 高松空港ビル株式会社10年史 開架 高松空港ビル株式会社 高松空港ビル株式会社 1997年

970 四国郵政50年のあゆみ 開架
四国郵政三局発足50周年記
念行事推進協議会歴史編纂
分科会

四国郵政局 1993年

971 四国電力40年のあゆみ 開架 四国電力40年史編纂事務局 四国電力株式会社 1992年
972 四国新聞百年史 開架 四国新聞100年史編集委員会 四国新聞社 1989年
973 四国新聞110年史 開架 四国新聞社社史編さん室 株式会社　四国新聞社 1999年
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974 創立五十周年　協会のあゆみ 開架
社団法人　香川県建設業協
会･総務委員会　記念誌編集
分科会

社団法人　香川県建設業協会 1998年

975 設立20周年記念誌　20年のあゆみ 開架
２０周年記念事業委員会記念
誌部会

(社)香川県測量設計業協会 1999年

976 香川県信用保証協会　50年のあゆみ 開架 ――― 香川県信用保証協会 1999年

977 ｢しょうゆ百年｣　香川県醤油醸造協同組合創立100年史 開架
香川県醤油醸造協同組合組
合創立百年史編集委員会

香川県醤油醸造協同組合 2011年

978 香川県農業史 開架 香川県農業史編纂委員会 香川県農業改良普及会 1977年
979 1 香川県漁業史 通史編 開架 香川県漁業史編さん協議会 香川県漁業史編さん協議会 1994年
979 2 香川県漁業史　資料編 開架 香川県漁業史編さん協議会 香川県漁業史編さん協議会 1994年
980 1 香川県教育史 通史編(昭和20年～平成10年) 開架 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2000年
980 2 香川県教育史　資料編(昭和20年～平成10年) 開架 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1999年

981 香川用水史 開架 香川用水史編集委員会
吉野川総合開発香川用水事業建設期
成会

1979年

982 香川県南米移住史 開架
香川県南米移住史編集委員
会

香川県 2004年

983 1 香川県年鑑 昭和62年版 開架 ――― 県民グラフ総括編集局 1986年
983 2 香川県年鑑　1992年版 開架 ――― 県民グラフ総括編集局 1992年
983 3 香川県年鑑　1996年版 開架 ――― 県民グラフ総括編集局 1996年
984 1 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和29年・1954年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1956年
984 2 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和30年・1955年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1957年
984 3 香川農林水産統計年報 昭和31年・1956年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1958年
984 4 香川農林水産統計年報 昭和32年・1957年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1958年
984 5 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和33年・1958年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1960年
984 6 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和34年・1959年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1961年
984 7 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和35年・1960年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1962年
984 8 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和36年・1961年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1963年
984 9 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和37年・1962年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1963年
984 10 香川農林水産統計年報(農林編) 昭和38年・1963年 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1964年
984 11 香川農林水産統計年報 昭和40年～41年・1965～'66 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1966年
984 12 香川農林水産統計年報 昭和41年～42年・1966～'67 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1967年
984 13 香川農林水産統計年報 昭和42年～43年・1967～'68 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1968年
984 14 香川農林水産統計年報 昭和43年～44年・1968～'69 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1969年
984 15 香川農林水産統計年報 昭和45年～46年・1970～1971 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1971年
984 16 香川農林水産統計年報 昭和47年～48年・1972～1973 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1974年
984 17 香川農林水産統計年報 昭和48年～49年・1973～1974 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1975年
984 18 香川農林水産統計年報 昭和49年～50年・1974～1975 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1976年
984 19 第23次 香川農林水産統計年報 昭和50年～51年・1975～1976 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1976年
984 20 第24次 香川農林水産統計年報 昭和51年～52年・1976～'77 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1977年
984 21 第25次 香川農林水産統計年報 昭和52年～53年・1977～'78 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1978年
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984 22 第26次 香川農林水産統計年報 昭和53年～54年・1978～'79 農林省香川統計調査事務所 社団法人 香川農林統計協会 1979年

984 23 第27次　香川農林水産統計年報　昭和54～55年･1979～'80 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1980年

984 24 第28次　香川農林水産統計年報　昭和55～56年･1980～'81 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1981年

984 25 第29次　香川農林水産統計年報　昭和56～57年･1981～'82 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1982年

984 26 第30次　香川農林水産統計年報　昭和57～58年･1982～'83 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1983年

984 27 第31次　香川農林水産統計年報　昭和58～59年･1983～'84 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1984年

984 28 第32次　香川農林水産統計年報　昭和59～60年･1984～1985 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1985年

984 29 第34次　香川農林水産統計年報　昭和61～62年･1986～1987 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1987年

984 30 第35次　香川農林水産統計年報　昭和62～63年･1987～1988 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1988年

984 31 第36次　香川農林水産統計年報　昭和63～平成元年･1988～1989 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1989年

984 32 第37次　香川農林水産統計年報　平成元年～2年･1989～1990 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1991年

984 33 第38次　香川農林水産統計年報　平成2年～3年･1990～1991 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1992年

984 34 第39次　香川農林水産統計年報　平成3～4年･1991～1992 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1993年

984 35 第40次　香川農林水産統計年報　平成4～5年･1992～1993 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1993年

984 36 第41次　香川農林水産統計年報　平成5～6年･1993～1994 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1994年

984 37 第42次　香川農林水産統計年報　平成6～7年･1994～1995 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1995年

984 38 第43次　香川農林水産統計年報　平成7～8年･1995～1996 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1994年

984 39 第51次　香川農林水産統計年報　平成15～16年　2003年～2004年
中国四国農政局高松統計・情
報センター

――― 2003年

985 農林水産情報7－企－8　農林漁業　現地情報 開架 ――― 中国四国農政局香川統計情報部 1995年

986 香川農林統計　№178 開架
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川農林統計協会 1996年

987 1 香川の農業　1970年世界農林業センサス結果報告書 ――― 香川県統計調査課 1971年

987 2 香川の農業　1975年農業センサス結果報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1976年
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987 3 香川の農業　1985年農業センサス結果報告書 ――― 香川県企画部統計調査課 1986年
988 香川県農業の動向　(1975年農業センサス結果概要より) ――― 香川県農林部農政課 ―――
989 1 香川の農林業　1990年世界農林業センサス結果報告書 平成3年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1991年
989 2 香川の農林業　2000年世界農林業センサス結果報告書 平成13年3月 開架 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2001年
989 3 香川の農林業　2005年農林業センサス結果報告書　平成18年3月 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2006年

990 1
2000年世界農林業センサス結果概要　―　農家調査・農家以外の農業事業体調査　林家
調査・林家以外の林業事業体調査 ―

――― 香川県企画部統計調査課 ―――

990 2 2000年世界農林業センサス結果概要　(別表) ――― ――― ―――
991 1980年世界農林業センサス　農業集落要覧 農林水産省　統計情報部 財団法人　農林統計協会 1982年

992 1
1980年世界農林業センサス結果概要　〔Ⅰ〕　昭和55年11月28日公表　―　農家調査及
び農家以外の農業事業体調査　―

農林水産省経済局統計情報
部

財団法人　農林統計協会 1980年

992 2
農林水産統計速報60-248(農統-105)　1985年農業センサス農業事業体調査結果の概要
(昭和60年11月15日公表)

農林水産省経済局統計情報
部

財団法人　農林統計協会 1985年

992 3
1990年世界農林業センサス結果概要　〔Ⅰ〕　―　農家調査及び農家以外の農業事業体
調査 ―　(平成2年11月30日公表)

――― 農林水産省統計情報部 1990年

992 4
1990年世界農林業センサス結果概要　〔Ⅳ〕　―　林家調査及び林家以外の林業事業体
調査 ―　(平成2年11月30日公表)

――― 農林水産省統計情報部 1990年

992 5
農林水産統計速報12-238(構造-54)　2000年世界農林業センサス結果概要　Ⅰ　―　農
家調査・農家以外の農業事業体調査・農業サービス事業体調査　―　(平成12年11月30
日公表)

――― 農林水産省統計情報部 2000年

992 6
農林水産統計速報12-239(構造-55)　2000年世界農林業センサス結果概要　Ⅱ　―　農
業集落調査 ―　(平成12年11月30日公表)

――― 農林水産省統計情報部 2000年

992 7
農林水産統計速報12-240(構造-56)　2000年世界農林業センサス結果概要　Ⅲ　―　林
家調査・林家以外の林業事業体調査・林業サービス事業体等調査　―　(平成12年11月
30日公表)

――― 農林水産省統計情報部 2000年

993 1985年農業センサス　第1巻　都道府県別統計書　(37)香川県
農林水産省経済局統計情報
部

財団法人　農林統計協会 1986年

994
1980年世界農林業センサス　農業集落カード利用のしおり　〔昭和57年1月6日　56統　第
1483号(農)〕

農林水産省経済局統計情報
部

農林水産省統計情報部 1982年

995 1 1970年世界農林業センサス 香川県統計書　(林業編) 農林省統計調査部 財団法人 農林統計協会 1972年
995 2 1980年世界農林業センサス 香川県統計書　(林業編) 農林水産省経済局統計情報 財団法人 農林統計協会 1981年
995 3 1990年世界農林業センサス 第1巻 香川県統計書　(林業編) 農林水産省経済局統計情報 財団法人 農林統計協会 1991年
995 4 2005年農林業センサス 第1巻 香川県統計書 農林水産省統計部 農林水産省統計部 2007年
995 5 解説　2005年農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 農林水産省大臣官房統計部 2007年
996 昭和38年　果樹基本統計調査報告書

農林省農林経済局統計調査
部

農林省農林経済局統計調査部 1964年

997 香川の果樹農業　昭和51年果樹基本統計調査結果報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課
香川県統計協会

1977年

998 1
農林水産統計速報51-317(園統-70)　昭和51年果樹基本統計調査結果概要〔Ⅰ〕　(昭和
51年12月20日公表)

――― 農林省統計情報部 1976年
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998 2
農林水産統計速報52-67(園統-18)　昭和51年果樹基本統計調査結果概要〔Ⅱ〕　(昭和
52年3月31日公表)

――― 農林省統計情報部 1977年

999 1 香川の漁業 ― 第6次漁業センサス結果報告書 ― ――― 香川県 1980年
999 2 香川の漁業 ― 第7次漁業センサス結果報告書 ― 昭和59年12月 ――― 香川県企画部統計調査課 1984年
999 3 香川の漁業 第8次漁業センサス結果報告書 平成元年12月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1989年
999 4 香川の漁業　第9次漁業センサス結果報告書　平成7年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1995年
1000 2003年(第11次)漁業センサス結果概要　(平成16年8月30日発表) ――― 中四国農政局　高松統計・情報センター 2004年

1001
水産統計調査参考資料　No.3　漁業法と漁業関係法規　付：漁業に関する国際機関　水
産関係団体名

――― 農林水産省統計情報部水産統計課 1978年

1002 平成19年　香川県の作物統計　平成20年3月 ――― 社団法人　香川県農林水産統計協会 2008年
1003 土地利用基本計画図 ――― 香川県企画部 1975年
1004 1 香川県土地利用基本計画　(計画書、計画図(参考)総括図) ――― 香川県 1982年
1004 2 香川県土地利用基本計画　(見直し位置図・見直し区域図) ――― 香川県 1982年
1004 3 香川県土地利用基本計画　(計画書、計画図(参考)総括図) ――― 香川県 1989年
1004 4 香川県土地利用基本計画　(計画書、計画図(参考)総括図) ――― 香川県 1994年
1004 5 香川県土地利用基本計画　(計画書、計画図(参考)総括図) ――― 香川県 1999年
1004 6 香川県土地利用基本計画　(計画書、計画図(参考)総括図) ――― 香川県 2004年
1005 1 香川県土地利用総合規制図 ――― 香川県 1991年
1005 2 香川県土地利用総合規制図 ――― 香川県 1994年
1005 3 香川県土地利用総合規制図 ――― 香川県 １９９９年
1005 4 香川県土地利用総合規制図 ――― 香川県 2004年
1006 香川県における土地利用の動向　昭和56年3月 ――― 香川県企画部土地対策課 1981年

1007 1
昭和55年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和56年3月

――― 香川県企画部 1981年

1007 2
昭和56年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和56年12

――― 香川県企画部 1981年

1007 3
昭和57年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和57年12

――― 香川県企画部 1982年

1007 4
昭和58年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和58年11

――― 香川県企画部 1982年

1007 5
昭和59年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和59年11

開架 ――― 香川県企画部 1984年

1007 6
昭和60年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和60年11

――― 香川県企画部 1985年

1007 7
昭和61年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和61年11

――― 香川県企画部 1986年

1007 8
昭和62年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和62年11

――― 香川県企画部 1987年

1007 9
昭和63年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 昭和63年11

――― 香川県企画部地域計画課 1988年
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1007 10
平成元年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 平成元年11

――― 香川県企画部地域計画課 1989年

1007 11
平成2年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 平成2年11月

――― 香川県企画部地域計画課 1990年

1007 12
平成3年度　土地利用動向調査　(内容)　1.土地利用転換動向等調書　2.土地利用転換
動向総括図　3.主要施設整備開発等調書　4.主要施設整備開発等総括図 平成3年11月

――― 香川県企画部地域計画課 1991年

1007 13 平成4年度 土地利用動向調査 平成4年11月 ――― 香川県企画部地域計画課 1992年
1007 14 平成5年度 土地利用動向調査 平成5年11月 ――― 香川県企画部地域計画課 1993年
1007 15 平成6年度 土地利用動向調査 平成6年11月 ――― 香川県企画部地域計画課 1994年
1007 16 平成7年度 土地利用動向調査 平成7年11月 ――― 香川県企画部地域計画課 1995年

1007 17 平成8年度　土地利用動向調査　平成8年11月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1996年

1007 18 平成9年度　土地利用動向調査　平成9年11月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1997年

1007 19 平成10年度　土地利用動向調査　平成10年11月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1998年

1007 20 平成11年度　土地利用動向調査　平成11年11月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1999年

1007 21 平成12年度　土地利用動向調査　平成12年11月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2000年

1007 22 平成13年度　土地利用動向調査　平成13年11月 ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2001年

1007 23 平成14年度　土地利用動向調査　平成14年11月 ――― 香川県環境部環境・水政策課 2002年

1007 24 平成15年度 土地利用動向調査 平成15年11月 ――― 香川県環境森林部環境・水政策課 2003年
1007 25 平成16年度　土地利用動向調査　平成16年11月 ――― 香川県環境森林部環境・水政策課 2004年
1008 1 平成6年 香川県地価調査書 香川県企画部地域計画課 香川県企画部地域計画課 1994年
1008 2 平成7年 香川県地価調査書 香川県企画部地域計画課 香川県企画部地域計画課 1995年

1008 3 平成8年　香川県地価調査書
香川県生活環境部環境局環
境・土地政策課

香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1996年

1008 4 平成9年　香川県地価調査書
香川県生活環境部環境局環
境・土地政策課

香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1997年

1008 5 平成10年　香川県地価調査書
香川県生活環境部環境局環
境・土地政策課

香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1998年

1008 6 平成12年　香川県地価調査書
香川県生活環境部環境局環
境・土地政策課

香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2000年

1008 7 平成13年　香川県地価調査書
香川県生活環境部環境局環
境・土地政策課

香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2001年

1008 8 平成14年 香川県地価調査書 香川県環境部環境・水政策課 香川県環境部環境・水政策課 2002年
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1008 9 平成16年　香川県地価調査書
香川県環境森林部環境・水政
策課

香川県環境森林部環境・水政策課 2004年

1009 土地保全図　(香川県)　縮尺1:1００，０００　平成元年 ――― 国土庁土地局 1989年
1010 1 昭和25年 国勢調査報告 第7巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1954年
1010 2 昭和30年 国勢調査報告 第5巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1958年
1010 3 昭和35年 国勢調査報告 第4巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1962年
1010 4 昭和40年 国勢調査報告 第4巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1966年
1010 5 昭和40年 国勢調査報告 第6巻　20％抽出集計結果都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 総理府統計局 1968年
1010 6 昭和45年 国勢調査報告 第3巻 都道府県・市区町村編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1971年
1010 7 昭和45年 国勢調査 全国都道府県市区町村別 人口概数 昭和45年10月1日現在 総理府統計局 総理府統計局 1970年
1010 8 昭和45年 国勢調査 全国都道府県市区町村別人口　(確定数) 昭和45年10月1日現在 総理府統計局 総理府統計局 1971年
1010 9 昭和50年 国勢調査報告 第3巻 都道府県・市区町村編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1977年

1010 10
昭和50年　国勢調査報告　第4巻　通勤・通学地編　その1全数集計結果　従業地・通学
地による人口・年齢・男女・産業　37　香川県

総理府統計局 ――― 1977年

1010 11
昭和50年　国勢調査報告　第5巻　詳細集計結果　(20％抽出集計結果)　その2　都道府
県編　37　香川県

総理府統計局 ――― 1978年

1010 12
昭和50年　国勢調査　都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結果)　その37
香川県

総理府統計局 ――― 1976年

1010 13
昭和55年　国勢調査報告　第2巻　基本集計結果(1)　その2　都道府県・市区町村編　37
香川県

総理府統計局 ――― 1981年

1010 14
昭和55年　国勢調査報告　第3巻　基本集計結果(2)　その2　都道府県・市区町村編　37
香川県

総理府統計局 ――― 1982年

1010 15
昭和55年　国勢調査報告　第4巻　抽出詳細集計結果　(20％抽出集計結果)　その2　都
道府県編　37　香川県

総理府統計局 ――― 1983年

1010 16
昭和55年　国勢調査報告　第5巻　従業地・通学地集計結果　その1　従業地・通学地によ
る人口―男女・年齢・産業 その37 香川県

総理府統計局 ――― 1982年

1010 17
昭和55年　国勢調査報告　第6巻　人口移動集計結果　その1　転出入人口の基本属性
37　香川県

総理府統計局 ――― 1982年

1010 18
昭和55年10月1日の境域による　各回国勢調査時の市区町村別人口　(大正9年～昭和55
年) 昭和60年9月

総理府統計局 ――― 1985年

1010 19 昭和55年 国勢調査 解説シリーズNo.2 都道府県の人口 その37 香川県の人口 総理府統計局 総理府統計局 1982年

1010 20
昭和60年　国勢調査報告　第2巻　第1次基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編
37　香川県

総務庁統計局 ――― 1986年

1010 21
昭和60年　国勢調査報告　第3巻　第2次基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編
37　香川県

総務庁統計局 ――― 1987年

1010 22
昭和60年　国勢調査報告　第4巻　第3次基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編
37　香川県

総務庁統計局 ――― 1987年

1010 23
昭和60年　国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果　(20％抽出集計結果)　その2　都
道府県編　37　香川県

総務庁統計局 ――― 1988年

1010 24
昭和60年　国勢調査報告　第6巻　従業地・通学地集計結果　その1　従業地・通学地によ
る人口－男女・年齢・産業　37　香川県

総務庁統計局 ――― 1987年
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1010 25
平成2年　国勢調査報告　第2巻　第1次基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編
37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1991年

1010 26
平成2年　国勢調査報告　第3巻　第2次基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編
37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1992年

1010 27
平成2年　国勢調査報告　第4巻　第3次基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編
37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1993年

1010 28
平成2年　国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果　その2　都道府県・市区町村編　37
香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1994年

1010 29
平成2年　国勢調査報告　第6巻　従業地・通学地集計結果　その1　従業地・通学地によ
る人口―男女・年齢・産業(大分類) 第2部 都道府県・市区町村　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1992年

1010 30
平成2年　国勢調査報告　第7巻　人口移動集計結果　その1　転出入人口の基本属性
第7部 中国・四国

総務庁統計局 総務庁統計局 1992年

1010 31 平成2年 国勢調査速報 全国都道府県市区町村別人口　(要計表による人口) 総務庁統計局 総務庁統計局 1990年

1010 32
平成7年　国勢調査　速報シリーズ№1　平成7年　国勢調査　全国都道府県市区町村別
人口　(要計表による人口)

総務庁統計局 総務庁統計局 1995年

1010 33 平成7年 国勢調査 速報シリーズ№2 平成7年 国勢調査 抽出速報集計結果 総務庁統計局 総務庁統計局 1996年

1010 34
平成7年　国勢調査　全国都道府県市区町村別人口及び世帯数　(確定数)　平成7年10
月1日現在

総務庁統計局 総務庁統計局 1996年

1010 35 平成7年 国勢調査報告 第1巻 人口総数 総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1010 36
平成7年　国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年齢・配偶関係，世帯の構成・住居の状態
その1 全国編

総務庁統計局 総務庁統計局 1996年

1010 37
平成7年　国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年齢・配偶関係，世帯の構成・住居の状態
その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1996年

1010 38 平成7年 国勢調査報告 第3巻 人口の労働力状態，就業者の産業(大分類) その1 全 総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1010 39
平成7年　国勢調査報告　第3巻　人口の労働力状態，就業者の産業(大分類)　その2　都
道府県・市区町村編　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1010 40 平成7年 国勢調査報告 第4巻 就業者の職業(大分類)，世帯の型 その1 全国編 総務庁統計局 総務庁統計局 1998年

1010 41
平成7年　国勢調査報告　第4巻　就業者の職業(大分類)，世帯の型　その2　都道府県・
市区町村編　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1010 42
平成7年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業(小分類)・職業(小分類)　<抽出詳細集計
>　その1 全国編

総務庁統計局 総務庁統計局 1999年

1010 43
平成7年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業(小分類)・職業(小分類)　<抽出詳細集計
>　その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1999年

1010 44
平成7年　国勢調査報告　第6巻　従業地・通学路による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢，就
業者の産業(大分類) その1 全国編

総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1010 45
平成7年　国勢調査報告　第6巻　従業地・通学路による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢，就
業者の産業(大分類) その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1010 46 平成7年 国勢調査報告 第9巻 外国人に関する特別集計結果 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1010 47 平成7年 国勢調査報告 第10巻 親子の同居等に関する特別集計結果　(平成2年結果 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
1010 48 平成7年 国勢調査最終報告書 日本の人口　(資料編) 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
1010 49 平成7年 国勢調査最終報告書 日本の人口　(解説編) 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
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1010 50 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№1 我が国人口の概観 総務庁統計局 総務庁統計局 1997年
1010 51 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№4 男女，年齢，配偶関係別人口 総務庁統計局 総務庁統計局 1998年
1010 52 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№5 世帯と住居 総務庁統計局 総務庁統計局 1998年
1010 53 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№6 人口の労働力状態，就業者の産業・職業 総務庁統計局 総務庁統計局 1998年
1010 54 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№7 通勤・通学人口及び昼間人口 総務庁統計局 総務庁統計局 1998年
1010 55 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№8 大都市圏の人口 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1010 56 平成7年 国勢調査 編集・解説シリーズ№9 高齢人口と高齢者のいる世帯 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
1010 57 平成7年 国勢調査 調査結果の利用案内 ― ユーザーズ・ガイド ― 総務庁統計局 総務庁統計局 1996年
1010 58 平成12年 国勢調査報告 第1巻 人口総数 総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 59
平成12年　国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年齢・配偶関係，世帯の構成・住居の状
態 その1 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2001年

1010 60
平成12年　国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年齢・配偶関係，世帯の構成・住居の状
態 その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2001年

1010 61
平成12年　国勢調査報告　第3巻　人口の労働力状態，就業者の産業(大分類)，教育　そ
の1 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 62
平成12年　国勢調査報告　第3巻　人口の労働力状態，就業者の産業(大分類)，教育　そ
の2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 63 平成12年 国勢調査報告 第4巻 就業者の職業(大分類)，世帯の型 その1 全国編 総務省統計局 総務省統計局 2003年

1010 64
平成12年　国勢調査報告　第4巻　就業者の職業(大分類)，世帯の型　その2　都道府県・
市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 65
平成12年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業(小分類)・職業(小分類)　<抽出詳細集
計> その1 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2004年

1010 66
平成12年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業(小分類)・職業(小分類)　<抽出詳細集
計> その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2003年

1010 67
平成12年　国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・
年齢，就業者の産業(大分類) 第1部 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 68
平成12年　国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・
年齢，就業者の産業(大分類) 第2部 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 69
平成12年　国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ　人口の転出入状況，移動人口の
労働力状態，産業(大分類)，教育 第1部 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 70
平成12年　国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ　人口の転出入状況，移動人口の
労働力状態，産業(大分類)，教育 第2部 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1010 71
平成12年　国勢調査報告　第7巻　その2　人口移動Ⅱ　移動人口の職業(大分類)　全国
都道府県

総務省統計局 総務省統計局 2003年

1010 72 平成12年 国勢調査報告 第8巻 外国人に関する特別集計結果 総務省統計局 総務省統計局 2004年

1010 73
平成12年　国勢調査報告　第9巻　新産業分類特別集計―日本標準産業分類第11回改
訂に伴う組替集計結果

総務省統計局 総務省統計局 2005年

1010 74 平成12年 国勢調査最終報告書 日本の人口　(解説編) 総務省統計局 総務省統計局 2005年
1010 75 平成12年 国勢調査最終報告書 日本の人口　(資料編) 総務省統計局 総務省統計局 2005年
1010 76 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№1 我が国人口の概観 総務省統計局 総務省統計局 2002年
1010 77 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№2 都道府県の人口 その37 香川県の人口 総務省統計局 総務省統計局 2002年
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1010 78 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№4 男女，年齢，配偶関係，教育の状況別人 総務省統計局 総務省統計局 2003年
1010 79 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№5 世帯と住居 総務省統計局 総務省統計局 2003年
1010 80 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№6 労働力状態，産業，職業別人口 総務省統計局 総務省統計局 2003年
1010 81 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№7 高齢人口と高齢者のいる世帯 総務省統計局 総務省統計局 2004年
1010 82 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№8 通勤・通学人口及び昼間人口 総務省統計局 総務省統計局 2004年
1010 83 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№9 人口移動 総務省統計局 総務省統計局 2004年
1010 84 平成12年 国勢調査 編集・解説シリーズ№10 大都市圏の人口 総務省統計局 総務省統計局 2004年

1010 85
平成12年　国勢調査　全国都道府県市区町村別人口及び世帯数　(確定数)　平成12年
10月1日現在

総務省統計局 総務省統計局 2001年

1010 86
平成12年　国勢調査　速報シリーズ№1　平成12年　国勢調査　全国都道府県市区町村
別人口　(要計表による人口)

総務省統計局 総務省統計局 2000年

1010 87 平成12年 国勢調査 速報シリーズ№2 平成12年 国勢調査 抽出速報集計結果 総務省統計局 総務省統計局 2001年
1010 88 平成12年 国勢調査 調査結果の利用案内 ― ユーザーズ・ガイド ― 総務省統計局 総務省統計局 2001年

1010 89
平成17年　国勢調査　速報シリーズ№1　平成17年　国勢調査　全国・都道府県・市区町
村別人口　(要計表による人口)

総務省統計局 総務省統計局 2006年

1010 90 平成17年 国勢調査 速報シリーズ№2 平成17年 国勢調査 抽出速報集計結果 総務省統計局 総務省統計局 2006年

1010 91
平成17年　国勢調査　全国・都道府県・市区町村別人口及び世帯数　(確定数)　平成17
年10月1日現在

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 92 平成17年 国勢調査報告 第1巻 人口総数 総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 93
平成17年　国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年齢・配偶関係，世帯の構成・住居の状
態 その1 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 94
平成17年　国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年齢・配偶関係，世帯の構成・住居の状
態 その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2006年

1010 95 平成17年 国勢調査報告 第3巻 人口の労働力状態，就業者の産業(大分類) その1 総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 96
平成17年　国勢調査報告　第3巻　人口の労働力状態，就業者の産業(大分類)　その2
都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 97 平成17年 国勢調査報告 第4巻 就業者の職業(大分類)，世帯の型 その1 全国編 総務省統計局 総務省統計局 2008年

1010 98
平成17年　国勢調査報告　第4巻　就業者の職業(大分類)，世帯の型　その2　都道府県・
市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 99
平成17年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業(小分類)・職業(小分類)　<抽出詳細集
計> その2 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2008年

1010 100
平成17年　国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　人口の男女・年
齢，就業者の産業(大分類) 第1部 全国編

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 101
平成17年　国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　人口の男女・年
齢，就業者の産業(大分類) 第2部 都道府県・市区町村編　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1010 102 平成17年 国勢調査報告 第7巻 外国人に関する特別集計結果 総務省統計局 総務省統計局 2008年
1010 103 平成17年 国勢調査 人口概観シリーズ№1 グラフでみる我が国の人口 総務省統計局 総務省統計局 2006年
1010 104 平成17年 国勢調査 人口概観シリーズ№2 我が国人口の概観 総務省統計局 総務省統計局 2007年
1010 105 平成17年 国勢調査 人口概観シリーズ№3 都道府県の人口 その37 香川県の人口 総務省統計局 総務省統計局 2008年
1010 106 平成17年 国勢調査 人口概観シリーズ№5 男女・年齢別人口，世帯と住居 総務省統計局 総務省統計局 2008年
1010 107 平成17年 国勢調査 人口概観シリーズ№6 労働力状態，産業，職業別人口 総務省統計局 総務省統計局 2008年
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1010 108 平成17年 国勢調査 調査結果の利用案内 ― ユーザーズ・ガイド ― 総務省統計局 総務省統計局 2006年

1010 109
平成17年　国勢調査　日本人口地図　1.国勢調査でわかる人口の増減(1枚)　2.国勢調査
でわかる人口密度(1枚)　3.国勢調査でわかる人口の高齢化(1枚)

――― 総務省統計局 ―――

1010 110 昭和50年 国勢調査 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1976年
1010 111 平成2年 国勢調査 統計は未来をひらく道しるべ 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1991年
1010 112 平成7年 国勢調査 国勢調査 生かしてひらこう 新世紀 ――― 香川県 1996年
1010 113 平成12年　国勢調査 ――― 香川県 2001年
1011 1 香川県の工業 ― 昭和39年工業統計調査結果報告 ― 香川県総務部統計課 香川県総務部統計課 1966年
1011 2 香川県の工業 ― 昭和40年工業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1966年
1011 3 香川県の工業 ― 昭和41年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1967年
1011 4 香川県の工業 ― 昭和42年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1968年
1011 5 香川県の工業 ― 昭和43年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1969年
1011 6 香川県の工業 ― 昭和44年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1970年
1011 7 香川県の工業 ― 昭和45年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1971年
1011 8 香川県の工業 ― 昭和46年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1972年
1011 9 香川県の工業 ― 昭和47年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1973年
1011 10 香川県の工業 ― 昭和48年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1974年
1011 11 香川県の工業 ― 昭和49年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1975年
1011 12 香川県の工業 ― 昭和50年工業統計調査結果報告 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1977年
1011 13 香川県の工業 ― 昭和51年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1977年
1011 14 香川県の工業 ― 昭和52年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1979年
1011 15 香川県の工業 ― 昭和53年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1979年
1011 16 香川県の工業 ― 昭和54年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1980年
1011 17 香川県の工業 ― 昭和55年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1981年
1011 18 香川県の工業 ― 昭和56年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1982年
1011 19 香川県の工業 ― 昭和57年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1983年
1011 20 香川県の工業 ― 昭和58年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1984年
1011 21 香川県の工業 ― 昭和59年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1985年
1011 22 香川県の工業 ― 昭和60年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1986年
1011 23 香川県の工業 ― 昭和61年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1987年
1011 24 香川県の工業 ― 昭和62年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1988年
1011 25 香川県の工業 ― 昭和63年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1989年
1011 26 香川県の工業 ― 平成元年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1990年
1011 27 香川県の工業 ― 平成2年工業統計調査結果報告 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1991年

1011 28 香川県の工業　―　平成3年工業統計調査結果報告　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1992年

1011 29 香川県の工業　―　平成4年工業統計調査結果報告　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1993年

1011 30 香川県の工業　―　平成5年工業統計調査結果報告　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1994年



72

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

1011 31 香川県の工業　―　平成6年工業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1996年

1011 32 香川県の工業　―　平成7年工業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1997年

1011 33 香川県の工業　―　平成8年工業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1998年

1011 34 香川県の工業　―　平成9年工業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1999年

1011 35 香川県の工業　―　平成10年工業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

2000年

1011 36 香川県の工業　―　平成11年工業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

2001年

1011 37 香川県の工業 ― 平成12年工業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2002年
1011 38 香川県の工業 ― 平成13年工業統計調査結果報告書 ― 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2003年
1011 39 香川県の工業 ― 平成14年工業統計調査結果報告書 ― 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2004年
1011 40 香川県の工業 ― 平成15年工業統計調査結果報告書 ― 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2005年
1011 41 香川県の工業 ― 平成16年工業統計調査結果報告書 ― 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2006年
1011 42 香川県の工業 ― 平成17年工業統計調査結果報告書 ― 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2007年
1011 43 香川県の工業　―　平成18年工業統計調査結果報告書　― 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2008年

1012 1 平成10・11年　香川県の工業　(中間集計) ――― 香川県企画部統計調査課
1999年
2000年

1012 2
平成11年　香川県の工業　(平成11年工業統計調査結果・中間集計)　平成11年12月31日
現在

――― 香川県企画部統計調査課 2000年

1013 1 平成元年 工業統計速報 平成2年12月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1990年
1013 2 平成2年 工業統計速報 平成3年12月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1991年
1013 3 平成4年 工業統計速報 平成5年11月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1993年
1013 4 平成5年　工業統計速報　平成6年12月

通商産業大臣官房調査統計
部

財団法人　通商産業調査会 1994年
1014 1 平成4年 工業統計表 市町村編 平成6年6月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会出版部 1994年
1014 2 平成5年 工業統計表 市町村編 平成7年6月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会出版部 1995年
1014 3 平成6年 工業統計表 市町村編 平成8年6月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会出版部 1996年
1014 4 平成7年 工業統計表 市町村編 平成9年6月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1997年
1014 5 平成8年 工業統計表 市町村編 平成10年5月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1998年

1014 6
平成7年　工業統計表　産業編　(産業別統計表・従業者規模別統計表・都道府県別統計
表) 平成9年1月刊行

通商産業大臣官房調査統計
部

財団法人　通商産業調査会 1997年

1014 7 平成8年 工業統計表 産業編　〔総括版〕　平成10年1月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1998年
1014 8 平成9年 工業統計表 産業編　〔総括版〕　平成11年1月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1999年
1014 9 平成10年 工業統計表 産業編　〔概要版〕　平成12年2月刊行 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 2000年

1014 10 平成11年　工業統計表　産業編　〔概要版〕　平成13年2月刊行
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

財団法人　経済産業調査会 2001年

1014 11 平成12年　工業統計表　産業編　〔概要版〕　平成14年2月刊行
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

財団法人　経済産業調査会 2002年
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1014 12 平成13年　工業統計表　産業編　〔概要版〕　平成15年2月刊行
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

財団法人　経済産業調査会 2003年

1014 13 平成14年　工業統計表　産業編　〔概要版〕　平成16年2月刊行
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

財団法人　経済産業調査会 2004年

1014 14 平成17年　工業統計表　産業編　〔概要版〕　平成19年3月刊行
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

財団法人　経済産業調査会 2007年

1014 15 平成18年　工業統計表　産業編　〔概要版〕　平成20年2月刊行
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

経済産業省経済産業政策局調査統計
部

2008年

1015 1 2006　我が国の工業　さらなる発展をめざす製造業
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

社団法人　経済産業統計協会 2006年

1015 2 2008　我が国の工業　着実な回復を続ける製造業
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

――― 2008年

1016 1 香川県工業物資流通調査報告書 昭和44年 ――― 香川県企画部統計調査課 1970年
1016 2 香川県工業物資流通調査報告書 昭和47年 ――― 香川県企画部統計調査課 1973年
1016 3 香川県工業物資流通調査報告書　昭和50年 ――― 香川県企画部統計調査課 1977年
1017 香川県工業生産指数　―　昭和40年改訂基準　― ――― 香川県企画部統計調査課 ―――
1018 1 香川県の商業 ― 昭和39年商業統計調査結果報告 ― ――― 香川県総務部統計課 1965年
1018 2 香川県の商業 ― 昭和41年商業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1967年
1018 3 香川県の商業 ― 昭和43年商業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1969年
1018 4 香川県の商業 ― 昭和45年商業統計調査結果報告書 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1971年
1018 5 香川県の商業 ― 昭和49年商業統計調査結果報告書 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1975年
1018 6 香川県の商業 ― 昭和51年商業統計調査結果報告書 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1977年
1018 7 香川県の商業 ― 昭和54年商業統計調査結果報告書 ― ――― 香川県企画部統計調査課 1980年
1018 8 香川県の商業 ― 昭和57年商業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1983年
1018 9 香川県の商業 ― 昭和60年商業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1986年
1018 10 香川県の商業 ― 昭和61年商業統計調査結果報告 ―　(一般飲食店) ――― 香川県企画部統計調査課 1987年
1018 11 香川県の商業 ― 昭和63年商業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1989年
1018 12 香川県の商業 ― 平成元年商業統計調査結果報告 ―　(一般飲食店) ――― 香川県企画部統計調査課 1990年
1018 13 香川県の商業 ― 平成3年商業統計調査結果報告書 ― 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1992年
1018 14 香川県の商業 ― 平成4年商業統計調査結果報告書 ―　(一般飲食店) 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1993年

1018 15 香川県の商業　―　平成6年商業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1995年

1018 16 香川県の商業　―　平成9年商業統計調査結果報告書　― 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1998年

1018 17 香川県の商業　～平成11年商業統計調査結果報告書～ 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課・香川県統計
協会

2001年

1018 18
平成11年　香川の商業　～平成11年商業統計調査結果報告～　(中間集計)　平成11年7
月1日現在

――― 香川県企画部統計調査課 2000年

1018 19 香川県の商業　～平成14年商業統計調査結果報告書～ 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2003年
1018 20 香川県の商業　～平成16年商業統計調査結果報告書～ 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2006年
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1018 21 平成6・16年　香川県の商業(速報)　～平成6・16年商業統計調査結果報告～ ――― 香川県総務部統計調査課
1995年
2005年

1019 1 昭和51年 商業統計速報 昭和52年6月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1977年
1019 2 昭和54年 商業統計速報 昭和55年5月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1980年
1019 3 昭和63年 商業統計速報 平成元年6月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1989年
1019 4 平成6年 商業統計速報　(卸売・小売業) 平成7年5月 通商産業大臣官房調査統計 財団法人 通商産業調査会 1995年

1019 5 平成16年　商業統計速報　(卸売・小売業)　平成17年7月
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

(財)経済産業調査会 2005年

1020 1 我が国の商業　～新たな発展目指す商業～ 通商産業大臣官房調査等警 社団法人 通産統計協会 2000年

1020 2 2005　我が国の商業　新たな発展をめざし、変わりゆく商業
経済産業省経済産業政策局
調査統計部

社団法人　経済産業統計協会 2005年

1021 1 昭和38年事業所統計調査 結果速報　(概数) 昭和38年12月 総理府統計局 総理府統計局 1963年
1021 2 昭和38年 事業所統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1964年

1021 3
昭和41年事業所統計調査　全国都道府県市区町村別　事業所数　(概数)　昭和41年7月
1日現在

総理府統計局 ――― 1966年

1021 4 昭和41年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1967年

1021 5
昭和44年事業所統計調査　全国都道府県市区町村別　事業所数　(概数)　昭和44年7月
1日現在

総理府統計局 ――― 1969年

1021 6 昭和44年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1970年
1021 7 昭和47年事業所統計調査結果報告 全国都道府県市区町村別 事業所数　(概数) 総理府統計局 ――― 1973年
1021 8 昭和47年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1973年
1021 9 昭和50年事業所統計調査 事業所数　(概数) 総理府統計局 ――― 1975年
1021 10 昭和50年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1976年
1021 11 昭和53年事業所統計調査 事業所数　(概数) 総理府統計局 ――― 1978年
1021 12 昭和53年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1979年
1021 13 昭和56年 事業所統計調査報告　(速報) 総理府統計局 ――― 1982年
1021 14 昭和56年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 ――― 1982年
1021 15 昭和61年 事業所統計調査報告　(速報) 総務庁統計局 ――― 1987年
1021 16 昭和61年事業所統計調査 全国都道府県市区町村別事業所数　(要計表等による事業所 総務庁統計局 ――― 1986年
1021 17 昭和61年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総務庁統計局 ――― 1987年
1021 18 平成3年事業所統計調査 全国都道府県市区町村別事業所数　(要計表等による事業所 総務庁統計局 総務庁統計局 1991年
1021 19 平成3年 事業所統計調査報告　(速報) 総務庁統計局 総務庁統計局 1992年
1021 20 平成3年 事業所統計調査報告 第2巻 都道府県編 その37 香川県 総務庁統計局 総務庁統計局 1992年
1021 21 事業所統計調査 平成6年事業所名簿整備調査報告 その3 市区町村別主要結果 総務庁統計局 総務庁統計局 1995年
1021 22 平成8年事業所・企業統計調査 事業所及び企業に関する主要集計結果　(速報) 総務庁統計局 総務庁統計局 1997年

1021 23
平成8年　事業所・企業統計調査報告　第2巻　事業所に関する集計　都道府県編　37
香川県 その1

総務庁統計局 総務庁統計局 1998年

1021 24
平成8年　事業所・企業統計調査報告　第2巻　事業所に関する集計　都道府県編　37
香川県 その2

総務庁統計局 総務庁統計局 1998年

1021 25 平成11年事業所・企業統計調査　(中間集計) 平成11年7月1日現在 ――― 香川県統計調査課 1999年
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1021 26 平成11年　事業所・企業統計調査　速報結果 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年

1021 27
平成11年　事業所・企業統計調査報告　第2巻　事業所及び企業に関する集計　都道府
県編　37　香川県

総務庁統計局 総務庁統計局 2000年

1021 28 平成11年事業所・企業統計調査 都道府県市区町村別速報結果 平成12年 ――― 総務庁統計局 2000年
1021 29 平成13年 事業所・企業統計調査 速報結果 総務省統計局 総務省統計局 2002年

1021 30
平成13年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府
県別結果　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2003年

1021 31
平成16年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府
県別結果　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2006年

1021 32
平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府
県別結果　37　香川県

総務省統計局 総務省統計局 2008年

1022 1 昭和44年 香川県の事業所 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1970年
1022 2 香川の事業所統計調査報告　昭和47年 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1973年

1023 1 昭和50年　香川県事業所名鑑 開架
香川県企画部統計調査課･香
川県統計協会

香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1975年

1023 2 香川県事業所名鑑 昭和60年8月 ――― 総務庁統計局 1985年

1023 3 昭和61年　香川県事業所名鑑
香川県企画部統計調査課
香川県統計協会

香川県企画部統計調査課
香川県統計協会

1987年

1024 1 昭和43年 住宅統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 総理府統計局 1969年
1024 2 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 総理府統計局 1974年
1024 3 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総理府統計局 総理府統計局 1979年
1024 4 昭和58年 住宅統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総務庁統計局 ――― 1984年
1024 5 昭和63年 住宅統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総務庁統計局 総務庁統計局 1990年
1024 6 平成5年 住宅統計調査報告 第3巻 都道府県編 その37 香川県 総務庁統計局 総務庁統計局 1994年
1024 7 平成10年 住宅・土地統計調査報告 第5巻 都道府県編 その37 香川県 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
1024 8 平成15年　住宅・土地統計調査報告　第5巻　都道府県編　その37　香川県 総務省統計局 総務省統計局 2005年
1025 昭和40年　住宅統計調査報告　〔昭和40年国勢調査香川県地方集計結果〕 ――― 香川県 1966年
1026 1 昭和45年 香川県産業連関表 ――― 香川県企画部統計調査課 1972年
1026 2 かがわ経済のしくみ 昭和60年香川県産業連関表 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1990年
1026 3 かがわ経済のしくみ　平成2年香川県産業連関表 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1995年
1027 かがわの経済構造と波及効果のしくみ　～産業連関表の見方・使い方～　平成12年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2000年
1028 1 香川の地場産業 ― 香川県地場産業実態調査結果報告書 ― 昭和58年8月 ――― 香川県企画部統計調査課 1983年
1028 2 香川の地場産業 ― 香川県特定地場産品調査結果報告書 ― 昭和61年年3月 ――― 香川県企画部統計調査課 1985年
1028 3 香川の地場産業 ― 香川県特定地場産品調査結果報告書 ― 平成元年3月 ――― 香川県企画部統計調査課 1989年
1028 4 香川の地場産業 ― 香川県特定地場産品調査結果報告書 ―　(平成3年12月) ――― 香川県企画部統計調査課 1991年
1028 5 香川の地場産業　―　平成10年　香川県特定地場産品調査　結果報告書　― 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2000年
1029 香川県の貿易　―昭和58年香川県貿易実態調査から―　1984年版 ――― 香川県経済労働部企業振興課 1985年

1030
労働者派遣事業所名一覧　(昭和61年7月～62年7月許可・届出受理事業所)　昭和62年9
月

――― 総務庁統計局 1987年

1031 1 昭和59年度 香川県県民経済計算年報 昭和62年2月 ――― 香川県企画部統計調査課 1987年
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1031 2 昭和60年度 香川県県民経済計算年報 昭和63年2月 ――― 香川県企画部統計調査課 1988年
1031 3 昭和61年度 香川県県民経済計算年報 平成元年2月 ――― 香川県企画部統計調査課 1989年
1031 4 昭和62年度 香川県県民経済計算年報 平成2年2月 ――― 香川県企画部統計調査課 1990年
1031 5 昭和63年度 香川県県民経済計算年報 平成3年2月 ――― 香川県企画部統計調査課 1991年
1031 6 平成元年度 香川県県民経済計算年報 平成4年3月 ――― 香川県企画部統計調査課 1992年
1031 7 平成2年度 香川県県民経済計算年報 平成5年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1993年
1031 8 平成3年度 香川県県民経済計算年報 平成6年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1994年
1031 9 平成4年度 香川県県民経済計算年報 平成7年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1995年
1031 10 平成5年度 香川県県民経済計算年報 平成8年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1996年
1031 11 平成6年度 香川県県民経済計算年報 平成9年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1997年
1031 12 平成7年度 香川県県民経済計算年報 平成10年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1998年
1031 13 平成8年度 香川県県民経済計算年報 平成11年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1999年
1031 14 平成9年度 香川県県民経済計算年報 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2000年
1031 15 平成10年度 香川県県民経済計算年報 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2001年
1031 16 平成11年度　香川県県民経済計算年報 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2001年
1032 昭和37年　就業構造基本調査報告　(香川県) ――― 香川県総務部統計課 1963年
1033 1 昭和49年就業構造基本調査 結果の概要　(速報) 昭和50年3月31日 ――― 総理府統計局 1975年
1033 2 昭和62年 就業構造基本調査報告　(速報) 昭和63年7月 ――― 総務庁統計局 1988年
1033 3 平成4年就業構造基本調査　(速報)　結果の概要　平成5年9月 ――― 総務庁統計局 1993年

1034 1
昭和54年　全国消費実態調査報告　第1巻　家計収支編(2人以上の普通世帯)　その4
都道府県(西日本) 抜き刷り　〔37　香川県〕

――― 総理府統計局 1981年

1034 2 昭和54年 全国消費実態調査報告 参考資料編　〔37　香川県〕 ――― 総理府統計局 1981年
1034 3 平成16年　全国消費実態調査　家計資産に関する結果　(速報)　平成18年3月27日 ――― 総務省統計局 2006年
1035 1 市町民所得　45～47年度 香川県統計調査課 香川県統計調査課 1975年
1035 2 平成8年度　市町民所得推計結果 ――― 香川県企画部統計調査課 1999年
1036 1 昭和40年度 香川県の県民所得 ――― 香川県企画部統計調査課 1967年
1036 2 昭和41年度 香川県の県民所得 ――― 香川県企画部統計調査課 1968年

1036 3 香川県の県民所得　昭和43年度 ―――
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1970年

1036 4 香川県の県民所得　昭和44年度 ―――
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1971年

1036 5 香川県の県民所得　昭和45年度 ―――
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1972年

1036 6 香川県の県民所得　昭和46年度 ―――
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1973年

1036 7 香川県の県民所得 昭和47年度 香川県統計調査課 香川県統計協会 1974年
1036 8 香川県の県民所得 昭和48年度 香川県統計調査課 香川県統計協会 1975年
1036 9 香川県の県民所得 昭和49年度 香川県統計調査課 香川県統計協会 1976年
1036 10 県民所得簡易推計結果(昭和49年度) ――― 香川県企画部統計調査課 1975年
1036 11 香川県の県民所得 昭和50年度 香川県統計調査課 香川県統計協会 1977年
1036 12 香川県の県民所得 昭和51年度 香川県統計調査課 香川県統計協会 1978年
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1036 13 昭和52年度 香川県の県民所得 香川県統計調査課 香川県統計協会 1980年
1036 14 昭和53年度 香川県の県民所得 香川県統計調査課 香川県統計協会 1981年
1036 15 昭和54年度 香川県の県民所得 香川県統計調査課 香川県統計協会 1982年
1036 16 昭和55年度 香川県の県民所得 香川県統計調査課 香川県統計協会 1983年
1036 17 昭和56年度 香川県の県民所得 ――― 香川県企画部統計調査課 1984年
1036 18 昭和57年度 香川県の県民所得 ――― 香川県企画部統計調査課 1985年
1036 19 昭和58年度　香川県の県民所得 ――― 香川県企画部統計調査課 1986年
1037 昭和46年　全国物価統計調査結果報告 ――― 香川県企画部統計調査課 1972年
1038 1 平成9年 全国物価統計調査報告 特売価格編 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1038 2 平成9年 全国物価統計調査報告 小規模店舗編 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1038 3 平成9年 全国物価統計調査報告 大規模店舗編 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1038 4 平成9年 全国物価統計調査報告 調査方法の概要 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1038 5 平成9年　全国物価統計調査報告　日本の物価構造　(解説編) 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
1039 1 平成2年3月 香川の工場立地動向　(昭和41年～平成元年) ――― 香川県経済労働部産業立地課 1990年
1039 2 平成9年3月　香川の工場立地動向　(昭和41年～平成8年) ――― 香川県商工労働部産業立地課 1997年
1040 1 昭和46年 香川県常住人口調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1972年
1040 2 昭和47年 香川県常住人口調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1973年
1040 3 昭和48年 香川県常住人口調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1974年
1040 4 昭和49年 香川県常住人口調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1975年
1040 5 昭和50年　香川県常住人口調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1976年
1041 1 昭和46年 香川県人口社会移動調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1972年
1041 2 昭和47年 香川県人口社会移動調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1973年
1041 3 昭和48年 香川県人口社会移動調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1974年
1041 4 昭和49年 香川県人口社会移動調査報告 ――― 香川県企画部統計調査課 1975年
1041 5 昭和51年 香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1977年
1041 6 昭和52年 香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1978年
1041 7 昭和53年 香川県人口移動調査報告 ――― 香川県企画部統計調査課 1979年
1041 8 昭和54年 香川県人口移動調査報告 ――― 香川県企画部統計調査課 1980年
1041 9 昭和55年 香川県人口移動調査報告 ――― 香川県企画部統計調査課 ―――
1041 10 昭和56年 香川県人口移動調査報告 ――― 香川県企画部統計調査課 1982年
1041 11 昭和57年 香川県人口移動調査報告 ――― 香川県企画部統計調査課 1983年

1041 12 昭和58年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1984年

1041 13 昭和59年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1985年

1041 14 昭和60年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1986年

1041 15 昭和60年　香川県人口移動調査報告　その2 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1986年

1041 16 昭和61年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1987年
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1041 17 昭和62年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1988年

1041 18 昭和63年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1989年

1041 19 平成元年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1990年

1041 20 平成2年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1991年

1041 21 平成3年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1992年

1041 22 平成4年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1993年

1041 23 平成5年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1994年

1041 24 平成6年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1995年

1041 25 平成7年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1996年

1041 26 平成7年　香川県人口移動調査報告　その2 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1997年

1041 27 平成8年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1997年

1041 28 平成9年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1998年

1041 29 平成10年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1999年

1041 30 平成11年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

2000年

1041 31 平成12年　香川県人口移動調査報告 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

2001年

1041 32
平成13年　香川県人口移動調査報告　付録　平成12年人口及び世帯数、年齢別人口等
(平成12年国勢調査)

香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2002年

1041 33 平成14年 香川県人口移動調査報告 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2003年
1041 34 平成15年 香川県人口移動調査報告 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2004年
1041 35 平成16年 香川県人口移動調査報告 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2005年
1041 36 平成17年 香川県人口移動調査報告 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2006年

1041 37
平成18年　香川県人口移動調査報告　付録　平成17年人口及び世帯数、年齢別人口等
(平成17年国勢調査)

香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2007年

1042 1 住民基本台帳人口移動報告年報 平成4年 総務庁統計局 総務庁統計局 1993年
1042 2 住民基本台帳人口移動報告年報 平成5年 総務庁統計局 総務庁統計局 1994年
1042 3 住民基本台帳人口移動報告年報 平成6年 総務庁統計局 総務庁統計局 1995年
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1042 4 住民基本台帳人口移動報告年報 平成7年 総務庁統計局 総務庁統計局 1996年
1042 5 住民基本台帳人口移動報告年報 平成8年 総務庁統計局 総務庁統計局 1997年
1042 6 住民基本台帳人口移動報告年報 平成9年 総務庁統計局 総務庁統計局 1998年
1042 7 住民基本台帳人口移動報告年報 平成10年 総務庁統計局 総務庁統計局 1999年
1042 8 住民基本台帳人口移動報告年報 平成11年 総務庁統計局 総務庁統計局 2000年
1042 9 住民基本台帳人口移動報告年報 平成12年 総務省統計局 総務省統計局 2001年
1042 10 住民基本台帳人口移動報告年報 平成13年 総務省統計局 総務省統計局 2002年
1042 11 住民基本台帳人口移動報告年報 平成14年 総務省統計局 総務省統計局 2003年
1042 12 住民基本台帳人口移動報告年報 平成15年 総務省統計局 総務省統計局 2004年
1042 13 住民基本台帳人口移動報告年報 平成17年 総務省統計局 総務省統計局 2006年
1042 14 住民基本台帳人口移動報告年報 平成18年 総務省統計局 総務省統計局 2007年
1042 15 住民基本台帳人口移動報告年報　平成19年 総務省統計局 総務省統計局 2008年

1043 市町村の将来人口　2000～2030年(5年ごと)　平成14年3月
財団法人　統計情報研究開
発センター

財団法人　日本統計協会 2002年

1044 1 第13号 昭和52年 最近の人口動態 昭和50年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1977年
1044 2 第14号 昭和53年 最近の人口動態 昭和51年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1978年
1044 3 第15号 昭和54年 最近の人口動態 昭和52年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1979年
1044 4 第16号 昭和55年 最近の人口動態 昭和53年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1980年
1044 5 第17号 昭和56年 最近の人口動態 昭和54年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1981年
1044 6 第19号 昭和58年 最近の人口動態 昭和56年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1983年
1044 7 第20号 昭和59年 最近の人口動態 昭和57年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1984年
1044 8 第21号 昭和60年 最近の人口動態 昭和58年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1985年
1044 9 第22号 昭和61年 最近の人口動態 昭和59年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 1986年
1044 10 第23号 昭和62年 最近の人口動態 昭和60年までのあらまし 厚生省大臣官房統計情報部 財団法人 厚生統計協会 1987年

1044 11
第24号　昭和63年　最近の人口動態　昭和61年までのあらまし　(昭和62年人口動態統計
年間推計を含む)

厚生省大臣官房統計情報部 財団法人　厚生統計協会 1988年

1044 12
第26号　平成2年　最近の人口動態　Recent　of　vital　statistics　in　Japan　　昭和63年ま
でのあらまし Outline till　1988　　(平成元年人口動態統計年間推計を含む)

厚生省大臣官房統計情報部 財団法人　厚生統計協会 1990年

1044 13
第27号　平成3年　最近の人口動態　The　latest　trends　of　vital　statistics　in　Japan
平成元年までのあらまし　Major　findings　up　to　1989　(平成2年人口動態統計年間推計
を含む)

厚生省大臣官房統計情報部 財団法人　厚生統計協会 1991年

1044 14
第28号　平成4年　最近の人口動態　The　latest　trends　of　vital　statistics　in　Japan
平成2年までのあらまし　Major　findings　up　to　1990　(平成3年人口動態統計年間推計
を含む)

厚生省大臣官房統計情報部 財団法人　厚生統計協会 1992年

1045 1
平成12年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成10年までの動向　Trends
up to　1998

厚生省大臣官房統計情報部 厚生省大臣官房統計情報部 2000年

1045 2
平成16年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成14年までの動向　Trends
up to　2002

厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2004年

1045 3
平成18年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成16年までの動向　Trends
up to　2004

厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2006年
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1045 4
平成21年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成19年までの動向　Trends
up to　2007

厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2009年

1045 5
平成22年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成20年までの動向　Trends
up to　2008

厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2010年

1045 6
平成23年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成21年までの動向　Trends
up to　2009

厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2011年

1045 7
平成24年　我が国の人口動態　Vital　statistics　in　Japan　平成22年までの動向　Trends
up　to　2010

厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2012年

1046 1 平成10年～平成14年　人口動態保健所・市区町村別統計　人口動態統計特殊報告
厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2004年

1046 2 平成15年～平成19年　人口動態保健所・市区町村別統計　人口動態統計特殊報告
厚生労働省大臣官房統計情
報部

厚生労働省大臣官房統計情報部 2009年

1047 1 県民の生活意識　―　昭和49年県民生活意識調査結果　―　昭和49年12月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1974年

1047 2 県民の暮らしと意識　―　昭和57年県民生活意識調査結果等から　― 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1983年

1047 3 県民の暮らしと意識　―　昭和62年県民生活意識調査結果等から　― ――― 香川県企画部統計調査課 1988年

1048 住民意識調査　昭和50年3月 ――― 三豊地区広域市町村圏振興事務組合 1975年

1049 1 昭和40年　衛生統計年報 ――― 香川県厚生部 1967年

1049 2 昭和52年　衛生統計年報 ――― 香川県 1979年

1050 統計行政のあゆみ　統計法制定30周年記念　昭和52年 ――― ――― 1977年
1051 1 統計でみる市町の姿　(昭和60年3月) 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1985年
1051 2 統計でみる市町の姿 平成2年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1990年
1051 3 統計でみる市町の姿 平成7年3月 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1995年
1051 4 2000　統計でみる市町の姿　～100の指標からみた市町～ 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 2000年

1052 1
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2000

総務庁統計局 総務庁統計局 2000年

1052 2
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2001

総務庁統計局 総務庁統計局 2000年

1052 3
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2002

総務省統計局 総務省統計局 2001年

1052 4
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2002(改訂版Revised edition)

総務省統計局 総務省統計局 2002年

1052 5
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2003

総務省統計局 総務省統計局 2003年

1052 6
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2004

総務省統計局 総務省統計局 2004年

1052 7
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2005

総務省統計局 総務省統計局 2005年

1052 8
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2006

総務省統計局 総務省統計局 2006年
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1052 9
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2007

総務省統計局 総務省統計局 2007年

1052 10
統計でみる市区町村のすがた　STATISTICAL　OBSERVATIONS　OF
SHI,KU,MACHI,MURA　2008

総務省統計局 総務省統計局 2008年

1053 平成16年度　統計功労者・優良事業所統計グラフコンクール　表彰名簿 ――― 香川県・香川県統計協会 2004年
1054 1 平成11年度 統計調査計画書 各課等における年間統計調査計画一覧表 ――― 香川県企画部統計調査課 1999年
1054 2 平成13年度 統計調査計画書 各課等における年間統計調査計画一覧表 ――― 香川県企画部統計調査課 2001年
1054 3 平成15年度 統計調査計画書 各課等における年間統計調査計画一覧表 ――― 香川県総務部統計調査課 2003年
1054 4 平成16年度　統計調査計画書　各課等における年間統計調査計画一覧表 ――― 香川県総務部統計調査課 2004年
1055 1 平成11年度 統計調査概要 ――― 香川県企画部統計調査課 ―――
1055 2 平成12年度　統計調査概要 ――― 香川県企画部統計調査課 ―――

1056 1 香川県統計要覧　'73 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1973年

1056 2 香川県統計要覧　'76 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1976年

1056 3 香川県統計要覧　'77 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1977年

1056 4 香川県統計要覧　1983 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1983年

1056 5 香川県統計要覧　1984 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1984年

1056 6 香川県統計要覧　1990 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1990年

1056 7 香川県統計要覧　1991 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1991年

1056 8 香川県統計要覧　1993 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1993年

1056 9 香川県統計要覧　1994 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1994年

1056 10 香川県統計要覧　1995 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1995年

1056 11 香川県統計要覧　1997 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1997年

1056 12 香川県統計要覧　1998 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1998年

1056 13 香川県統計要覧　1999 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1999年

1057 1 100の指標からみた香川 平成2年版 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1990年
1057 2 100の指標からみた香川 平成6年版 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1994年
1057 3 100の指標からみた香川 平成7年版 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1995年
1057 4 100の指標からみた香川 平成8年版 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1996年
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1057 5 100の指標からみた香川 平成9年版 香川県企画部統計調査課 香川県統計協会 1997年
1057 6 1００の指標からみた香川　平成23年版 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2011年
1058 1 昭和46年度 学校基本調査結果報告書 ――― 香川県企画部統計調査課 1971年
1058 2 昭和48年度 教育統計調査報告書 学校基本調査 学校保健統計調査 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 1974年

1058 3 昭和53年度　教育統計調査報告書　学校基本調査 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1979年

1058 4 昭和54年度　教育統計調査報告書　学校基本調査 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1980年

1058 5 昭和55年度　教育統計調査報告書　学校基本調査 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1981年

1058 6 昭和56年度　教育統計調査報告書　学校基本調査 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1982年

1058 7 昭和57年度 学校基本調査報告書 ――― 香川県 1983年
1058 8 昭和58年度 学校基本調査報告書 ――― 香川県 1984年
1058 9 昭和59年度 学校基本調査報告書 ――― 香川県 1985年
1058 10 昭和60年度 学校基本調査報告書 ――― 香川県 1986年
1058 11 昭和61年度 学校基本調査報告書 ――― 香川県 1987年

1058 12 平成元年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1990年

1058 13 平成2年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1990年

1058 14 平成3年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1991年

1058 15 平成4年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1992年

1058 16 平成5年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1994年

1058 17 平成6年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1995年

1058 18 平成7年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1996年

1058 19 平成8年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1996年

1058 20 平成10年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

1999年

1058 21 平成11年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

2000年

1058 22 平成12年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課
香川県企画部統計調査課　香川県統計
協会

2001年
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1058 23 平成13年度　学校基本調査報告書 香川県企画部統計調査課 香川県企画部統計調査課 2001年

1058 24 平成14年度　学校基本調査報告書 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2002年

1058 25 平成15年度　学校基本調査報告書 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2004年

1058 26 平成16年度　学校基本調査報告書 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2005年

1058 27 平成17年度　学校基本調査報告書 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2006年

1058 28 平成18年度　学校基本調査報告書 香川県総務部統計調査課 香川県総務部統計調査課 2007年

1058 29 平成19年度　学校基本調査報告書 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2008年

1058 30 平成20年度　学校基本調査報告書 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2009年

1058 31 平成21年度　学校基本調査報告書 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2010年

1058 32 平成22年度　学校基本調査報告書 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2011年

1058 33 平成23年度　学校基本調査報告書 香川県政策部統計調査課 香川県政策部統計調査課 2012年

1059 1 平成元年度 香川県市町行財政要覧 平成3年2月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1991年
1059 2 香川県市町行財政要覧 平成5年2月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1993年
1059 3 香川県市町行財政要覧 平成6年1月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1994年
1059 4 香川県市町行財政要覧 平成9年1月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1997年
1059 5 香川県市町行財政要覧 平成10年1月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1998年
1059 6 香川県市町行財政要覧 平成11年1月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 1999年
1059 7 香川県市町行財政要覧 平成12年1月 開架 香川県総務部地方課 財団法人 香川県市町村振興協会 2000年
1059 8 香川県市町行財政要覧 平成13年3月 開架 香川県総務部市町振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2001年
1059 9 香川県市町行財政要覧 平成14年2月 開架 香川県総務部市町振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2002年
1059 10 香川県市町行財政要覧 平成15年2月 開架 香川県総務部市町振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2003年
1059 11 香川県市町行財政要覧 平成16年2月 開架 香川県総務部市町振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2004年
1059 12 香川県市町行財政要覧 平成17年2月 開架 香川県総務部市町振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2005年
1059 13 香川県 市町行財政要覧 平成22年2月 香川県政策部自治振興課 財団法人 香川県市町村振興協会 2010年
1059 14 香川県市町行財政要覧 平成25年3月 香川県政策部自治振興課 公益財団法人 香川県市町村振興協会 2013年
1059 15 香川県市町行財政要覧 平成25年3月 香川県政策部自治振興課 公益財団法人 香川県市町村振興協会 2013年
1059 16 香川県市町行財政要覧　平成26年3月 香川県政策部自治振興課 公益財団法人　香川県市町村振興協会 2014年
1060 置県百年　―　目で見る香川100年の歩み　― 開架 四国新聞社 香川県 1988年
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1061 香川県置県百年記念事業の記録 開架 香川県広報協会 香川県 1989年
1062 1 行啓誌 開架 ――― 香川県 1988年
1062 2 行啓誌 開架 ――― 香川県 1988年
1062 2 行啓誌 開架 ――― 香川県 1991年
1062 3 行啓誌 開架 ――― 香川県 1998年
1062 4 行啓誌 開架 ――― 香川県 1998年
1062 5 行啓誌　第11回全国｢みどりの愛護｣のつどい 開架 ――― 香川県 2000年
1063 行幸誌 開架 ――― 香川県 1994年
1064 香川の自然 開架 香川県 香川県 1975年

1065 1 平成12年度　ふるさとづくりハンドブック　平成13年1月 ―――
香川県総務部市町振興課　(財)香川県
市町村振興協会

2000年

1065 2 平成13年度　ふるさとづくりハンドブック　平成13年12月 ――― 香川県総務部市町振興課 2001年
1066 道路工事現場における標示施設の設置基準 ――― 香川県土木部 1962年
1067 公共・単県事業採択基準　指定基準　昭和55年1月 ――― 香川県土木部 1980年
1068 施工計画書の手引 香川県土木部 ――― 1995年
1069 香川県土木工事監察要綱　平成9年5月 ――― 香川県土木部 1997年
1070 香川県建設工事評価要領　平成9年5月 ――― 香川県土木部 1997年
1071 香川県土木工事検査技術基準　平成9年5月 ――― 香川県土木部 1997年
1072 1 香川県建設工事検査要網 平成9年5月 ――― 香川県土木部 1997年
1072 2 香川県建設工事検査要網　平成13年4月 ――― 香川県土木部 2001年
1073 請負工事監督規定集　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1074 土木工事共通仕様書の運用　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1075 1 土木工事施工管理基準及び規格値(案) 平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1075 2 土木工事施工管理基準及び規格値(案)　平成12年8月 ――― 香川県土木部 2000年
1076 地質・土質調査共通仕様書　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1077 1 写真管理基準(2－1)平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1077 2 写真管理基準(2－1)　平成10年7月 ――― 香川県土木部 1998年
1077 3 写真管理基準(2－1)　平成13年4月 ――― 香川県土木部 2001年
1078 測量作業共通仕様書　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1079 建設工事公衆災害防止対策要網　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1080 土木工事安全施工技術指針　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1081 建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)　平成9年10月 ――― 香川県土木部 1997年
1082 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1083 道路工事保安施設設置基準(案)　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1084 建設副産物適正処理推進要網　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1085 コンクリートの耐久性向上　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1086 土木請負工事における安全・訓練等の実施について　平成9年4月 ――― 香川県土木部 1997年
1087 土木工事数量算出要領 ――― 香川県土木部 1998年
1088 設計業務等共通仕様書　平成11年4月 ――― 香川県土木部 1999年
1089 香川県建設工事評定要領　平成13年4月 ――― 香川県土木部 2001年
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1090 香川県建設工事監察要網　平成13年4月 ――― 香川県土木部 2001年

1091
公共事業に係る工事の施行に伴う建物等の損害等の調査に関する共通仕様書　平成13
年4月

――― 香川県土木部 2001年

1092 1 平成9年度 土木施策の概要 ――― 香川県土木部 1997年
1092 2 平成14年度 土木施策の概要 ――― 香川県土木部 2002年
1092 3 平成15年度　土木施策の概要 ――― 香川県土木部 2003年
1093 みどり、うるおい、にぎわいの創造をめざして　四国横断自動車道 ――― 香川県土木部　横断自動車道対策総室 ―――
1094 平成13年3月31日　浄化槽工事業登録業者名簿　特例浄化槽工事業届出業者名簿 ――― 香川県土木部土木監理課 2001年
1095 香川の橋 開架 香川県土木部道路建設課 香川県土木部道路建設課 1997年
1096 道路管理事務の手引　平成9年3月 ――― 香川県土木部連絡保全課 1997年
1097 香川県緊急輸送路現況マップ　平成8年8月 ――― 香川県土木部道路建設課道路保全課 1996年
1098 香川県下水道事業関係　県費補助要綱等　(1997.4) ――― 香川県土木部下水道課 1997年
1099 香川の下水道　平成9年8月 ――― 香川県下水道課 1997年
1100 1 きれいな水いつまでも 香川の下水道　(1999.9) ――― 香川県土木部下水道課 1999年
1100 2 きれいな水いつまでも　香川の下水道　(2004.10) ――― 香川県土木部下水道課 2004年
1101 2004　香川の土砂災害 ――― 香川県土木部河川砂防課 2005年
1102 住みつづけたい　郷土香川のすまいづくり ――― 香川県土木部住宅課 2001年
1103 田万ダム工事誌　平成2年3月 香川県坂出土木事務所 香川県坂出土木事務所 1990年
1104 1 平成13年度 事業の概要 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1104 2 平成14年度 事業の概要 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
1104 3 平成15年度 事業の概要 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
1104 4 平成17年度　事業の概要 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
1105 香川県老朽ため池整備促進計画　第6次5か年計画　平成5年6月 ――― 香川県農林水産部 1993年
1106 香川の農業農村整備事業の歩み(事業･地区別実績一覧)　平成15年度 開架 ――― 香川県農政水産部 2003年
1107 陜西省展’98　陜西省文華博　公式記録 ㈱羽野編集事務所 香川県陜西省展準備委員会 1998年

1108 香川県　レッドデータブック　香川県の希少野生生物　2004
香川県希少野生生物保護対
策検討会

香川県環境森林部環境・水政策課 2004年

1109
農業集落排水施設に接続しよう!　農業集落排水施設に、汲み取り式、単独浄化槽、合併
浄化槽から切替えて接続したらいくらかかるの?

開架 ――― 香川県 2009年

1110
第8次治水事業五箇年計画　―　主要課題と整備の方向　―　(四国地方版)　―　21世紀
に飛躍する　―　災害からの脱皮　人と自然にやさしい　四国の川づくり　平成4年9月

――― 社団法人　四国建設弘済会 1992年

1111 四国の建設のあゆみ 開架
四国の建設のあゆみ編纂委
員会

社団法人　四国建設弘済会 1990年

1112 建設省四国地方建設局開局40年のあゆみ　われらが四国 開架 建設省四国地方建設局 社団法人　四国建設弘済会 1999年
1113 この100年をふりかえり　明日の四国につなげる ――― 社団法人　四国建設弘済会 2000年

1114 第12回国民文化祭･かがわ'97　交流と創造　―　光と海と祈り　― 開架
第12回国民文化祭香川実行
委員会事務局

第13回国民文化祭香川実行委員会事
務局

1997年

1115 農業集落排水のしおり　～農業集落排水　白い砂浜　蒼い海～ ――― 詫間町 ―――

1116 三豊総合病院雑誌　第7巻　1986年12月　創立35周年記念特集号
三豊総合病院雑誌編集委員
会

――― 1986年
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1117 平成24年度下期版　駅からウォーク　歩いて感じる旅　ふるさと四国再発見。 開架 ―――
四国旅客鉄道株式会社　ワープ高知支
店

2012年

1118 讃岐の峠 開架 古市寛 香川県国土建設推進協力会 1965年
1119 前川忠夫遺句集･前川文子句集　｢緑蔭｣ 開架 ――― 前川忠夫句碑建立委員会 1989年

1120 魅力ある経営体を目指して　―　農業法人名簿　― 開架 ―――
香川県構造政策推進会議･香川県農業
法人指導センター

2000年

1121 いつもあなたのそばにこれすらも地域のために　民生委員・自動委員活動10年小史 ―――
全国民生委員自動委員連合会　全国社
会福祉協議会

1998年

1122 民生委員制度創設八十周年記念誌　民生委員八十年のあゆみ ――― 香川県民生委員児童委員協議会連合会 1998年

1123
平成20年度ブロック別民生委員・児童委員関係事業会議資料集より抜粋　関連資料　平
成20年度香川県単位民児協会長・副会長研修会

―――
香川県民生委員児童委員協議会連合
会

2007年

1124 土地改良百年史
全国土地改良事業団体連合
会二十周年記念誌編集委員
会

株式会社　平凡社 1977年

1125 土地改良30年のあしあと 開架 ――― 香川県土地改良事業団体連合会 1988年

1126 ｢香川の土地改良｣香土連創立40周年記念特集号 開架
香川県土地改良事業団体連
合会

美巧社 1998年

1127 香川用水　土地改良区だより ――― 香川用水土地改良区 1987年
1128 香川用水土地改良区30年史 香川用水土地改良区 香川用水土地改良区 1998年
1129 香川用水土地改良区だより　第25号　香川用水土地改良区　設立30周年記念事業特集 ――― 香川用水土地改良区 1998年
1130 香川用水水管理制御設備維持管理計画書　平成11年8月 ――― 香川用水土地改良区 1999年
1131 1 第92回香川用水土地改良区理事会議案 平成12年9月1日 ――― 香川用水土地改良区 2000年
1131 2 第92回理事会提出　報告事項 ――― ――― ―――
1132 第8回香川用水土地改良区臨時総代会議案　平成12年9月18日 ――― 香川用水土地改良区 2000年
1133 第94回香川用水土地改良区理事会議案　平成13年2月19日 ――― 香川用水土地改良区 2001年
1134 第94回理事会提出　報告事項 ――― ――― ―――
1135 1 第95回香川用水土地改良区理事会議案 平成13年9月18日 ――― 香川用水土地改良区 2001年
1135 2 第95回理事会提出　報告事項 ――― ――― ―――
1136 第35回香川用水土地改良区通常総代会議案　平成14年3月27日 ――― 香川用水土地改良区 2002年
1137 水資源開発公団30年史 開架 水資源開発公団 財団法人　水資源協会 1992年
1138 吉野川水系の水資源開発 ――― 水資源開発公団　吉野川開発局 ―――
1139 水との対話　FACE TO WATER　吉野川総合開発事業管理20年のあゆみ ――― 水資源開発公団 1996年
1140 2003　事業のあらまし ――― 水資源開発公団 2003年
1141 『用地補償』のあらまし ――― 水資源開発公団　香川用水総合事業所 2001年
1142 1 香川用水調整池事業に関する環境保全対策検討報告書 平成14年3月 ――― 水資源開発公団 香川用水総合事業所 2002年
1142 2 香川用水調整池事業に関する環境保全対策検討報告書　(資料編)　平成14年3月 ――― 水資源開発公団　香川用水総合事業所 2002年
1143 独立行政法人　水資源機構　2004　事業のあらまし ――― 独立行政法人　水資源機構 2004年

1144 香川用水調整池　概要書 ―――
独立行政法人　水資源機構　香川用水
総合事業所

―――
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1145
学会誌　吉野川　第4号　平成12年7月刊　香川用水の’94渇水における節水と融通　長町
博　(香川用水管理体制整備推進協議会により増刷)

――― 香川用水管理体制整備推進協議会 2000年

1146 三郎池の水利調査報告書　―　番水の仕組みを中心に　―　平成12年12月 ――― 香川用水管理体制整備推進協議会 2000年
1147 日本列島の渇水多発傾向と　早明浦ダムの渇水多発について　平成13年11月 ――― 香川用水管理体制整備推進協議会 2001年
1148 「香川用水管理体制整備推進協議会」設立総会 ――― ――― 2001年
1149 香川用水施設緊急改築事業　事業計画 ――― 水資源開発公団　香川用水管理所 ―――

1150 1 瀬戸大橋架橋史　通史･資料編 開架
瀬戸大橋架橋史編さん委員
会

瀬戸大橋架橋推進香川県協議会 1989年

1150 2 瀬戸大橋架橋史　写真編 開架
瀬戸大橋架橋史編さん委員
会

瀬戸大橋架橋推進香川県協議会 1989年

1151 香川県農業会議30年のあゆみ 開架 香川県農業会議 香川県農業会議 1984年
1152 農地流動化の問題点と対策　平成9年5月 ――― 香川県農業会議 1997年

1153
「認定農業者等(農業経営者)の経営実態及び今後の意向に関する調査」結果報告書　平
成15年10月

―――
香川県農業会議　香川県農業経営改善
支援センター

2003年

1154 資料2　④　担い手経営安定対策の概要　(農林水産省)　平成15年11月 ――― 香川県農業会議 2003年
1155 平成16年度県農業施策に関する建議　平成15年10月22日 ――― 香川県農業会議 2003年
1156 資料1　②　農業委員会の活動・組織の改革に関する組織検討結果　平成15年10月16日 ――― 全国農業会議所　香川県農業会議 2003年

1157
資料1　③　農業委員会の活動・組織の改革に関する組織検討の主な意見　平成15年10
月16日

――― 全国農業会議所　香川県農業会議 2003年

1158 香川県農業会議　創立50周年記念式典 ――― 香川県農業会議 2004年
1159 「食」と「農」に関するアンケート調査結果の概要　平成16年3月 ――― 香川県農業会議 2004年
1160 50年のあゆみ　平成16年11月 ――― 香川県農業会議 2004年

1161 平成16年度集落営農育成シンポジウム資料 ―――
香川県　香川県農業会議　香川県地域
農業集団協議会

2005年

1162 農業経営指導者養成講習会資料　平成17年2月9日 ―――
香川県農業会議　香川県農業経営改善
支援センター

2005年

1163
農業委員会活動強化対策事業　個性と活力ある農業委員会活動をめざして　～平成16年
度農業委員会活動実践事例集(四国四件共同作成)～　平成17年2月

―――
香川県農業委員会職員研究協議会　香
川県農業会議

2005年

1164
平成20年度版　「農業委員会と認定農業者等との意見交換会」　実施要領ならびに参考
資料　(全国農業会議所)　平成20年10月

――― 香川県農業会議 2008年

1165 平成21年度県農業施策に関する建議　平成20年10月23日 ――― 香川県農業会議 2008年

1166
「第2次・かがわの農地と担い手を守り活かす運動」に基づく　平成20年度活動の目標・計
画(未定稿)　平成20年11月6日

――― 市町農業委員会　香川県農業会議 2008年

1167 地方分権時代の農村計画　―　市町村条例から農村計画法へ　―　平成13年6月 全国農業協同組合中央会 ――― 2001年
1168 麦の生産に関する資料 ――― 香川県 2004年
1169 大阪香川県人会　百周年記念誌 開架 ――― 大阪香川県人会 1998年

1170 高松市制100周年記念事業記録集　今、新しい100年へのプロローグ 開架
高松市市制100周年記念事業
推進室

高松市 1991年

1171 1 善通寺史 第1巻 善通寺市企画課 善通寺市 1977年
1171 2 善通寺史　第2巻 善通寺市企画課 善通寺市 1988年
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1172 1 新編 丸亀市史1 自然･原始･古代･中世編 丸亀市史編さん委員会 丸亀市 1995年
1172 2 新編 丸亀市史2 近世編 丸亀市史編さん委員会 丸亀市 1994年
1172 3 新編 丸亀市史3 近代･現代編 丸亀市史編さん委員会 丸亀市 1996年
1172 4 新編 丸亀市史4 史料編 丸亀市史編さん委員会 丸亀市 1994年
1172 5 新編　丸亀市史5　年表編 丸亀市史編さん委員会 丸亀市 1996年
1173 町史ことひら5　絵図･写真編 琴平町史編集委員会 琴平町 1995年
1174 1 香南町史 続編 香南町史編集委員会 香南町 1996年
1174 2 香南町史　生活と文化･資料編 香南町史編集委員会 香南町 2000年
1175 内海町史年表 ――― 香川県小豆郡内海町 1971年
1176 十河安則画文集　古里の四季 十河安則 大川町･大川町教育委員会 1990年

1177 昭和51年9月台風17号による集中豪雨　1,400ミリの爪跡
内海町災害の記録編集委員
会

内海町 1977年

1178 1 大川村史追録 大川村史追録編さん委員会 大川村 1984年
1178 2 大川村史追録　別冊　写真集　おおかわ 大川村史追録編さん委員会 大川村 1984年
1179 町長のワープロ日記365日の巻 引田町長　柏木甫 引田町 1986年
1180 豊かな心と活力あふれる水と文化の町　まんのう　第三次満濃町総合計画 ――― 満濃町 2002年

1181
やすらぎのある　住みやすいまち　琴平町　第3次琴平町総合計画　KOTOHIRA　2001年
4月～2011年3月

琴平町企画課 琴平町 2001年

1182 1 大川かづゆき作曲集 香川創作歌謡研究会の歩み 続･讃岐ふるさと歌ごよみ 開架 大川かづゆき 香川創作歌謡研究会 1998年
1182 2 大川かづゆき作曲集　香川創作歌謡研究会の歩み　続･続･讃岐ふるさと歌ごよみ 開架 大川かづゆき 香川創作歌謡研究会 2001年
1183 潮路(創立五十周年記念誌) ――― 香川県立多度津水産高等学校 1986年
1184 盡誠学園百年史 盡誠学園百年史編纂委員会 盡誠学園百周年記念事業部 1987年
1185 創立50周年誌　坂出商工名鑑'87 商工名鑑編纂委員会 坂出商工会議所 1987年
1186 日本の島全図　Shima:zu(シマーズ) 開架 財団法人日本離島センター 財団法人　日本離島センター 2012年

1187
せとうち暮らし(付、こえび新聞　アート作品紹介編2011(編集:こえび新聞編集部・発
行:NPO法人アーキペラゴ))

開架 ――― ROOTS　BOOKS 2011年

1188 農業集落排水事業　大浜地区処理施設 ――― 詫間町 ―――
1189 十年のあゆみ　香川県技能士会連合会設立十周年記念誌 開架 香川県技能士会連合会 香川県技能士会連合会 1999年

1190 組合三十年の歩み 開架
香川県町村職員退職手当組
合

香川県町村職員退職手当組合 1988年

1191 香川県商工会史 開架
香川県商工会連合会香川県
商工会史編集委員会

香川県商工会連合会 1991年

1192 商工会法施行20周年記念　香川県商工会名鑑 開架 香川県商工会連合会 香川県商工会連合会 1981年
1193 法制化20周年記念史　詫間町商工会の歩み　1980 詫間町商工会 詫間町商工会 1980年
1194 讃岐　農林業の石碑　―　先人の遺業をしのぶ　― 開架 香川県農林部 香川県農林部 1981年
1195 香川県農業信用基金協会30年史 開架 ――― 香川県農業信用基金協会 1992年

1196 香川県農業共済五十年史 開架
香川県農業共済五十年史編
纂委員会

香川県農業共済組合連合会 1999年

1197 香川県信連五十年史 開架
香川県信連五十年史編纂委
員会

香川県信用農業協同組合連合会 2000年



89

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

1198 香川県連合青年会五十年史 開架
香川県連合青年会結成五十
周年記念事業実行委員会

香川県青年連合会 1997年

1199 清掃業界40年のあゆみ 開架
設立40周年記念誌編集委員
会

香川県環境保全協会 2000年

1200 新高松空港史 開架 新高松空港史編さん委員会 香川県 2002年

1201 香川県獣医師会史 開架
香川県獣医師会史編纂委員
会

社団法人　香川県獣医師会 1992年

1202 1 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ 羽佐島遺跡(1) ― 本文編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1984年
1202 2 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ 羽佐島遺跡(1) ― 図版編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1984年

1202 3 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　大浦遺跡　―　本文編　― ―――
本州四国連絡橋公団
香川県教育委員会

1984年

1202 4 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　大浦遺跡　―　図版編　― ―――
本州四国連絡橋公団
香川県教育委員会

1984年

1202 5 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ 西方遺跡 ― 本文編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1985年
1202 6 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ 西方遺跡 ― 写真図版編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1985年
1202 7 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ 大浦浜遺跡 ― 本文編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1988年
1202 8 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ 大浦浜遺跡 ― 写真図版編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1988年
1202 9 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ 大浦浜遺跡 ― 実測図版編 ― 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1988年

1202 10 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告(Ⅵ)　花見山遺跡
(財)香川県埋蔵文化財調査セ
ンター

香川県教育委員会･(財)香川県埋蔵文
化財調査センター･本州四国連絡橋公

1989年

1202 11 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　下川津遺跡　―　第1分冊　―
(財)香川県埋蔵文化財調査セ
ンター

香川県教育委員会･(財)香川県埋蔵文
化財調査センター･本州四国連絡橋公

1990年

1202 12 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　下川津遺跡　―　第2分冊　―
(財)香川県埋蔵文化財調査セ
ンター

香川県教育委員会･(財)香川県埋蔵文
化財調査センター･本州四国連絡橋公

1990年

1202 13 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　下川津遺跡　―　第3分冊　―
(財)香川県埋蔵文化財調査セ
ンター

香川県教育委員会･(財)香川県埋蔵文
化財調査センター･本州四国連絡橋公

1990年

1202 14 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報(Ⅸ)　下川津遺跡Ⅲ 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1988年

1203 香川医科大学開講二十周年記念誌　二十年のあゆみ 開架
香川医科大学開講二十周年
記念事業実行委員会･記録誌
編集委員会

香川医科大学 2000年

1204 創立七十年記念誌 開架 ――― 香川県立農業大学校 1986年
1205 香川銀行五十年史 開架 50年史編纂委員会 株式会社　香川銀行 1993年

1206 百十四銀行八十年誌 開架
株式会社百十四銀行八十年
誌編纂室

株式会社　百十四銀行 1959年

1207 百十四銀行百年誌 開架
株式会社　百十四銀行　百年
誌編纂室

株式会社　百十四銀行 1979年

1208 中國銀行五十年史 開架
創立50周年記念誌編纂委員
会(調査部年史編纂室)

株式会社　中國銀行 1983年

1209 合田工務店40年史｢きづき｣ 開架 株式会社合田工務店 株式会社　合田工務店 1990年



90

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

1210 1 地方自治百年史　第1巻 地方自治百年史編集委員会
地方自治法施行四十周年･自治制公布
百年記念会

1992年

1210 2 地方自治百年史　第2巻 地方自治百年史編集委員会
地方自治法施行四十周年･自治制公布
百年記念会

1993年

1210 3 地方自治百年史　第3巻 地方自治百年史編集委員会
地方自治法施行四十周年･自治制公布
百年記念会

1993年

1211 1 地方自治年鑑 昭和53年 地方自治研究資料センター 自治研修協会 1978年
1211 2 地方自治年鑑 昭和54年 地方自治研究資料センター 自治研修協会 1979年
1211 3 地方自治年鑑 昭和55年 特集編「地方公務員法制定30周年」 地方自治研究資料センター 自治研修協会 1980年
1211 4 地方自治年鑑　1981　特集編「自治体行政の監視機構」 地方自治研究資料センター 田中重弥 1981年
1211 5 地方自治年鑑 昭和57年 地方自治研究資料センター ――― 1982年

1211 6 地方自治年鑑　昭和58年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1983年

1211 7 地方自治年鑑　昭和59年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1984年

1211 8 地方自治年鑑　昭和60年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1985年

1211 9 地方自治年鑑　昭和61年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1986年

1211 10 地方自治年鑑　昭和62年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1987年

1211 11 地方自治年鑑　昭和63年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1988年

1211 12 地方自治年鑑　平成元年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1989年

1211 13 地方自治年鑑　平成2年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1990年

1211 14 地方自治年鑑　平成3年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1991年

1211 15 地方自治年鑑　平成4年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1992年

1211 16 地方自治年鑑　平成5年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1993年

1211 17 地方自治年鑑　平成6年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1994年

1211 18 地方自治年鑑　平成7年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1995年

1211 19 地方自治年鑑　平成8年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1996年

1211 20 地方自治年鑑　平成9年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1998年
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1211 21 地方自治年鑑　平成10年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 1999年

1211 22 地方自治年鑑　平成11年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 2000年

1211 23 地方自治年鑑　平成12年
財団法人　自治研修協会　地
方自治研究資料センター

――― 2001年

1212 1 地方自治年鑑　平成7年　特集編「ＥＲＯＰＡ東京総会」
財団法人　自治研修協会･地
方自治研究資料センター

財団法人　自治研修協会･地方自治研
究資料センター

1996年

1212 2 地方自治年鑑　平成8年　特集編「地方分権の推進」
財団法人　自治研修協会･地
方自治研究資料センター

財団法人　自治研修協会･地方自治研
究資料センター

1997年

1212 3 地方自治年鑑　平成9年　特集編「地方分権関係資料」
財団法人　自治研修協会･地
方自治研究資料センター

財団法人　自治研修協会･地方自治研
究資料センター

1998年

1212 4 地方自治年鑑　平成10年　特集編「地方分権関係資料Ⅱ」
財団法人　自治研修協会･地
方自治研究資料センター

財団法人　自治研修協会･地方自治研
究資料センター

1999年

1212 5 地方自治年鑑　平成11年　特集編「地方自治関係資料Ⅲ」
財団法人　自治研修協会･地
方自治研究資料センター

財団法人　自治研修協会･地方自治研
究資料センター

2000年

1212 6 地方自治年鑑　平成12年　特集編「地方自治関係資料Ⅳ」
財団法人　自治研修協会･地
方自治研究資料センター

財団法人　自治研修協会･地方自治研
究資料センター

2001年

1213 全国市町村振興協会二十年史
財団法人　全国市町村振興
協会

財団法人　全国市町村振興協会 1999年

1214 国民健康保険五十年史
社団法人　国民健康保険中
央会

株式会社　ぎょうせい 1989年

1215 同和行政史 同和行政史編集委員会 総務省大臣官房地域改善対策室 2002年

1216 同和行政四半世紀の歩み
総務庁長官官房地域改善対
策室

中央法規出版　株式会社 1994年

1217 全国町村会八十年史 ――― 全国町村会 2002年
1218 砂防法施行百年記念　碑文が語る　土砂災害との闘いの歴史 砂防広報センター 砂防広報センター 1998年

1219 現代砂防の軌跡　米村正昭　その人と時代 ―――
財団法人　砂防フロンティア整備推進機
構

1996年

1220 日本の砂防 ――― 社団法人　全国治水砂防協会 1990年
1221 圃場整備事業・農村整備事業　(関係者名簿　地区一覧表)

全国土地改良事業団体連合
会

全国土地改良事業団体連合会 1982年
1222 川の碑 川の碑編集委員会 株式会社　山海堂 1997年
1223 地方公務員災害補償基金二十年史 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償基金 1987年
1224 1 更正保護50年史 地域社会と共に歩む更正保護 第1編 更正保護50年史編集委員会 全国保護司連盟 2000年
1224 2 更正保護50年史　地域社会と共に歩む更正保護　第2編 更正保護50年史編集委員会 全国保護司連盟 2000年
1225 内閣近代史 秋山寵三 日本内閣編纂会 1971年
1226 目で見る議会政治百年史 衆議院事務局憲政記念館 ――― ―――
1227 1 日本内閣史録　1 林 茂・辻 清明 第一法規出版株式会社 1981年
1227 2 日本内閣史録　2 林 茂・辻 清明 第一法規出版株式会社 1981年
1227 3 日本内閣史録　3 林 茂・辻 清明 第一法規出版株式会社 1981年
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1227 4 日本内閣史録　4 林 茂・辻 清明 第一法規出版株式会社 1981年
1227 5 日本内閣史録　5 林 茂・辻 清明 第一法規出版株式会社 1981年
1227 6 日本内閣史録　6 林　茂・辻　清明 第一法規出版株式会社 1981年
1228 1 全国町村 議会名鑑 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 1972年
1228 2 全国町村 議会名鑑 創立三十周年記念 昭和54年 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 1979年
1228 3 全国町村 議会名鑑 創立三十五周年 昭和59年 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 1984年
1228 4 創立四十周年 全国町村議会名鑑 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 1989年
1228 5 創立45周年 全国町村議会名鑑 平成6年 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 1994年
1228 6 創立50周年 全国町村議会名鑑 平成11年 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 1999年
1228 7 創立55周年　全国町村議会名鑑　平成16年 全国町村議会議長会 全国町村議会議長会 2004年
1229 永遠の今 大平正芳回想録刊行会 大平事務所 1980年
1230 大平正芳　附追悼文 企画編制　稲本博 香川新聞社 1981年
1231 1 大平正芳回想録 追想編 大平正芳回想録刊行会 大平正芳回想録刊行会 1981年
1231 2 大平正芳回想録 伝記編 大平正芳回想録刊行会 大平正芳回想録刊行会 1982年
1231 3 大平正芳回想録　資料編 大平正芳回想録刊行会 大平正芳回想録刊行会 1982年
1232 大平正芳　人と思想 ――― 財団法人　大平正芳記念財団 1990年
1233 大平正芳発言集　在素知贅 大平正芳記念財団 財団法人　大平正芳記念財団 1996年
1234 太平洋戦争沈没艦船位置精密圖 ――― 戦没遺体収揚委員会 1975年

1235 皇室
財団法人　皇室外苑保存協
会

財団法人　皇室外苑保存協会 1953年

1236 日本政治秘録 ――― 大竹公明 1980年

1237 御詔勅おことば集　明治・大正・昭和之巻
聖旨編纂会　水芦紀陸郎　梅
沢黎人

国勢研究所　木村泰男 1980年

1238 資料　日本社会党四十年史
日本社会党結党四十周年記
念出版刊行委員会

日本社会党中央本部 1985年

1239 阪神・淡路大震災誌 財団法人　日本消防協会 財団法人　日本消防協会 1996年
1240 平成7年阪神・淡路大震災　木造住宅等震災調査報告書　平成7年10月 ――― 財団法人　日本住宅・木材技術センター 1995年
1241 1 写真特集 日本災害史録 官公庁資料編纂会 官公庁文献研究会 1996年
1241 2 写真特集　日本災害史録　阪神・淡路大震災　総括・NHK解説委員　伊藤和明 官公庁資料編纂会 官公庁文献研究会 1996年

1242 平成5年度新版　新日本分県地図　全国地名総覧　附・公共施設一覧
株式会社　国際地学協会編
集部

国際地学協会 1993年

1243 昭和59年度版　日本人事興信録 ――― 東京秘密人事探偵社編集出版室 1984年
1244 1 写真集 沖縄 那覇出版社編集部 那覇出版社 1994年
1244 2 写真集 沖縄戦後史 那覇出版社編集部 那覇出版社 1994年
1244 3 写真集　沖縄戦 那覇出版社編集部 那覇出版社 1994年
1245 目で見る中讃･西讃の100年 ――― 株式会社　郷土出版社 2000年
1246 1981航空写真集　かがわ ――― 四国新聞社 1981年
1247 航空写真集　かがわ空紀行 ――― 四国新聞社 1999年
1248 香川県人物･人名事典 開架 四国新聞社出版委員会 (株)四国新聞 1985年



93

 書架番号 名称 開架 編著者 出版者 発行年

1249 衆議院議員選挙小選挙区図 ―――
自治省　財団法人　明るい選挙推進協
会

1994年

1250 広辞苑　第5版 開架 新村出編 岩波書店 1998年
1251 講談社カラー版　日本語大辞典　第2版 開架 ――― 株式会社　講談社 1995年
1252 増補　字源 開架 簡野道明 角川書店 1993年

1253 江戸時代　人づくり風土記　37　ふるさとの人と知恵　香川 開架
江戸時代人づくり風土記編纂
室･参歩企画

社団法人　農山漁村文化協会 1996年

1254 葉で引く　四国の樹木観察図鑑 松井宏光 四国新聞社 2002年

1255 東京オリンピック　オリンピック東京招致記念
山田米吉　鈴木良徳
川本信正　大谷要三

四国新聞社 1963年

1256 21世紀の新しい四国創造　四国自立宣言 四国新世紀研究会 四国新聞社 2001年
1257 浜田泰介作品集　香川新五十景を歩く ――― 四国新聞社出版部 1995年
1258 農林水産レポート　治山事業80周年記念　治山行政の現状と今後の課題 ――― 田中孝一 1992年

1259 地域づくり事業調査　事業の特色別一覧　平成元年6月
自治省　(財)地域活性化セン
ター

――― 1989年

1260 おへんろ出会い旅　四国路1,400キロ おかざききょうこ 株式会社　コアラブックス 1997年
1261 森林ハンドブック　1999 日本林業協会 日本林業協会 1999年

1262 土木の絵本　水と戦った戦国の武将たち　武田信玄・豊臣秀吉・加藤清正
著者　加古里子
編集　緒方英樹

(財)全国建設研修センター 1997年

1263 美しい日本の林道　―　緑を創り、山村を支える　― ――― (株)龍減社 1997年
1264 地域づくりキーワードBOOK　地域で活躍するNPO 総務省自治行政局地域振興課 ――― 2002年
1265 とんでん物語 水谷勤 ――― 1982年
1266 日本の白砂青松100選 （社）日本の松の緑を守る会 日本林業調査会 1996年

1267 平成8年版　山地災害の現況 山地防災研究会
森と木と人のつながりを考える(株)日本
林業調査会

1997年

1268 わたしたちの水のふるさと　水源の森百選 ――― 社団法人　国土緑化推進機構 1996年

1269 さぬき風物詩 ―――
朝日新聞高松市局内　全日本写真連盟
香川県本部

1988年

1270 ぶらりお四国民話たび　阿波・讃岐編 岸上　匡 岸上企画出版社 1994年

1271 森とダムのガイドブック　四国版
財団法人　ダム水源地環境整
備センター

「森と湖に親しむ旬間」全国行事実行委
員会

―――

1272 四国地方の古地理に関する調査報告書　川と人との歴史ものがたり ―――
国土交通省四国地方整備局　国土交通
省国土地理院

2003年

1273 1 精選 手づくり郷土賞 Part7・・・・・施設・色と光 ――― 株式会社 ぎょうせい 1992年
1273 2 精選　手づくり郷土賞　Part　10　自然、歴史・文化、コミュニティー ――― 株式会社　ぎょうせい 1994年
1274 平成十三年九月六日　高知県西南部豪雨災害体験集　救ったのは人のつながり 国土交通省四国地方整備局 国土交通省四国地方整備局 2002年
1275 豪雨災害1年後　防災についてのアンケート調査　報告書　平成15年3月 ――― 国土交通省四国地方整備局　高知県 2003年
1276 「高知県西南部豪雨災害体験集」読者アンケート調査　報告書　平成15年3月 ――― 国土交通省四国地方整備局 2003年

1277 地域防災データ総覧
財団法人　消防科学総合セン
ター

――― 2000年
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1278 西日本「道の駅」ガイドブック 西日本「道の駅」研究会 株式会社　ぎょうせい 1995年
1279 国民政治協会　40年史 財団法人国民政治協会 ――― 2001年
1280 自律的な自治体経営に向けての行財政改革 財団法人　自治研修協会 財団法人　自治総合センター 2005年

1281
地方自治・新時代を担うひとづくり　―　平成16年度人材育成等アドバイザー派遣事例集
―　平成17年3月

地方公務員人材育成協議会 ――― 2005年

1282 「何無」人生遍路覚え書その三 吾妻　光春 1988年
1283 受験生と共に 学校法人　内海学園 学校法人　内海学園 1982年
1284 英和・創造・愛　―　時にふれ　人にふれ　― 金子正則 香川県秘書課　植田忠雄 1971年
1285 橋と水と道と　香川の県政に残る金子正則の足跡 木村倭士 名誉県民金子正則先生出版記念会 1992年

1286 政治とはデザインなり　金子正則「独白録」
名誉県民金子正則先生記念
出版会編

丸山義雄 1996年

1287 高志低居　元香川県知事　金子正則の生涯 (株)羽野編集事務所 金子正則先生顕彰会 2001年
1288 讃岐のため池 四国新聞社編集局 美巧社 1975年
1289 旬集　凝煎 糸川公美 株式会社　角川書店 1993年
1290 芳塘随想第十九集　津島寿一遺稿集　巻三 津島寿一 芳塘刊行会 1982年
1291 至誠一貫　―　平井城一追悼集　― ――― 平井城一追悼集出版委員会 2000年
1292 仏島四国発見の旅 渡瀬　克史 渡瀬編集事務所 2002年
1293 祭り歳事記 史実保存研究学会 大竹公明 1986年
1294 消防百年記念消防団全国大会記録アルバム 財団法人日本消防協会 財団法人　日本消防協会 1981年
1295 日本の農村 安斎宣伝研究室 全国土地改良事業団体連合会 1986年
1296 守分　十・人・作品 山陽往来社 守分十遺作集刊行会 1977年

1297 1 道路交通経済要覧　平成12年度版
(財)道路経済研究所　道路交
通経済研究会

――― 2001年

1297 2 道路交通経済要覧　平成13年度版
(財)道路経済研究所　道路経
交通済研究会

――― 2002年

1297 3 道路交通経済要覧　平成15年度版
(財)道路経済研究所　道路経
交通済研究会

――― 2004年

1297 4 道路交通経済要覧　平成16年度版
(財)道路経済研究所　道路交
通経済研究会

――― 2005年

1298 1 道路統計年報　2002 ――― 全国道路利用者会議 2002年
1298 2 道路統計年報　2004 ――― 全国道路利用者会議 2004年

1299 1
農村地域整備状況調査報告書　―　現況調査　―　(調査結果の推移及び平成10・11年
度調査結果)

――― 国土庁地方振興局農村整備課 ―――

1299 2 農村地域整備状況調査報告書　―　必要整備量調査　―　平成12年2月 ――― 国土庁地方振興局農村整備課 2000年

1300 平成6年干ばつの実態と今後の対応　平成7年3月 ―――
構造改善局計画部地域計画課計画調
整室

1995年

1301 四国の市町村と郵政 ――― セキ株式会社 1995年

1302 平成9年度　中国・四国地方治水大会報告書　平成9年11月13日～15日 ―――
高知県　全国治水期成同盟会連合会
高知県土木協会

1998年
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1303
～社会資本整備の検証と新しい四国の創造～　平成10年度版　四国建設白書　平成10
年11月

――― 建設省四国地方建設局 1998年

1304 1
新道路整備五箇年計画　～安全で活力に満ちた社会・経済・生活の実現～　平成10年7
月

――― 建設省道路局　建設省都市局 1998年

1304 2
部内限り　新道路整備五箇年計画　～安全で活力に満ちた社会・経済・生活の実現～
資料編　平成10年7月

――― 建設省道路局　建設省都市局 1998年

1305 水防のしおり　平成3年版 ――― 建設省河川局治水課 1991年
1306 平成15年版　水防のしおり ――― 社団法人　建設広報協議会 2003年
1307 国土地理院の事業概要　四国地方の測量と地図情報　昭和61年7月 ――― 建設省国土地理院四国地方測量部 1986年

1308 中小企業者のための施策活用必携　～役所を使おう！～
四国通商産業局　中小企業
課

――― 1999年

1309 四国ベンチャー支援機関　施策一覧　平成11年6月 ―――
四国通商産業局産業部新規事業課　四
国ベンチャー支援機関連絡会議

1999年

1310 地方交付税制度沿革史(第三巻) 自治省 財団法人　地方財務協会 1989年

1311 水道制度百年史
厚生省生活衛生局水道環境
部水道整備課

――― 1990年

1312
愛媛大学戦略的プロジェクト研究成果報告書
「四国のかたち」の解明とそのパフォーマンスを規程する要因の分析　2004年3月

―――
愛媛大学　「四国のかたち」研究グルー
プ
代表者　愛媛大学法文学部　藤目節夫

2004年

1313 創刊百周年記念/山陽新聞社　あすの瀬戸圏を担う 山陽新聞社 山陽新聞社 1979年

1314 1 平成10年度版　災害基本データ報告書
日本赤十字社　事業局　救
護・福祉部

日本赤十字社 1999年

1314 2 平成11年度版　災害基本データ報告書
日本赤十字社　事業局　救
護・福祉部

日本赤十字社 2000年

1315 地方公務員　安全衛生推進協会　10年の歩み ―――
財団法人　地方公務員安全衛生推進協
会

2001年

1316 用対連ニュース　2004　38　40周年記念特集号 ――― 四国地区用地対策連絡協議会 2004年

1317 1 平成8年版　公共施設状況調
地方財政調査研究会(自治省
財政局指導課内)

財団法人　地方財務協会 1997年

1317 2 平成9年版　公共施設状況調
地方財政調査研究会(自治省
財政局指導課内)

財団法人　地方財務協会 1998年

1317 3 平成10年版　公共施設状況調
地方財政調査研究会(自治省
財政局指導課内)

財団法人　地方財務協会 1999年

1317 4 平成11年版 公共施設状況調 地方財政調査研究会 財団法人 地方財務協会 2000年
1317 5 平成12年版 公共施設状況調 地方財政調査研究会 財団法人 地方財務協会 2001年
1317 6 平成13年版　公共施設状況調 地方財政調査研究会 財団法人　地方財務協会 2002年
1318 <国保総合健康づくり推進事業>　健康な町づくり　事例集18 ――― (社)国民健康保険中央会 2003年

1319
農林水産大臣認定審査・証明事業　森林インストラクター登録者名簿　(平成12年2月29日
現在)

―――
社団法人　全国森林レクリエーション協
会

2000年
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1320
中山間総合整備事業の手引　[中山間総合整備事業　中山間ふるさと・水と土保全対策事
業]

中山間総合整備研究会 株式会社　公共事業通信社 1996年

1321 平成元年発生災害採択事例集 ――― 社団法人　全国防災協会 1990年
1322 被災者が語る土砂災害体験集　「まさかわが家が・・・」 土砂災害体験記編纂委員会 砂防広報センター 1992年
1323 林道日本一記録集　会報「林道」創刊第300号達成記念 ――― 林道研究会 1997年
1324 「おしん経営学」五十年　変革への挑戦 加藤義和 プレジデント社 1996年

1325 干害応急対策事業誌　平成7年3月
干害応急対策事業誌編集委
員会

――― 1995年

1326 ふるさと財団ライブラリー25　ふるさと融資事例集8　平成10年度版
財団法人　地域総合整備財
団(ふるさと財団)

財団法人　地域総合整備財団(ふるさと
財団)

1999年

1327 四国広域シンポジウム　明日の四国を考える高松会議'83 ――― ――― 1983年

1328 自治体消防50年のあゆみ
自治体消防50年記念事業実
行委員会

財団法人　全国消防協会 1999年

1329 市町村アカデミー十年史　―　分権の時代の人材育成の歩み　― ―――
財団法人　全国市町村振興協会　市町
村職員中央研修所　(市町村アカデミー)

1997年

1330 香川県海外開拓者殉難之碑竣工記念　昭和56年4月25日 ――― 香川県海外開拓者殉難之碑建設会 1981年
1331 平成14年度　地方財政統計年報 地方財政調査研究会 財団法人　地方財務協会 2002年

1332 「地方分権時代の条例に関する調査研究」　報告書　平成16年3月
地方分権推進本部　(地方六
団体・地方自治確立対策協議
会内)

地方分権推進本部　(地方六団体・地方
自治確立対策協議会内)

2004年

1333 香川の福祉　昭和56年度版 ――― 香川県民生部 1982年

1334 1 香川県福祉のまちづくり条例　例規集 ―――
香川県・香川県福祉のまちづくり推進協
議会

―――

1334 2 香川県　福祉のまちづくり条例　解説集 ―――
香川県・香川県福祉のまちづくり推進協
議会

―――

1335
香川県のリゾートマップ　サンリゾートナビゲーションマップ　SUN　RESORT
NAVIGATION　MAP　KAGAWA　かがわ

――― 香川県リゾート地域整備推進協議会 ―――

1336 1 平成3年度 香川県建築工事施工標準単価表　(4月1日現在) ――― 香川県建設業界建築部会 1991年
1336 2 平成5年度 香川県建築工事施工標準単価表　(4月1日現在) ――― 香川県建設業界建築部会 1993年
1336 3 平成7年度 香川県建築工事施工標準単価表　(4月1日現在) ――― 香川県建設業界建築部会 1995年
1336 4 平成9年度 香川県建築工事施工標準単価表　(4月1日現在) ――― 香川県建設業界建築部会 1997年
1336 5 平成10年度　香川県建築工事施工標準単価表　(4月1日現在) ――― 香川県建設業協会建築部会 1998年
1337 太陽のメール　サンサン祭り20年のあゆみ 上田富夫 サンサン祭り実行委員会 2000年
1338 1 第4回 香川県市町等職員海外研修視察団報告書　'00.10.16～10.27(平成12年度) ――― (財)香川県市町村振興協会 2001年
1338 2 第7回　香川県市町等職員海外研修視察団報告書　2004.10.10～10.22(平成16年度) 株式会社　アイモス (財)香川県市町村振興協会 2005年
1339 第2次善通寺市長期振興計画　基本構想・基本計画　昭和58年10月 善通寺市企画課 善通寺市 1983年
1340 第三次　観音寺市総合振興計画　―　美しく豊かな総合都市・観音寺を目指して　― 観音寺市市長公室企画課 観音寺市 1990年

1341 ことひら　平成7年 科野斎　白川博　河野寿一
香川県琴平町　金比羅宮社務所内　琴
平山文化会

1995年

1342 香川の設備設計　25周年記念号　2005.8　(第33号) 広報委員会 香川県設備設計事務所協会事務局 2005年
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1343 基礎統計表市町村版 ――― 農林水産省統計情報部 ―――
1344 1 森林土木構造物標準設計 林道編 ――― 香川県農林水産部林務課 1995年
1344 2 森林土木構造物標準設計　林道編 ――― 香川県農林水産部林務課 1998年
1345 林道工事の手びき ――― 香川県農林水産部林務課 ―――
1346 林道災害復旧の手引 ――― 香川県農林水産部林務課 ―――

1347 定款・規約・諸規程集
香川県土地改良事業団対連
合会

第一法規出版株式会社 1976年

1348 非常勤職員公務災害補償関係例規集　(平成14年6月) ―――
香川県市町非常勤職員公務災害補償
等組合

2002年

1349 土木工事共通仕様書　平成12年8月 ――― 土木監理課技術管理室 2000年
1350 1 香川県屋外公告物例規集 平成11年 ――― 香川県 1999年
1350 2 香川県屋外広告物例規集　平成12年 ――― 香川県 2000年

1351 平成6年度　香川県土砂災害防止月間推進のつどい　私たちの暮らしと砂防 ―――
香川県/社団法人全国治水砂防協会香
川県支部

1994年

1352 1 香川の道路　1999 ――― 香川県道路建設課・保全課 1999年
1352 2 香川の道路　2001 ――― 香川県道路建設課・道路保全課 2001年
1353 果樹栽培指導指針 ――― 香川県 1998年

1354
第二次香川県県民福祉総合計画　活力に富み,ふれあいとゆとりのある香川の創造　昭和
56年4月

――― 香川県企画部 1981年

1355 統計で知る　くらしの知識　第2集 ――― 香川県企画部統計調査課 1968年
1356 香川県行政資料室　資料目録　昭和43年3月1日現在 ――― 香川県企画部統計調査課 1968年
1357 香川県農産物流通調査　市長村別統計書　昭和41年5月 ――― 香川県 1966年
1358 昭和42年度　香川県税務統計書 香川県総務部税務課 香川県総務部税務課 1969年
1359 1 瀬戸の海廊・香川 vol.Ⅰ ――― 香川県 2000年
1359 2 瀬戸の海廊・香川　vol.Ⅱ ――― 香川県 2000年
1360 1 香川県水防計画 平成3年度 ――― 香川県 ―――
1360 2 香川県水防計画 平成10年度 ――― 香川県 ―――
1360 3 香川県水防計画 平成11年度 ――― 香川県 ―――
1360 4 香川県水防計画 平成12年度 ――― 香川県 ―――
1360 5 香川県水防計画 平成13年度 ――― 香川県 ―――
1360 6 香川県水防計画 平成15年度 ――― 香川県 ―――
1360 7 香川県水防計画 ――― 香川県 2005年
1361 1 水防計画書 平成7年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 2 水防計画書 平成8年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 3 水防計画書 平成9年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 4 水防計画書 平成10年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 5 水防計画書 平成11年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 6 水防計画書 平成12年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 7 水防計画書 平成13年度 ――― 香川県観音寺土木事務所 ―――
1361 8 水防計画書 平成14年度 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
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1361 9 水防計画書 平成15年度 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
1361 10 水防計画書 平成16年度 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
1361 11 水防計画書 平成17年度 ――― 香川県西讃土木事務所 ―――
1361 12 水防計画書　平成19年度 ――― 香川県西讃土木事務所 2007年
1362 香川県環境資源保全活用指針　(瀬戸内・サンリゾート地域)　平成3年3月 ――― 香川県 1991年

1363 国土利用計画(香川県計画)　―　第三次　―　平成9年3月
香川県生活環境部環境局環
境・土地政策課

香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

1997年

1364 香川県総合水資源対策大綱　平成8年3月 ――― 香川県水資源対策推進本部 1996年
1365 1 香川県山間部(西部)地区水道広域化 基礎調査(その1) 参考資料 平成元年3月 ――― 香川県 1989年
1365 2 香川県山間部(西部)地区水道広域化　基礎調査(その1)　報告書　平成元年3月 ――― 香川県 1989年
1366 1 2001　香川県 森林・林業 基本計画 ――― 香川県 農林水産部林務課 2001年
1366 2 2001　香川県　森林・林業　基本計画　[概要版] ――― 香川県　農林水産部林務課 2001年
1367 平成16年度　県政世論調査 ――― 香川県 2004年
1368 1 香川県地域新エネルギービジョン 平成11年3月 ――― 香川県企画部政策企画総室 1999年
1368 2 香川県地域新エネルギービジョン　(概要版)　平成11年3月 ――― 香川県企画部政策企画総室 1999年
1369 第2次香川県長期水需給計画　平成2年6月 ――― 香川県 1990年
1370 香川県土木例規集 ――― ――― ―――
1371 1 自治かがわ vol.47 香川県政策部自治振興課 (財)香川県市町村振興協会 2003年
1371 2 平成23年 自治かがわ vol.77 県と市町の情報ホットライン ――― (財)香川県市町村振興協会 2011年
1371 3 平成24年 自治かがわ vol.81 県と市町の情報ホットライン ――― (公財)香川県市町村振興協会 2012年
1371 4 平成24年 自治かがわ vol.83 県と市町の情報ホットライン ――― (公財)香川県市町村振興協会 2012年
1371 5 平成26年　自治かがわ　vol.90　県と市町の情報ホットライン ――― (公財)香川県市町村振興協会 2014年
1372 1 香川県歴史博物館 市町文化財共催展 太鼓台を支えた技と心 ――― 香川県歴史博物館 2004年
1372 2 香川県歴史博物館　讃岐の祭り　太鼓台とだんじり ――― 香川県歴史博物館 2007年
1373 香川県歴史博物館ニュース　(vol.9) ――― 香川県歴史博物館 2001年
1374 平成23年度　三観通信　三豊市　観音寺市 三豊市　観音寺市 朝日新聞観音寺・三豊地区販売所 2011年
1375 香川県立ミュージアム　収蔵資料目録　―　平成14年度(2)　―　(写) 香川県歴史博物館 香川県歴史博物館 2005年
1376 香川県立ミュージアム　ニュース　(vol.9～) 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 2010年
1377 龍馬と金比羅さん　平成22年4月発行　NO.1 ――― 箱浦荒神社　大森秀樹 2010年
1378 FUN　northern　territory　　地域情報誌　ファン　vol.105 ――― FUN編集部 2012年

1379
香川県スポーツ振興ビジョン～県民が健康で豊かなスポーツライフを実現する“元気フィー
ルド香川”の創造～

――― 香川県教育委員会 2002年

1380 香川県の市町村公文書の保存と管理　―　歴史的公文書を中心として　― 嶋田　典人 香川県立文書館 2010年
1381 絵葉書でつづる時の記憶展 ――― 丸亀市立資料館 2012年
1382 美しい日本のむらⅡ 美しい日本のむら研究会 株式会社　大成出版社 1995年
1383 西讃百姓一揆始末 佐々栄三郎 讃文社 1976年
1384 日本道路協会五十年史　道路 社団法人　日本道路協会 社団法人　日本道路協会 1997年

1385 農林中央金庫70年の歩み　―　歴史の試練を乗り越えて　―
農林中央金庫70年史編纂委
員会

農林中央金庫 1996年

1386 農業者年金基金二十年史 農業者年金基金 農林水産広報センター 1992年
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1387 農業委員会等制度史 全国農業会議所 全国農業会議所 1995年
1388 農林漁業金融公庫四十年史 農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫 1994年
1389 明治百年記念　自治行政史 編集兼発行人　加戸宏平 地方人事調査会 1969年

1390 自治産業大観　(太平総理誕生記念) 編集兼発行人　篠田豊実
株式会社　人事調査所
地方自治調査会

1979年

1391 全国町村議会議長会　ニ十世紀の歩み 全国町村議会議長会 安原保元 2002年

1392 1
1999　日本の姉妹自治体一覧　JAPANESE　LOCAL　GOVERNMENT
INTERNATIONAL AFFILIATION DIRECTORY

財団法人　自治体国際化協
会　(担当 交流協力部交流

財団法人　自治体国際化協会　(担当
交流協力部交流親善課)

1999年

1392 2
2001　日本の姉妹自治体一覧　JAPANESE　LOCAL　GOVERNMENT
INTERNATIONAL AFFILIATION DIRECTORY

財団法人　自治体国際化協
会　(担当 交流協力部交流

財団法人　自治体国際化協会　(担当
交流協力部交流親善課)

2001年

1392 3
2001　　JAPANESE　LOCAL　GOVERNMENT　INTERNATIONAL　AFFILIATION
DIRECTORY　日本の姉妹自治体一覧

Council　of　Local
Authorities　for　International
Relations(CLAIR)
(contact:Exchange　Division,
:Exchange　and　Cooperation
Department)

Council　of　Local　Authorities　for
International　Relations(CLAIR)
(contact:Exchange　Division,
:Exchange　and　Cooperation
Department)

2001年

1392 4
日本の姉妹自治体一覧　JAPANESE　LOCAL　GOVERNMENT　INTERNATIONAL
AFFILIATION DIRECTORY　2004

財団法人　自治体国際化協
会　(担当 交流協力部交流

財団法人　自治体国際化協会　(担当
交流協力部交流親善課)

2004年

1392 5
JAPANESE　LOCAL　GOVERNMENT　INTERNATIONAL　AFFILIATION
DIRECTORY　日本の姉妹自治体一覧　2004

Council　of　Local
Authorities　for　International
Relations(CLAIR)
(contact:Exchange　Division,
:Exchange　and　Cooperation
Department)

Council　of　Local　Authorities　for
International　Relations(CLAIR)
(contact:Exchange　Division,
:Exchange　and　Cooperation
Department)

2004年

1393 市町村の活性化新規施策2００事例　平成13年度地域政策の動向
財団法人　地域活性化セン
ター

財団法人　地域活性化センター 2001年

1394 香川県果樹農業振興計画 ――― 香川県 ―――
1395 1 香川県水産業基本計画(案) ――― 香川県 ―――
1395 2 香川県水産業基本計画　～地域に根ざした活力ある香川型漁業の確立をめざして～ ――― 香川県 2005年
1396 三野町土地利用調整基本計画 ――― 三野町 2004年
1397 1 「人権教育・啓発に関する基本計画」(案)　～人権尊重の町づくりを目指して～　高瀬町 ――― 高瀬町 2002年

1397 2
「人権教育・啓発に関する基本計画」　～人権尊重の町づくりを目指して～　2003年5月
高瀬町

――― 高瀬町 2003年

1398 1 山本町人権教育・啓発に関する基本計画(案) ――― 山本町 2002年
1398 2 山本町人権教育・啓発に関する基本計画　2003年(平成15年)9月 ――― 山本町 2003年
1399 1 三野町人権教育・啓発に関する基本計画(素案) ――― 三野町 2003年
1399 2 三野町人権教育・啓発に関する基本計画 ――― 三野町 2004年
1400 1 豊中町人権教育・啓発に関する基本計画(素案) ――― 豊中町 2002年
1400 2 豊中町人権教育・啓発に関する基本計画　2003年(平成15年)4月 ――― 豊中町 2003年
1401 1 仁尾町人権教育・啓発に関する基本計画 ――― 仁尾町 2003年
1401 2 仁尾町人権教育・啓発に関する基本計画(案) ――― 仁尾町 2003年
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1402 人権教育・啓発に関する基本計画　平成14年3月 ――― ――― 2002年
1403 詫間町人権教育・啓発に関する基本計画 ――― 詫間町 2003年
1404 1 財田町人権教育・啓発に関する基本計画 ――― 財田町 2002年
1404 2 財田町人権教育・啓発に関する基本計画　平成16年4月 ――― 財田町 2004年

1405 香川県人権教育・啓発に関する基本計画　人権尊重社会の構築をめざして
香川県人権・同和政策本部
(香川県政策部人権・同和政
策課)

香川県人権・同和政策本部(香川県政策
部人権・同和政策課)

2004年

1406 人権尊重社会の構築をめざして　香川県人権教育・啓発に関する基本計画の概要 ―――
香川県人権・同和政策本部(香川県政策
部人権・同和政策課)

―――

1407 1 平成11年度 生涯学習課事業実施概要 ――― 香川県教育委員会 ―――

1407 2 平成13年度　生涯学習課事業実施概要 ――― 香川県教育委員会 ―――

1407 3 平成14年度 生涯学習課事業実施概要 ――― 香川県教育委員会 ―――
1407 4 平成15・16年度 生涯学習課事業実施概要 ――― 香川県教育委員会 ―――
1407 5 平成15年度　生涯学習課事業実施概要 ――― 香川県教育委員会 ―――

1408
香川県漁業調整規則
香川県内水面漁業調整規則
(附　瀬戸内海漁業取締規則　小型機船底びき網漁業取締規則)

――― 香川県 1997年

1409
香川県地域森林計画書　(香川森林計画区)　計画期間　平成8年4月1日～平成18年3月
31日

――― 香川県 ―――

1410 三野町農業経営基盤強化促進基本構想　平成7年3月 ――― 三野町 1995年
1411 豊中町農業経営基盤強化促進基本構想　平成15年5月 ――― 豊中町 2003年
1412 仁尾町農業経営基盤強化促進基本構想　平成15年5月 ――― 仁尾町 2003年
1413 農薬中毒の症状と治療法　第10版 ――― 香川県 2004年
1414 香川県農業士制度30周年記念誌　豊穣の大地 ――― 香川県農業士連絡協議会 2005年
1415 香川県就農支援資金貸付金貸付等要領　平成12年12月 ――― 香川県 2000年
1416 新規就農促進と条件整備について　平成16年度 ――― 財団法人　香川県農業振興公社 ―――
1417 1 かがわの水 ――― 香川県企画部水資源対策課 2001年
1417 2 かがわの水 平成14年4月 ――― 香川県環境部環境・水政策課 2002年
1417 3 かがわの水　平成23年10月 ――― 香川県政策部水資源対策課 2011年

1418 平成14年度　三豊地区中学校教育研究会　学校図書館部会研究発表会　発表要領 ―――

三豊地区中学校教育研究会学校図書
館部会
香川県中学校教育研究会三豊・観音寺
支部
三野町教育委員会
三野町立三野津中学

2002年

1419 第37回　香川県子ども会指導者・育成者研究大会　分科会報告書 ――― ――― 2002年
1420 平成17年度　教育年間計画 ――― 三野町立三野津中学校 2005年

1421 平成15年度特別号　協会50年のあゆみ
協会50年のあゆみ編集尾委
員会

香川県文化財保護協会 2003年
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1422
ふるさとかがわの文化創生事業　(ふるさと文化文化財探偵団)　実践事例集　平成15年3
月

――― 香川県教育委員会 2003年

1422
ふるさとかがわの文化創生事業　(ふるさと文化文化財探偵団)　実践事例集　平成16年3
月

――― 香川県教育委員会 2004年

1423 1 香川の少年補導　平成15年中
香川県警察本部
(財)香川県防犯協会連合会

香川県警察本部
(財)香川県防犯協会連合会

2004年

1423 2 香川の少年補導　平成16年中
香川県警察本部
(財)香川県防犯協会連合会

香川県警察本部
(財)香川県防犯協会連合会

2005年

1423 3 香川の少年補導　平成19年中
香川県警察本部・(財)香川県
防犯協会連合会

――― 2008年

1423 4 香川の少年補導　平成20年中
香川県警察本部・(財)香川県
防犯協会連合会

香川県警察本部・(財)香川県防犯協会
連合会

2009年

1423 5 香川の少年補導　平成22年中
香川県警察本部・(財)香川県
防犯協会連合会

香川県警察本部・(財)香川県防犯協会
連合会

2011年

1424 学校施設耐震化推進マニュアル　平成15年11月 ―――
香川県教育委員会
香川県公立学校施設整備期成会

2003年

1425 1 平成11～14年度 豊中町子ども会育成連絡協議会 総会資料 ――― 豊中町子ども会育成連絡協議会 1999年
1425 2 平成14年度　豊中町子ども会育成連絡協議会　総会資料 ――― 豊中町子ども会育成連絡協議会 2002年
1426 平成13・14年度　三野町子ども会活動研究発表会　三野町子ども会育成連絡協議会 ――― 三野町子ども会育成連絡協議会 2002年

1427
三豊郡子ども会育成連絡協議会　平成16年度　新指導者・育成者研修会　2005.3.6　大
野原町にて　各町の施設紹介

――― 三豊郡社会教育主事会 2005年

1428 平成16年度　三豊郡子ども会新指導者研修会 ―――
三豊郡子ども会育成連絡協議会・大野
原町子ども会育成連絡協議会・大野原
町教育委員会

2005年

1429 平成16年度　仁尾町子ども会活動研究発表会　(仁尾町子ども会新指導者研修会) ――― 仁尾町子ども会育成連絡協議会 2005年

1430 心を開いて ―――
仁尾町・仁尾町教育委員会・ふれあいプ
ラザにお

―――

1431 1
道徳実践活動学習教材　豊かな心　21世紀を担う香川の子どもたちのために(中学校)　平
成14年

――― 香川県教育委員会 2002年

1431 2
道徳実践活動学習教材　指導の手引き　豊かな心　21世紀を担う香川の子どもたちのた
めに(中学校)　平成14年

――― 香川県教育委員会 2002年

1432 1 生涯学習教育研究センターのあゆみ 平成12年度 ――― 香川大学生涯学習教育研究センター 2001年
1432 2 生涯学習教育研究センターのあゆみ　平成13年度 ――― 香川大学生涯学習教育研究センター 2002年

1433 1 平成10年度　三豊の社会教育　第24集 ―――
三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

―――

1433 2 平成11年度　三豊の社会教育　第25集 ―――
三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

―――

1433 3 平成12年度　三豊の社会教育　第26集 ―――
三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

―――
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1433 4 平成13年度　三豊の社会教育　第27集 ―――
三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

―――

1433 5 平成14年度　三豊の社会教育　第28集 ―――
三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

―――

1433 6 平成15年度　三豊の社会教育　第29集
三豊郡社会教育振興会・三豊
郡社会教育主事部会

三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

2004年

1433 7 平成16年度　三豊の社会教育　第30集
三豊郡社会教育振興会・三豊
郡社会教育主事部会

三豊郡社会教育振興会・三豊郡社会教
育主事部会

2005年

1434 1 香川県の精神保健福祉　(平成12年度版)
香川県健康福祉部障害福祉
課 精神保健福祉担当

香川県健康福祉部障害福祉課　精神保
健福祉担当

2000年

1434 2 香川県の精神保健福祉　(平成13年度版)
香川県健康福祉部障害福祉
課　心身障害児(者)・精神保
健福祉グループ

香川県健康福祉部障害福祉課　心身障
害児(者)・精神保健福祉グループ

2001年

1434 3 香川県の精神保健福祉　(平成14年度版)
香川県健康福祉部障害福祉
課　心身障害児(者)・精神保
健福祉グループ

香川県健康福祉部障害福祉課　心身障
害児(者)・精神保健福祉グループ

2002年

1434 4 香川県の精神保健福祉　(平成16年度版)
香川県健康福祉部障害福祉
課　精神保健福祉グループ

香川県健康福祉部障害福祉課　精神保
健福祉グループ

2005年

1435 三野町障害者福祉計画　やさしさ広げる「ふれあい」プラン 三野町健康福祉課 三野町 1999年
1436 1 人権尊重社会の実現にむけて ――― 香川県教育委員会 ―――
1436 2 社会教育における人権・同和教育啓発資料　人権尊重社会の実現にむけて ――― 香川県教育委員会 2003年
1437 同和をかたる悪徳商法 香川県同和問題連絡協議会 香川県同和問題連絡協議会 2003年

1438 1 第19回　香川県人権・同和教育研究大会資料 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会
香川県教育委員会

2003年

1438 2 第20回　香川県人権・同和教育研究大会資料 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会
香川県教育委員会

2004年

1438 3 第21回　香川県人権・同和教育研究大会資料 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会
香川県教育委員会

2005年

1438 4 第23回　香川県人権・同和教育研究大会資料 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　香
川県教育委員会

2007年

1438 5 第26回　香川県人権・同和教育研究大会資料 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　香
川県教育委員会

2010年

1438 6 第27回　香川県人権・同和教育研究大会資料 ―――
香川県人権・同和教育研究協議会　香
川県教育委員会

2011年

1439 1 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第2号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会社会教育

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

1989年

1439 2 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第11号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会社会教育

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

1998年

1439 3 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第12号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会社会教育

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

1999年
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1439 4 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第13号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会生涯学習

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

2000年

1439 5 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第14号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会生涯学習

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

2001年

1439 6 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第15号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会生涯学習

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

2002年

1439 7 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第16号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会生涯学習

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

2003年

1439 8 人権への道　―　詫間町児童・生徒人権作文集　―　第17号
詫間町同和教育推進協議会
詫間町教育委員会生涯学習
係

詫間町同和教育推進協議会　詫間町
詫間町教育委員会

2004年

1440 広げよう　幸せの輪　人権・同和問題学習資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 ―――
1441 幸せはみんなの中に　同和問題学習資料 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 ―――
1442 幸せはみんなの中に　同和問題学習資料 ――― 高瀬町教育委員会 ―――
1443 幸せはみんなの中に　同和問題学習資料 ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――

1444 幸せをもとめて　同和問題学習資料 ―――
三野町
三野町教育委員会

―――

1445 1 同和問題学習資料 ともに生きる　21世紀みんな平等人権を守ろう ――― 豊中町教育委員会 2001年

1445 2
人権・同和問題学習資料　[作文集]　ともに生きる　すてきなえがおで心がなごむ・ひとりよ
り二人よりみんなで一緒に遊ぼうよ

――― 豊中町教育委員会 2002年

1445 3 人権・同和問題学習資料 ともに生きる　[作文集]比地大小学校6年 友達のよいところ ――― 豊中町教育委員会 2003年
1445 4 人権・同和問題学習資料 ともに生きる　[絵日記]笠田小学校 人権集会に取り組んで ――― 豊中町教育委員会 2004年
1445 5 人権・同和問題学習資料 ともに生きる 住みよい学校づくり 上高野小学校 ――― 豊中町教育委員会 2005年

1445 6
人権・同和問題学習資料　ともに生きる　同じなかまとして　共に楽しみ　共に伸びる　人
権・同和問題学習に取り組んで――本山小学校

――― 豊中町・豊中町教育委員会 2005年

1445 7 同和問題学習資料 ともに生きる みんなの笑顔を大切に ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――
1445 8 人権・同和学習資料　ともに生きる　H12～H16 ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――
1446 1 ともに生きる ― 同和教育学習資料(中学生保護者用) ― ――― 香川県教育委員会 ―――
1446 2 人権・同和教育学習資料(中学生保護者用) ともに生きる 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2002年
1446 3 ― 人権・同和教育学習資料(中学生保護者用) ― ともに生きる 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2003年
1446 4 ― 人権・同和教育学習資料(中学生保護者用) ― ともに生きる 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2004年
1446 5 ― 人権・同和教育学習資料(中学生保護者用) ― ともに生きる 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2005年
1446 6 ともに生きる ― 同和教育学習資料(中学校保護者用) ― ――― 香川県教育委員会 同和教育課 ―――
1446 7 ともに生きる　―　同和教育学習資料(中学校保護者用)　― ――― 香川県教育委員会 ―――

1447 人権学習シリーズ　ともに生きる　№1　わたしたちのくらしと人権問題 ―――
山本町教育委員会　山本町同和教育推
進協議会

―――

1448 みんなで築こうみんなの幸せ　・同和問題学習資料・ ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――
1449 同和問題学習資料　自分の問題として考えるために 同和教育課 豊中町・豊中町教育委員会 1990年
1450 同和問題学習資料　幸せに生きる　(みんななかよし友だちだ) ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――
1451 幸せをもとめて　同和問題学習資料 ――― 山本町　山本町教育委員会 ―――
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1452 20ねんのあしあと ―――
香川県就学前「同和」教育研究集会実
行委員会

2003年

1453 地域における社会教育の推進について　～地域における指導者等の養成と活用～　提言 ――― 香川県社会教育委員の会 2005年
1454 学校給食衛生管理マニュアル ――― 三野町立学校給食センター 2004年
1455 1 保育所給食の手引き 平成12年4月 ――― 香川県健康福祉部子育て支援課 2000年
1455 2 保育所給食の手引き　平成17年7月 ――― 香川県健康福祉部子育て支援課 2005年

1456 1
かがわエンゼルプラン21フォローアップ　子育て支援に関する満足度調査　報告書　平成
14年3月

―――
香川県健康福祉部子育て支援課
財団法人香川児童・青少年健全育成事
業団

2002年

1456 2
かがわエンゼルプラン21フォローアップ　子育て支援に関する満足度調査　―　調査結果
ダイジェスト版 ― 平成16年3月

―――
香川県健康福祉部子育て支援課・財団
法人香川県児童・青少年健全育成事業

2004年

1456 3
かがわエンゼルプラン21フォローアップ　子育て支援に関する満足度調査　―　調査結果
ダイジェスト版　―　平成16年9月

―――
香川県健康福祉部子育て支援課・財団
法人香川県児童・青少年健全育成事業
団

2004年

1457 1 市町女性施策推進状況 平成10年度 ――― 香川県 1998年

1457 2 市町女性施策推進状況　平成11年度 ――― 香川県 1999年

1457 3 市町男女共同参画施策推進状況 平成12年度 ――― 香川県 2000年
1457 4 市町男女共同参画施策推進状況 平成13年度 ――― 香川県 2001年
1457 5 市町男女共同参画施策推進状況 平成15年度 ――― 香川県 2003年
1457 6 市町男女共同参画施策推進状況　平成16年度 ――― 香川県 2004年

1458 男女共同参画社会に関する県民意識調査報告書　平成13年7月 ―――
香川県生活環境部青少年女性課男女
共同参加推進室

2001年

1459 1 21世紀!!　私たちにできること　平成12年度香川県「女性友好の翼」報告書
香川県「女性友好の翼」報告
書編集委員会

香川県「女性友好の翼」実行委員会 2001年

1459 2 夢にむかって！　平成14年度後期　香川県『女性友好の翼』報告書 ―――
香川県「女性友好の翼」実行委員会
香川県政策部青少年・男女共同参画課

―――

1459 3 Crescendo　クレシェンド　平成15年度　香川県『女性友好の翼』報告書 ―――
香川県「女性友好の翼」実行委員会　香
川県総務部青少年・男女共同参画課

2003年

1460 1 平成13年度　男女共同参画社会づくり指導者育成セミナー　修了レポート集 ―――
香川県生活環境部
青少年女性課男女共同参画推進室

2002年

1460 2 平成14年度 男女共同参画社会づくり指導者育成セミナー 修了レポート集 ――― 香川県政策部青少年・男女共同参画課 2003年
1460 3 平成15年度 男女共同参画社会づくり指導者育成セミナー 修了レポート集 ――― 香川県総務部青少年・男女共同参画課 2004年
1460 4 平成16年度　男女共同参画社会づくり指導者育成セミナー　修了レポート集 ――― 香川県総務部青少年・男女共同参画課 2005年

1461 ジェンダー・フリーゆうてなんな ―――
香川県男女共同参画推進本部
香川県生活環境部女性政策室

2000年

1462 草稿　二号 香川女性史研究会 香川女性史研究会 1986年
1463 男女共同参画の視点からの　表現の手引き　～よりよい公的広報のために～ ――― 香川県男女共同参画推進本部 2004年
1464 かがわ男女共同参画プラン　ダイジェスト版 ――― 香川県男女共同参画推進本部 ―――

1465 第15回(平成15年4月)　統一地方選挙の実態　―　調査結果の概要　―
財団法人　明るい選挙推進協
会

財団法人　明るい選挙推進協会 2004年
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1466 第43回　衆議院議員総選挙の実態　―　調査結果の概要　―　平成17年1月 ――― 財団法人　明るい選挙推進協会 2003年

1467 食品専門消費者講座　研究レポート　Ⅷ 香川県中央生活センター 香川県中央生活センター 2001年

1468 次期内陸工業団地開発基本計画　平成12年3月 ――― 香川県 2000年
1469 1 香川県新世紀基本構想 みどり・うるおい・にぎわい創造プラン 総論編 ――― 香川県 2000年
1469 2 香川県新世紀基本構想 みどり・うるおい・にぎわい創造プラン 各論篇 ――― 香川県 2000年

1469 3
香川県新世紀基本構想　みどり・うるおい・にぎわい創造プラン　事業計画　2001－2005
＜施策体系別事業＞

――― 香川県 2001年

1469 4
香川県新世紀基本構想　みどり・うるおい・にぎわい創造プラン　事業計画　2001－2005
＜重点推進プラン＞

――― 香川県 2001年

1470 (健全な森林の再生モデル事業)　竹林の整備と利用の手引き ――― 香川県環境森林部 2005年
1471 1 みんなの暮らしを守る治山事業 山地災害に備える まちぐるみ みんなで知ろう 危険箇 (社)全国林業改良普及協会 (社)日本治山治水協会 2003年
1471 2 みんなの暮らしを守る治山事業　山地災害に蓄える (社)全国林業改良普及協会 (社)日本治山治水協会 2005年

1472
平成18年度4月から介護保険制度が改正されました　みんなの　あんしん　介護保険　ここ
が変わった！　わかりやすい利用の手引き

――― 三豊市 2006年

1473 わかりやすい利用の手引き　あしたのあんしん　介護保険 ――― 豊中町 ―――
1474 国保だより ――― 豊中町 ―――
1475 ぼくのわたしの健康　まちづくり ――― 豊中町 ―――
1476 みんなで考えましょう　交通事故防止Q＆A ――― 香川県交通安全県民会議 ―――
1477 1 環境保全資料 平成14年度香川県畜産経営環境保全実態調査 ――― 香川県農林水産部畜産課 ―――
1477 2 環境保全資料　平成16年度香川県畜産経営環境保全実態調査 ――― 香川県農政水産部畜産課 ―――
1478 松くい虫からみんなでマツを守ろう！ (社)全国林業改良普及協会 (社)全国林業改良普及協会 2000年
1479 1 香川の畜産 LIVESTOCK IN KAGAWA 1997 ――― 香川県 1998年

1479 2 香川の畜産　LIVESTOCK IN KAGAWA 2002 ――― 香川県 2002年

1479 3 香川の畜産　2005年 ――― 香川県農政水産部畜産課 ―――

1480
農山漁村課題調査結果報告書(平成15年度)　―　産地直売施設に関するアンケート調査
―

――― 香川県農業経営課 2004年

1481 高瀬地区少年育成センター組合例規集 ――― ――― 2003年
1482 1 すくすく とよなか エンゼルプラン 豊中町子育て支援計画 ――― 豊中町 2001年
1482 2 すくすく　とよなか　エンゼルプラン　豊中町子育て支援計画　[ダイジェスト版] ――― 豊中町 2001年

1483 1 平成11年度　はたちのつどい感想文集　明るい選挙のシンボルは“白いばら”です ―――
香川県選挙管理委員会　香川県明るい
選挙推進協議会

1999年

1483 2 平成15年度　はたちのつどい感想文集 ―――
香川県明るい選挙推進協議会　香川県
選挙管理委員会

2004年

1484 1
平成14･15･16年度文部科学省地域指定　　　　　　エイズ教育(性教育)推進地域事業　平
成15年度　エイズ教育(性教育)中間まとめ

―――

豊中町教育委員会　       豊中町エイズ
教育(性教育)推進委員会　豊中町立本
山小学校　豊中町立豊中中学校　香川
県立笠田高等学校 豊中町内各研究協

2003年
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1484 2
平成14・15・16年度　文部科学省地域指定　エイズ教育(性教育)推進地域事業　研究紀
要

―――

豊中町教育委員会
豊中町立本山小学校
香川県立笠田高等学校
豊中町エイズ教育(性教育)推進委員会
豊中町立豊中中学校
豊中町内各研究協力校

―――

1485
平成16年度　香川県エイズ教育研修会/平成16年度　三豊地区学校保健会研究発表会
平成14・15・16年度　文部科学省指定　豊中町エイズ教育(性教育)推進地域事業研究発
表会　大会要項

――― 豊中町 2004年

1486 平成15年度　第1回 豊中町エイズ教育(性教育)推進委員会資料 ――― ――― 2003年
1487 1 協会だより 平成12年1月1日発行 第7号　　(観音寺検察審査協会　) ――― 観音寺検察審査協会 2000年
1487 2 観音寺検察審査協会　協会だより　平成13年1月1日発行　第8号 ――― 観音寺検察審査協会 2001年

1488 「eまちづくり」共同実験報告書　平成15年3月 ―――
仁尾町　香川県　香川大学工学部　株
式会社NTTドコモ四国

2003年

1489 香川県の情報政策等の概要　平成15年5月6日 ――― 香川県政策部情報政策課 2003年

1490
電子申請・届出、電子申告に係る市町村等のフロントオフィス業務の共同アウトソーシング
に関する調査研究

――― 香川県 2003年

1491 香川県内・[アート]の夢先案内　夢巡り読本 ―――
香川県商工労働部観光交流局にぎわい
創出課

2005年

1492 母体・新生児救急搬送マニュアル
香川県健康福祉部子育て支
援課

香川県健康福祉部子育て支援課 2004年

1493 香川県次世代育成支援行動計画　～子育ち・子育てをみんなで支えるかがわ～ ――― 香川県健康福祉部子育て支援課 2005年
1494 三野町次世代育成支援行動計画　平成17年3月 ――― 三野町 2005年

1495
次世代育成支援行動計画　～子どもがいきいきと育つ　元気なまちを目指して～　平成17
年3月

豊中町健康福祉課 豊中町 2005年

1496 1 平成14年度 学校教育計画 ――― 豊中町立豊中中学校 2002年
1496 2 平成16年度 学校教育計画 ――― 豊中町立豊中中学校 2004年
1496 3 平成17年度　学校教育計画 ――― 豊中町立豊中中学校 2005年

1497 県土利用に関する施策の現状と課題 ――― 香川県環境森林部環境・水政策課 2005年

1498 1 香川県 介護費用適正化特別対策事業報告書 平成16年3月 ――― 香川県 2004年

1498 2
香川県　介護費用適正化特別対策事業報告書　＜別冊＞政策評価ベンチマークで抽出
された項目リスト　平成16年3月

――― 香川県 2004年

1499 1 香川県国民健康保険病類統計総合資料 平成14年度版(改訂版) ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2003年
1499 2 香川県国民健康保険病類統計総合資料 平成15年度版 ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2004年
1499 3 香川県国民健康保険病類統計総合資料　平成16年度版 ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2005年
1500 1 平成15年度 国保保健事業実施状況　(市町分) ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2004年
1500 2 平成16年度　国保保健事業実施状況　(市町分) ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2005年
1501 1 平成12年度 国民健康保険事業状況 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2002年
1501 2 平成13年度 国民健康保険事業状況 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2003年
1501 3 平成14年度 国民健康保険事業状況 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2004年
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1501 4 平成15年度　国民健康保険事業状況 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2005年
1502 市町合併に伴う国保・老人医療事務の手引き　平成16年2月 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2004年
1503 第四次　香川県保健医療計画　平成16年2月 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2004年
1504 国保レセプト点検入門(初任者用)　〔点検のスタート〕 ――― 香川県 ―――
1505 国保レセプト点検の基礎 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 ―――
1506 レセプト点検の手引　平成16年10月 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2004年
1507 国民健康保健・老人医療の医療費等の時系列分析　(平成10年度～平成14年度) ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2004年
1508 平成12年度　中堅保健婦研修会報告 ――― 香川県健康福祉部医務国保課 2001年
1509 平成13年　香川県の医療施設 ――― 香川県健康福祉部健康福祉総務課 2002年

1510
平成10年8月1日現在　新看護等　入院時食事療養(Ⅰ)　施設基準　その他届出事項　届
出受理　保健医療機関　特定承認保険医療機関　名簿

――― 香川県健康保険福祉部保険課 1998年

1511 平成14年度新・国保3％推進運動　実施状況報告
社団法人　国民健康保険中
央会

社団法人　国民健康保険中央会 2005年

1512 1 平成16年度 香川県における国民健康保険の状況 ――― 香川県国民健康保険団体連合会 ―――
1512 2 平成17年度　香川県における国民健康保険の状況　(市町村合併対応) ――― 香川県における国民健康保健の状況 ―――
1513 社会福祉施設等一覧　(平成11年7月1日現在) ――― 香川県健康福祉部 1999年
1514 1 仁尾町行政改革大綱　(案)　(平成13年度～平成17年度) 平成14年3月改正 ――― 仁尾町 2002年
1514 2 仁尾町行政改革大綱　(平成13年度～平成17年度) ――― 仁尾町 2002年
1515 平成13年度　香川県総合防火訓練実施要領 ――― 香川県防災会議 2001年
1516 行政監査報告書　「廃棄物処理業務の委託事務について」　平成15年4月 ――― 香川県監査委員 2003年

1517 1
香川町村自治情報号外　第458号　第48回　町村議会実態調査集計表　平成14年
(2002)7月1日現在

――― 香川県町村議会議長会 2002年

1517 2
香川町村自治情報号外　第468号　第49回　町村議会実態調査集計表　平成15年
(2003)7月1日現在

――― 香川県町村議会議長会 2003年

1517 3
香川町村自治情報号外　第475号　第50回　町村議会実態調査集計表　平成16年
(2004)7月1日現在

――― 香川県町村議会議長会 2004年

1517 4
香川町村自治情報号外　第482号　第51回　町村議会実態調査集計表　平成17年
(2005)7月1日現在

――― 香川県町村議会議長会 2005年

1518 第7回　ふるさとイベント大賞 ――― 財団法人　地域活性化センター 2003年
1519 仁尾八朔人形まつり2002 ――― 仁尾町商工会等 2002年
1520 1 平成11年度 計量行政の概要 暮らしを守る計量法 ――― 香川県計量検定所 2000年
1520 2 平成13年度　計量行政の概要　暮らしを守る計量法 ――― 香川県測量検定所 2002年
1521 香川県生活排水対策の整備状況 ――― 香川県 ―――
1522 1 附図1号 土地利用計画図 仁尾町 ――― 仁尾町 ―――
1522 2 附図2号・3号 土地基盤整備開発計画図 農業近代化施設整備計画図 仁尾町 ――― 仁尾町 ―――
1522 3 基礎資料附図3号 農業近代化施設及び農村生活環境整備状況図 仁尾町 ――― 仁尾町 ―――
1522 4 基礎資料附図4号　農業生産基盤整備状況図　仁尾町 ――― 仁尾町 ―――

1523 民俗資料調査整理の実務 西垣晴次
近藤源一
高橋満

1978年

1524 市町村史等刊行の実務 児玉幸多　林英夫 近藤源一　高橋満 1978年
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1525 香川の部落解放運動史(戦後編) ――― 部落解放同盟香川連合会 2004年
1526 日々に輝きを求めて　―　同和問題の理解を深め　― 高瀬町勝間隣保館 高瀬町 1996年

1527
あなたはどう思いますか　部落問題と県民意識
「平成12年度香川県同和問題に関する意識調査」より

――― 特定非営利活動法人・香川人権研究所 2005年

1528 あけぼの ――― 高瀬町勝間隣保館 1987年
1529 しこく部落史　第4号 四国部落史研究協議会 四国部落史研究協議会 2002年

1530 1
人権・同和教育学習資料(小学生保護者用)　子どもの願いと人権　―　小学校6年生の同
和問題学習を中心として ―

香川県教育委員会 香川県教育委員会 2002年

1530 2
人権・同和教育学習資料(小学生保護者用)　子どもの願いと人権　―　小学校6年生の同
和問題学習を中心として ―

香川県教育委員会 香川県教育委員会 2003年

1530 3
人権・同和教育学習資料(小学生保護者用)　子どもの願いと人権　―　小学校6年生の同
和問題学習を中心として ―

香川県教育委員会 香川県教育委員会 2004年

1530 4
人権・同和教育学習資料(小学生保護者用)　子どもの願いと人権　―　小学校6年生の同
和問題学習を中心として ―

香川県教育委員会 香川県教育委員会 ―――

1530 5 子どもの願いと人権 ― 同和教育学習資料(保護者用) ― ――― 香川県教育委員会 同和教育課 ―――
1530 6 子どもの願いと人権　―　同和教育学習資料(小学生保護者用)　― ――― 香川県教育委員会 ―――
1531 みちしるべ　―　わたしたちの同和問題　― 香川県隣保館連絡協議会 香川県隣保館連絡協議会 1985年
1532 高瀬町史にみる同和問題(ダイジェスト版) ――― 高瀬町 2005年

1533 平成17年度　人権・同和教育関係事業便覧 ―――
香川県教育委員会事務局人権・同和教
育課

2005年

1534 1 社会教育における人権・同和教育資料　(指導者用) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2001年
1534 2 社会教育における人権・同和教育資料　(指導者用) 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2011年

1535 「人権教育のための国連10年」香川県行動計画　1999年(平成11年)3月
香川県人権教育のための国
連10年推進本部(香川県生活
環境部同和対策総室)

香川県人権教育のための国連10年推進
本部(香川県生活環境部同和対策総室)

1999年

1536 「人権教育のための国連10年」　高瀬町行動計画　1999年3月 ――― 高瀬町 1999年

1537 「人権教育のための国連10年」　山本町行動計画　1999年(平成11年)8月
山本町(山本町人権教育のた
めの国連10年推進本部)

山本町(山本町人権教育のための国連
10年推進本部)

1999年

1538 「人権教育のための国連10年」　豊中町行動計画　1999年(平成11年)6月 ――― 豊中町 1999年

1539 人権教育のための国連10年　詫間町行動計画　1999年(平成11年)3月 ―――
詫間町人権教育のための国連10年推進
本部

1999年

1540 記念誌
第五十一回全国人権・同和教
育研究大会

香川県実行委員会 1999年

1541 昭和50年度　社会同和教育資料 ――― 香川県教育委員会 ―――

1542 社会同和教育資料(指導者用)　＜改訂版＞ ――― 香川県教育委員会 1991年
1543 同和問題職員ハンドブック　平成3年3月 香川県同和対策本部 香川県民生部同和対策室 1991年
1544 職員ハンドブック　―　同和問題の解決のために　―　平成11年3月 香川県同和対策本部 香川県生活環境部同和対策総室 1999年
1545 人権・同和教育教職員ハンドブック　みんなですすめる人権・同和教育 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2004年
1546 1 同和対策関係資料 平成13年3月 ――― 香川県 2001年
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1546 2 人権・同和政策関係資料 平成14年3月 ――― 香川県 2002年
1546 3 人権・同和政策関係資料 平成15年3月 ――― 香川県 2003年
1546 4 人権・同和政策関係資料　平成16年3月 ――― 香川県 2004年
1547 同和対策関係資料 ――― 香川県 ―――

1548 三学同研100回記念誌　あゆみ 三野町学校同和教育研修会

三野町立吉津小学校
三野町立下高瀬小学校
三野町立大見小学校
三野町立三野津中学校

2001年

1549 三学同研100回記念大会要項(三野町学校同和教育研修会)　平成13年1月13日 ――― ――― 2001年

1550 平成16・17年度　文部科学省委託事業　人権教育推進のための調査研究事業成果報告 ―――
香川県「人権教育推進のための調査研
究事業」調査研究委員会
香川県教育委員会

2006年

1551 社会教育における人権教育の推進状況　平成17年3月 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2005年

1552 1 たいよう　小学校1・2年用
仁尾町同和教育教材開発編
集委員会

仁尾町教育委員会 2002年

1552 2 たいよう　小学校3・4年用
仁尾町同和教育教材開発編
集委員会

仁尾町教育委員会 2002年

1552 3 たいよう　小学校5・6年用
仁尾町同和教育教材開発編
集委員会

仁尾町教育委員会 2002年

1552 4 太陽　中学校1年用
仁尾町同和教育教材開発編
集委員会

仁尾町教育委員会 2002年

1552 5 太陽　中学校2年用
仁尾町同和教育教材開発編
集委員会

仁尾町教育委員会 2002年

1552 6 太陽　中学校3年用
仁尾町同和教育教材開発編
集委員会

仁尾町教育委員会 2002年

1553 同和教育教材「太陽」指導案集 ――― 仁尾町立仁尾中学校 ―――
1554 1 えがお　1・2年 豊中町学校同和教育研究会 ――― 2000年
1554 2 えがお　3･4年 豊中町学校同和教育研究会 ――― 2003年
1554 3 えがお　5･6年 豊中町学校同和教育研究会 ――― 2002年
1554 4 えがお　中学生用 豊中町学校同和教育研究会 ――― 2003年
1555 1 2005年度(平成17年度) 人権作文集 えがお ――― 三豊市立上高野小学校 2006年
1555 2 2006年度(平成18年度)　人権作文集　えがお ――― 三豊市立上高野小学校 2007年

1556 職業選択の道しるべ ―――
香川県・ハローワーク(公共職業安定所)
香川県学生職業情報センター

―――

1557 1 採用・選考の差別解消のための採用 経営者及び人事担当役員の必読書 ――― 香川県香川労働局公共職業安定所 1996年
1557 2 平成14年度 採用・選考の差別解消のための採用 経営者及び人事担当役員の必読書 ――― 香川県香川労働局公共職業安定所 2002年
1557 3 平成15年度 採用・選考の差別解消のための採用 経営者及び人事担当役員の必読書 ――― 香川県香川労働局公共職業安定所 2003年
1557 4 平成16年度　採用・選考の差別解消のための採用　経営者及び人事担当役員の必読書 ――― 香川県香川労働局公共職業安定所 2004年

1558 1
2005年度　豊中町人権自治会ブロック別学習会テキスト　私のためにみんなのために　第
2集 一人ひとりの意識が変わると社会が変わります！

――― 豊中町・豊中町教育委員会 2005年
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1558 2
2005年度　豊中町人権自治会ブロック別学習会テキスト　私のためにみんなのために　第
2集　一人ひとりの意識が変わると社会が変わります！

――― 豊中町・豊中町教育委員会 2005年

1559 あおぞら　高瀬町同和教育教材小学校指導資料 ―――
高瀬町教育委員会
高瀬町同和教育教材開発委員会

―――

1560 1 2005年度(平成17年度) 人権・同和教育のまとめ ――― 三豊市立上高野小学校 2006年
1560 2 2006年度(平成18年度)　人権・同和教育のまとめ ――― 三豊市立上高野小学校 2007年

1561 1 平成10年度　同学年研究のまとめ ―――
香川県小学校教育研究会三豊・観音寺
支部三豊第4区(豊中町)小学校教育研

1999年

1561 2 平成18年度　同学年研究のまとめ ―――
香川県小学校教育研究会三豊・観音寺
支部
三豊市Bブロック小学校教育研究会

2007年

1562 1 平成15年度　人権・同和教育のあゆみ ―――
香川県小学校教育研究会
人権・同和教育部会

2004年

1562 2 平成16年度　人権・同和教育のあゆみ ―――
香川県小学校教育研究会
人権・同和教育部会

2005年

1562 3 2005年度　人権・同和教育のあゆみ ―――
香川県小学校教育研究会
人権・同和教育部会

2006年

1562 4 2006年度　人権・同和教育のあゆみ ―――
香川県小学校研究会人権同和教育部
会

2007年

1563 1 あなた・わたし みんなの人権 ささえあい、安心して暮らせる社会をめざして ――― 香川県政策部人権・同和政策課 ―――
1563 2 あなた・わたし みんなの人権 ささえあい、安心して暮らせる社会をめざして ――― 香川県政策部人権・同和政策課 2006年
1563 3 あなた・わたし　みんなの人権　ささえあい、安心して暮らせる社会をめざして ――― 香川県総務部人権・同和政策課 2007年
1564 平成17年度　人権・同和教育指導者研修会 ――― 香川県教育委員会 2005年
1565 1 公正な採用選考をめざして しない させない 就職差別 №5 ――― 香川県同和教育進路促進委員会 ―――
1565 2 公正な採用選考をめざして しない させない 就職差別 ――― 香川県同和教育進路促進委員会 ―――
1565 3 公正な採用選考の実現にむけて しない させない 就職差別 №11 ――― 香川県人権・同和教育進路促進委員会 ―――
1565 4 公正な採用選考の実現にむけて　しない　させない　就職差別　№12 ――― 香川県人権・同和教育進路促進委員会 ―――
1566 1 ひとり親家庭のしおり　(みなさまの幸せを願って)　(平成9年8月) ――― 香川県健康福祉部児童家庭課 1997年
1566 2 ひとり親家庭のしおり　香川県(平成17年度) ――― 香川県健康福祉部子育て支援課 2005年
1567 人権文化の豊かな地域づくりを目指して　人権・同和教育啓発冊子　ふれあい ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――
1568 人権教育をすすめるために　―　指導資料集　―　平成8年(1996年)3月 ――― 豊中市教育委員会 1996年
1569 同和教育・人権教育に関する見解 ――― 部落解放高瀬町協議会 ―――

1570
三豊市連絡協議会との7町合併に関する意見交換会　回答書　高瀬町　山本町　三野町
豊中町　詫間町　仁尾町　財田町

―――
高瀬町・山本町・三野町・豊中町・詫間
町・仁尾町・財田町

―――

1571 1 2004年度　人権・同和教育研究紀要　(豊かな人権文化の創造をめざす人権・同和教育) ―――
香川県中学校教育研究会
人権・同和教育部会

―――

1571 2 2010年度　人権・同和教育研究紀要　(豊かな人権文化の創造をめざす人権・同和教育) ―――
香川県中学校教育研究会　人権・同和
教育部会

―――

1572 高瀬町人権擁護総合計画　～部落差別撤廃を中核として～　1999年3月 ――― 高瀬町 1999年
1573 香川県同和行政推進計画　平成14年3月 ――― 香川県 2002年
1574 人権学習テキスト　よくわかる人権問題 香川人権研究所 香川人権研究所 2004年
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1575
人権協結成25年を記念して大人からのメッセージ
すべての子どもに人権を　―　児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)　―

豊中市人権教育推進委員協
議会
豊中市教育委員会

豊中市人権教育推進委員協議会
豊中市教育委員会

1996年

1576 1996年度　進路促進委員会会報 ――― 香川県同和教育進路促進委員会 1997年
1577 平成17年度　人権教育ファシリテーター養成講座　記録 NIED・国際理解教育センター 香川県教育委員会 2006年

1578 同和教育資料　いのち輝く
豊中町教育委員会
同和教育課長　十鳥敏夫

香川県豊中町教育委員会 1989年

1579 1 豊中町児童人権作文集　仲間とともに　1987・6
豊中町教育委員会　同和教
育課

豊中町教育委員会同和教育課 1987年

1579 2 豊中町児童・生徒人権作文集　仲間とともにⅡ　1988･5
豊中町同和教育研究会
豊中町教育委員会

豊中町同和教育研究会
豊中町教育委員会

1988年

1579 3 豊中町児童・生徒人権作文集　仲間とともにⅢ　1989･3
豊中町同和教育研究会
豊中町教育委員会

豊中町同和教育研究会
豊中町教育委員会

1989年

1580 人権学習資料　差別が見えますか　仲間とともに ――― 豊中町・豊中町教育委員会 1989年
1581 香川県隣保館要覧 香川県隣保館連絡協議会 ――― 1992年
1582 明るいまちづくりをめざして　2006年　第17号 ――― 三豊市たかせ人権福祉センター 2006年

1583 ともに生きよう　同和問題学習資料 ―――
香川県同和教育研究協議会
豊中町・豊中町教育委員会

―――

1584 人権学習資料　幸せを高め合って　皆が求める平和な世界 ――― 豊中町・豊中町教育委員会 ―――
1585 ―　同和問題啓発強調月間　―　’92　豊中町同和問題講演会 ――― 豊中町・豊中町教育委員会 1992年
1586 1 同和教育資料 同和問題の解決をめざして ――― 豊中町教育委員会 1987年

1586 2 同和教育資料　部落問題をもう一度考える
東浦久治
豊中町教育委員会同和教育
課

香川県豊中町教育委員会 1989年

1587 同和問題カルタ　―　歴史編　― 高瀬町勝間隣保館 高瀬町勝間隣保館 1994年

1588 1 同推協だより綴(’90～) ――― 豊中町同和教育推進協議会 ―――

1588 2 豊中町　同推協だより　(№29～32)　豊中町人権・同和教育研究推進協議会 ――― 豊中町人権・同和教育研究推進協議会 2003年

1589 平成10～17年度　高瀬町同和教育推進協議会　同推協だより　ふれあい ――― 高瀬町同和教育推進協議会 1999年
1590 明るい町づくりと同和問題 高瀬町 ――― 1979年
1591 同和教育資料　人間として生きる ――― 豊中町教育委員会 1988年

1592 青空　高瀬町同和教育教材中学校指導資料 ―――
高瀬町教育委員会
高瀬町同和教育教材開発委員会

―――

1593 平成4年度人権モデル自治会　講師・助言者打ち合わせ会　第2回 ――― 豊中町 1993年
1594 かがわ人権百科　福田村事件からユニバーサルデザインまで ――― 香川県人権研究所 2010年

1595 平成14年度　豊中町校園長会資料 ――― ――― 2003年

1596 仕事と家庭の両立支援のために ――― 豊中町 ―――
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1597
お父さん、子育て参加のチャンス到来　お父さん大好き　今必要なのはお父さんの力で
す！　―　子どもたちの健やかな成長のために　―

――― 香川県教育委員会事務局生涯学習課 ―――

1598 次世代育成支援に向けて　～子育ち・子育てをみんなで支えるかがわ～ ―――
香川県
財団法人　香川県児童・青少年健全育
成事業団

―――

1599 平成17年度　入所のしおり　豊中町立中央保育所 ――― 豊中町立中央保育所 ―――
1600 香川の近代化遺産を訪ねて　平成17年3月 ――― 香川県教育委員会 2005年
1601 1 ふるさと香川 みどり・うるおい・にぎわい 小学校 ――― 香川県教育委員会 2005年
1601 2 ふるさと香川　みどり・うるおい・にぎわい　中学校 ――― 香川県教育委員会 2005年
1602 三豊市市勢要覧　2006 ――― 三豊市 2006年
1603 三豊市発足による住所表示変更に伴う手続きについて ――― 三豊市 ―――
1604 WORLD　ATLAS　詳解現代地図 ――― 株式会社　二宮書店 ―――
1605 豊中町上高野文化センター ――― 豊中町 ―――
1606 豊中町庁舎　豊中町保健センター　みんなでつくろう元気な笑顔 ――― 豊中町 ―――
1607 三豊の新名所・ふれあいの森　学んで　泊って　湯とぴあ　(ふれあいパーク　みの) ――― ふれあいパーク　みの ―――

1608 さぬきのまち　ふるさと遊覧　魅力いっぱい43市町の施設・イベント
(財)香川県市町村振興協会・
香川県総務部市町振興課

(財)香川県市町村振興協会・香川県総
務部市町振興課

―――

1609 平成15年度　観音寺市・山本町・大野原町・豊中町・豊浜町・財田町　合併協議会だより
観音寺市・山本町・大野原町・
豊中町・豊浜町・財田町合併
協議会

観音寺市・山本町・大野原町・豊中町・
豊浜町・財田町合併協議会

2003年

1610 平成15年度　三豊北部四町　合併協議会だより　(創刊号～第8号) 三豊北部四町合併協議会 三豊北部四町合併協議会 2003年
1611 平成16年度　三豊中央　合併協議会だより　山本町、豊中町、財田町、高瀬町、仁尾町 三豊中央合併協議会 三豊中央合併協議会 2004年

1612 1
リビングかがわ　創刊20周年記念企画　香川女性白書　かがわのミセス1000人に聞きまし
た 本編

高松リビング新聞社編集部
株式会社　高松リビング新聞社
発行人 厨晟

1997年

1612 2
リビングかがわ　創刊20周年記念企画　香川女性白書　かがわのミセス1001人に聞きまし
た　資料

高松リビング新聞社編集部
株式会社　高松リビング新聞社
発行人　厨晟

1997年

1613 香川県在宅保健師会「オリーブの会」　5年間のあゆみ ――― ――― 2005年

1614 笠田小学校創立百周年記念誌「百年のあゆみ」 百周年記念誌編集委員会
笠田小学校創立百周年記念事業推進
実行委員会

1992年

1615 創立百周年記念誌「磨光」 記念誌編集委員会
本山小学校創立百周年記念事業推進
実行委員会

1993年

1616 創立百周年記念事業協賛者ご芳名 ――― 豊中町立本山小学校 ―――

1617 上高野小学校創立百十周年記念誌「かみたかの」
上高野小学校創立百周年記
念誌編集委員会

上高野小学校創立百周年記念誌編集
委員会

2003年

1618 豊中町例規集　(内容現在　平成17年3月24日) 豊中町総務課 ――― 2005年
1619 三豊市文書館だより　七宝　(創刊号～) ――― 三豊市文書館 2011年

1620 香川高等専門学校　創基70周年・高等専門学校創立50周年　記念誌
香川高専記念誌・記念品専門
委員会

香川高等専門学校 2013年
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1621 全連50年のあゆみ

全国連合戸籍事務協議会結
成50周年記念事業実行委員
会
編集代表　麻生常夫

全国連合戸籍事務協議会 1997年

1622 平成24年2月　秋篠文化　特別号　大和萬歳資料集
秋篠音楽堂運営協議会「伝統
芸能部会」
担当 武部宏明

NPO法人　奈良芸能文化協会 2012年

1623 香川県国公立幼稚園教育50年のあゆみ　2002 香川県国公立幼稚園園長会 香川県国公立幼稚園園長会 2002年
1624 防災の手引　平成20年3月 ――― 香川県教育委員会 2008年
1625 1 昭和45年度 こだま ――― 箱浦家庭学級 ―――
1625 2 昭和46年度　こだま ――― 箱浦家庭学級 1972年
1626 1 昭和54年度 めばえ文集 ――― 箱浦幼稚園 家庭教育学級 ―――
1626 2 めばえ ――― 箱浦幼稚園PTA研修部 ―――
1626 3 昭和55年度 めばえ文集 ――― 箱浦幼稚園 家庭教育学級 ―――
1626 4 昭和56年度 めばえ文集 ――― 詫間町立箱浦幼稚園 家庭教育学級 ―――
1626 5 めばえ 昭和57年度 ――― 詫間町立箱浦幼稚園 ―――
1626 6 昭和58年度 めばえ文集 ――― 詫間町立箱浦幼稚園 家庭教育学級 ―――
1626 7 めばえ　1987年 ――― はこうら幼稚園 1988年
1626 8 めばえ　1988年 ――― はこうら幼稚園 1989年
1626 9 めばえ　1988年度 ――― 箱浦幼稚園 ―――
1626 10 めばえ　1989年度 ――― 箱浦幼稚園 1990年
1626 11 めばえ　1990年度 ――― 箱浦幼稚園 1991年
1626 12 めばえ　1991年度 ――― 箱浦幼稚園 1992年
1626 13 めばえ　1992年度 ――― 箱浦幼稚園 1993年
1626 14 めばえ　1993年度 ――― 箱浦幼稚園 1994年
1627 1 あすなろ 平成6年度 ――― 箱浦幼稚園 1996年
1627 2 あすなろ 平成7年度 ――― 箱浦幼稚園 1996年
1627 3 あすなろ 平成8年度 ――― 箱浦幼稚園 1997年
1627 4 あすなろ 平成9年度 ――― 箱浦幼稚園 1998年
1627 5 あすなろ 平成10年度 ――― 箱浦幼稚園 1999年
1627 6 あすなろ 平成11年度 ――― 箱浦幼稚園 2000年
1627 7 あすなろ 平成12年度 ――― 詫間町立箱浦幼稚園 2001年
1627 8 あすなろ 平成13年度 ――― 詫間町立箱浦幼稚園 2002年
1627 9 あすなろ　平成15年度 ――― 詫間町立箱浦幼稚園 2004年
1628 1 昭和61年度 学習つづり ――― 箱浦家庭教育学級 1987年
1628 2 昭和63年度 箱浦家庭教育学級綴 ――― 箱浦家庭教育学級 1989年
1628 3 平成元年度 箱浦家庭教育学級綴 ――― 箱浦家庭教育学級 1990年
1628 4 平成2年度 箱浦家庭教育学級綴 ――― 箱浦家庭教育学級 1991年
1628 5 箱浦家庭教育学級綴 平成3年度 ――― 箱浦家庭教育学級 1992年
1628 6 平成4年度 箱浦家庭教育学級綴 ――― 箱浦家庭教育学級 1993年
1628 7 平成5年度 箱浦家庭教育学級綴 ――― 箱浦家庭教育学級 1994年
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1628 8 平成8年度　箱浦家庭教育学級綴 ――― 箱浦家庭教育学級 1997年
1629 昭和62年度　区幼稚園教育研究会要項 ――― 箱浦幼稚園 1987年
1630 平成6年度(起)　指導訪問資料綴 ――― 箱浦幼稚園 1994年
1631 1 平成15年度 学習会をふりかえって ――― 箱浦家庭教育学級 2004年
1631 2 平成16年度 学習会をふりかえって ――― 箱浦家庭教育学級 2005年
1631 3 平成19年度　学習会をふりかえって ――― 箱浦家庭教育学級 2008年

1632
2004年度　詫間町人権・同和教育推進協議会　学校部会研修会　資料　自分の気持ちを
素直に表現し、心の通い合うなかまづくりをめざして

――― 詫間町立松崎幼稚園 2004年

1633 2004年度　詫間町人権・同和教育推進協議会学校部会研修会提案資料 ――― 詫間町立粟島小学校 2004年

1634
平成16年度　詫間町人権・同和教育推進協議会　学校部会研修会　詫間町立粟島中学
校

――― 詫間町立粟島中学校 2004年

1635
平成17年度　詫間町人権・同和教育推進協議会　学校部会研修会提案資料　詫間町立
詫間中学校

――― 詫間町立詫間中学校 2005年

1636 2008年度　ふれあい遊びカード　なかま遊びカード ――― 仁尾・詫間町保幼人権・同和教育部会 2008年

1637 1
昭和60年度家庭教育総合推進事業　「地域の中で子育てを考える」　昭和60年度家庭教
育に関する意識調査

――― 香川県教育委員会 1986年

1637 2 昭和63年度家庭教育総合推進事業 地域の中で子育てを考える ――― 香川県教育委員会 1989年
1637 3 平成元年度家庭教育総合推進事業 地域の中で子育てを考える ――― 香川県教育委員会 1990年
1637 4 平成2年度家庭教育総合推進事業 地域の中で子育てを考える ――― 香川県教育委員会 1991年

1637 5 地域の中で子育てを考える　家庭教育指導資料3
家庭教育子育て支援推進事
業企画推進委員会

香川県教育委員会事務局生涯学習課 1998年

1637 6 地域の中で子育てを考える　家庭教育指導資料3
家庭教育子育て支援推進事
業企画推進委員会

香川県教育委員会事務局生涯学習課 1999年

1638 昭和56年度　―　家庭教育総合セミナー　―　子どもの理解と親のあり方
香川県教育委員会事務局社
会教育課

香川県教育委員会事務局社会教育課 1982年

1639
家庭教育学級用資料　子どもの成長と親のあり方　～昭和57年度　地域別家庭教育総合
セミナーより～

――― 香川県教育委員会社会教育課 1983年

1640 こんなときどうしたら
香川県教育委員会事務局社
会教育課

香川県教育委員会事務局社会教育課 1980年

1641 かがわ子育てナビ ―――
財団法人　香川県児童・青少年健全育
成事業団

―――

1642
県内の「みんな子育て応援団」加盟店を一挙紹介　あなたの街にもある!われらがみんな子
育て応援団!!

――― 香川県 2003年

1643 1 みんなで遊ぼう！　子育てサークル情報 ―――
(財)香川県児童・青少年健全育成事業
団(香川県子育て支援課内)

―――

1643 2 みんなで遊ぼう！　子育てサークル情報 ―――
(財)香川県児童・青少年健全育成事業
団(香川県子育て支援課内)

2004年

1644 1
幼稚園教育指導資料　豊かな心を育てる保育　―　人的環境のあり方について2　―　昭
和63年度

―――
香川県教育委員会　香川県幼稚園教育
研究会

1989年

1644 2 幼稚園教育指導資料　指導計画作成について　平成元年度 ―――
香川県教育委員会　香川県幼稚園教育
研究会

―――
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1644 3 幼稚園教育指導資料 指導計画事例集 平成3年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1992年
1644 4 幼稚園教育指導資料 幼稚園教育と評価 平成4年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1993年
1644 5 幼稚園教育指導資料　幼稚園教育と評価　実践事例集　平成5年度 ――― 香川県幼稚園教育研究会 1994年

1645
第43回　全国国公立幼稚園長会総会・研究大会　第10回　四国国公立幼稚園長会研究
会　香川大会

――― ――― 1992年

1646
子供がつくる保育　昭・56　自立感を育てる保育の構想と実践　―　失敗経験の思索その1
―

――― 香川大学教育学部附属幼稚園 1981年

1647 教育のひろば 集成版　201号～250号 ――― 香川県教育県民会議 2001年

1648
平成7、8年度文部省特殊教育教育課程研究指定校　研究発表大会　平成8年度　香川県
障害児教育研究会　大会開催要項　公開授業学習指導案　参加者名簿

―――
香川県立高松養護学校　香川県障害児
教育研究会

1997年

1649 1 昭和57年度　香川県教育関係職員録
香川県教育会職員録編集委
員会

社団法人　香川県教育会 1982年

1649 2 昭和60年度　香川県教育関係職員録
香川県教育会職員録編集委
員会

社団法人　香川県教育会 1985年

1649 3 平成10年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 1998年

1649 4 平成12年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2000年

1649 5 平成16年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2004年

1649 6 平成17年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2005年

1649 7 平成18年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2006年

1649 8 平成19年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2007年

1649 9 平成20年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2008年

1649 10 平成21年度　香川県教育関係職員録
香川県教育関係職員録編集
委員会

香川県教育関係職員録編集委員会 2009年

1650 学級担任による教育相談　Q＆A ――― 香川県教育センター 1980年
1651 香川県教育関係職員事務必携　平成5年版 教育法規研究会 第一法規出版株式会社 1993年
1652 改定　香川県教育法規集 学校管理研究会 第一法規出版株式会社 1979年

1653 1 教育香川　特集　―　基本的生活習慣　―　昭和58年・夏季号
香川県教育委員会事務局総
務課

香川県教育委員会 1983年

1653 2 教育香川　特集　―　学校行事　―　昭和59年・冬季号
香川県教育委員会事務局総
務課

香川県教育委員会 1984年

1654 平成8年度　香川県障害児教育担当者一覧　平成8年4月1日現在 ――― 香川県障害児教育研究会 1996年

1655 1 平成元年度　教育研究論文集　教育の創造
香川県教育委員会事務局義
務教育課

香川県教育委員会事務局義務教育課 1990年

1655 2 平成3年度　教育研究論文集　教育の創造
香川県教育委員会事務局義
務教育課

香川県教育委員会事務局義務教育課 1992年
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1655 3 平成4年度　教育研究論文集　教育の創造
香川県教育委員会事務局義
務教育課

香川県教育委員会事務局義務教育課 1993年

1656 1 福利厚生事務の手引　〔平成19年度版〕 ―――
香川県教育委員会事務局福利課　公立
学校共済組合香川支部　(財)香川県教
職員互助会

―――

1656 2 福利厚生事務の手引　〔平成20年度版〕 ―――
香川県教育委員会事務局福利課　公立
学校共済組合香川支部　(財)香川県教
職員互助会

―――

1656 3 福利厚生事務の手引　〔平成21年度版〕 ―――
香川県教育委員会事務局健康福利課
公立学校共済組合香川支部　(財)香川
県教職員互助会

―――

1656 4 福利厚生事務の手引　〔平成22年度版〕 ―――
香川県教育委員会事務局健康福利課
公立学校共済組合香川支部　(財)香川
県教職員互助会

―――

1657 現代の保育　シリーズ　№19 ――― 香川県立保育専門学院 1996年
1658 学校環境衛生活動の手引　平成4年度 ――― 香川県教育委員会 1993年

1659
教育メディアデータブック　香川県視聴覚ライブラリー所管　視聴覚教材目録　平成12年
度増補版

香川県教育委員会 香川県教育委員会 2001年

1660 初等教育研究発表会要項　平成21年度 ―――
香川大学教育学部附属幼稚園高松園
舎・附属高松小学校　初等教育研究会
代表　長谷川順一

2010年

1661 1
第14回　幼児交通安全教育指導者研修会　研究主題　いのちの大切さに気づき安全な行
動のできる幼児の育成を求めて

――― ――― ―――

1661 2 第17回　幼児交通安全教育指導者研修会　研究主題　幼児の安全能力を高めるために ――― ――― ―――

1661 3
第18回　幼児交通安全教育指導者研修会　研究主題　自ら安全に行動できる幼児を求め
て

――― ――― ―――

1661 4
第20回　幼児交通安全教育指導者研修会　研究主題　浦島の里に育てよう幼児の安全能
力

――― ――― ―――

1662 1 平成8年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 詫間町立図書館 ―――
1662 2 平成12年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 詫間町立図書館 2001年
1662 3 平成13年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 詫間町立図書館 2002年
1662 4 平成14年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 詫間町立図書館 2003年
1662 5 平成15年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 詫間町立図書館 ―――
1662 6 平成16年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 詫間町立図書館 ―――
1662 7 平成19年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 三豊市詫間町図書館 2007年
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1662 8 平成21年度 読書感想文(画)集 たくま ――― 三豊市詫間町図書館 2010年
1662 9 平成22年度　読書感想文(画)集　たくま ――― 三豊市詫間町図書館 2011年
1663 香川の同和教育　―　差別の現実から深く学ぶ　―　(講話・実践報告) ――― 香川県同和教育研究協議会 1994年
1664 1 研究紀要 第五巻 昭和57年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1982年
1664 2 研究紀要 第十二巻　1989年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1989年
1664 3 研究紀要 第十三巻　1990年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1990年
1664 4 研究紀要 第十四巻　1991年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1991年
1664 5 研究紀要 第十六巻　1993年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1993年
1664 6 研究紀要 第十七巻　1994年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1994年
1664 7 研究紀要 第十八巻　1995年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1995年
1664 8 研究紀要第19巻 同和教育の実践事例　1996年3月 香川県同和教育研究協議会 ――― 1996年
1664 9 研究紀要第20号 同和教育の実践事例　1997年3月 香川県同和教育研究協議会 ――― 1997年
1664 10 研究紀要第21号 同和教育の実践事例　1998年3月 香川県同和教育研究協議会 ――― 1998年
1664 11 研究紀要第22号　同和教育の実践事例　1999年3月 ――― 香川県同和教育研究協議会 1999年
1665 1 1999年度 同和教育研究紀要　(人権尊重の実践をめざす同和教育) ――― 香川県中学校教育研究会 同和教育部 ―――
1665 2 2001年度　同和教育研究紀要　(人権尊重の実践を目指す同和教育) ―――

香川県中学校教育研究会 同和教育部
会

―――
1666 小・中学校同和教育資料　―　社会科指導の手引　― ――― 香川県同和教育研究協議会 1976年

1667 同和教育学習の手引　差別のない明るい町づくり ―――
詫間町同和教育推進協議会　詫間町
PTA連絡協議会

1982年

1668
平成6年度　三観地区小学校教育(生活)研究会　実践記録集　研究主題　自己が高まる
生活科学習の創造　―　個が生きる支援活動を通して　―

―――

香川県小学校教育研究会三・観支部
三観地区小学校教育研究会生活部会
詫間町教育委員会　詫間町立箱浦小学
校

―――

1669 人権教育に関する学習教材等一覧　平成14年3月 香川県教育委員会 香川県教育委員会 2002年
1670 同和教育映画教材利用の手引　(第3集) ――― 香川県教育委員会 1996年

1671 1 第37回　四国地区同和教育研究大会資料 ―――
四国地区同和教育研究協議会　香川県
教育委員会　香川県同和教育研究協議
会 四国地区大学同和教育研究協議会

1990年

1671 2 第45回　四国地区同和教育研究大会資料 ―――
四国地区同和教育研究協議会　香川県
教育委員会　香川県同和教育研究協議
会　四国地区大学同和教育研究協議会

1998年

1672 1 第10回　香川県同和教育研究大会資料 ―――
香川県同和教育研究協議会　香川県教
育委員会

1994年

1672 2 第11回　香川県同和教育研究大会資料 ―――
香川県同和教育研究協議会　香川県教
育委員会

1995年

1672 3 第12回　香川県同和教育研究大会資料 ―――
香川県同和教育研究協議会　香川県教
育委員会

1996年

1672 4 第14回　香川県同和教育研究大会資料 ―――
香川県同和教育研究協議会　香川県教
育委員会

1998年

1672 5 第17回　香川県同和教育研究大会資料 ―――
香川県同和教育研究協議会　香川県教
育委員会

2001年
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1672 6 第18回　香川県同和教育研究大会資料 ―――
香川県同和教育研究協議会　香川県教
育委員会

2002年

1673 平成10年度　研究紀要　4　心の育ちを見つめて　―　中学生の人間関係を探る　― ――― 香川県教育センター 1999年
1674 解放へのみちしるべ ――― 香川県同和教育研究協議会 1986年

1675 第51回　全国人権・同和教育研究大会　香川県大会　報告書 ―――
第51回全国人権・同和教育研究大会
香川県実行委員会

2000年

1676 香同教のあゆみ　香川県同教50周年記念誌 ――― 香川県人権・同和教育研究協議会 2011年
1677 第18回人権啓発研究集会　討議資料 ――― 第18回人権啓発研究集会実行委員会 2004年

1678 かがわの児童館 ―――
財団法人　香川県児童・青年少年健全
育成事業団さぬきこどもの国事業所

2002年

1679
晴れたら遊びに行こうね　香川県　あそびばマップ　観音寺市・高瀬町・山本町・三野町・
大野原町・豊中町・詫間町・仁尾町・豊浜町・財田町　観音寺保健所エリア

―――
香川県　(財)香川県児童・青少年健全育
成事業団

2000年

1680
詫間町環境基本計画　環境と共生し、瀬戸内の原風景を未来へつなげる　たくま　平成15
年3月

詫間町住民環境課 詫間町 2003年

1681 創作童話集 三豊地区中堅教師研修部 三豊地区中堅教師研修部 1981年

1682 さぬき　詫間の民話
採集者　故・武田明　斉賀保
子

詫間町教育委員会 1993年

1683 ふるさと学習　浦島太郎さんとともに　ふるさとにひびき合う心の学習 詫間町立箱浦小学校 日本教育新聞社出版局 1989年
1684 1 詫間町例規集 総規 議会 選挙 執行機関 公務員 財務 教育　1 詫間町総務課 株式会社 ぎょうせい 1967年

1684 2
詫間町例規集　住民及び社会福祉　保健、衛生　国民健康保険　経済　建設　病院　水
道 防災及び消防 交通安全対策 その他　2

詫間町総務課 株式会社　ぎょうせい 1967年

1684 3 第7編　教育　(詫間町例規集の一部) 詫間町総務課 株式会社　ぎょうせい 1967年

1685 仲間といっしょに子育てを　子育てサークルつくる、はいる、あそぶ
子育てサークル活動資料作
成委員会

香川県教育委員会 2003年

1686
文部科学省委託事業　地域子ども教室　実践事例集　平成16年度　未来の大人たちのた
めに、いまできること

―――
香川県地域子ども教室推進事業運営協
議会

2005年

1687 子育てに関するアンケート調査結果　～「子育て観」と子育ての現状～ ――― 高瀬地区少年育成センター ―――
1688 地域特別支援ネットワークブック　平成23年3月 ――― 西讃地域特別支援連携協議会 2011年
1689 豊中町保健センター・庁舎　豊中幼稚園　合同落成記念式典 ――― 豊中町 2004年
1690 心に残るエピソード　平成16年度幼稚園新規採用教員研修資料 ――― 香川県教育委員会・香川県 2005年
1691 保育計画 ――― 仁尾町立仁尾保育所 ―――
1692 20年度　保育計画 ――― 三豊市立仁尾保育所 ―――
1693 指導計画 ――― 三豊市立豊中保育所 ―――
1694 平成21年度　保育課程 ――― 三豊市立豊中保育所 ―――

1695
平成11年度　第五区幼稚園教育研究会要項　園生活や遊びの中でいきいきと活動する
幼児をめざして　―　身近な人々や自然とのかかわりの中で　―

――― 三野町立大見幼稚園 1999年

1696 1
平成19年度　研究紀要　きらり　豊かな感性を培い、いきいきと生活を広げていくための放
送教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

2008年

1696 2
平成21年度　研究紀要　きらり　豊かな感性を培い、いきいきと生活を広げていくための放
送教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

2010年
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1696 3
平成22年度　研究紀要　きらり　豊かな感性を培い、生き生きと生活を広げていくための放
送教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

2011年

1696 4
平成23年度　研究紀要　きらり　豊かな感性を培い、生き生きと生活を広げていくための放
送教育を進めよう

―――
香川県幼稚園教育研究会　視聴覚教育
研究部会

2012年

1697 平成11年度　幼稚園指導の重点 ――― 香川県教育委員会事務局三豊教育事務所 ―――
1698 1 昭和62年度修了記念 ともだち ――― 三野町立吉津幼稚園 1988年
1698 2 昭和63年度修了記念 ともだち ――― 三野町立吉津幼稚園 1989年
1698 3 平成7年度修了記念　なかよし ――― 三野町立吉津幼稚園 1996年

1699 平成7年度　香川の生徒指導　―　第17号　― ―――
香川県小学校教育研究会生徒指導部
会

1996年

1700 平成16年度　やまびこ　第43号 ――― 財田中小学校PTA広報部 2005年
1701 1 第6回 洞爺村・財田町姉妹町村少年交流事業 自 平成11年7月30日 至 平成11年8 ――― 財田町教育委員会 1999年

1701 2
でっかーい北海道・楽しかった洞爺村　暑かった夏の日の思い出集　☆カヌー遊び　☆夏
まつり　第7回　洞爺村・財田町姉妹町村少年交流事業　(平成12年7月28日～7月31日)

――― 財田町教育委員会 2000年

1702 ほうざんの教育　平成16年度 ―――
香川県小学校教育研究会　三豊・観音
寺支部　第3区(財田・山本)小学校教育
研究会

―――

1703
平成14年度　香川県公立幼稚園長研修会資料　「人とかかわる力」　育成プログラム研究
事業　～幼・保・小の連携を図りながら～

―――
善通寺市立竜川幼稚園　善通寺市立竜
川保育所　善通寺市立竜川小学校

―――

1704 1 平成15年度　経営の評価と次年度構想 ―――
三観地区小学校長会・中学校長会　香
川県小中学校教育研究会三観支部

―――

1704 2 平成16年度　経営の評価と次年度構想 ―――
三観地区小学校長会・中学校長会　香
川県小中学校教育研究会三観支部

2005年

1705
平成16年度　香川県小中学校教頭会研究大会要項　《研究主題》　生きる力をはぐくむ
開かれた学校づくりの推進と教頭のあり方　―　ともに輝き　明日を創造する子どもの育成
をめざして ―

――― 香川県小中学校教頭会 2004年

1706
平成16年度　三観地区小中学校教頭研修会記録　研究テーマ　生きる力をはぐくむ開か
れた学校づくりの推進と教頭のあり方

――― ――― ―――

1707 三豊市の就学前教育・保育に関する報告書 ――― 三豊市就学前教育・保育検討委員会 2009年
1708 1 平成12年度 研究紀要 ――― 香川県小学校教育研究会 音楽部会 ―――
1708 2 平成15年度 研究紀要 ――― 香川県小学校教育研究会 音楽部会 ―――
1708 3 平成16年度　研究紀要 ――― 香川県小学校教育研究会　音楽部会 ―――

1709 1 平成15年度　研究紀要　研究主題　望ましい食習慣の形成を目指す給食指導 ―――
香川県小学校教育研究会　学校給食部
会

―――

1709 2 平成16年度　研究紀要　研究主題　望ましい食習慣の形成をめざす給食指導 ―――
香川県小学校教育研究会　学校給食部
会

―――

1710 1
平成15年度　香川の総合的な学習　第4号　研究主題　子どもが主体的に働きかける総合
的な学習の在り方

香川県小学校教育研究会
総合学習部会

香川県小学校教育研究会　総合学習部
会

2004年

1710 2
平成16年度　香川の総合的な学習　第5号　研究主題　子供が主体的に働きかける総合
的な学習の在り方　―　子供のこだわりを大切に，価値ある学びを保障する支援活動　―

香川県小学校教育研究会総
合学習部会

香川県小学校教育研究会総合学習部
会　会長　西康比古

2005年
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1711
平成16年度　生活部会　香川の生活科研究　第16号　研究主題　知的な気付きが広がり
深まる『振り返り学習』の充実　～地域，家庭との連携を通した学習材の開発による，生活
科ワークブックの充実と指導計画の作成を通して～

――― 香川県小学校教育研究会　生活部会 2005年

1712 1 平成15年度　40　研究紀要 ―――
香川県中学校教育研究会　事務局　高
松市立光洋中学校

2004年

1712 2 平成16年度　41　研究紀要 ―――
香川県中学校教育研究会　事務局　高
松市立光洋中学校

2005年

1713 1 平成15年度 研究集録 研究テーマ 人間性豊かな心を育てる生活指導のあり方 ――― 香川県中学校教育研究会生徒指導部会 ―――

1713 2 平成16年度　研究集録　研究テーマ　人間性豊かな心を育てる生活指導のあり方 ―――
香川県中学校教育研究会生徒指導研
究部会

―――

1714
平成12年度　三豊地区中学校教育研究会総合研究会　発表要項　研究主題　生きる力を
はぐくむ授業の創造　―　自ら課題を見つけ、意欲的に学び合う生徒を求めて　―

―――
三豊地区中学校教育研究会　豊中町立
豊中中学校

2000年

1715 平成15年度　中高一貫教育開発指定校　研究実践報告 ―――
香川県立高瀬のぞみが丘中学校・高瀬
高等学校

2004年

1716 平成18年度　三中教育協議会　学校経営説明要項　平成18年8月30日(水) ―――
三豊市　観音寺市　学校組合立三豊中
学校

2006年

1717 平成19年度2年生　職場体験学習のまとめ ――― 三豊市立詫間中学校 2007年
1718 平成19年度職場体験学習のまとめ　(平成20年1月21日～25日) ――― 三豊市立高瀬中学校2年団 2008年
1719 校長の障害児学級経営Q＆A　―　学級編制の適正化　―　平成11年2月28日 ――― 香川県特殊学級設置学校長協会 1999年

1720 1 研究紀要　平成15年度 ―――
香川県中学校教育研究会　障害児教育
部会

2004年

1720 2 研究紀要　平成16年度 ―――
香川県中学校教育研究会　障害児教育
部会

2005年

1721 1 小学校3年・4年・5年・6年●香川型教材 算数 ――― ――― ―――
1721 2 小学校3年・4年・5年・6年●香川型教材 理科 ――― ――― ―――
1721 3 小学校3年・4年・5年・6年●香川型教材 国語 ――― ――― ―――
1721 4 中学校1年・2年・3年●香川型教材 数学 ――― ――― ―――
1721 5 中学校1年・2年・3年●香川型教材 理科 ――― ――― ―――
1721 6 中学校1年・2年・3年●香川型教材　英語 ――― ――― ―――
1722 児童生徒の食生活等実態調査まとめ　平成17年9月 ――― 香川県教育委員会 2005年

1723 1
家族で食べたいバランスメニュー集　平成20年度優秀作品集　朝ごはん　大好き　野菜
大好き 西讃っ子 ― 家族みんなで食卓を ―

――― 西讃地区食育推進ネットワーク会議 ―――

1723 2
家族で食べたいバランスメニュー集　平成21年度優秀作品集　朝ごはん　大好き　野菜
大好き 西讃っ子 ― 家族みんなで食卓を ―

――― 西讃地区食育推進ネットワーク会議 ―――

1723 3
家族で食べたいバランスメニュー集　平成22年度優秀作品集　朝ごはん　大好き　野菜
大好き　西讃っ子　―　家族みんなで食卓を　―

――― 西讃地区食育推進ネットワーク会議 ―――

1724 1 学校給食おすすめ料理 ――― 三野町学校給食センター 2011年
1724 2 学校給食おすすめ料理　三豊市三野町学校給食センター ――― 三豊市三野町学校給食センター ―――

1725 1 考えて食べよう
食生活に関する教育実践事
業調査研究会議

――― ―――
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1725 2 考えて食べよう　教師用指導資料
食生活に関する教育実践事
業調査研究会議

――― ―――

1726 1 香川の高等学校　平成12年7月
香川県教育委員会　高校教
育課　香川県総務部　学事文
書課

――― 2000年

1726 2 香川の高等学校　平成16年7月
香川県教育委員会 高校教
育課　香川県総務部　総務学
事課

――― 2004年

1726 3 香川の高等学校　平成17年7月
香川県教育委員会　高校教
育課　香川県総務部　総務学
事課

――― 2005年

1727 1 《三豊地区第16回教育論文》　入賞作品及び講評 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局三豊教育事
務所

―――

1727 2 《三豊地区第17回教育論文》　入賞作品及び講評 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会
香川県教育委員会事務局西讃教育事
務所

―――

1727 3 《三豊地区第18回教育論文》　入賞作品及び講評 ―――
三豊地区市町教育委員会連絡協議会・
香川県教育委員会事務局西讃教育事
務所

―――

1727 4 <三観地区第19回教育論文>　入賞作品及び講評 ―――
三観地区市教育委員会連絡協議会・香
川県教育委員会事務局西讃教育事務
所

―――

1727 5 《三観地区第20回教育論文》　入賞作品及び講評 平成20年度 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――
1727 6 《三観地区第21回教育論文》　入賞作品及び講評　平成22年度 ――― 三観地区市教育委員会連絡協議会 ―――

1728 平成18年度　三観地区教育指導員　教育実践事例集 ―――
三観地区市教育委員会連絡協議会・香
川県教育委員会事務局西讃教育事務
所

―――

1729 1
平成15年度学力向上フロンティア事業　「確かな学力」の向上のために　学力向上フロン
ティアスクール 指導事例集 平成16年3月

――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2004年

1729 2 平成16年度　学力向上フロンティア事業　研究報告書　平成17年3月 ――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2005年

1730
平成15年度～平成16年度　文部科学省学力向上フロンティアスクール事業　研究紀要
研究主題　仲間とともにつくる生活に生きる算数科学習　―　つまづきを生かして個に確か
な力をつけるための学習指導のあり方　―

――― 財田町立財田中学校 2005年

1731
平成16年度　放課後学習チューターの配置等に係る調査研究事業　研究報告書　平成
17年3月

――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2005年

1732 1 学習指導カウンセラー派遣に係る調査研究事業 中間報告書 平成16年3月 ――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2004年
1732 2

平成16年度 学習指導カウンセラー派遣に係る調査研究事業 研究報告書 平成17年3
月

――― 香川県教育委員会事務局義務教育課 2005年
1733 平成16年度　ふるさとリーダー養成事業実施報告書 ――― 香川県教育委員会 ―――

1734 平成15年度　香川の視聴覚教育 ―――
香川県小学校教育研究会　視聴覚教育
部会

―――
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1735 第57回国民体育大会成績一覧 ―――
香川県教育委員会　(財)香川県体育協
会

―――

1736 1 スポーツ関係　競技大会予定一覧表　平成11年度 ―――
香川県教育委員会　(財)香川県体育協
会

1999年

1736 2 スポーツ関係　競技大会予定一覧表　平成14年度 ―――
香川県教育委員会　(財)香川県体育協
会

―――

1737 讃岐っ子パワー　みんなでチャレンジ　チャレンジブック　平成16年度版 ―――

「讃岐っ子パワーみんなでチャレンジ」認
定委員会　香川県教育委員会事務局保
健体育課内「讃岐っ子パワーみんなで
チャレンジ」事務局

2004年

1738 1 香川の学校体育 平成16年3月 ――― 香川県教育委員会 2004年

1738 2 香川の学校体育　平成19年3月 ――― 香川県教育委員会 2007年

1739 1
平成15年度　研究のあゆみ　研究主題　食を通して，豊かな心と健康な体づくりをめざす
児童生徒の育成

――― 香川県学校栄養職員研究会 2004年

1739 2
平成16年度　研究のあゆみ　研究主題　食を通して，豊かな心と健康な体づくりをめざす
児童生徒の育成

――― 香川県学校栄養職員研究会 2005年

1740
学校図書館にかかわる方へ　～読書活動の推進・学校図書館充実のために～　平成16年
4月

――― 香川県教育委員会 2004年

1741 司書教諭の手引　～読書活動の推進・学校図書館充実のために～ ――― 香川県教育委員会 2004年
1742 香川県小中学校　読書活動指導事例集　平成17年3月 ――― 香川県教育委員会 2005年

1743
平成12年度　研究紀要別冊　総合的な学習の時間データベース資料　教育課程に関する
アンケート調査より

香川県教育センター 香川県教育センター 2000年

1744 1
平成15，16年度　科学技術・理科教育推進モデル事業　平成15年度理科大好きスクール
の実践　(中間報告)

――― 香川県教育委員会 2004年

1744 2
平成15，16年度　科学技術・理科教育推進モデル事業　平成16年度理科大好きスクール
の実践

――― 香川県教育委員会 2005年

1744 3

平成15・16年度　科学技術・理科教育推進モデル事業　(「理科大好きスクール」事業)<2
年次>　理科大好きスクール研究発表会要項　三観地区小学校教育(理科)研究会要項
研究主題　自然に親しみ，科学的に追究する児童の育成　―　もの・人とのかかわり合い
を通して　―

―――

香川県教育委員会　香川県小学校教育
研究会三・観支部　三観地区小学校教
育研究会理科部会　豊中町教育委員会
豊中町立笠田小学校

2004年

1745 1 平成11年度 NIE実践報告書 ――― 香川県NIE推進協議会 2000年

1745 2
平成15(2003)年度　NIE(エヌアイイー)実践報告書　教育に新聞を　Newspaper　in
Education　高松市立木太北部小学校　大野原町立大野原中学校　高松市立光洋中学校
香川県立高松西高等学校

――― 香川県NIE推進協議会 2004年

1746 1 平成15年度 教育実践優秀教員実践レポート ――― 香川県教育委員会 2004年
1746 2 平成16年度　教育実践優秀教員実践レポート ――― 香川県教育委員会 2005年
1747 学校評価システム研究事例集　平成16年9月 香川県教育委員会 ――― 2004年

1748 1
平成15年度香川県教育委員会研究団体等研究委託事業　評価方法の工夫改善のため
の参考資料 小学校編 社会科 生活科 音楽家 平成16年4月

――― 香川県教育委員会 2004年
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1748 2
平成15年度香川県教育委員会研究団体等研究委託事業　評価方法の工夫改善のため
の参考資料 中学校編 国語科 社会科 音楽科 平成16年4月

――― 香川県教育委員会 2004年

1748 3
平成16年度香川県教育委員会研究団体等研究委託事業　評価方法の工夫改善のため
の参考資料 小学校編 図画工作 家庭 体育 平成17年2月

――― 香川県教育委員会 2005年

1748 4
平成16年度香川県教育委員会研究団体等研究委託事業　評価方法の工夫改善のため
の参考資料　中学校編　美術　技術・家庭　保健体育　平成17年2月

――― 香川県教育委員会 2005年

1749 本県高等学校教育の今後の在り方について　(答申)　平成10年9月30日 ――― 香川県高校教育改革推進研究協議会 1998年
1750 小中学校の望ましい学校規模について　(指針) ――― 香川県・香川県教育委員会 2008年
1751 香川県　県立高校の学校・学科の在り方検討会議　報告書 ――― ――― 2008年
1752 1 平成12年度 学校一覧　(平成12年5月1日現在) ――― 香川県教育委員会事務局総務課 ―――
1752 2 平成16年度 学校一覧　(平成16年5月1日現在) ――― 香川県教育委員会事務局総務課 ―――
1752 3 平成17年度　学校一覧　(平成17年5月1日現在) ――― 香川県教育委員会事務局総務課 ―――
1753 平成17年度　三豊市　観音寺市　学校組合一般会計歳入歳出決算書 ――― 三豊市観音寺市学校組合 ―――
1754 平成12年度　全国養護教諭研究大会　報告書 ――― 香川県実行委員会 2000年
1755 OUTLINE　of　EDUCATION　IN　KAGAWA　PREFCTURE　香川の教育 ――― 香川県教育委員会 ―――
1756 さぬKidsのための　わくわく　イングリッシュアクティビティ　小学生のための楽しい英語活動 ――― 香川県教育委員会 2004年

1757 1
学校教育における　多様な地域間交流を取り入れた　豊かな体験活動ガイド　Vol.1　平成
16年3月

――― 香川県教育委員会 2004年

1757 2
平成15・16年度文部科学省委嘱「豊かな体験活動推進事業(地域間交流の実施)」　学校
教育における　多様な地域間交流を取り入れた　豊かな体験活動ガイド　Vol.2　平成17年
3月

――― 香川県教育委員会 2005年

1758
日本財団　補助事業　1999年度　海洋体験学習　『B＆G国内体験海洋セミナー』　感想文
集

―――
財団法人　ブルーシー・アンド・グリーン
ランド財団

―――

1759 環境学習プログラム　豊島・直島から環境を考える ―――
香川県環境森林部環境・水政策課　香
川県教育委員会事務局義務教育課

2004年

1760 1 第一回四国ジュニア環境サミット ―――
四国環境教育推進連絡協議会　徳島県
教育委員会　高知県教育委員会　愛媛
県教育委員会 香川県教育委員会

2004年

1760 2
「四国はひとつ」4県連携施策　環境教育合同事業　第1回四国ジュニア環境サミット　感想
文集

―――
四国環境教育推進連絡協議会　徳島県
教育委員会　高知県教育委員会　愛媛
県教育委員会　香川県教育委員会

2004年

1761 1 集まれ！環境探検隊　～平成12年度　環境学習活動報告書～ ―――
香川県生活環境部環境局環境・土地政
策課

2001年

1761 2 集まれ！環境探検隊　～平成15年度　環境学習活動報告書～ ―――
香川県環境森林部環境・水政策課　香
川県教育委員会事務局義務教育課

2004年

1762
平成16年度　不登校に関する研究プロジェクト会議研究成果報告書　不登校への対応に
おける　学校と教育支援センターの望ましい連携の在り方　(適応指導教室)

―――
香川大学教育学部附属教育実践総合
センター　センター長　湯浅恭正

2005年

1763 平成16年度　教育統計年報 ――― 香川県教育委員会 2005年
1764 平成15年度　第52回　香川県青年大会要項 ――― 香川県連合青年会　香川県教育委員会 ―――
1765 平成17年度　香川型指導体制研修会記録 ――― 香川県教育委員会義務教育課 2005年
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1766 1 平成12年度のあゆみ 育成歳時記<第8号> ――― 三豊中央地区少年育成センター 2001年
1766 2 平成15年度のあゆみ 育成歳時記<第11号> ――― 三豊中央地区少年育成センター ―――
1766 3 平成16年度のあゆみ　育成歳時記<第12号> ――― 三豊中央地区少年育成センター ―――

1767 1 人権啓発パンフレット　人権ア・ラ・カルト　―　みんなで考える人権　― ―――
香川県人権教育のための国連10年推進
本部

2000年

1767 2 人権啓発パンフレット　人権ア・ラ・カルト　―　みんなで考える人権　― ―――
香川県人権教育のための国連10年推進
本部

2001年

1768 同和問題に正しい理解と認識を。 ――― 香川県民生部同和対策室 ―――
1769 同和問題に正しい理解と認識を。 ――― 財田町同和教育推進協議会 ―――
1770 1 1991年度 同和教育計画 ――― 三野町立大見幼稚園 ―――
1770 2 1998年度　同和教育計画 ――― 三野町立大見幼稚園 ―――
1771 財田町同和対策総合計画　2000年(平成12年)6月 ――― 財田町 2000年
1772 1 1999年度 同和教育 短歌集 ――― 高三同研進委員会 ―――
1772 2 2000年度 同和教育 短歌集 ――― 高三同研進委員会 ―――
1772 3 2002年度　人権・同和教育　短歌集 ――― 高三同研進委員会 ―――
1773 1 平成9年度 同和教育のあゆみ ――― 香川県小学校教育研究会同和教育部 1998年
1773 2 平成12年度 同和教育のあゆみ ――― 香川県小学校教育研究会同和教育部 2001年
1773 3 平成13年度　同和教育のあゆみ ―――

香川県小学校教育研究会同和教育部
会

2002年
1774 平成10年度　社会同和教育指導者実践講座 ――― 香川県教育委員会 1998年

1775
平成12年度　香川県中学校教育研究会　同和教育研究大会　大会要項　研究主題　確
かな人権尊重の心を培い、共に生き、支え合い鍛え合う生徒の育成

―――
香川県中学校教育研究会同和教育部
会　三豊地区中学校教育研究会同和教
育部会

2000年

1776 1 第45回 四国地区同和教育研究大会報告書 ――― 四国地区同和教育研究協議会 1998年

1776 2 第52回　四国地区人権教育研究大会資料 ―――
四国地区人権教育研究協議会　愛媛県
教育委員会 愛媛県人権教育協議会

2005年

1776 3 第53回　四国地区人権教育研究大会資料 ―――
四国地区人権教育研究協議会　香川県
教育委員会　香川県人権・同和教育研
究協議会

2006年

1776 4 第55回　四国地区人権教育研究大会資料 ―――
四国地区人権教育研究協議会　高知県
教育委員会　(社)高知県人権教育研究
協議会

2008年

1776 5 第57回　四国地区人権教育研究大会資料 ―――
四国地区人権教育研究協議会　香川県
教育委員会　香川県人権・同和教育研
究協議会

2010年

1777
「人権の21世紀」実現に向けて　部落解放運動の新たな展望を切り拓こう　部落解放研究
第35回全国集会　討議資料

―――
部落解放研究第35回全国集会中央実
行委員会

2001年

1778 1
三野町青少年健全育成大会　―　青少年健全育成講演会　―　育てよう　耐える力と思い
やり　父親の役割を見直そう

―――

青少年健全育成三野町民会議　青少年
健全育成三野町民会議下高瀬支部　三
野町青少年健全育成協議会　三野町教
育委員会

1984年
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1778 2
三野町青少年健全育成大会　―　青少年健全育成講演会　―　育てよう　耐える力と思い
やり　教育は家庭から

―――
青少年健全育成三野町民会議　青少年
健全育成三野町民会議吉津支部　三野
町教育委員会

1985年

1778 3
三野町青少年健全育成大会　―　青少年健全育成講演会　―　よその子も　しかれる勇
気と　思いやり

―――
青少年健全育成三野町民会議　青少年
健全育成三野町民会議吉津支部　三野
町教育委員会

1988年

1779 第51回人権週間のつどい　講演録 ―――
高松法務局　香川県人権擁護委員連合
会

―――

1780 男女共同参画社会を目指して　人権擁護委員研修会記録 ――― 香川県人権擁護委員連合会 2000年
1781 1 同和対策事業関係要綱集 平成9年度 ――― 香川県 ―――
1781 2 同和対策事業関係要綱集　平成16年度 ――― 香川県 ―――

1782 1 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成元年～平成10年)
香川県生活環境部生活衛生
課

香川県生活環境部生活衛生課 1999年

1782 2 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成2年～平成1１年)
香川県生活環境部生活衛生
課

香川県生活環境部生活衛生課 2000年

1782 3 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成5年～平成14年)
香川県健康福祉部生活衛生
課

香川県健康福祉部生活衛生課 2003年

1782 4 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成6年～平成15年)
香川県健康福祉部生活衛生
課

香川県健康福祉部生活衛生課 2004年

1782 5 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成7年～平成16年)
香川県健康福祉部生活衛生
課

香川県健康福祉部生活衛生課 2005年

1782 6 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成10年～平成19年)
香川県健康福祉部生活衛生
課

香川県健康福祉部生活衛生課 2008年

1782 7 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成12年～平成21年)
香川県健康福祉部生活衛生
課

香川県健康福祉部生活衛生課 2010年

1782 8 講習会資料　目で見る食中毒発生状況　(平成13年～平成22年)
香川県健康福祉部生活衛生
課

香川県健康福祉部生活衛生課 2011年

1783 1 香川県農業・農村基本計画 素案 ――― 香川県 ―――
1783 2 香川県農業・農村基本計画 各論編 平成13年3月 ――― 香川県農林水産部農林水産企画課 2001年
1783 3 香川県農業・農村基本計画　総論編　平成13年3月 ――― 香川県農林水産部農林水産企画課 2001年
1784 農業振興地域整備基本方針　平成16年7月 ――― 香川県 2004年
1785 1 平成14年度 普及指導計画 ――― 香川県西讃農業改良普及センター 2002年
1785 2 平成15年度 普及指導計画 ――― 香川県西讃農業改良普及センター 2003年
1785 3 平成16年度　普及指導計画 ――― 香川県西讃農業改良普及センター 2004年
1786 平成16年度　農業者等意向調査　結果報告書 ――― 香川県農政水産部農政課 ―――

1787 1
平成14年度経営構造対策研修会講演録　「新たなる挑戦　新たなる展開で農業・農村の
活性化を」　― モクモクの経営戦略を通して ― 平成15年3月

――― 香川県　香川県農業構造改善協会 2003年

1787 2
平成14年度経営構造対策研修会講演録　元気が出るグリーン・ツーリズム　―　平成15年
3月　―

――― 香川県農業構造改善協会 2003年

1788 1
香川県むらの技能伝承士登録者一覧　活力とやすらぎのある農山漁村　―　生涯現役を
めざして ―

――― 香川県 ―――
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1788 2
香川県むらの技能伝承士登録者一覧　活力とやすらぎのある農村漁村　―　生涯現役を
めざして ― 平成20年5月

――― 香川県 2008年

1788 3
香川県むらの技能伝承士登録者一覧　活力とやすらぎのある農山漁村　―　生涯現役を
めざして　―

――― 香川県 ―――

1789
中国四国自然休養村ガイドブック　改訂版　自然まるごと体験　鳥取・島根・岡山・広島・山
口・徳島・香川・愛媛・高知　中四国の自然休養村80ヶ所を完全ファイル!!

西尾総合印刷株式会社 中国四国自然休養村協議会 1997年

1790 平成12年　香川県の生産農業所得　平成14年3月
中国四国農政局香川統計事
務所

社団法人　香川農林統計協会 2002年

1791 1 平成13年産　香川青果物生産出荷統計　平成14年12月
中国四国農政局香川統計情
報事務所

社団法人　香川県農林統計協会 2002年

1791 2 平成15年産　香川青果物生産出荷統計　平成16年12月
中国四国農政局高松統計・情
報センター

社団法人　香川県農林統計協会 2004年

1792 香川県生産農業所得市町別累年統計　(昭和35年～平成15年)　平成17年2月
中国四国農政局高松統計・情
報センター

――― 2005年

1793 1 図説　香川の農業経営　平成16年2月
中国四国農政局高松統計・情
報センター

香川県農林統計ｌ協会 2004年

1793 2 平成15年　香川の農業経営　平成17年1月
中国四国農政局高松統計・情
報センター

――― 2005年

1794 平成13年度農業構造改善事業　経営者管理指導実施概要　平成14年3月 ――― 香川県農業構造改善協会 2002年

1795 1
平成13年度水田農業経営確立対策の実績　平成14年度水田農業経営確立対策の取組
状況 平成14年10月

――― 香川県農政水産部農業生産流通課 2002年

1795 2
平成14年度水田農業経営確立対策の実績　平成15年度水田農業経営確立対策の取組
状況 平成15年9月

――― 香川県農政水産部農業生産流通課 2003年

1795 3
平成15年度水田農業経営確立対策の実績　平成16年度水田農業構造改革対策等の取
組状況　平成16年9月

――― 香川県農政水産部農業生産流通課 2004年

1796 平成15・19年度版　農業青年の現状と農村青年クラブ活動状況関係資料 ――― 香川県農政水産部農業経営課 ―――
1797 第四次経営基盤強化計画　(自　平成17年度　至　平成21年度) ――― 香川県農業信用基金協会 ―――
1798 農業改良資金取扱の手引　―　運用編　―　平成13年3月 ――― 香川県農林水産部農業経営課 2001年
1799 財田農業振興地域整備計画書　(農業・農村整備計画書)　昭和62年3月 ――― 財田町 1987年
1800 1 普及活動のあしあと 平成13年度普及活動成果 平成14年3月 ――― 香川県農林水産部農業経営課 2002年
1800 2 平成14年度普及活動成果　普及活動のあしあと　平成15年4月 ――― 香川県農政水産部農業経営課 2003年

1801 平成15年度　普及活動成果　(第17報、調査・研究概要書) ―――
西讃農業改良普及協議会　香川県西讃
農業改良普及センター

2004年

1802
こども向け小冊子(水産業版)　知(し)っとん海(かい)？のう　水産業についてみんなで考え
よう

中国四国農政局高松統計・情
報センター

社団法人　香川農林統計協会 2004年

1803 1 環境白書 平成2年度版 香川県環境保健部 香川県環境保健部 1991年
1803 2 環境白書 平成3年度版 香川県環境保健部 香川県環境保健部 1992年
1803 3 環境白書 平成4年度版 香川県環境保健部 香川県環境保健部 1993年
1803 4 環境白書 平成6年度版 香川県環境保健部 香川県環境保健部 1995年
1803 5 香川県環境白書 平成7年度版 香川県環境保健部 香川県環境保健部 1996年
1803 6 香川県環境白書 平成8年度版 香川県生活環境部環境局 香川県生活環境部環境局 1997年
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1803 7 香川県環境白書 平成9年度版 香川県生活環境部環境局 香川県生活環境部環境局 1998年
1803 8 香川県環境白書 平成10年度版 香川県生活環境部環境局 香川県生活環境部環境局 1999年
1803 9 香川県環境白書 平成11年度版 香川県生活環境部環境局 香川県生活環境部環境局 2000年
1803 10 香川県環境白書 平成12年度版 香川県生活環境部環境局 香川県生活環境部環境局 2001年
1803 11 平成14年度版　～香川から環白宣言！～　香川県環境白書 香川県環境部 香川県環境部 2003年
1803 12 平成17年度版　～香川から環白宣言！～　香川県環境白書 香川県環境森林部 香川県環境森林部 2005年
1804 平成8年度　香川県環境研究センター所報　第21号 香川県環境研究センター 香川県環境研究センター 1998年

1805 香川県希少野生生物保護対策強化事業　オムニバス保護管理マニュアル　平成12年3月 ―――
香川県環境局環境・土地政策課自然保
護室

2000年

1806 環境キャラバン隊事業の実績　平成11年度 ―――
香川県　生活環境部　環境局　環境・土
地政策課

2000年

1807 平成15年度　環境キャラバン隊の活動
香川県　環境森林部　環境・
水政策課

香川県　環境森林部　環境・水政策課 2004年

1808
平成11年度　環境庁委託事業　瀬戸内海中央ゾーン総合環境学習プログラム集　平成12
年3月

――― ――― 2000年

1809 香川県環境教育・環境学習基本方針 ―――
香川県　生活環境部　環境局　環境・土
地政策課

2000年

1810 香川県みどりの基本計画　概要版　平成18～22年度 ――― 香川県 ―――
1811 香川県大気汚染常時監視システム ――― 香川県 ―――

1812 1 平成3年度　大気汚染調査結果 ――― 香川県 ―――

1812 2 平成4年度 大気汚染調査結果 ――― 香川県 ―――
1812 3 平成5年度 大気汚染調査結果 ――― 香川県環境保健部環境保全課 1994年
1812 4 平成6年度 大気汚染調査結果 ――― 香川県環境保健部環境保全課 1995年

1812 5 平成7年度　大気汚染調査結果 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 1996年

1812 6 平成8年度　大気汚染調査結果 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 1997年

1812 7 平成9年度　大気汚染調査結果 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 1998年

1812 8 平成22年度　大気汚染調査結果 ――― 香川県環境森林部環境管理課 ―――
1813 1 香川県の人びとのくらしと水 小学生用副読本 ――― 節水型街づくり推進協議会 会長 有岡 ―――

1813 2 香川県の人びとのくらしと水　小学生用副読本　平成16年度版 ―――
節水型街づくり推進協議会　会長　山本
伸二

―――

1813 3 香川県の人びとのくらしと水　小学生用副読本　平成17年度版 ――― 節水型街づくり推進協議会 ―――
1814 1 平成5年度 水質測定計画 ――― 香川県 ―――
1814 2 平成6年度 水質測定計画 ――― 香川県 ―――
1814 3 平成7年度 水質測定計画 ――― 香川県 ―――
1814 4 平成8年度　水質測定計画 ――― 香川県 ―――
1815 井戸水のおはなし　井戸水を利用している方々へ ――― 香川県 ―――
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1816 香川県　全県域生活排水処理構想 ―――
香川県環境・土地利用調整協議会生活
排水対策部会　事務局　香川県生活環
境部環境局環境保全課

1996年

1817 1 香川県全県域生活排水処理構想　策定要領　平成13年1月 ―――
香川県環境・土地利用調整協議会生活
排水対策部会　全県域生活排水処理構
想推進専門部会

2001年

1817 2
香川県全県域生活排水処理構想　市町生活排水処理施設整備計画作成のための　市町
作業マニュアル　平成13年7月

―――
香川県環境・土地利用調整協議会生活
排水対策部会　全県域生活排水処理構
想推進専門部会

2001年

1818
香川県全県域生活排水処理構想　―　ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てるため
に　―

―――
香川県環境・土地利用調整協議会生活
排水対策部会　事務局　香川県生活環
境部環境局環境保全課

―――

1819 ふるさと水と土　中山間地域保全対策　平成18年4月 ――― 香川県農村整備課 2006年
1820 Let's　try！水かんきょう　―　水環境保全行動指針(県民編)　― ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 ―――

1821 川の生きものを調べよう　水生生物による水質判定
環境庁水質保全局　建設省
河川局

社団法人　日本水環境学会 2000年

1822 財田町下水道計画　基礎調査報告書　平成2年度 ――― 香川県　財田町 ―――
1823 人と自然にやさしく、豊かで活力のある町　財田町下水道整備基本構想　平成9年2月 ――― 財田町 1997年
1824 香川の衛生　平成7年刊行 ――― 香川県環境保健部医務課 1995年

1825 日本の廃棄物処理　昭和62年度版 ―――
厚生省生活衛生局水道環境部環境整
備課　香川県環境保健部環境自然保護
課

1989年

1826
廃棄物をめぐる　循環型社会へ向かって　―　事業系一般廃棄物の適正処理を目指して
―　平成9年7月

―――
社団法人　香川経済同友会　専務常任
幹事事務局長　石丸尚志

1997年

1827 循環型社会への挑戦　―　循環型社会形成推進基本法が制定されました　― 環境庁水質保全局企画課 環境庁 2000年

1828 産業廃棄物は適正に処理しましょう　(なくそう！廃棄物の不法処理) ―――

香川県産業廃棄物不法処理防止連絡
協議会
香川県/香川県警察本部/高松市/高松
海上保安部/香川県市長会/香川県町
村会/(社)香川県産業廃棄物協会/(財)
香川県暴力追放運動推進センター

―――

1829 1 香川県　産業廃棄物実態調査報告書　平成2年2月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1990年

1829 2 香川県産業廃棄物実態調査　報告書　(統計資料編)　平成2年2月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1990年

1830 1 昭和53年度 一般廃棄物の現況 昭和54年3月 ――― 香川県環境保健部環境総務課 1979年
1830 2 昭和54年度 一般廃棄物の現況 昭和55年3月 ――― 香川県環境保健部環境総務課 1980年
1830 3 昭和55年度 一般廃棄物の現況 昭和56年3月 ――― 香川県環境保健部環境総務課 1981年
1830 4 昭和56年度 一般廃棄物の現況 昭和57年3月 ――― 香川県環境保健部環境総務課 1982年
1830 5 昭和57年度 一般廃棄物の現況 昭和58年3月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1983年
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1830 6 昭和58年度 一般廃棄物の現況 昭和59年3月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1984年
1830 7 昭和59年度 一般廃棄物の現況 昭和60年3月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1985年
1830 8 昭和60年度 一般廃棄物の現況 昭和61年3月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1986年
1830 9 昭和61年度 一般廃棄物の現況 昭和62年1月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1987年
1830 10 昭和62年度 一般廃棄物の現況 昭和63年1月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1988年
1830 11 昭和63年度 一般廃棄物の現況 昭和63年12月 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1988年
1830 12 平成2年3月 一般廃棄物の現況 平成元年度 ――― 香川県環境保健部環境自然保護課 1990年
1830 13 平成3年3月 一般廃棄物の現況 平成2年度 ――― 香川県環境保健部廃棄物対策室 1991年
1830 14 平成4年3月 一般廃棄物の現況 平成3年度 ――― 香川県環境保健部廃棄物対策室 1992年
1830 15 平成5年3月 一般廃棄物の現況 平成4年度 ――― 香川県環境保健部廃棄物対策室 1993年
1830 16 平成6年3月 一般廃棄物の現況　(平成4年度実績) ――― 香川県環境保健部廃棄物対策室 1994年
1830 17 平成8年4月 一般廃棄物の現況　(平成6年度実績) ――― 香川県生活環境部環境局廃棄物対策課 1996年
1830 18 平成9年3月 一般廃棄物の現況　(平成7年度実績) ――― 香川県生活環境部環境局廃棄物対策課 1997年
1830 19 平成10年3月 一般廃棄物の現況　(平成8年度実績) ――― 香川県生活環境部環境局廃棄物対策課 1998年
1830 20 平成11年3月 一般廃棄物の現況　(平成9年度実績) ――― 香川県生活環境部環境局廃棄物対策課 1999年
1830 21 平成12年3月 一般廃棄物の現況　(平成10年度実績) ――― 香川県生活環境部環境局廃棄物対策課 2000年
1830 22 平成13年3月　一般廃棄物の現況　(平成11年度実績) ――― 香川県生活環境部環境局廃棄物対策課 2001年
1831 高瀬町総合体育館 ――― 高瀬町 ―――
1832 1 三野町 弥谷の自然(いやだにのしぜん) 平成2年 ――― 三野町母親委員会 1990年
1832 2 弥谷の自然(いやだにのしぜん) ――― 三野町PTA母親委員会 1991年
1832 3 弥谷の自然(いやだにのしぜん) ――― 三野町PTA母親委員会 1992年
1832 4 弥谷の自然(いやだにのしぜん) ― PART2 ― ――― 三野町PTA母親委員会 1992年
1832 5 平成5年度　弥谷の自然(いやだにのしぜん) ――― 三野町PTA母親委員会 1994年
1833 集落ぐるみの知恵で築いた園芸産地　～久保谷営農組合～ ――― 三野町 ―――
1834 合併50周年記念　三野町閉町式典 ――― 三野町 2005年
1835 次世代育成支援に関するアンケート調査　平成16年3月 ――― 詫間町 2004年
1836 1 詫間町 次世代育成支援に関するニーズ量算出結果報告書　(国勢調査) ――― 詫間町 ―――
1836 2 詫間町　次世代育成支援に関するニーズ量算出結果報告書　(住民基本台帳) ――― 詫間町 ―――
1837 平成15年度　家庭の日啓発作品集 ――― 詫間町家庭の日推進協議会 2003年
1838 高三同研のあゆみ ――― 高三同研推進委員会 ―――
1839 高三同研　第7回フィールドワーク　報告文集　2000年8月3日(木)～8月4日(金) ――― 高三同研 2000年

1840 1 《第10号》　平成16年度　税に関する作品集 ―――
観音寺税務署管内租税教育推進協議
会 観音寺税務署管内納税貯蓄組合連

―――

1840 2 《第16号》　平成22年度　税に関する作文集 ―――
三観地区租税教育推進協議会　観音寺
税務署管内納税貯蓄組合連合会

―――

1841 美しい田園と瀬戸の海、そして未来へ　かがわ 香川県広聴広報課 香川県広聴広報課 2004年

1842
新たなかがわ型グリーン・ツーリズムモデル　のんびーり　ほんわーか　かがわで楽しむ！
グリーン・ツーリズム　G　vol.4

――― 香川県 ―――

1843
うどん店排水処理対策マニュアル　川や海にやさしいうどんづくり　～さぬきうどんはかがわ
の宝、ため池や瀬戸内海もかがわの宝～

――― 香川県 ―――

1844 1 健やか香川21ヘルスプラン ――― 香川県 2002年
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1844 2 健やか香川21ヘルスプラン 香川県健康増進計画 中間見直し版 ――― 香川県 2006年

1844 3
元気の出る　うまげな話　レッツ健康！みんなでトライ！健やか香川21　健康づくり事例集
【団体編】

――― 香川県健康福祉部健康福祉総務課 ―――

1844 4
3･3･30運動　「食べよう朝食！アイデアBOOK」　健やか香川！「朝食アイデアコンクール」
入選作品集

――― 香川県健康福祉部健康福祉総務課 2002年

1845 ハンセン病を知っていますか？
香川県健康福祉部薬務感染
症対策課

香川県 2004年

1846 1 行政相談だより 讃岐 №57 平成12年8月 四国行政監察支局 四国行政監察支局 2000年
1846 2 行政相談だより 讃岐 №58 ― 行政相談委員制度40周年特集号 ― 平成13年8月 四国行政評価支局 四国行政評価支局 2001年
1846 3 行政相談だより 讃岐 №65 平成20年8月 総務省 四国行政評価支局 総務省 四国行政評価支局 2008年
1846 4 行政相談だより　讃岐　№66　平成21年8月 総務省　四国行政評価支局 総務省　四国行政評価支局 2009年

1847 第37回　香川県国保地域医療学会　学会誌 ―――
香川県国保診療施設協議会　香川県国
民健康保険団体連合会

1997年

1848 平成10年度　国民健康保険予算分析 ――― 香川県国民健康保険団体連合会 1998年

1849
平成11年度　国民健康保険　保険料(税)適正賦課及び収納率向上特別対策事業　事例
集

――― 香川県健康福祉部保険課 2000年

1850 平成11年度　保健事業事例集　(市町分) ――― 香川県国民健康保険団体連合会 2000年

1851 第13回優秀研究表彰　研究論文集　平成21年10月 ―――
全国国民健康保険診療施設協議会　富
永芳德

2009年

1852 1 平成12年度 介護保険事業状況報告年報 厚生労働省老健局 厚生労働省老健局 2002年
1852 2 平成14年度　介護保険事業状況報告年報 厚生労働省老健局 厚生労働省老健局 2004年
1853 財田町老人保健福祉計画及び財田町介護保険事業計画 ――― 財田町 ―――
1854 財田町障害者福祉計画　共に生きる町づくりをめざして ――― 財田町 1999年

1855 1
老人保健事業についての検討報告書　(平成12年度各種健康診査事業)　(平成12年度脳
卒中情報システム事業)　(平成13年地域がん登録事業) 平成14年5月

――― 香川県成人病検診管理指導協議会 2002年

1855 2
老人保健事業についての検討報告書　(平成13年度各種健康診査事業)　(平成13年度脳
卒中情報システム事業)　(平成14年地域がん登録事業)　平成15年6月

――― 香川県生活習慣病対策協議会 2003年

1856 香川県勤労者福祉施設一覧　平成11年度 ―――
社団法人　香川県勤労者福祉施設運営
協議会

―――

1857 地域福祉権利擁護事業関係資料集　第Ⅳ集　平成16年3月 ―――
香川県社会福祉協議会　香川県地域福
祉権利擁護センター

2004年

1858 香川の健康と福祉　平成11年度版 ――― 香川県健康福祉部 2000年
1859 高額療養費・公費負担医療の手引 ――― 香川県健康福祉部保険課 2000年
1860 平成14年度　事業報告書 ――― 財団法人　香川県予防医学協会 2003年

1861 1
香川県新行政改革大綱　―　変革の時代への対応、意識改革から始まるスリムな県庁　―
平成11年3月

――― 香川県 1999年

1861 2 平成11年度香川県行政改革実施計画 平成11年3月 ――― 香川県 1999年
1861 3 平成12年度香川県行政改革実施計画 平成12年3月 ――― 香川県 2000年
1861 4 平成13年度香川県行政改革実施計画 平成13年3月 ――― 香川県 2001年
1861 5 平成14年度香川県行政改革実施計画　平成14年3月 ――― 香川県 2002年
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1862 出先機関の見直し方針　平成13年3月 ――― 香川県 2001年
1863 出先機関の再編整備計画　平成13年10月 ――― 香川県 2001年
1864 消費者行政の概要　平成16年4月 ――― 香川県政策部県民産画課 2004年

1865 香川県文化振興ビジョン　～文化の香り高いうるおいに満ちた香川の実現～ ―――
香川県　香川県教育委員会事務局文化
行政課

2001年

1866 平成15年度　町監査委員に関する実態調査集計結果 ――― 香川県町村監査委員協議会 ―――
1867 平成16年　香川県観光客動態調査報告　(含、参考資料) ――― 香川県観光交流局 2005年

1868
特定非営利活動法人(NPO)全国教育ボランティアの会主催　平成16年度事業活動報告
書

―――
NPO特定非営利法人全国教育ボラン
ティアの会　四国支部

―――

1869
香川県動物愛護管理推進計画　人と動物との調和のとれた共生社会づくり　《平成20年4
月～平成30年3月》

――― 香川県 ―――

1870 平成8年度　シルバー人材センター事業運営状況 ―――
社団法人　香川県シルバー人材セン
ター連合会

1997年

1871 会員の就業実態と意識調査報告書　平成10年3月 ―――
社団法人　香川県シルバー人材セン
ター連合会

1998年

1872 1 20世紀最後の夕陽を見る　第2次キャンペーン　日本列島夕陽の旅　日本の夕陽百選 ―――
事務局　日本の夕陽百選選考委員会
日本列島夕陽の旅地域推進協議会

2000年

1872 2
第3次キャンペーン　日本の夕陽百選　日本列島夕陽と朝日の旅　第1次キャンペーン　日
本の朝日百選

―――

日本の夕陽百選選考委員会　日本列島
夕陽の旅地域推進協議会　日本の朝日
百選選考委員会　日本列島朝日の旅地
域推進協議会

―――

1872 3
日本の夕陽百選　選定地域および施設一覧　日本の朝日百選　感動のはじまり　日本列
島夕陽と朝日の旅　2004年度版

―――
NPO法人　日本列島夕陽と朝日の郷づ
くり協会

2005年

1873 1
香川と四国をオモシロ知的に遊ぶフリーマガジン　interest　2009/latter　(インタレスト　通
巻8号)

―――
インタレストプロダクション(四国学院大学
カルチュラル・マネジメント学科内)

2009年

1873 2
香川と四国をオモシロ知的に遊ぶフリーマガジン　interest　2010/latter　(インタレスト　通
巻10号)

―――
四国学院大学カルチュラル・マネジメント
学科

2010年

1874 香川県宗教法人名簿　平成9年3月 ――― 香川県学事文書課 1997年
1875 第5次水質総量規制関係資料　平成14年7月 ――― 香川県 2002年

1876 1
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画　(香川県)　平成14
年7月

――― 香川県 2002年

1876 2
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画　(香川県)　(参考
資料)　平成14年7月

――― 香川県 2002年

1877 香川県地域防災計画　(震災対策編)　平成13年4月 ――― 香川県防災会議 2001年

1878 新版　目で見る防災読本　災害に強いわが家・わがまちをつくろう ―――
三豊広城消防本部　南消防署・北消防
署

―――

1879 1 平成10年 住宅需要実態調査結果報告 平成12年3月 ――― 香川県 2000年
1879 2 平成10年　住宅需要実態調査結果の概要　平成12年3月 ――― 香川県 2000年

1880 平成20年度　選挙啓発リーダー養成研修　「選挙へ行こう！」感想文集 ―――
香川県明るい選挙推進協議会　香川県
選挙管理委員会

2008年
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1881 第44回　全国体育指導委員研究協議会報告書 ―――
第44回全国体育指導委員研究協議会
岡山県実行委員会

2004年

1882
平成11年度　香川県体育指導委員　意識調査報告書　平成12年3月　―　620名の生の
声　―

香川県体育指導委員連絡協
議会　生涯スポーツ専門委員
会

――― ―――

1883 香川県体育指導委員連絡協議会　設立40周年記念行事　報告書 ――― 香川県体育指導委員連絡協議会 2004年
1884 地域住民の"体力づくり推進役として"　県体指40年のあゆみ　2004年11月 ――― 香川県体育指導委員連絡協議会 2004年

1885 讃岐っ子元気アッププラン　平成22年3月 ――― 香川県教育委員会事務局保健体育課 2010年

1886 体協かがわ　№56　平成12年5月発売 ―――
財団法人　スポーツ安全協会香川県支
部(香川県体育協会内)

2000年

1887 1
平成10年度　国体選手の医・科学サポートに関する研究　バレーボールのジャンプの動作
の検討

――― 財団法人　香川県体育協会 1999年

1887 2
平成11年度　国体選手の医・科学サポートに関する研究　剣道選手の体力調査と踵サ
ポータの効果の検証

――― 財団法人　香川県体育協会 2000年

1888 1
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク香川2003　うどんツルツル!　スポーツス
ルスル!! 都道府県代表参加種目 参加申込書

―――
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭
香川県実行委員会

2003年

1888 2
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク香川2003　うどんツルツル!　スポーツス
ルスル!! 実施要項・種目別大会実施要項

―――
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭
香川県実行委員会

2003年

1888 3
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭　宿泊・交通・観光ガイド　スポレク香川2003　平
成15年11月1日(土)～4日(火) うどんツルツル! スポーツスルスル!!

―――
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭
香川県実行委員会

2003年

1888 4
第16回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク香川2003　平成15年11月1日(土)～4日
(火)　宿泊・弁当・交通・観光のご案内　うどんツルツル!　スポーツスルスル!!

――― スポレク香川2003トラベルセンター 2003年

1889 1 公害苦情処理事例集(20) 典型7公害 典型7公害以外の苦情 編 平成4年3月 ――― 公害等調整委員会事務局 1992年
1889 2 公害苦情処理事例集(22) 典型7公害 典型7公害以外の苦情 編 平成6年3月 ――― 公害等調整委員会事務局 1994年
1889 3 公害苦情処理事例集(23) 典型7公害 典型7公害以外の苦情 編 平成7年3月 ――― 公害等調整委員会事務局 1995年
1889 4 公害苦情処理事例集(24) 典型7公害 典型7公害以外の苦情 編 平成8年3月 ――― 公害等調整委員会事務局 1996年
1889 5 公害苦情処理事例集(25)　典型7公害　典型7公害以外の苦情　編　平成9年3月 ――― 公害等調整委員会事務局 1997年
1890 1 平成2年度 地方公共団体における 公害苦情処理状況 平成4年3月 公害等調整委員会事務局 公害等調整委員会事務局 1992年
1890 2 平成3年度　地方公共団体における　公害苦情処理状況　平成5年4月 公害等調整委員会事務局 公害等調整委員会事務局 1993年
1891 1 平成2年度 公害苦情件数調査結果報告書 平成3年12月 公害等調整委員会事務局 公害等調整委員会事務局 1991年
1891 2 平成3年度　公害苦情件数調査結果報告書　平成4年12月 公害等調整委員会事務局 公害等調整委員会事務局 1992年
1892 1 平成6年度 公害苦情調査結果報告書 平成7年11月 公害等調整委員会事務局 ――― 1995年
1892 2 平成7年度 公害苦情調査結果報告書 平成9年1月 公害等調整委員会事務局 ――― 1997年
1892 3 平成8年度　公害苦情調査結果報告書　平成9年12月 公害等調整委員会事務局 ――― 1997年
1893 1 平成3年度 水質測定結果 ――― 香川県 ―――
1893 2 平成4年度 水質測定結果 ――― 香川県 ―――
1893 3 平成5年度 水質測定結果 ――― 香川県 1994年
1893 4 平成6年度 水質測定結果 ――― 香川県 1995年

1893 5 平成7年度　水質測定結果
香川県生活環境部環境局環
境保全課

香川県生活環境部環境局環境保全課 1996年
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1893 6 平成8年度　水質測定結果
香川県生活環境部環境局環
境保全課

香川県生活環境部環境局環境保全課 1997年

1893 7 平成9年度　水質測定結果
香川県生活環境部環境局環
境保全課

香川県生活環境部環境局環境保全課 1998年

1893 8 平成15年度　水質測定結果
香川県環境森林部環境管理
課

香川県環境森林部環境管理課 2004年

1893 9 平成22年度　水質測定結果
香川県環境森林部環境管理
課

香川県環境森林部環境管理課 ―――

1894 化学物質適正管理の手引き　平成13年3月 ――― 香川県生活環境部環境局環境保全課 2001年

1895 香川県における市町合併に関する調査検討報告書　平成12年3月 ――― 香川県市町合併促進方策検討委員会 2000年

1896
せとうち田園都市香川創造プラン～海と田園と都市の魅力がきらめく香川をめざして～【概
要版】

――― 香川県政策部政策部　政策課 2010年

1897 新しい市町村合併特例法のあらまし ――― 香川県 ―――
1898 21世紀の新しいまちづくり　市町合併を考えてみませんか 香川県総務部　市長振興課 香川県 2000年
1899 みんなの将来のために市町村のことを考えてみよう！　市町村合併って？ ――― 自治省 ―――
1900 1 町村長等の給料月額調査　(平成10年4月1日現在) 全国町村会 全国町村会 1998年
1900 2 町村長等の給料月額調査　(平成11年4月1日現在) 全国町村会 全国町村会 1999年
1900 3 町村長等の給料月額調査　(平成12年4月1日現在) 全国町村会 全国町村会 2000年
1900 4 町村長等の給料月額調査　(平成13年4月1日現在) 全国町村会 全国町村会 2001年
1900 5 町村長等の給料月額調査　(平成16年4月1日現在) 全国町村会 全国町村会 2004年


