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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
北海道民生部『昭和38年7月　業務概要書』 1963
北海道社会福祉協議会『北海道の福祉』 1968

北海道民生部総務課『北海道の社会福祉―昭和59年度　民生部事業実績―』 1986

北海道『財政状況　昭和61年6月』 1986
北海道商工観光部金融課『中小企業融資制度のごあんない』 1986

帯広 帯広の保健福祉他帯広の資料 2004 （封筒入）

柳板町 青森県北津軽郡柳板町『昭和34年度　失町建設計画調整基礎調査書』 1959
青森県衛生民生労働部『昭和35年　板柳町調査報告―農村における貧困の研
究―』

1961

青森県『青森県長期経済計画資料―雇用、文教・厚生部門（推計・現状資料
編）』

1961

青森県民生労働部『県民の生活構造』 1964
青森県民生労働部『民生労働行政の概況　昭和41年4月』 1966
秋田県『秋田県総合発展計画』後期実施計画の概要』 1985
秋田県福祉保健部『昭和61年度主要事業』 1986

秋田県福祉保健部社会福祉課『社会福祉課業務の概要（昭和61年版）』 1986

秋田県『わがまち　わがむら　100の指標』（抜粋） 1986

盛岡市 盛岡市福祉事務所『盛岡市社会福祉の概要』昭和36年度 1962.9

沢内村 岩手県和賀郡沢内村『広報　さわうち』No.382～385 1992
→「高齢
者」へ

福島県 県資料 福島県厚生部『厚生行政の概況―民生編―昭和46年度版』 1971

栃木県衛生民生部『保健福祉推進計画の後期計画　昭和41年1月』 1966
栃木県社会福祉協議会『目でみる栃木の福祉』 1968
栃木県社会福祉協議会『栃木県における過疎化傾向と農村福祉―馬頭町矢又
の事例調査報告書―』

1970

群馬県衛生民生部『群馬の社会福祉　昭和42年度版』 1967
群馬県『県民福祉の総合対策―社会の変化に対応する福祉群馬の新しい方向
―昭和47年7月』

1972

埼玉県 県資料 埼玉県民生部『昭和39年度版　民生行政の現況と課題―生活と福祉―』 1964

茨城県 県資料 茨城県『明るいあすをきずくために●青少年育成総合基本計画』 1972
千葉県企画部企画課『千葉県新総合５か年計画―ひずみなき千葉県をめざし
て―』

1976

千葉県企画部統計課『千葉県勢要覧　昭和52年度版』 1977
千葉県県民課『県政のしおり』 1977
千葉県企画部統計課『統計から見た千葉県のすがた'78』 1978
八千代市『―昭和49年度―福祉事務所運営方針』 1974
八千代市『―昭和50年度―福祉事務所運営方針』 1975
東京都『社会福祉』第11・12号～第45号 1951-55
東京都民生局総務部『福祉事務所における社会環境調査報告書』他東京都関
係綴り

民生局総務部指導課『昭和33年10月6日　社会福祉事業関係貸付金一覧表』 1958

民生局総務部指導課『民生局れんらく報』No.42～53 1961-64
東京都民生局『民生局月報　No.19』 1963
東京都民生局『民生局月報　No.21』 1963
東京都民生局『民生局月報　No.25』 1963
東京都民生局総務部庶務課『民生局業務統計年報　昭和42年度版』 1967
東京都民生局総務部庶務課『昭和45年度版　東京都の社会福祉』 1970
東京都民生局総務部庶務課『民生局業務統計年報　昭和45年度版』 1971
東京都民生局総務部庶務課『昭和46年版　東京都の社会福祉』 1971
東京都民生局『実務研究レポート　第19回社会福祉事業従事者実務研究発表
会―昭和46年度―』

1972

東京都民生局総務部庶務課『民生局業務統計年報　昭和48年度版』 1973

東京都民生局指導部『昭和49年度　福祉事務所等総合指導検査結果報告書』 1975

東京都民生局『調査研究報告　社会福祉施設における「事故」の発生状況、
救済・補償ならびに予防対策の理論的諸問題―社会福祉における
Professional liabilityの確立の方向をめざして―』

1980

東京都民生局総務部庶務課『昭和54年度　東京都民生行政基礎調査報告書―
児童の養育状況―』

1980

足立区 東京都足立福祉事務所『事業概要』 1954

東京都荒川区役所『昭和44年版　甲西部事業概要（荒川の社会福祉）』 1969

東京都荒川区荒川福祉事務所『電子計算機導入にともなう事務処理要領（生
活保護費支払事務　保育料徴収事務）』

1969.4

江戸川区 東京都江戸川区『厚生部の事業概要　昭和41年版』 1966

東京都葛飾区福祉事務所『葛飾福祉のお知らせ』1963年1月20日付け 1963
東京都葛飾福祉事務所『福祉事業のあらまし1964』 1964
東京都北福祉事務所『昭和36年度　事業のあらまし』
東京都北福祉事務所『北福祉だより』第５ 1962.10
品川区福祉事務所資料 1969-71
東京都品川区福祉事務所『昭和44年度　事業のあらまし』 1969
東京都品川区福祉事務所『社会福祉業務統計　昭和45年度』 1970
東京都品川区福祉事務所『昭和46年度　年刊事務事業計画』 1971

杉並区 杉並東福祉事務所『昭和42年　事業概要』 1967

東京都墨田福祉事務所『事業概要　昭和37年』 1963
墨田区パンフ
腎臓移植普及会「腎臓移植パンフレット」
すみだ区民相談室『区民相談ガイド』

自治体
01

品川区

道資料

県資料

県資料

県資料

県資料

八千代市

県資料

北海道

青森県

秋田県

岩手県

栃木県

群馬県

千葉県

荒川区

自治体
02

東
京
都
民
生
局
関
係

墨田区

都
民
生
局

葛飾区

北区

101



＜自治体資料の部＞自治体01-05 小川政亮戦後日本社会保障資料

中分類 小分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
総務庁行政管理局「個人情報保護法パンフ」
最高裁判所事務総局「簡易裁判所パンフ」
最高裁判所事務総局「家事事件のしおり」
墨田区『墨田区生業資金のご案内』
墨田区環境対策課『トライアングル』1990年12月5日付け 1990
墨田区厚生部障害者福祉課障害者福祉係『福祉のまちづくり施設整備助成制
度のご案内』
墨田区福祉事務所厚生保護課『入院所酸性度のご案内』
墨田区『療養資金貸付案内』
墨田区企画経営広報広聴担当『子どもたちの教育環境は、いま』 1994
世田谷区福祉部福祉課『福祉総合計画立案プロジェクトチーム報告　第１部
計画案』

1982

世田谷区福祉部福祉課『福祉総合計画立案プロジェクトチーム報告　第２部
資料集』

1982

世田谷区福祉部福祉課『父子世帯実態調査報告書』 1982
世田谷区世田谷福祉事務所・世田谷区北沢福祉事務所・世田谷区多摩川福祉
事務所・世田谷区砧福祉事務所『昭和49年度事業のあらまし』

1975

世田谷区基本計画審議会『世田谷区新基本計画に関する答申』 1987

台東区
東京都台東区福祉部・高齢者福祉部・保健児童部『台東区の社会福祉平成6
年度版』

1994

千代田区 東京都千代田福祉事務所『事業概要』 1964.3

中野区『中野区のしおり』 1991
小川ファイル『中野区福祉オンブズマン制度』1992 1991-1992
東京都練馬福祉事務所『事業概要　昭和33年』 1958
東京都練馬福祉事務所『昭和36年度　事業概要』 1961
東京都練馬福祉事務所『昭和39年　事業概要』 1964
練馬区社会福祉協議会・東京都練馬福祉事務所『練馬区社会福祉地図　昭和
39年3月』

1964

東京都練馬区行財政調査会『特別区財政のあり方について―よりよき区民生
活と身近な政府の創造を目指して―』東京都練馬区行財政調査

1974

担当専門委員第一次報告
東京都練馬区総務部税課『住民税のしおり　平成2年度』 1990
練馬区区民部区民活動課『練馬区婦人ニュース』1990年4月1日付 1990
練馬区議会『ねりま　区議会のしおり』 1991
練馬区練馬福祉事務所・練馬区光が丘福祉事務所・練馬区石神井福祉事務所
『事業概要　平成5年版』

1993

練馬区総務部総務課『練馬区統計書　平成５年版（1993年版）』 1994
練馬区生活文化部女性課『性別にとらわれることなく生き活きと―練馬区第
3次女性行動計画概要版』

1996

練馬区教育委員会生涯学習部『'98ねりま生涯学習―学習・文化ガイドブッ
ク―』

1998

練馬区パンフレット
練馬区勤労者福祉共済会『ファミリーパック』
練馬区情報公開室『練馬区情報公開室のご案内』
練馬区福祉公社『はーもにー』1990年4月25日付け
練馬区福祉公社『練馬区福祉公社』
練馬区福祉事務所『家庭内の問題は家庭相談員へ』
東京都港区厚生部『港区の社会福祉（昭和50年版）』 1975
都区協議会
都区協議会『特別区公共施設整備計画―昭和46～48年度―健康で快適な地域
社会をめざして―』

1971

東京都目黒福祉事務所『事業概要　昭和34年3月』 1959
東京都目黒区福祉事務所『昭和48年版　事業概要』 1973
東京都目黒区福祉事務所『昭和51年版　事業概要』 1976
練馬区・杉並区・東京都「議会だより・お知らせ等」 1952-68
東京都中央労政事務所「昭和48年度労働経済に関する統計資料集　賃金・労
働時間・定年制」

1973

東京都福祉局総務部調査課『SOCIAL　WELFARE　IN　TOKYO』 1988
東京都環境保全局総務部指導相談課『'90　絵でみる環境』 1990
東京都総務局統計部管理課『'90暮らしと統計』 1990
東京都総務局統計部管理課『'92暮らしと統計』 1992
東京都福祉局総務部調査課『東京の社会福祉』 1990
東京都市統計協議会『東京都市統計　平成2年度版』 1991
東京都福祉局総務部調査課『東京の社会福祉　1992年版』 1992

東京都衛生局医療計画部医療対策室『救急医療ハンドブック』ハングル版 1993

東京都『東京都における福祉のまちづくりの総合的なあり方について（答
申）―やさしいまち東京構想懇談会―』

1994

東京都福祉局総務部計画調整課『東京都の福祉施策を考える―少子高齢社会
へ向けて―』

1999

東京都福祉局・東京都高齢者施策推進室『東京都の福祉施策を考える―少子
高齢社会へ向けて―』

1998

東京都都民生活局広報部『とうきょう広報』 1980-81
東京都パンフレット
東京都衛生局『夜間や休日に病気になったら』
東京都教育委員会『とうきょうの教育』
東京都福祉人材開発センター『東京都福祉人材開発センター』
国立市公民館『くにたち公民館だより』 1968, 69
国立市公民館「市民大学講座〔１〕差別資料」 1969
国立市公民館「市民大学講座〔２〕人権資料」 1969
国分寺市　たより・ニュースレター各種 1999.2
国分寺市教育委員会『こくぶんじの学校教育』
国分寺市国際協会『依好！国分寺』
国分寺市国際協会『Kokubunji 　News　Letter』
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
国分寺市議会『国分寺市議会だより』
国分寺市企画財政部広報広聴課『市報　国分寺』
国分寺市社会福祉協議会『国分寺市社会福祉だより　ふくし』
国分寺市シルバー人材センター『会報　いきがい』
国分寺市立本多公民館・恋ヶ窪公民館・光公民館・もとまち公民館・並木公
民館『国分寺市公民館だより　けやきの樹』
東京都国分寺市歯科医師会『国分寺市歯科医師会ニュース』
国分寺市　チラシ・パンフ
国分寺市母親大会連絡会『国分寺市母親大会』チラシ 1999
ライツ国分寺『主婦のための再就職講座』チラシ
国分寺市社会福祉協議会『心配ごと相談所ご利用のおすすめ』
『国分寺市ひかりプラザ使用のご案内』
『江戸東京たてもの園』チラシ

小平市 東京都小平市福祉事務所『昭和37～38年度事業概要』 1965

立川市 1994年7月29日現在、立川市役所窓口に置いてあったリーフレット類 1994.7

調布市『調布市のしおり』 1961
調布市『調布市レポート'69』 1969
武蔵野市福祉事務所『福祉事業要覧』 1959.3
武蔵野市福祉事務所年報（1979）写し 1979
武蔵野市役所企画部広報課『季刊武蔵野』 1998
神奈川県民生部『昭和33年6月　事業概要』 1958
神奈川県民生部『民生行政のあらまし　昭和35年4月』 1960

神奈川県民生部『神奈川県における民生基礎調査報告書　昭和36年度』 1961

神奈川県民生部『神奈川県の社会福祉事業―その十年―』 1962
神奈川県民生部『昭和37年度　福祉資金行政実態調査報告』 1962
神奈川県民生部福祉課『福祉資金関係法令集』 1964
神奈川県民生部『神奈川県におけるソーシャルニーズ―社会福祉意識調査―
昭和39年―』

1964

神奈川県民生部福祉課『福祉のすがた　昭和41年度』 1966
神奈川県民生部『昭和42年度　民生行政のあらまし』 1968
公務員研修関係資料 1970, 71
神奈川県公務研修所『シュパイア行政大学の素描―西独における公務員研修
視察報告―』

1970

神奈川県公務研修所『公研かながわ―研修を考える―』 1971
神奈川県総務部職員課『教養月報』97年2月1日付 1971
神奈川県渉外部国際交流課『世界に開かれた神奈川をめざして　昭和59年度
版』

1984

神奈川県『第二次新神奈川計画』 1987
横浜市市民局広報課『広報よこはま』 1997
横浜市会事務局『ヨコハマ議会だより』No.25 1997
横浜市総務局調査室『私たちのくらしと横浜―生活白書市民版―』
茅ヶ崎市『ちがさき・まなびプラン　ダイジェスト版―地域からまなびを創
造するために―』

1997

茅ヶ崎市『茅ヶ崎市の環境を保全・創造するための行動指針―茅ヶ崎市環境
基本計画の実現に向けて―』

1998

茅ヶ崎市市長室広報広聴課『広報ちがさき』 1998
静岡県民生部『社会福祉行政の概況　昭和30年版』 1956
静岡県静岡市「静岡県社会福祉資料」 1964
静岡市福祉事務所『福祉行政の概要』 1964
静岡市社会福祉協議会『静岡市児童福祉施設　小鹿学園の概要』 1964
静岡市『昭和39年度静岡市国民健康保険事業会計予算説明書』 1964
静岡市『国民年金概況』 1964
静岡市『国民年金協力委員に関する要綱』 1961
静岡市『昭和39年度国民年金事務費予算書抄本』 1964
静岡市役所・静岡社会保険事務所『国民年金被保険者資格取得届』
静岡市社会保険事務所『国民年金制度のあらまし』
新潟県新潟市『新潟市資料』
新潟市『昭和34年度　新潟市歳入歳出決算書』 1959
新潟市『平成９年度お世話のしおり　栄寿―一人ひとりに、明るくすこやか
な毎日を。』

1997

新潟市『新潟市社会福祉計画第３次実施計画』 1989
『見つけよう　私らしい生き方』編集委員会『見つけよう　私らしい生き
方』

1999

石川県第一文書課『現行石川県令類纂』 1890 一部コピー
石川県図書館『石川県史料　第二巻政治部』 1972 一部コピー
石川県『昭和53年度　社会保険事業状況　石川の歩み』 1979
石川県企画開発部統計調査課『各種統計調査一覧（昭和54年度）』 1979
石川県『金沢城址公園』パンフレット
石川県構成部民生課『事務提要　昭和55年4月』 1979
石川県厚生部保険課『昭和55年度　社会保険事業年報』 1981
石川県『福祉のすがた・福祉のこころ』 1983
1980年代の石川県各種パンフ
石川県穴水町「石川県穴水町要覧等」
穴水町『穴水町勢要覧　資料編　星とハーブとうまいもんの里』 1994
先生から穴水町役場への手紙 1995
穴水町『穴水町要覧』 1994
金沢市福祉部『金沢の福祉'79』 1979
金沢市『国保と年金　昭和61年度版』 1986
金沢市『市民便利長　平成６年度』 1994
金沢市市民福祉部『金沢の福祉　平成６年度』 1994

金沢市政策研究センター『福祉行政と住民参加―福祉ゼミナール論文集』 1999

金沢市教育委員会生涯学習課『ラーニングライフ』 1994

自治体
04

県資料

静岡市

調布市

武蔵野市

県資料

横浜市

神
奈
川
県

静
岡
県

新
潟
県

茅ヶ崎市

新潟市

県資料

穴水町

石
川
県

自治体
05

金沢市

東
京
都

国分寺市

自治体
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
金沢市保健福祉部『平成10年度　金沢の福祉と保健』 1998.6
金沢市社会福祉窓口パンフレット類（封筒の表紙に「生活保護がないのが奇
妙」と記載あり）

七尾市 七尾市『市民便利長　昭和57年3月』 1982

松任市 松任市『松任市の福祉　昭和58年度』 1983

福井県 県資料 福井県『社会福祉年報昭和33年』 1958

山梨県福祉事業研究所『福祉事業研究所紀要』 1969
山梨県福祉事業研究所『福祉事業研究所紀要』 1970
山梨県福祉事業研究所『福祉事業研究所紀要』 1971
長野県『長野県広報　厚生版』 1950, 51
長野県社会部『民生労働行政の現況と問題点』 1961
飯田市『市勢の概要　1984年』 1985
飯田市『昭和60年1月　社会福祉事業の概要』 1985

岐阜県 大垣市 大垣市『水と白の大垣』 1998

阿久比町 阿久比町『阿久比町の日々』

東海市 東海市『東海市市勢概要』 1986

名古屋市 名古屋市『「なごや人権施策推進プラン」のあらまし』 2002

半田市 半田市『はんだの観光と産業』 1986

南知多町 南知多町『第３次南知多町総合計画―概要―』 1983

兵庫県『きずな』No.48 1997
兵庫県社会福祉協議会『福祉の手びき―兵庫県の社会福祉資源』 1967
兵庫県社会保障審議会「身障答申書資料」
兵庫県社会保障審議会『昭和40年12月9日　第11回諮問事項に関する答申書
（案）』

1965

兵庫県社会福祉審議会『答申・建議に関する附表（案）』 1965
兵庫県生活文化県民運動推進協議会『ネットワーク』23号　特集　長寿社会
を豊かに

1986

尼崎市 尼崎市秘書室広報課『市報　あまがさき』特集版第4号 1991

神戸市 神戸市『神戸市民の福祉まもる条例案要綱　昭和51年5月』 1976
京都府民生部福祉課『民生京都』 1951.3
京都府福祉部『福祉事務概要　昭和56年』 1981

京都市『市民の健康と福祉に関する総合政策体系のあり方　昭和51年7月』 1976

京都市『市民の健康と福祉に関する総合施策基本体系　昭和51年7月』 1976

京都府総務部統計課『勤労者世帯のくらし　京都府勤労者生計実態調査報告
昭和50年6月』

1975

府資料
京都府総務部統計課『勤労者世帯のくらし　京都府勤労者生計実態調査報告
昭和51年6月』

1976

大阪府『大阪府福祉基金だより』第13号 1996
大阪府『自動車税・自動車取得税の減免のしおり』 1999

茨木市 茨木市役所広報広聴課『いばらき』1982年3月～7月号 1982

大阪市立結婚相談所『結婚そうだん―30年のあゆみ―』 1973
大阪市『大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱』 1995
大阪市人権啓発推進協議会事務局『人推協だより』No.55 1998
大阪市民生局『あたたかい心くばり　ひろがるやさしさ―ひとにやさしいま
ちづくりＱ＆Ａ』
大阪自動車公害対策推進会議『大気汚染のない美しい空を！』
東大阪市『くらしのガイド　あなたの市役所』 1991
東大阪市市長公室広報広聴室『わたしたちのまちひがしおおさか　市勢要覧
'91』

1991

県資料
広島県廿日市福祉事務所・佐伯郡社会福祉協議会『明日への歩み―社会福祉
要覧―1965年』

1965

広島市 広島市資料（封筒内に各種資料あり） 1995

備前市
備前市『備前市老人保健福祉計画―あたたかい思いやりにつつまれたまちづ
くりをめざして―』

1993

早島町 早島町「観光地図」

徳島県 徳島市 徳島市「市制100周年記念資料」

松山市「松山市資料」
松山市『'82市民便利帳』 1982
松山市企画管理部広報広聴課『広報まつやま』1982年5月17日付 1982
松山市『グラフ松山』 1982

県資料 その他パンフレット愛媛

福岡県 県資料 福岡県民生部『平成９年度　民生行政の概要』 1997

長崎県 長崎市 長崎市福祉事務所『ながさき市の社会福祉（昭和49年3月）』 1974

熊本県 熊本県 『昭和45年度　地区別福祉事務所長会議（資料）』 1970

府資料

大阪市

東大阪市

松山市

県資料

京都市

飯田市

県資料

府資料

長野県

愛知県

兵庫県

京都府

自治体
05

大阪府

広島県

岡山県

愛媛県

県資料

金沢市

石川県

山梨県
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