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小内（純子）委員 1 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 例規　農業改良課庶務細則H7 北海道農政部農業改良課 公文書 カメラ撮影 1995(平成7)

小内（純子）委員 2 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 例規　農業改良課庶務細則H5 北海道農政部農業改良課 公文書 カメラ撮影 1993(平成5)

小内（純子）委員 3 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 例規　農業改良課庶務細則S63 北海道農政部農業改良課 公文書 カメラ撮影 1988(昭和63)

小内（純子）委員 4 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 例規　農業改良課庶務細則H10 北海道農政部農業改良課 公文書 カメラ撮影 1998(平成10)

小内（純子）委員 5 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 例規　農業改良課庶務細則H8 北海道農政部農業改良課 公文書 カメラ撮影 1996(平成8)

小内（純子）委員 6 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 例規　農業改良課庶務細則H9 北海道農政部農業改良課 公文書 カメラ撮影 1997(平成9)

小内（純子）委員 7 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 生活改善・雑件(2)関係　三十八年度 北海道網走支庁白滝地区農業改良普及所 公文書 カメラ撮影 1963（昭和38）

小内（純子）委員 8 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 普及員協議会関係（互助会含）　No.1　38年度
北海道網走支庁白滝地区農業改良普及所
※同封印刷物：「一九六三年度定期大会資料」
（自治労全北海道庁職員組合網走支庁支部）

公文書 カメラ撮影 1963（昭和38）

小内（純子）委員 9 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 生改・雑件関係三十九年度 北海道網走支庁白滝地区農業改良普及所 公文書 カメラ撮影 1962（昭和37）

小内（純子）委員 10 農漁村の生活 2018/8/23 道立文書館 ラジオ農業学校・クラブ連絡協議会に関する書類　昭和三十六年度 北海道網走支庁白滝地区農業改良普及所 公文書 カメラ撮影 1961（昭和36）

小内（純子）委員 11 農漁村の生活 2018/11/1 道立図書館 さい果ての原野に生きて　開拓保健婦の記録 大西若稲 刊行物 コピー 1985（昭和60）

小内（純子）委員 12 農漁村の生活 2018/11/1 道立図書館 保健婦雑誌　Vol.38 No.1 医学書院 刊行物 コピー 1982（昭和57）

小内（純子）委員 13 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 新生活建設提要 北海道新生活建設協議会事務局 刊行物 コピー 1953（昭和28）

小内（純子）委員 14 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 新生活運動の歩み 北海道新生活運動協会 刊行物 コピー 1967（昭和42）

小内（純子）委員 15 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 新生活建設計画の策定について 北海道新生活建設運動委員会 刊行物 コピー 1957（昭和32）

小内（純子）委員 16 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 新生活運動のしおり 北海道新生活運動協会 刊行物 コピー 1969（昭和44）

小内（純子）委員 17 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 北海道におけるむらづくり・まちづくり実践事例集 北海道教育庁社会教育課 刊行物 コピー 1959(昭和34)

小内（純子）委員 18 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 北海道の普及事業（農業改良普及事業１０周年）１９５９年 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1959(昭和34)

小内（純子）委員 19 農漁村の生活 2019/2/28 道立文書館 北海道の普及事業（農業改良普及事業１５周年）１９６４年 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1964（昭和39）

小内（純子）委員 20 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 北海道農村生活改善実績発表大会記録 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1953（昭和28）

小内（純子）委員 21 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 開拓地における保健婦活動記録集 北海道衛生部医務課 刊行物 コピー 1971（昭和46）

小内（純子）委員 22 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 農山漁村生活環境整備特別事業実施状況報告書 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1974（昭和49）

小内（純子）委員 23 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 あゆみ-開拓婦人部十周年記念文集- 茶安別開拓農業協同組合婦人部 刊行物 コピー 1970（昭和45）

小内（純子）委員 24 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 拓土に花は実りて -戦後開拓婦人文集（体験記）- 北海道開拓者連盟 刊行物 コピー 1971（昭和46）

小内（純子）委員 25 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 健康農村推進事業中間報告書 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1981（昭和56）

小内（純子）委員 26 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 農村地域健康対策推進指導事業報告書（池田町大森地区） 十勝支庁十勝東部地区農業改良普及所 刊行物 コピー 1985（昭和60）

小内（純子）委員 27 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 住民運動の歩み （実践事例　第15集） 北海道総務部知事室道民課 刊行物 コピー 1969（昭和44）

小内（純子）委員 28 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 住民運動の歩み （実践事例　第16集） 北海道総務部知事室道民課 刊行物 コピー 1970（昭和45）
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小内（純子）委員 29 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 地方自治と住民運動 -住民運動の手びき- 北海道総務部知事室道民課 刊行物 コピー 1969（昭和44）

小内（純子）委員 30 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 住民運動の手引 北海道総務部知事室道民課 刊行物 コピー 1967（昭和42）

小内（純子）委員 31 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 今，農業に生きる婦人は（作文コンクール優秀作品） 北海道農政部農業改良課 刊行物 コピー 1990（平成２）

小内（純子）委員 32 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 「清里町」における農村婦人健康推進事業の概要 北海道農政部農業改良課 刊行物 コピー 1983（昭和58）

小内（純子）委員 33 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 農村婦人健康推進事業報告書 北海道農政部農業改良課 刊行物 コピー 1979（昭和54）

小内（純子）委員 34 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館 生活環境改善モデル地区育成事業報告書 北海道農政部農業改良課 刊行物 コピー 1981（昭和56）

小内（純子）委員 35 農漁村の生活 2019/4/4 道立文書館
北の開拓地で生命をむかえる　拓殖産婆と開拓保健婦たちの足跡 ―
北海道別海町のお産の歴史―

清水節子・小泉久美子［著］ （別海町拓殖産婆研
究会）

刊行物 コピー 2017（平成29）

小内（純子）委員 36 農漁村の生活 2020/2/28 北大附属図書館 三十年のあゆみ 北海道農協婦人連絡協議会 刊行物 コピー 1983（昭和58）

小内（純子）委員 37 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 本道における農村花嫁対策の現状と課題 北海道農業会議 刊行物 コピー 1971（昭和46）

小内（純子）委員 38 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 農村婦人活動促進事業実施報告書 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1975（昭和50）

小内（純子）委員 39 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 農村花嫁対策推進のために－現地活動家からの報告ー 北海道農業会議 刊行物 コピー 1973（昭和48）

小内（純子）委員 40 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 昭和42年度北海道明るく豊かな農村建設運動総合大会 北海道 刊行物 コピー 1968（昭和43）

小内（純子）委員 41 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道ラジオ農業学校　昭和36年度 北海道ラジオ農業学校運営協議会 刊行物 コピー 1961（昭和36）

小内（純子）委員 42 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道ラジオ農業学校　昭和41年度 北海道ラジオ農業学校運営協議会 刊行物 コピー 1966（昭和41）

小内（純子）委員 43 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 農山漁村生活環境整備特別事業実施報告書 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1975（昭和50）

小内（純子）委員 44 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 農家の友　1981年７、11、12 北海道農業改良普及協会 刊行物 コピー 1981（昭和56）

小内（純子）委員 45 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 農家の友　1982年１、６、９月 北海道農業改良普及協会 刊行物 コピー 1982（昭和57）

小内（純子）委員 46 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 昭和54年度農山漁村婦人の生活に関する調査結果報告書 北海道農務部農業改良課 刊行物 コピー 1980（昭和55）

小内（純子）委員 47 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 新規就農青年対策関係資料 北海道新規就農青年対策協議会 刊行物 コピー 1979（昭和54）

小内（純子）委員 48 農漁村の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道ラジオ農業学校実施要領並びに関係資料 北海道農務部 刊行物 コピー 1962（昭和37）

小内（純子）委員 49 メディア 2019/10/1 北大附属図書館
「戦後日本の電話民主化の起爆剤になった農村電話略史」（日本電信
電話株式会社広報部編『電気通信発展外史　電話100年小史別冊』所
収）

川野辺冨次 刊行物 コピー 1993（平成５）

小内（純子）委員 50 メディア 2019/10/1 国立国会図書館 「北海道の有線放送施設」（『農業協同組合経営実績』９（７）所収） 吉田政雄 刊行物 コピー 1954（昭和29）

小内（純子）委員 51 メディア 2020/3/19 道立図書館 月刊　道北　第50巻第９～10号 （株）北方現代社 刊行物 コピー 2019（令和元）

小内（純子）委員 51 メディア 2020/3/19 道立図書館 ミニコミ総目録 住民図書館 刊行物 コピー 1992（平成４）

小内（純子）委員 52 メディア 2020/3/19 道立図書館 ミニコミ魂 串間努編、南陀楼綾繁ほか著 刊行物 コピー 1999（平成11）

小内（純子）委員 53 メディア 2020/3/19 道立図書館 全国タウン誌ガイド　1985年版 日本電信電話株式会社 刊行物 コピー 1985（昭和60）

小内（純子）委員 54 メディア 2020/3/19 道立図書館 ミニコミのミニコミ　創刊号～第６号 とかちミニコミ・ネットワーク 刊行物 コピー
1988(昭和63)～
1994(平成6)

秋野委員 1 食文化 2019/12/24 道立図書館 五嶋軒関係資料 五島軒 刊行物 コピー 不明

秋野委員 2 食文化 2019/12/24 道立図書館 御案内 五島軒 刊行物 コピー 1974（昭和49）

秋野委員 3 食文化 2019/12/24 道立図書館 GOTOKEN　NEWS（ゴトウケン　ニュース）  No.1 五島軒 刊行物 コピー 1979（昭和54）
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秋野委員 4 食文化 2019/12/24 道立図書館 五島軒の由来 五島軒 刊行物 コピー 不明

秋野委員 5 食文化 2019/12/24 道立図書館 五島軒歴史散歩 五島軒 刊行物 コピー 2007（平成19）

秋野委員 6 食文化 2019/12/24 道立図書館 函館五島軒の由来 五島軒 刊行物 コピー 2005（平成17）

秋野委員 7 食文化 2019/12/24 道立図書館 北の食文化に灯りをともして　五島軒創業120年のあゆみ 五島軒 刊行物 コピー 1999（平成11）

秋野委員 8 食文化 2019/12/24 函館市立図書館 北の食文化に灯をともして　五島軒創業110年のあゆみ　 五島軒 刊行物 カメラ撮影 1989(平成元)

秋野委員 9 食文化 2019/12/24 函館市立図書館
五島軒の歴史と料理　明治・大正・昭和・平成そして令和元年　五島
軒140年のあゆみ

五島軒 刊行物 カメラ撮影 2019（令和元）

秋野委員 10 食文化 2019/12/24 函館市立図書館 組合の歩み　函館和洋食組合創立満60周年記念 函館和洋食組合 刊行物 カメラ撮影 1983（昭和58）

秋野委員 11 食文化 2019/12/24 函館市立図書館 箱館西洋料理（日刊政経1999年新年特集号平成11年1日1日に掲載） 千代　肇 刊行物 カメラ撮影 1999（平成11）

秋野委員 12 食文化 2019/12/24 函館市立図書館 カール・レイモン・ハム・ソーセージ缶詰工場の歴史について 浅利　正俊 刊行物 カメラ撮影 2009（平成21）

秋野委員 13 食文化 2019/12/24 函館市立図書館 カール・レイモン関係資料ファイル１ 不明
新聞記事スク
ラップ

カメラ撮影 不明

秋野委員 14 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道西洋料理界沿革史 全日本司厨士協会北海道本部 刊行物 カメラ撮影 1962（昭和37）

秋野委員 15 食文化 2020/2/21 道立図書館 北のパイオニアたち 朝日新聞社北海道支社 刊行物 カメラ撮影 1968（昭和43）

秋野委員 16 食文化 2020/2/21 道立図書館 peeps hakodate Vol.36 peeps hakodate 編集部 刊行物 カメラ撮影 2014（平成26）

秋野委員 17 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道たべもの文化誌 北海道新聞社 刊行物 カメラ撮影 1975（昭和50）

秋野委員 18 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道の衣食と住まい 越野　武 刊行物 カメラ撮影 1997（平成9）

秋野委員 19 食文化 2020/2/21 道立図書館 函館短期大学紀要　第23号 函館短期大学 刊行物 カメラ撮影 1996（平成8）

秋野委員 20 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道の洋食文化について 山塙　圭子 刊行物 カメラ撮影 1999（平成11）

秋野委員 21 食文化 2020/2/21 道立図書館 えぞっ子版サッポロラーメンの本 えぞっ子食品株式会社 刊行物 カメラ撮影 不明

秋野委員 22 食文化 2020/2/21 道立図書館 さっぽろラーメン物語 富岡　木之介 刊行物 カメラ撮影 1977（昭和52）

秋野委員 23 食文化 2020/2/21 道立図書館 あのメニューが生まれた店 菊地　武顕 刊行物 カメラ撮影 2012（平成24）

秋野委員 24 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道ジンギスカン四方山話 北野　麦酒 刊行物 カメラ撮影 1954（昭和29）

秋野委員 25 食文化 2020/2/21 道立図書館 食文化シンポジウム 北海道新聞社 刊行物 カメラ撮影 1983（昭和58）

秋野委員 26 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道の食文化に関する調査研究報告書 北海道総合文化開発機構 刊行物 カメラ撮影 1992（平成4）

秋野委員 27 食文化 2020/2/21 道立図書館 札幌喫茶界昭和史 和田　義雄 刊行物 カメラ撮影 1982（昭和57）

秋野委員 28 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道ワイン 北海道ワイン株式会社 刊行物 カメラ撮影 不明

秋野委員 29 食文化 2020/2/21 道立図書館 Welcome to seicomart セイコーマート 刊行物 カメラ撮影 2004（平成16）

秋野委員 30 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道の「底力」 東洋経済新報 刊行物 カメラ撮影 2006（平成18）

秋野委員 31 食文化 2020/2/21 道立図書館 地域からの事業創造
北海学園大学経営学部・大学院経営学研究科ニ
トリ寄附講座運営委員会

刊行物 カメラ撮影 2010（平成22）

秋野委員 32 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道のワイン 石本　修一 刊行物 カメラ撮影 1996（平成8）

秋野委員 33 食文化 2020/2/21 道立図書館 北海道の酒造家と酒造史資料 加藤　良己 刊行物 カメラ撮影 2015（平成27）

大下委員 1 美術 道立函館美術館 1971　箱館周辺の美術文化　赤光社50年記念 赤光社美術協会 刊行物 1971（昭和46）
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大下委員 2 美術 道立近代美術館 北海道アンデパンダンとその後の展開
北海道アンデパンダンとその後の展開実行委員
会

刊行物 1996（平成8）

大下委員 3 美術 道立近代美術館 新道展1956-2005　50周年記念展誌 新北海道美術協会 刊行物 2005（平成17）

大下委員 4 美術 道立近代美術館 道展四十年史 北海道美術協会 刊行物 1965(昭和40)

大下委員 5 美術 道立近代美術館 30周年記念全道展 北海道新聞社 刊行物 1975（昭和50）

大下委員 6 美術 道立近代美術館 札幌アヴァンギャルドの潮流展 札幌アヴァンギャルドの潮流展実行委員会 刊行物 1994（平成6）

大下委員 7 美術 道立近代美術館 北海道美術史 北海道立美術館 刊行物 1970（昭和45）

大下委員 8 美術 道立近代美術館 北海道の美術史―異端と正統のダイナミズム 共同文化社 刊行物 1995(平成7)

大下委員 9 美術 2019/8/13 道立文書館 美術館関係資料 北海道教育庁 公文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

大下委員 10 美術 2019/8/13 道立文書館 北海道年鑑（美術の項目抜粋） 北海道新聞社 刊行物 コピー
1950（昭和25）～
2001（平成13）

大下委員 11 美術 2019/8/13 道史編さん室 美術関係新聞記事（北海道新聞） 北海道新聞社 新聞記事 コピー
1945（昭和20）～
1967（昭和42）

小内（透）委員 1 災害 2018/10/3 道立文書館 十勝沖地震の記録 北海道十勝支庁 公文書 カメラ撮影 1954（昭和29）

小内（透）委員 2 災害 2018/10/3 道立文書館 一九六八年十勝沖地震対策関係綴　昭和四十三年 北海道浦河保健所 公文書 カメラ撮影 1968（昭和43）

小内（透）委員 3 災害 2018/10/3 道立文書館 北海道開発関係予算　緊急要望関係（十勝沖地震） 北海道建設部企画調整課 公文書 カメラ撮影 2003（平成15）

小内（透）委員 4 災害 2018/10/3 道立文書館 [自然災害関係] 北海道教育庁総務課 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1960（昭和35）

小内（透）委員 5 災害 2018/10/3 道立文書館 北海道南西沖地震写真 北海道後志支庁地方部振興課 公文書 カメラ撮影 1993（平成5）

小内（透）委員 6 災害 2018/10/3 道立文書館 十勝岳噴煙関係 北海道新得保健所 公文書 カメラ撮影 1969（昭和44）

小内（透）委員 7 災害 2018/11/1 道立図書館 十勝岳噴火に関する調査報告 札幌管区気象台編 刊行物 コピー 1962（昭和37）

小内（透）委員 8 災害 2018/11/1 道立図書館 北海道南西沖地震 奥尻町記録書 奥尻町役場編 刊行物 コピー 1996（平成8）

小内（透）委員 9 災害 2018/11/1 道立図書館 1988―89年十勝岳噴火災害対策の概況 北海道総務部防災消防課編 刊行物 コピー 1991（平成3）

小内（透）委員 10 災害 2018/11/1 道立図書館 洞爺丸台風遭難通信関係記録 青函連絡船通信士会編 刊行物 コピー 1979（昭和54）

小内（透）委員 11 災害 2018/11/7 北大附属図書館 1977年有珠山噴火に関する資料 北海道開発局室蘭開発建設部編 刊行物 コピー 1978（昭和53）

小内（透）委員 12 災害 2018/11/7 内閣府HP
1960 チリ地震津波報告書（中央防災会議　災害教訓の継承に関する
専門調査会報告書）

中央防災会議　災害教訓の継承に関する専門調
査会

ウェブサイト ダウンロード 2010（平成22）

小内（透）委員 13 災害 2018/11/7 道立図書館 平成５年(1993年)釧路沖地震記録書
釧路市, 釧路沖地震記録書作成委員会企画・編
集

刊行物 コピー 1993（平成5）

小内（透）委員 14 災害 2018/11/7 道立文書館 平成５年７月12日北海道南西沖地震記録書 北海道南西沖地震記録書作成委員会[編] 刊行物 コピー 1995(平成7)

小内（透）委員 15 災害 2018/11/7 道立文書館 洞爺丸台風海難誌 青函船舶鉄道管理局編 刊行物 コピー 1965(昭和40)

小内（透）委員 16 災害 2018/11/7 石狩川振興財団HP
石狩川最大の昭和56年洪水から30年（石狩川振興財団『川と人』
Vol.34特集）

石狩川振興財団 ウェブサイト ダウンロード 2011（平成23）

小内（透）委員 17 災害 2018/11/7 内閣府HP
1926　十勝岳噴火報告書（中央防災会議　災害教訓の継承に関する
専門調査会報告書）

中央防災会議　災害教訓の継承に関する専門調
査会

ウェブサイト ダウンロード 2007（平成19）

小内（透）委員 18 災害 2019/8/26 道立文書館 例規　31　天災資金、冷害資金綴　昭和三十一年 北海道農地開拓部開拓経営課 公文書 カメラ撮影 1956（昭和31）

小内（透）委員 19 災害 2019/8/26 道立文書館 冷害関係　昭和39年度 北海道空知支庁 公文書 カメラ撮影
1964～65（昭和39
～40）

小内（透）委員 20 災害 2019/8/26 道立文書館 冷害対策関係　昭和39年 北海道留萌支庁経済部農務課農地係 公文書 カメラ撮影 1964（昭和39）

小内（透）委員 21 災害 2019/8/26 道立文書館 冷害対策関係書  昭和39年 北海道網走支庁地方部社会福祉課社会係 公文書 カメラ撮影
1964～1965(昭和
39～40)
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小内（透）委員 22 災害 2019/8/26 道立文書館 昭和45年3月中旬北海道附近の低気圧災害 北海道総務部災害消防課 公文書 カメラ撮影 1970(昭和45)

小内（透）委員 23 災害 2019/8/26 道立文書館 12月1日・2日暴風雪災害 北海道総務部防災消防課 公文書 カメラ撮影 1972(昭和47)

小内（透）委員 24 災害 2019/8/26 道立文書館 北海道冷害対策　後志地方本部　平成５年度 北海道後志支庁地方部振興課 公文書 カメラ撮影 1993(平成5)年度

小内（透）委員 25 災害 2019/8/26 道立文書館 北海道冷害史の研究 北海道開発局局長官房開発調査課 刊行物 コピー 1959（昭和34）

小内（透）委員 26 災害 2019/10/29 道立図書館 「冷害の発生と対策」（『北海道の米づくり』2011年版所収） 丹野久 刊行物 コピー 2011（平成23）

小内（透）委員 27 災害 2019/10/29 道立図書館 戦後における災害記録 北海道 刊行物 コピー 1975（昭和50）

小内（透）委員 28 災害 2019/10/29 道立図書館 昭和31年11月上旬北海道冷害凶作に関する資料
北海道学芸大学札幌分校冷害地救援対策委員
会

刊行物 コピー 1956（昭和31）

小内（透）委員 29 災害 2019/10/29 道立図書館 昭和31年9月　昭和31年度冷害による農業被害概況 北海道 刊行物 コピー 1956（昭和31）

小内（透）委員 30 災害 2019/10/29 道立図書館 昭和31年　北海道冷害誌 北海道総務部総合開発企画本部企画課編 刊行物 コピー 1958（昭和33）

小内（透）委員 31 災害 2019/10/29 道立図書館 津波に襲われた島で　北海道奥尻高校３年生と担任の記録 今井雅晴 刊行物 コピー 1995(平成7)

小内（透）委員 32 災害 2019/10/29 道立図書館 北海道南西沖地震生徒文集　夜明け　1993　夏の日の記録 奥尻町立奥尻中学校生徒会 刊行物 コピー 1994（平成6）

小内（透）委員 33 災害 2019/10/29 道立図書館 北海道南西沖地震記録集 北海道奥尻高等学校 刊行物 コピー 1994（平成6）

小内（透）委員 34 災害 2019/10/29 道立図書館
「災害と住民の避難行動――北海道・有珠噴火のばあい」（『地震予知
と社会的反応』所収）

東京大学新聞研究所編 刊行物 コピー 1979（昭和54）

小内（透）委員 35 災害 2019/10/29 道立図書館 有珠山噴火避難者を守れ 菊池征児編 刊行物 コピー 2000（平成12）

小内（透）委員 36 災害 2019/10/29 道立図書館 有珠山噴火災害聴覚障害者支援活動の記録 有珠山噴火災害聴覚障害者対策本部 刊行物 コピー 2001（平成13）

小内（透）委員 37 災害 2019/10/29 道立図書館 昭和57年浦河沖地震災害記録 北海道総務部防災消防課編 刊行物 コピー 1983（昭和58）

小内（透）委員 38 災害 2020/3/19 道立図書館 水害ー水害体験作文集ー 江別市教育研究会小・中国語部会 刊行物 コピー 1983（昭和58）

小内（透）委員 39 災害 2020/3/19 道立図書館 第２次世界大戦下の銭亀沢村 函館空襲を記録する会代表　浅利政俊 刊行物 コピー 2005（平成17）

小内（透）委員 40 災害 2020/3/19 道立図書館 北海道空襲　一九四五年七月一四・一五日の記録 菊地　慶一 刊行物 コピー 1995(平成7)

小内（透）委員 40 災害 2020/3/19 道立図書館 語りつぐ北海道空襲補遺２ 菊地　慶一 刊行物 コピー 2011（平成23）

小内（透）委員 41 災害 2020/3/19 道立図書館 釧路空襲　第３巻　総集編 釧路戦災記録会 刊行物 コピー 1974（昭和49）

小内（透）委員 42 災害 2020/3/19 道立図書館 根室空襲 根室空襲研究会 刊行物 コピー 1993（平成5）

小内（透）委員 43 災害 2020/3/19 道立図書館 室蘭戦災誌 室蘭地方史研究会 刊行物 コピー 1983（昭和58）

小内（透）委員 44 災害 2020/3/19 道立図書館 第２次世界大戦下の銭亀沢村証言記録１ 浅利　政俊 刊行物 コピー 2005（平成17）

小内（透）委員 45 災害 2020/3/19 道立図書館 空襲・戦災を記録する会全国連絡会議第43回北海道大会
空襲・戦災を記録する会全国連絡会議大会実行
委員会

刊行物 コピー 2013（平成25）

小内（透）委員 46 祭り 2018/11/1 道立図書館 まりも祭りの創造―アイヌの帰属性と民族的共生― 煎本孝 刊行物 コピー 2001（平成13）

小内（透）委員 47 祭り 2018/11/1 道立図書館 青春の音楽　PMF―Sapporo 木之下晃著、財団法人PMF組織委員会編 刊行物 コピー 2009（平成21）

小内（透）委員 48 祭り 2018/11/1 道立図書館 奇跡の音楽祭　札幌・PMFの夏 谷口雅春著 刊行物 コピー 2005（平成17）

小内（透）委員 49 祭り 2018/11/1 道立図書館
現代的祝祭をめぐる受益圏と受苦圏―ＡＯＳＡＫＩソーラン祭りに対す
る批判を切り口として―

芳賀学著 刊行物 コピー 2016（平成28）

小内（透）委員 50 祭り 2018/11/7 道立文書館 北の生活文庫　９　まつりと民俗芸能 宮良高弘，森雅人 刊行物 コピー 1995(平成7)

小内（透）委員 51 祭り 2018/11/7 道立図書館 ヤマのまつり : 写真集 水田忠信 刊行物 コピー 1988（昭和63）
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小内（透）委員 52 祭り 2018/11/7 道立図書館 北海道祭りのロマン 合田一道 刊行物 コピー 1982（昭和57）

小内（透）委員 53 祭り 2018/11/7 北大附属図書館 さっぽろ雪まつり50年　記録・資料編  [第50回さっぽろ雪まつり実行委員会編] 刊行物 コピー 1999（平成11）

小内（透）委員 54 祭り 2018/11/7 道立図書館 札幌雪まつりの歩み写真集 北海道観光センター編 刊行物 コピー 1972（昭和47）

小内（透）委員 55 祭り 2018/11/7 道立図書館 札幌夏まつり50年 札幌夏まつり実行委員会 刊行物 コピー 2003（平成15）

小内（透）委員 56 祭り 2018/11/7 道立図書館 「よさこい系」祭りの都市民俗学 矢島妙子 刊行物 コピー 2015（平成27）

小内（透）委員 57 祭り 2018/11/7 道立図書館 公式写真集2001 YOSAKOIソーラン祭り10周年記念誌 YOSAKOIソーラン祭り実行委員会[監修] 刊行物 コピー 2001（平成13）

小内（透）委員 58 祭り 2018/11/7 北大附属図書館 青春の音楽PMF Sapporo 木之下晃写真・文 ; PMF組織委員会編 刊行物 コピー 2009（平成21）

小内（透）委員 59 祭り 2018/11/7 北大附属図書館 奇跡の音楽祭　札幌・PMFの夏　Pacific music festival Sapporo 谷口雅春著 刊行物 コピー 2005（平成17）

小内（透）委員 60 祭り 2018/11/7 道立図書館 まりも祭り : 五十周年記念写真集 阿寒観光協会編 刊行物 コピー 2000（平成12）

小内（透）委員 61 祭り 2018/11/7 道立図書館 まりも祭り五十年のあゆみ 阿寒湖アイヌ協会編集 刊行物 コピー 2000（平成12）

小内（透）委員 62 祭り 2018/11/7 道立図書館 アイヌの熊祭り The Ainu bear festival 煎本孝著 刊行物 コピー 2010（平成22）

小内（透）委員 63 祭り 2018/11/7 道立図書館 北海道アイヌまつり（第１回北海道アイヌまつり） 旭川市編 刊行物 コピー 1964（昭和39）

小内（透）委員 64 祭り 2018/11/7 道立図書館 [食の祭典問題調査特別委員会]調査報告書 食の祭典問題調査特別委員会編 刊行物 コピー 1989(平成元)

小内（透）委員 65 祭り 2018/11/7 道立図書館 ある地方博の死　世界・食の祭典'88の検証 鷲田小弥太 刊行物 コピー 1988（昭和63）

小内（透）委員 66 祭り 2018/11/7 道立図書館 北海へそ祭り30年の軌跡 1969～1998 北海へそ祭り実行委員会編 刊行物 コピー 1998（平成10）

小内（透）委員 67 祭り 2018/11/7 道立図書館 八雲山車行列30年 八雲山車行列実行委員会編 刊行物 コピー 2012（平成24）

小内（透）委員 68 祭り 2018/11/7 道立図書館 夜高あんどん祭り25周年記念写真集 沼田町夜高あんどん保存会編 刊行物 コピー 2002（平成14）

小内（透）委員 69 祭り 2018/11/7 道史編さん室 「北海道の宗教・祭り」抜粋資料 宮良高弘氏 刊行物ほか コピー
1983（昭和58）～
1986（昭和61）

小内（透）委員 70 祭り 2019/8/26 道立文書館 第二回北海道雪の祭典（その１） 第二回北海道雪の祭典後志実行委員会 公文書 カメラ撮影 1976（昭和51）

小内（透）委員 71 祭り 2019/8/26 道立文書館 檜山開発七百年祭　昭和二十八年 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影 1953（昭和28）

小内（透）委員 72 祭り 2019/8/26 道立文書館 檜山開発七百年祭　昭和二十八年 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影 1953（昭和28）

小内（透）委員 73 祭り 2020/3/19 道立図書館 『グラフさっぽろ』２号　特集・さっぽろの祭り 札幌市広報課 刊行物 コピー 1983（昭和58）

小内（透）委員 74 都市の生活 2018/10/3 道立文書館 オリンピック関連公共事業関係資料　昭和43～昭和47年 北海道総務部冬季オリンピック対策室 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1972（昭和47）

小内（透）委員 75 都市の生活 2018/10/3 道立文書館 地下鉄等の大量公共輸送機関の整備計画について（答申） 札幌市総合交通対策調査審議会 刊行物 コピー 1979（昭和54）

小内（透）委員 76 都市の生活 2018/11/1 道立図書館
昭和30年代初期に建設された都市住宅の建築状況と変遷―都市住
宅からみた「高度経済成長期」における道民生活の変化―

小林孝二・山際秀紀著 刊行物 コピー 2010（平成22）

小内（透）委員 77 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 市民の生活環境と生活実態 札幌市 刊行物 コピー 1970（昭和45）

小内（透）委員 78 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 市民生活についての調査報告 帯広市総合企画室 刊行物 コピー 1970年代

小内（透）委員 79 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 公共・民間宅地造成事業実態調査報告書 北海道建築部宅地課 刊行物 コピー 1966（昭和41）

小内（透）委員 80 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 家計簿とともに　1962及び1963年 北海道貯蓄推進委員会 刊行物 コピー 1962（昭和37）

小内（透）委員 81 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 積雪・寒冷による増加生計費の理論計算 北海道総合開発企画部 刊行物 コピー 1961（昭和36）

小内（透）委員 82 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 北海道における勤労者家庭燃料消費実態 北海道立労働科学研究所 刊行物 コピー 1953（昭和28）
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小内（透）委員 83 都市の生活 2019/8/26 道立文書館 道営住宅をめぐる諸問題 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1960（昭和35）

小内（透）委員 84 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 北海道の宅地造成関係法に関する施行状況資料 北海道建築部宅地課 刊行物 コピー 1967（昭和42）

小内（透）委員 85 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 公営住宅等建設実績　昭和５２年～５４年，６０～平成１２年 北海道住宅都市部住宅課 刊行物 コピー 1977（昭和52）

小内（透）委員 86 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 住宅団地の開発ー真駒内・大麻・北広島団地開発の記録ー 北海道住宅都市部総務課開発事業室 刊行物 コピー 1991（平成3）

小内（透）委員 87 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 生活環境意識調査報告書 旭川市企画部 刊行物 コピー 1970（昭和45）

小内（透）委員 88 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 新生活の歩み 北海道総務部知事室道民課 刊行物 コピー
1964（昭和39）～
1968（昭和43）

小内（透）委員 89 都市の生活 2019/8/28 道立文書館
札幌市における都市開発の発祥ー昭和３０年代後半から同４０年代
前半の住宅地の諸問題

三浦勝美 刊行物 コピー 1995（平成7）

小内（透）委員 90 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 新生活建設の理論と実践 北海道総務部新生活建設協議会事務局 刊行物 コピー 1955（昭和30）

小内（透）委員 91 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 昭和４０年度道営住宅新築工事契約関係一覧 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1966（昭和41）

小内（透）委員 92 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 昭和３７年度　住宅改修促進事業実施状況 北海道建築部建築課 刊行物 コピー １９６３(昭和38)

小内（透）委員 93 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 軌道運転度数及び運転速度決定認可関係書 北海道土木部道路課管理係 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1967(昭和42)

小内（透）委員 94 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 道営北広島団地関係綴 北海道住宅団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1971(昭和46)

小内（透）委員 95 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 大麻団地関係 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1962（昭和37）～
1968(昭和43)

小内（透）委員 96 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 真駒内団地開発事業計画書綴 北海道総務部真駒内団地開発事業準備室 公文書 カメラ撮影 1959(昭和34)

小内（透）委員 97 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 住宅組合台帳　昭和二十四年度 北海道建築部住宅課 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1950（昭和25）

小内（透）委員 98 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 執務参考綴 北海道建築部住宅課 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1950（昭和25）

小内（透）委員 99 都市の生活 2019/8/28 道立文書館 住宅組合貸家組合関係綴 北海道建築部住宅課 公文書 カメラ撮影
1965（昭和40）～
1966（昭和41）

小内（透）委員 100 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 さっぽろの公園 水野修 刊行物 コピー 1981（昭和56）

小内（透）委員 101 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 緑の中へ 札幌市環境局緑化推進部∥企画・編集 刊行物 コピー 1999（平成11）

小内（透）委員 102 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 『公園と緑地』さっぽろ文庫64 札幌市教育委員会編 刊行物 コピー 1993（平成5）

小内（透）委員 103 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 『ごみとリサイクル』さっぽろ文庫91 札幌市教育委員会編 刊行物 コピー 1999（平成11）

小内（透）委員 104 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道の下水道 北海道住宅都市部都市施設課編 刊行物 コピー
1977（昭和52）～
2004（平成16）

小内（透）委員 105 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 『札幌風物誌』さっぽろ文庫3 札幌市教育委員会編 刊行物 コピー 1978（昭和53）

小内（透）委員 106 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 さっぽろ清掃史 札幌市環境事業公社編 刊行物 コピー 2000（平成12）

小内（透）委員 107 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 『札幌の冬』さっぽろ文庫75 札幌市教育委員会編 刊行物 コピー 1995（平成7）

小内（透）委員 108 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 市区町村町内会・自治会連合会組織基本調査報告書 北海道町内会連合会編 刊行物 コピー 2000（平成12）

小内（透）委員 109 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道町内会部落会自治会名鑑 北海道町内会連合会編 刊行物 コピー 1977（昭和52）

小内（透）委員 110 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 『北海道都市問題会議 第4回 地域政策と新しい都市像』 北海道都市問題会議編 刊行物 コピー 1977（昭和52）

小内（透）委員 111 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道都市問題会議 第22回 北海道都市問題会議編 刊行物 コピー 1997（平成9）

小内（透）委員 112 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道の都市計画公園一覧表 北海道建設部都市計画課 刊行物 コピー 2003（平成15）

小内（透）委員 113 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道の都市計画公園、緑地一覧表 北海道建設部都市計画課 刊行物 コピー 1976（昭和51）
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小内（透）委員 114 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道の都市公園　昭和63年3月31日現在、平成14年3月31日現在 北海道住宅都市部都市施設課 刊行物 コピー 1988（昭和63）

小内（透）委員 115 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 北海道下水道こぼれ話～下水道実施都市における実例等報告 北海道住宅都市部公園下水道課 刊行物 コピー 1988（昭和63）

小内（透）委員 116 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 町内会の生いたち 白糠町役場 刊行物 コピー 1993（平成5）

小内（透）委員 117 都市の生活 2019/10/29 道立図書館
『北海道都市公園の年度別現況調書 昭和35年度末〜昭和50年度
末』

北海道住宅都市部都市施策課 刊行物 コピー 1976（昭和51）

小内（透）委員 118 都市の生活 2019/10/29 道立図書館 道町連２０年の歩みと展望 北海道町内会連合会 刊行物 コピー 1998（平成10）

小内（透）委員 119 都市の生活 2019/10/29 北海道町内会連合会 道町連３０年の歩みと展望 北海道町内会連合会 刊行物 コピー 2008（平成20）

小内（透）委員 120 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 新産業都市建設関係資料 北海道企画部 刊行物 コピー 1968（昭和43）

小内（透）委員 121 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道の大気汚染調査測定結果報告 北海道衛生部 刊行物 コピー 1964（昭和39）

小内（透）委員 122 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 札幌市における大気汚染についての調査研究 札幌市清掃部 刊行物 コピー 1960（昭和35）

小内（透）委員 123 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 地方自治についての世論調査 北海道総務部広報課 刊行物 コピー 1954（昭和29）

小内（透）委員 124 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 道央地区新産業都市建設基本計画 北海道 刊行物 コピー 1964（昭和39）

小内（透）委員 125 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 札幌市墓地・火葬場の沿革 札幌市衛生局衛生管理部 刊行物 コピー 1985（昭和60）

小内（透）委員 126 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道脱スパイクタイヤ推進条例及び同施行規則 北海道保健環境部 刊行物 コピー 1989（平成元）

小内（透）委員 127 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 道政についての世論調査結果報告 28　都市環境 北海道 刊行物 コピー 1971（昭和46）

小内（透）委員 128 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 道政についての世論調査結果報告 31　都市環境 北海道 刊行物 コピー 1972（昭和47）

小内（透）委員 129 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 公害防止条例集 北海道企画部公害課 刊行物 コピー 1965（昭和40）

小内（透）委員 130 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道脱スパイクタイヤ推進条例 第一法規出版 刊行物 コピー 1990（平成２）

小内（透）委員 131 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 千歳町を中心とする保健衛生上の諸問題について 北海道衛生部 刊行物 コピー 1953（昭和28）

小内（透）委員 132 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 拓北農兵隊 石井　次雄 刊行物 コピー 2019（令和元）

小内（透）委員 133 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 買物公園の基本計画ー都心地区再開発のためにー 旭川市 刊行物 コピー 1968（昭和43）

小内（透）委員 134 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 買物公園調査報告書ー平和通商店街意向調査ー 旭川青年会議所 刊行物 コピー 1966（昭和41）

小内（透）委員 135 都市の生活 2020/3/19 道立図書館 北海道集団帰農者書類（611.24HO） 不明 公文書 コピー 不明

角委員 1 社会運動 2019/11/13 生活クラブ生活協同組合 いいっしょや生活クラブ 一万人達成記念誌 生活クラブ生活協同組合 刊行物 寄贈 1989（平成元）

角委員 2 社会運動 2019/11/13 生活クラブ生活協同組合
20歳いつだって輝いていたい　生活クラブ生活協同組合　創立20周年
記念誌

生活クラブ生活協同組合 刊行物 寄贈 2002（平成14）

角委員 3 社会運動 2019/11/13 生活クラブ生活協同組合
いいっしょや生活クラブ　おおぜいの私とつくる　もう一つの価値　生活
クラブ生活協同組合　創立３０周年記念誌

生活クラブ生活協同組合 刊行物 寄贈 2012（平成24）

角委員 4 社会運動 2018/11/14
日本科学者会議北海道支
部

北海道における科学者運動の歩み　日本科学者会議北海道支部の４
０年

日本科学者会議北海道支部 刊行物 寄贈 2008（平成20）

角委員 5 社会運動 2018/11/14
日本科学者会議北海道支
部

JSA声明等 日本科学者会議北海道支部 団体文書 コピー
1968（昭和43）～
2000（平成12）

角委員 6 社会運動 2018/12/13 コープさっぽろ
昭和41年度～平成12年度　事業報告書・事業計画書（総代会資料）
※昭和42年度欠号

コープさっぽろ 団体文書 コピー
1966（昭和41）～
2000（平成12）

角委員 7 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 たまごの会ニュース　No.2～84（1,29,60欠） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1978（昭和53）～
1982（昭和57）

角委員 8 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 たまごの会ニュース　No.85～95 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1982（昭和57）～
1983（昭和58）

角委員 9 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　創刊号～No.29 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1983（昭和58）～
1985（昭和60）
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角委員 10 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.30～59 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1985（昭和60）～
1988（昭和63）

角委員 11 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.60～99 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1988（昭和63）～
1991（平成3）

角委員 12 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.100～119 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1991（平成3）～
1992（平成4）

角委員 13 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.120～139 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1993（平成5）～
1994（平成6）

角委員 14 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.140～159 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1994（平成6）～
1996（平成8）

角委員 15 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.160～179 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1996（平成8）～
1997（平成9）

角委員 16 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.180～203 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
1998（平成10）～
1999（平成11）

角委員 17 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.204～259 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
2000（平成12）～
2004（平成16）

角委員 18 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 チュプ　No.260～326 生活クラブ生活協同組合 団体文書 コピー
2004（平成16）～
2010（平成22）

角委員 19 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ設立関係資料 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1982（昭和57）

角委員 20 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ設立準備会　小林董信 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1982（昭和57）

角委員 21 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 82～'83発起人会・理事会 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影
1982（昭和57）～
1983（昭和58）

角委員 22 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 1983年度　理事会資料 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1983（昭和58）

角委員 23 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 生活クラブ新聞記事スクラップ綴り 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1980（昭和55）

角委員 24 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 1988年度　理事会資料① 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1988（昭和63）

角委員 25 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 1988年度　理事会資料② 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1988（昭和63）

角委員 26 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 96　理事会資料（'96.5月臨時理事会～'96.8月）21 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 27 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 1998年理事会資料 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

角委員 28 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 戸別配送資料　No.1 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

角委員 29 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 戸別配送資料　No.3 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

角委員 30 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 戸配事務局会議資料 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影
1997（平成9）～
2000（平成12）

角委員 31 社会運動 2018/12/19 生活クラブ生活協同組合 組織担当理事会議　2000 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 32 社会運動 2019/2/5 生活クラブ生活協同組合 2000年度理事会資料30（2000年4月～2000年8月） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 33 社会運動 2019/2/5 生活クラブ生活協同組合 2000年度理事会資料31（2000年8月～2000年12月） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 34 社会運動 2019/2/5 生活クラブ生活協同組合 2001年度理事会資料32（2001年1月～2001年5月） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

角委員 35 社会運動 2019/2/5 生活クラブ生活協同組合 2001年度理事会資料33（2001年5月～2001年8月） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

角委員 36 社会運動 2019/2/5 生活クラブ生活協同組合 2001年度理事会資料34（2001年9月～2001年12月） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

角委員 37 社会運動 2019/2/5 生活クラブ生活協同組合 2000年度理事会資料35（2002年1月～2002年3月） 生活クラブ生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2002（平成14）

角委員 38 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

ワーカーズ設立時の資料（設立趣意書等） 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

角委員 39 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

ワーカーズ関連団体ニュース（主に生活クラブニュース） 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 カメラ撮影
1993（平成5）～
1998（平成10）

角委員 40 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

働くということ、ワーカーズ・コレクティブの可能性（講演録） 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1989（平成元）
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角委員 41 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

あなたのためにワーカーズ！！（活動紹介用の小冊子） 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 42 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会ニュース（ワーカーズ、ワーコレ）
No.3～39　※No.7は欠号

北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 コピー
1987（昭和62）～
1994（平成6）

角委員 43 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

ワーカーズ　ニュース（No.39～79）※No.40、50、52～54は欠号 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 コピー
1994（平成6）～
2005（平成17）

角委員 44 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

事務局通信（No.1～54）※No.4、7、30、43号は欠号 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 団体文書 コピー
1995（平成7）～
2001（平成13）

角委員 45 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

仲間へ　はたらきかた私たちふう　NPO法人　北海道ワーカーズ・コレ
クティブ連絡協議会　１０周年記念誌

北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 刊行物 寄贈 1996（平成8）

角委員 46 社会運動 2019/2/5
北海道ワーカーズ・コレク
ティブ連絡協議会

NPO法人　北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会　２０周年記念
誌

北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 刊行物 寄贈 2006（平成18）

角委員 47 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド 北海道グリーンファンドNews Letter 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 1999（平成11）

角委員 48 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド 1999～2017年度事業報告書 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 1999（平成11）

角委員 49 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド
北海道グリーンファンド設立に関する構想（設立準備会事務局長鈴木
亨氏論考）

北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 1999（平成11）

角委員 50 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド 北海道グリーンファンド設立趣意書 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 1999（平成11）

角委員 51 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド 誰でもできるよ　消費電力削減 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 1999（平成11）

角委員 52 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド 電球チェンジで省エネチャレンジ 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 2001（平成13）

角委員 53 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド 風車のはなし 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 2004（平成16）

角委員 54 社会運動 2019/2/26 北海道グリーンファンド G-FILE 北海道グリーンファンド 団体文書 コピー 1999（平成11）

角委員 55 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.57 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1963（昭和38）

角委員 56 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.64 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1966（昭和41）

角委員 57 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.68 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1966（昭和41）

角委員 58 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.70 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1966（昭和41）

角委員 59 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.73 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1966（昭和41）

角委員 60 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.82 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

角委員 61 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

道連会報　No.92 北海道生活協同組合連合会 団体文書 カメラ撮影 1968（昭和43）

角委員 62 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

生活クラブ創立に係る資料（創立総会議事録等） 生活クラブ 団体文書 コピー 1982（昭和57）

角委員 63 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

第25回通常総代会資料（夕張生活協同組合） 夕張生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 64 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成８年第56回通常総会（大夕張生活協同組合） 大夕張生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 65 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成９年第57回通常総会（大夕張生活協同組合） 大夕張生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

角委員 66 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成８年第54回通常総代会議案書（釧路市民生活協同組合） 釧路市民生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 67 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成８年第54回通常総代会議案書  別冊（釧路市民生活協同組合） 釧路市民生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 68 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

生活協同組合　インクルファーム　第１回平成12年（2000年度）総会議
案書

生活協同組合　インクルファーム 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 69 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成15年（2003年度）第38回　通常総代会議案書Ⅰ（コープさっぽろ） コープさっぽろ 団体文書 カメラ撮影 2003（平成15）

角委員 70 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成16年（2004年度）第39回　通常総代会議案書Ⅰ（コープさっぽろ） コープさっぽろ 団体文書 カメラ撮影 2004（平成16）

角委員 71 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

平成19年（2007年度）第42回　通常総代会議案書Ⅰ（コープさっぽろ） コープさっぽろ 団体文書 カメラ撮影 2007（平成19）
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角委員 72 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

2004年度　臨時総代会議案書（宗谷市民生活協同組合） 宗谷市民生活協同組合 団体文書 カメラ撮影 2004（平成16）

角委員 73 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

2007年度　組合員総会議案書（生活協同組合コープ十勝） 生活協同組合コープ十勝 団体文書 カメラ撮影 2007（平成19）

角委員 74 社会運動 2019/2/26
北海道生活協同組合連合
会

釧路市民生協の経営破綻について 北海道生活協同組合連合会 団体文書 コピー 1996（平成8）

角委員 75 社会運動 2019/3/29 札幌弁護士会 札幌弁護士会会報 札幌弁護士会 団体文書 カメラ撮影
1973（昭和48）～
2003（平成15）

角委員 76 社会運動 2019/3/29 札幌弁護士会 道弁連会報 札幌弁護士会 団体文書 カメラ撮影
1979（昭和54）～
2002（平成14）

角委員 77 社会運動 2019/4/17 日本野鳥の会札幌支部 カッコウ１０年を記念して 日本野鳥の会札幌支部 団体文書 寄贈 1989（平成元）

角委員 78 社会運動 2019/4/17 日本野鳥の会札幌支部 日本野鳥の会札幌支部二十周年記念誌 日本野鳥の会札幌支部 団体文書 寄贈 1997（平成9）

角委員 79 社会運動 2019/4/17 日本野鳥の会札幌支部 会報誌「カッコウ」 日本野鳥の会札幌支部 団体文書 カメラ撮影
1978（昭和53）～
2001（平成13）

角委員 80 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 パネルディスカッション　『千歳川放水路計画を考える』 札幌弁護士会　公害対策・環境保全委員会 団体文書 委員手持ち資料 1994（平成6）

角委員 81 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 95パネルディスカッション報告　『続・千歳川放水路計画を考える』 札幌弁護士会　公害対策・環境保全委員会 団体文書 委員手持ち資料 1997（平成9）

角委員 82 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 千歳川放水路フォーラム　農業も自然も守れる代替案を！ 千歳川放水路フォーラム実行委員会 団体文書 委員手持ち資料 1992（平成4）

角委員 83 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 パネルディスカッション　『徹底検証！千歳川放水路』 千歳川放水路に反対する市民の会 団体文書 委員手持ち資料 1992（平成4）

角委員 84 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 パネルディスカッション　『徹底検証！千歳川放水路』vol.2 千歳川放水路に反対する市民の会 団体文書 委員手持ち資料 1993（平成5）

角委員 85 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 千歳川放水路計画に関する技術報告 北海道開発局 刊行物 委員手持ち資料 1994（平成6）

角委員 86 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 千歳川放水路を検証する
自治労苫小牧市職員労働組合自治権推進委員
会

団体文書 委員手持ち資料 1994（平成6）

角委員 87 社会運動 2019/4/18 委員手持ち資料 ダムがムダな理由 函館・松倉川を考える会編 団体文書 委員手持ち資料 2000（平成12）

角委員 88 社会運動 2019/5/22
北海道NPOサポートセン
ター

NPO推進北海道会議＆北海道NPOサポートセンター、NPO法人化、
NPO越智基金助成開始10年の軌跡

NPO推進北海道会議＆北海道NPOサポートセン
ター

団体文書 カメラ撮影 2009（平成21）

角委員 89 社会運動 2019/5/22
北海道NPOサポートセン
ター

北海道ＮＰＯサポートセンター２０周年記念フォーラムー北海道のＮＰ
Ｏは何をつくりあげてきたのかー

北海道NPOサポートセンター 団体文書 寄贈 2018（平成30）

角委員 90 社会運動 2019/5/22
北海道NPOサポートセン
ター

道庁からのNPO法人の設立認可証（NPO推進北海道会議） 北海道庁 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

角委員 91 社会運動 2019/5/22
北海道NPOサポートセン
ター

道庁からのNPO法人の設立認可証（北海道NPOサポートセンター） 北海道庁 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

角委員 92 社会運動 2019/5/22
北海道NPOサポートセン
ター

道庁からのNPO法人の設立認証申請書（北海道NPOサポートセン
ター）
※設立趣意書、設立総会議事録付き

北海道NPOサポートセンター 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

角委員 93 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 北海道平和運動フォーラム設立総会議案 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 94 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 2001年度　北海道平和運動フォーラム　活動方針（案） 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

角委員 95 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 2001年度　北海道平和運動フォーラム　一般経過報告書 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

角委員 96 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 2002年度　北海道平和運動フォーラム　活動方針（案） 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2002（平成14）

角委員 97 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 2002年度　北海道平和運動フォーラム　一般経過報告書 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2002（平成14）

角委員 98 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 2003年度　北海道平和運動フォーラム　活動方針（案） 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2003（平成15）

角委員 99 社会運動 2019/5/22 北海道平和運動フォーラム 2003年度　北海道平和運動フォーラム　一般経過報告書 北海道平和運動フォーラム 団体文書 カメラ撮影 2003（平成15）

角委員 100 社会運動 2019/6/19 さっぽろ自由学校「遊」 地域を拓くシンポジウム　No.1 花崎皐平氏他 団体文書 コピー 1980（昭和55）

角委員 101 社会運動 2019/6/19 さっぽろ自由学校「遊」 地域を拓くシンポジウム　No.2 花崎皐平氏他 団体文書 コピー 1980（昭和55）
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角委員 102 社会運動 2019/6/19 さっぽろ自由学校「遊」 ピープルズ・プラン21関係資料１ ピープルズ・プラン２１世紀北海道事務局 団体文書 コピー 1988（昭和63）

角委員 103 社会運動 2019/6/19 さっぽろ自由学校「遊」 ピープルズ・プラン21関係資料２ ピープルズ・プラン２２世紀北海道事務局 団体文書 コピー 1988（昭和63）

角委員 104 社会運動 2019/6/19 さっぽろ自由学校「遊」 「遊」通信　創刊号～29号※19，20欠号 さっぽろ自由学校「遊」 団体文書 コピー
1990（平成2）～
1998（平成10）

角委員 105 社会運動 2019/6/19 さっぽろ自由学校「遊」 「遊」通信　30号～60号 さっぽろ自由学校「遊」 団体文書 コピー
1999（平成11）～
2002（平成14）

角委員 106 社会運動 2019/6/19 道立文書館 岩尾内ダム建設経緯　38　1 北海道上川支庁地方部総務課 公文書 カメラ撮影
1963（昭和38）～
1964(昭和39)

角委員 107 社会運動 2019/6/19 道立文書館 岩尾内ダム建設経緯　38　2 北海道上川支庁地方部総務課 公文書 カメラ撮影
1963（昭和38）～
1964(昭和39)

角委員 108 社会運動 2019/6/19 道立文書館 岩尾内ダム建設経緯　40　4 北海道上川支庁地方部総務課 公文書 カメラ撮影
1964（昭和39）～
1965(昭和40)

角委員 109 社会運動 2019/6/19 道立文書館 金山ダム関係書類　昭和31～34 北海道上川支庁企画室開発計画係 公文書 カメラ撮影
1956（昭和31）～
1959(昭和34)

角委員 110 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 元気に政治する会資料（1987年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1987（昭和62）

角委員 111 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 元気に政治する会資料（1990年4月～1991年2月） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1990（平成2）

角委員 112 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 元気に政治する会資料（1991年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1991（平成3）

角委員 113 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 元気に政治する会資料（1991年）さわやか豊平 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1991（平成3）

角委員 114 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 地域づくり委員会（1992年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1992（平成4）

角委員 115 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 地域づくり委員会（1993年）No.2 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1993（平成5）

角委員 116 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 地域づくり委員会（1994年）No.2 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

角委員 117 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 地域づくり委員会（1997年）No.1 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

角委員 118 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 地域づくり委員会（1997年）No.2 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

角委員 119 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 当別ダム関係スクラップ 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

角委員 120 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 反核・平和プロジェクト、幌延問題（1999年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

角委員 121 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 北海道新エネルギー促進条例 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 122 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 幌延（研究者会議） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 123 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 幌延問題資料（1999～2000年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影
1999（平成11）～
2000（平成12）

角委員 124 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 幌延問題資料集 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 125 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 その他資料（幌延） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 不明

角委員 126 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 ネット全体委員会（1994年）No.2 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

角委員 127 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 ネット全体委員会（1995年）No.1 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

角委員 128 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 ネット全体委員会（1995年）No.2 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

角委員 129 社会運動 2019/7/3 市民ネットワーク北海道 ネット全体委員会（1996年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 130 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 丘珠空港ジェット化に反対する市民の会 No.1 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 131 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 丘珠空港ジェット化に反対する市民の会 No.2 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 132 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 丘珠空港ジェット化に反対する市民の会 No.3 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8)
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角委員 133 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 丘珠空港問題資料１ 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

角委員 134 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 丘珠空港問題資料２ 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

角委員 135 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 千歳川放水路 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

角委員 136 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 千歳川放水路　1995～1999 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影
1995（平成7）～
1999（平成11）

角委員 137 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 反核・平和プロジェクト（1999～2000年） 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影
1999（平成11）～
2000（平成12）

角委員 138 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 反核・平和プロジェクト（1999～2002年）泊原発関連 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影
1999（平成11）～
2002（平成14）

角委員 139 社会運動 2019/7/10 市民ネットワーク北海道 幌延関係資料 市民ネットワーク北海道 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

角委員 140 社会運動 2019/7/10 道立文書館 伊達火発関係　45.1～47.11 北海道胆振支庁経済部水産課 公文書 カメラ撮影
1971（昭和46）～
1974（昭和49）

角委員 141 社会運動 2019/7/10 道立文書館 伊達火力関係　２の１ 北海道胆振支庁経済部水産課 公文書 カメラ撮影
1970（昭和45）～
1973（昭和48）

角委員 142 社会運動 2019/7/10 道立図書館 伊達環境権裁判 公害問題研究会 刊行物 コピー 1978（昭和53）

角委員 143 社会運動 2019/7/10 道立図書館 伊達環境権訴訟第２集 公害問題研究会 刊行物 コピー 1974（昭和49）

角委員 144 社会運動 2019/7/10 道立文書館 伊達火力発電所反対闘争 斎藤　稔編 刊行物 コピー 1983（昭和58）

角委員 145 社会運動 2019/8/13 道立図書館 どんだりこんだり伊達火発 伊達裁判に勝ってもらう会 団体文書 コピー 1974（昭和49）

角委員 146 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1966年11月26日第1号～67年5月11日第5号 札幌ベ平連 団体文書 コピー
1966（昭和41）～
1967（昭和42）

角委員 147 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1967年7月18日第6号～67年12月8日第10号 札幌ベ平連 団体文書 コピー 1967（昭和42）

角委員 148 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1968年2月1日第11号～68年11月6日第15号 札幌ベ平連 団体文書 コピー 1968（昭和43）

角委員 149 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1968年12月8日第16号～69年4月20日第19号 札幌ベ平連 団体文書 コピー
1968（昭和43）～
1969（昭和44）

角委員 150 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1970年1月23日第26号～70年3月第28号 札幌ベ平連 団体文書 コピー 1970（昭和45）

角委員 151 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1971年8月25日第34号 札幌ベ平連 団体文書 コピー 1971（昭和46）

角委員 152 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 札幌ベ平連ニュース1973年7月17日第46号にかえて 札幌ベ平連 団体文書 コピー 1973（昭和48）

角委員 153 社会運動 2019/8/13 花崎皐平氏 北海道一周反戦キャラバン 山部嘉彦、村山トミ 団体文書 コピー 不明

角委員 154 社会運動 2019/9/26 道立文書館 消費生活協同組合（A11-2／3657） 北海道空知支庁地方部社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1970(昭和45)

角委員 155 社会運動 2019/9/26 道立文書館 消費生活協同組合総会終了届（A11-2／3858） 北海道空知支庁地方部社会福祉課 公文書 カメラ撮影 1970(昭和45)

角委員 156 社会運動 2019/9/26 道立文書館 消費生活協同組合総代会終了届書綴  昭和49年度（A11-2／3660） 北海道空知支庁地方部社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1974（昭和49）～
1975(昭和50)

角委員 157 社会運動 2019/9/26 道立文書館 生活協同組合関係綴  昭和四十六年度（A11-2／2624） 北海道上川支庁地方部社会福祉課社会係 公文書 カメラ撮影 1971(昭和46)

角委員 158 社会運動 2019/10/3 苫小牧市立図書館 苫小牧東部開発計画との闘い 苫小牧地区労働組合会議 団体文書 コピー 1981（昭和56）

角委員 159 社会運動 2019/10/3 苫小牧市立図書館 苫東をめぐる闘いの足跡 苫小牧地区労働組合会議 団体文書 コピー 1979（昭和54）

角委員 160 社会運動 2019/10/3 苫小牧市立図書館 ドキュメント記者が見た苫東運動および最近の苫東 苫小牧地区労働組合会議 団体文書 コピー 1981（昭和56）

角委員 161 社会運動 2019/10/3 道立図書館 矢臼別ものがたり 三宅信一 刊行物 コピー 1974（昭和49）

角委員 162 社会運動 2019/10/3 道立図書館 北の反戦地主・川瀬氾二の生涯 布施祐仁 刊行物 コピー 2009（平成21）

角委員 163 社会運動 2019/10/3 道立図書館 矢臼別の馬飼いと自衛隊 川瀬氾二 刊行物 コピー 2011（平成23）
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角委員 164 社会運動 2019/10/3 道立図書館 松井愈平和運動論文集 北海道平和委員会 刊行物 コピー 1997（平成9）

角委員 165 社会運動 2019/10/3 道立図書館 復刻版矢臼別通信 三宅信一 刊行物 コピー 2005（平成17）

角委員 166 社会運動 2019/12/18 労働資料センター 幌延（新聞切抜）（0-14／S2272） 団体文書 カメラ撮影 1985（昭和60）

角委員 167 社会運動 2019/12/18 労働資料センター 幌延核廃棄物処理施設反対運動関係　１９８５年（0-14／S2271）
幌延核廃棄物処理施設に反対する「反核道民の
船」実行委員会

団体文書 カメラ撮影 1985（昭和60）

角委員 168 社会運動 2019/12/18 労働資料センター 幌延問題関連資料（0-14／S2266） 原発廃棄物処理施設誘致反対道民連絡会議 団体文書 カメラ撮影 1984（昭和59）

角委員 169 社会運動 2019/12/18 労働資料センター 伊達火発とリコール運動記録誌（0-14／S370） 虻田地区労働組合協議会 刊行物 スキャン 1977（昭和52）

角委員 170 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

矢臼別平和委員会創立５０年記念誌『時速４キロの歩み』 矢臼別平和委員会 刊行物 コピー 2018（平成30）

角委員 171 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

氾二から佐和子へ「矢臼別の里から」書き継がれる矢臼別住人の心 矢臼別平和委員会 刊行物 コピー 2012（平成24）

角委員 172 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

矢臼別の原野たかくー平和盆おどり大会20年のあゆみ 矢臼別平和委員会 刊行物 カメラ撮影 1984（昭和59）

角委員 173 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

ルポ「戦場」から訴える憲法九条 田中伸尚 刊行物 カメラ撮影 2005（平成17）

角委員 174 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

矢臼別平和委員会の年報『演習場のどまん中から』※第１７集欠号 矢臼別平和委員会 刊行物 スキャン
2000（平成12）～
2018（平成30）

角委員 175 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

演習場のどまん中から（１）～（１０） 矢臼別平和委員会 団体文書 カメラ撮影 2003（平成15）

角委員 176 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

平和運動40年と矢臼別 矢臼別平和委員会 団体文書 カメラ撮影 1989（平成元）

角委員 177 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

安保・自衛隊そして憲法と北海道 矢臼別平和委員会 団体文書 カメラ撮影 1991（平成3）

角委員 178 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

農民と労働者の団結を固めて半世紀「平和もちつき・望年会」５０年の
軌跡

矢臼別平和もちつき・望年会実行委員会 団体文書 カメラ撮影 2016（平成28）

角委員 179 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

吉野宜和氏論考「矢臼別で二巡目の海兵隊砲撃演習ーすすむ民間
動員、外出も強行ー」※（『平和運動』No.346通巻661号所収）

吉野宜和 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

角委員 180 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

吉野宜和氏論考「米海兵隊もう一つの「移転訓練」」※（『平和運動』
2000年４月号所収）

吉野宜和 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

角委員 181 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

別海町における農民による学習会運動30周年を記念してー「マイペー
ス酪農」の小史ー※吉野宜和氏論考

吉野宜和 団体文書 カメラ撮影 不明

角委員 182 社会運動 2019/12/18
矢臼別平和委員会（吉野宜
和氏自宅）

人生の半分を矢臼別ですごし、今還暦を迎えて（川瀬氾二） 川瀬氾二 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

角委員 183 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
防衛庁からの土地買収に対する矢臼別住民からの陳情書（浜中町あ
て）

団体文書 カメラ撮影 1961（昭和36）

角委員 184 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
昭和36年12月８日別海町議会第６回臨時会議事録（議題：別海町内
に自衛隊の駐屯地を誘致することについて）

別海町議会 公文書 カメラ撮影 1961（昭和36）

角委員 185 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
昭和36年12月９日別海町議会第６回臨時会議事録（議題：別海町内
に自衛隊の駐屯地を誘致することについて）

別海町議会 公文書 カメラ撮影 1961（昭和36）

角委員 186 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
「矢臼別演習場」土地取得自治体（別海町、厚岸町、浜中町）の議会
審議録

別海町議会 公文書 カメラ撮影 1961（昭和36）

角委員 187 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館 全国の平和運動に関する新聞記事のスクラップ帳① 三宅信一
新聞記事スク
ラップ

カメラ撮影 1960年代

角委員 188 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館 全国の平和運動に関する新聞記事のスクラップ帳② 三宅信一
新聞記事スク
ラップ

カメラ撮影 1960年代

角委員 189 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館 全国の平和運動に関する新聞記事のスクラップ帳③ 三宅信一
新聞記事スク
ラップ

カメラ撮影 1960年代

角委員 190 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館 全国の平和運動に関する新聞記事のスクラップ帳④ 三宅信一
新聞記事スク
ラップ

カメラ撮影 1960年代

角委員 191 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
矢臼別のたたかい①（三宅信一北海道教育大学釧路校名誉教授が
集めた矢臼別平和運動に関する資料）

三宅信一 団体文書 カメラ撮影 1960年～70年代

角委員 192 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
矢臼別のたたかい②（三宅信一北海道教育大学釧路校名誉教授が
集めた矢臼別平和運動に関する資料）

三宅信一 団体文書 カメラ撮影 1960年～70年代

角委員 193 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
矢臼別のたたかい③（三宅信一北海道教育大学釧路校名誉教授が
集めた矢臼別平和運動に関する資料）

三宅信一 団体文書 カメラ撮影 1960年～70年代

角委員 194 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
矢臼別のたたかい④（三宅信一北海道教育大学釧路校名誉教授が
集めた矢臼別平和運動に関する資料）

三宅信一 団体文書 カメラ撮影 1960年～70年代
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角委員 195 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
矢臼別のたたかい⑤（三宅信一北海道教育大学釧路校名誉教授が
集めた矢臼別平和運動に関する資料）

三宅信一 団体文書 カメラ撮影 1960年～70年代

角委員 196 社会運動 2019/12/19 矢臼別平和資料館
矢臼別のたたかい⑥（三宅信一北海道教育大学釧路校名誉教授が
集めた矢臼別平和運動に関する資料）

三宅信一 団体文書 カメラ撮影 1960年～70年代

角委員 197 社会運動 2020/2/13
環境友好雑貨店これからや
（ミニコミ喫茶ひらひら）

あごらさっぽろ　No.60～95 あごら札幌 団体文書 カメラ撮影
1983（昭和58）～
1986（昭和61）

角委員 198 社会運動 2020/2/13
環境友好雑貨店これからや
（ミニコミ喫茶ひらひら）

アジアの女たちの会　札幌　No.12～27 アジアの女たちの会・札幌 団体文書 カメラ撮影
1981（昭和56）～
1983（昭和58）

角委員 199 社会運動 2020/2/13
環境友好雑貨店これからや
（ミニコミ喫茶ひらひら）

住民会議ニュース　No.1～32
 （旭川市民の会ニュース   No.32～45含む）

反核・反原発全道住民会議 団体文書 カメラ撮影
1983（昭和58）～
1989（平成元）

角委員 200 社会運動 2020/2/13
環境友好雑貨店これからや
（ミニコミ喫茶ひらひら）

協働者　創刊号～104号 協働社 団体文書 カメラ撮影
1979（昭和54）～
1992（平成4）

角委員 201 スポーツ 2019/4/18 道立文書館 札幌オリンピック開催決定関係新聞記事　昭和41年５月 北海道総務部 公文書 カメラ撮影 1966（昭和41）

角委員 202 スポーツ 2019/4/18 道立文書館 一般体育関係　昭和42年度 北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影 1966（昭和42）

角委員 203 スポーツ 2019/4/18 道立文書館 札幌オリンピック冬季大会関係綴　昭和41年度 北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影 1966（昭和41）

角委員 204 スポーツ 2019/4/18 道立文書館 札幌オリンピック冬季大会組織委員会　昭和43年～昭和44年 北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1969（昭和44）

角委員 205 スポーツ 2019/4/18 道立文書館 札幌オリンピック冬季大会組織委員会幹事会　昭和46年度 北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影 1971（昭和46）

角委員 206 スポーツ 2019/4/18 道立文書館
総務委員会自民党民社党冬季オリンピック特別委員会　昭和44年～
昭和46年

北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1971（昭和46）

角委員 207 スポーツ 2019/4/18 道立文書館
道議会オリンピック特別委員会　決算特別委員会　陳情書綴　昭和43
年度

北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1969（昭和44）

角委員 208 スポーツ 2019/4/18 道立文書館
道議会議員資料要求書，オリンピック施設後利用関係，道議会札幌
オリンピック冬季大会組織委員会，陳情書・要請書　昭和47年度

北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影 1972（昭和47）

角委員 209 スポーツ 2019/4/18 道立文書館 道議会札幌オリンピック冬季大会特別委員会　昭和42年度 北海道総務部総務課 公文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

角委員 210 スポーツ 2019/6/19 道立文書館 第42回　国体誘致関係綴 第44回国民体育大会北海道実行委員会 公文書 カメラ撮影
1978（昭和53）～
1980(昭和55)

角委員 211 スポーツ 2019/6/19 道立文書館 はまなす国体に反対する運動 第44回国民体育大会北海道実行委員会 公文書 カメラ撮影 1989(平成1)

角委員 212 スポーツ 2019/6/19 道立文書館 64年はまなす国体の成功をめざして 北海道生活環境部国民体育大会事務局［編］ 刊行物 カメラ撮影 1986（昭和61）

角委員 213
終戦直後の混乱と
生活

2019/7/10 道立文書館 『友　その生と死の証し（平手嘉一）第2版』 田村重見 刊行物 コピー 1986（昭和61）

角委員 214
終戦直後の混乱と
生活

2019/7/10 道立文書館 『第七師団衛生部員の回想』 中間光雄 刊行物 コピー 1990（平成2）

角委員 215
終戦直後の混乱と
生活

2019/7/10 道立文書館 不戦の誓いー終戦40年記念誌 滝川市終戦40年記念誌編集委員会 刊行物 コピー 1985（昭和60）

角委員 216
終戦直後の混乱と
生活

2019/7/10 道立文書館
『我路警部補派出所小史ー三菱美唄炭鉱の華鮮人騒乱事件』（『北海
警友』第22巻第11号所収）

赤坂修三 刊行物 コピー 1967（昭和42）

角委員 217
終戦直後の混乱と
生活

2019/7/10 道立文書館
『我路警部補派出所小史　その二ーいわゆる「人民裁判事件」三菱美
唄炭鉱労組員による集団不法行為ー』（『北海警友』第23巻第１号所
収）

赤坂修三 刊行物 コピー 1968（昭和43）

角委員 218
終戦直後の混乱と
生活

2019/7/10 道立文書館 自衛隊に関する書類　昭和27～30年（A50/281） 大滝村 公文書 カメラ撮影
1952（昭和27）～
1955（昭和30）

角委員 219
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館 引揚関係例規綴  昭和二十年十一月～（A11-2／3201） 北海道留萌支庁地方部社会福祉課社会係 公文書 カメラ撮影
1945（昭和20）～
1966(昭和41)

角委員 220
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館 引揚者収容施設関係　昭和二十二年度（A11-2／4338） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影
1947（昭和22）～
1948(昭和23)

角委員 221
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館 引揚者無縁故者収容所建設関係　昭和二十三年度（A50／141） 船泊村 公文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1956（昭和31）

角委員 222
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館 海外引揚者無縁故収容所関係　昭和24年～25年（A50／138） 船泊村 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24)～
1950（昭和25）

角委員 223
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館 外地引揚者関係　昭和二十一年～昭和二十六年（A50／140） 船泊村 公文書 カメラ撮影
1946（昭和21）～
1951（昭和26）

角委員 224
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館
終戦ニ伴フ通牒綴　昭和二十年九月以降（A50／209）※表紙に「北海
道上川郡伊香牛国民学校」の押印あり

当麻村立伊香牛小学校 公文書 カメラ撮影
1945（昭和20）～
1948（昭和23）
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角委員 225
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館
食糧供出の栞　昭和二十三年米穀年度（A11-2／1957）※表紙には
「十勝食糧供出推進本部長」とあり

北海道十勝支庁 公文書 カメラ撮影 1948（昭和23）年度

角委員 226
終戦直後の混乱と
生活

2019/9/10 道立文書館 物価統制（A7-1／4317） 北海道庁経済部 公文書 カメラ撮影
1945（昭和20）～
1947(昭和22)

角委員 227
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 小樽志民 石井伸和 刊行物 2018（平成30）

角委員 228
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 玉井裕志作品集　第二集 玉井裕志 刊行物 2019（令和元）

角委員 229
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 シベリア抑留絵巻 河合保 刊行物 1983（昭和58）

角委員 230
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 シベリア抑留記 高橋清孝 刊行物 1983（昭和58）

角委員 231
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 シベリア抑留記 高橋清孝 刊行物 1985（昭和60）

角委員 232
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 一九九四年・留萌 谷口芳男 刊行物 1996（平成8）

角委員 233
終戦直後の混乱と
生活

2020/3/24 委員手持ち資料 忘れられない四島の記憶　私の証言」 千島歯舞諸島居住者連盟根室支部 刊行物 2014（平成26）

中澤委員 1 文学 2018/11/2 道立文学館 北海道から　第７号 学校法人　北海学園 刊行物 コピー 1990（平成2）

中澤委員 2 文学 2018/11/2 道立文学館 北海道文学案内　創刊号 さっぽろ出版 刊行物 コピー 1966（昭和42）

中澤委員 3 文学 2018/11/2 道立文学館 異徒　創刊号 異徒の会 刊行物 コピー 1980（昭和55）

中澤委員 4 文学 2018/11/2 道立文学館 札幌ペン　創刊号 札幌ペンクラブ 刊行物 コピー 1954（昭和29）

中澤委員 5 文学 2018/11/2 道立文学館 札幌文学　創刊号 札幌文学会 刊行物 コピー 1950（昭和25）

中澤委員 6 文学 2018/11/2 道立文学館 冬濤（ふゆなみ）　創刊号 冬濤編集所 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 7 文学 2018/11/2 道立文学館 文藝復興　創刊号 交文社 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 8 文学 2018/11/2 道立文学館 辺境文学　創刊号 邊疆文学社 刊行物 コピー 1949（昭和24）

中澤委員 9 文学 2018/11/2 道立文学館 北方新潮　創刊号 北方新潮社 刊行物 コピー 1945（昭和20）

中澤委員 10 文学 2018/11/2 道立文学館 農村新雑誌　みのり　創刊号 柏葉書院 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 11 文学 2018/11/2 道立文学館 連續切片　創刊号 鶴文庫 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 12 文学 2018/11/2 道立文学館 道　創刊号 道編集部 刊行物 コピー 1949（昭和24）

中澤委員 13 文学 2018/11/2 道立文学館 森の仲間　第１号 森の仲間 刊行物 コピー 1961（昭和36）

中澤委員 14 文学 2018/11/2 道立文学館 幽幻　創刊号 新稗史社 刊行物 コピー 1979（昭和54）

中澤委員 15 文学 2018/11/2 道立文学館 室蘭文学 室蘭文学会 刊行物 コピー 1954（昭和29）

中澤委員 16 文学 2018/11/2 道立文学館 裸人群 文学集団裸人群 刊行物 コピー 1950（昭和25）

中澤委員 17 文学 2018/11/2 道立文学館 北方文學　創刊号 新日本文学会北海道支部 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 18 文学 2018/11/2 道立文学館 北海文学　創刊号 北海文学社 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 19 文学 2018/11/2 道立文学館 北海文学　第２号 北海文学社 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 20 文学 2018/11/2 道立文学館 雪の夜話　北海道 国民評論社 刊行物 コピー 1969（昭和44）

中澤委員 21 文学 2018/11/2 道立文学館 労働文化  No.1 北海道労働文化協会 刊行物 コピー 1972（昭和47）

中澤委員 22 文学 2018/11/2 道立文学館 北海道近代文学懇話会会報　No.1 北海道近代文学懇話会 刊行物 コピー 1995（平成7）
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中澤委員 23 文学 2018/11/2 道立文学館 冬の宿　創作五人集 相内晋　永田栄　橋崎政　牧原譲　笠谷重人著 刊行物 コピー 1953（昭和28）

中澤委員 24 文学 2018/11/2 道立文学館 アイヌの学校 長見義三著 刊行物 コピー 1942（昭和17）

中澤委員 25 文学 2018/11/2 道立文学館 北方文芸　創刊号 北方文芸社 刊行物 コピー 1968（昭和43）

中澤委員 26 文学 2018/11/2 道立文学館 北方文芸　最終号 北方文芸刊行会 刊行物 コピー 1997（平成9）

中澤委員 27 文学 2018/11/2 道立文学館 ブレｰメン館　創刊号 『ブレｰメン館』編集部 刊行物 コピー 2003（平成15）

中澤委員 28 文学 2018/11/2 道立文学館 位置　創刊号 ｢位置｣の会 刊行物 コピー 1962（昭和37）

中澤委員 29 文学 2018/11/2 道立文学館 北海道文学　創刊号 北海道文学研究会 刊行物 コピー 1962（昭和37）

中澤委員 30 文学 2018/11/2 道立文学館 文学「１９５３年」　第一号 文学同人「53年」会 刊行物 コピー 1953（昭和28）

中澤委員 31 文学 2018/11/2 道立文学館 文学「１９５３年」　第二号 文学同人「53年」会 刊行物 コピー 1953（昭和28）

中澤委員 32 文学 2018/11/9 道立文学館 あるす・ぽえちか　No.1 詩学研究会北海道支部 刊行物 コピー 1954（昭和29）

中澤委員 33 文学 2018/11/9 道立文学館 回帰線 小柳　透 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 34 文学 2018/11/9 道立文学館 亜細亜詩人　創刊号 西東書林 刊行物 コピー 1953（昭和28）

中澤委員 35 文学 2018/11/9 道立文学館 零点　創刊号 ゼロテン社 刊行物 コピー 1952（昭和27）

中澤委員 36 文学 2018/11/9 道立文学館 先列　創刊号 北海道詩人集団 刊行物 コピー 1955（昭和30）

中澤委員 37 文学 2018/11/9 道立文学館 新詩帖 新詩帖出版社 刊行物 コピー 1972（昭和47）

中澤委員 38 文学 2018/11/9 道立文学館 至上律 札幌青磁社 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 39 文学 2018/11/9 道立文学館 言語空間 言語空間出版社 刊行物 コピー 1970（昭和45）

中澤委員 40 文学 2018/11/9 道立文学館 熱月　創刊号 熱月社 刊行物 コピー 1974（昭和49）

中澤委員 41 文学 2018/11/9 道立文学館 熱月　第４号 熱月社 刊行物 コピー 1975（昭和50）

中澤委員 42 文学 2018/11/9 道立文学館 妖　創刊号 創映出版 刊行物 コピー 1994（平成6）

中澤委員 43 文学 2018/11/9 道立文学館 ゆでぃりあ　創刊号 新次元文学集団 刊行物 コピー 1964（昭和39）

中澤委員 44 文学 2018/11/9 道立文学館 野性　創刊号 北方詩話会 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 45 文学 2018/11/9 道立文学館 湾　創刊号 湾発行所 刊行物 コピー 1956（昭和31）

中澤委員 46 文学 2018/11/9 道立文学館 霧笛　創刊号 ふいりあ書房 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 47 文学 2018/11/9 道立文学館 眼　創刊号 眼の会 刊行物 コピー 1954（昭和29）

中澤委員 48 文学 2018/11/30 道立文学館 北方俳句人　創刊号 北方俳句人発行所 刊行物 コピー 1948（昭和23）

中澤委員 49 文学 2018/11/30 道立文学館 緋衣　一月号 緋衣社 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 50 文学 2018/11/30 道立文学館 北海道俳句協会会報　創刊号 北海道俳句協会 刊行物 コピー 1955（昭和30）

中澤委員 51 文学 2018/11/30 道立文学館 衢　創刊号 衢川柳会 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 52 文学 2018/11/30 道立文学館 川柳びばい 美唄川柳社 刊行物 コピー 1968（昭和43）

中澤委員 53 文学 2018/11/30 道立文学館 緋蕪 十・十一月号 緋蕪発行所 刊行物 コピー 1948（昭和23）
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中澤委員 54 文学 2018/11/30 道立文学館 北海道歌人会報 北海道歌人会 刊行物 コピー 1955（昭和30）

中澤委員 55 文学 2018/11/30 道立文学館 涯　創刊号 「涯」同人 刊行物 コピー 1953（昭和28）

中澤委員 56 文学 2018/11/30 道立文学館 涯　第２号 「涯」同人 刊行物 コピー 1953（昭和28）

中澤委員 57 文学 2018/11/30 道立文学館 涯 創刊号 現代短歌･北の会 刊行物 コピー 1977（昭和52）

中澤委員 58 文学 2018/11/30 道立文学館 現代短歌 北の会･会報第一号 現代短歌･北の会 刊行物 コピー 1984（昭和59）

中澤委員 59 文学 2018/11/30 道立文学館 Trois Fleurs（トワ・フルール）　創刊号 岡久　夏子 刊行物 コピー 2011（平成23）

中澤委員 60 文学 2018/11/30 道立文学館 花づな [菱の実会] 刊行物 コピー 1980（昭和55）

中澤委員 61 文学 2018/11/30 道立文学館 あしかび　１月号（創刊号） 葦牙吟社 刊行物 コピー 1947（平成22）

中澤委員 62 文学 2018/11/30 道立文学館 あしかび　２月号 葦牙吟社 刊行物 コピー 1948（平成23）

中澤委員 63 文学 2018/11/30 道立文学館 あしかび　３月号 葦牙吟社 刊行物 コピー 1949（平成24）

中澤委員 64 文学 2018/11/30 道立文学館 素　創刊号 グルｰプ素 刊行物 コピー 1967（昭和42）

中澤委員 65 文学 2018/11/30 道立文学館 函館啄木会々報 函館啄木会 刊行物 コピー 1986（昭和61）

中澤委員 66 文学 2018/11/30 道立文学館 野馬　第２号 短歌グループ「野馬の会」 刊行物 コピー 1970（昭和45）

中澤委員 67 文学 2018/11/30 道立文学館 玫瑰　創刊号 玫瑰発行所 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 68 文学 2018/11/30 道立文学館 玫瑰　２月号 玫瑰発行所 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 69 文学 2018/11/30 道立文学館 玫瑰　４月号 玫瑰発行所 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 70 文学 2018/11/30 道立文学館 玫瑰　６月・７月合併号 玫瑰発行所 刊行物 コピー 1946（昭和21）

中澤委員 71 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道短歌事典 北海道新聞社 刊行物 コピー 1980（昭和55）

中澤委員 72 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道文学館報 北海道文学館 刊行物 コピー 1967（昭和42）

中澤委員 73 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道文学読本［小説・エッセー編］ 北海道文学館 刊行物 コピー 1988（昭和63）

中澤委員 74 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道文学読本［詩・短歌・俳句編］ 北海道文学館 刊行物 コピー 1988（昭和63）

中澤委員 75 文学 2019/2/22 道立文学館 北の想像力 岡和田　晃　編 刊行物 コピー 2014（平成26）

中澤委員 76 文学 2019/2/22 道立文学館 　'８９北の文学 北海タイムス社 刊行物 コピー 1990（平成2）

中澤委員 77 文学 2019/2/22 道立文学館 近代北海道の文学　新しい精神風土の形成 小笠原　克 刊行物 コピー 1973（昭和48）

中澤委員 78 文学 2019/2/22 道立文学館 現代文学風土記 奥野　健男 刊行物 コピー 1976（昭和51）

中澤委員 79 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道文学の系譜 北海道大学放送教育委員会編 刊行物 コピー 1984（昭和59）

中澤委員 80 文学 2019/2/22 道立文学館 鴉族　創刊号 鴉族社 刊行物 コピー 1954（昭和29）

中澤委員 81 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道の文学　雪と原野と人間の物語 北海道高校国語教育研究会 刊行物 コピー 1979（昭和54）

中澤委員 82 文学 2019/2/22 道立文学館 北海道文学展・図録 北海道文学展実行委員会編集部会 刊行物 コピー 1966（昭和41）

中澤委員 83 文学 2019/2/22 道立文学館 風土のなかの文学 和田　謹吾 刊行物 コピー 1965(昭和40)

中澤委員 84 文学 2019/2/22 道立文学館 旬集　雪祭 比良　暮雪 刊行物 コピー 1950（昭和25）
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中澤委員 85 文学 2019/2/22 道立文学館 乳房喪失 中城　ふみ子 刊行物 コピー 1955（昭和30）

中澤委員 86 文学 2019/2/22 道立文学館 小田観蛍歌集 小田観蛍 刊行物 コピー 1959(昭和34)

中澤委員 87 文学 2019/2/22 道立文学館 《日本》へ架ける橋　北海道にて 小笠原　克 刊行物 コピー 1972（昭和47）

中澤委員 88 文学 2019/5/14 道立文学館 北海道俳句協会50年の歩み 協会史刊行委員会 刊行物 コピー 2005（平成17）

中澤委員 89 文学 2019/5/14 道立文学館 北海道川柳史 斎藤　大雄 刊行物 コピー 1979（昭和54）

中澤委員 90 文学 2019/5/14 道立文学館 北海道川柳連盟五十年史 北海道川柳連盟　五十年史刊行委員会 刊行物 コピー 2014（平成26）

中澤委員 91 文学 2019/5/14 道立文学館 北海道俳句協会史 協会史編纂委員会 刊行物 コピー 1995（平成7）

中澤委員 92 文学 2019/5/14 道立文学館 北海道俳壇史 比良暮雪 刊行物 コピー 1947（昭和22）

中澤委員 93 文学 2019/5/14 道立文学館 北海道句鑑 北海道句鑑編纂委員会 刊行物 コピー 1949（昭和24）

中澤委員 94 文学 2019/5/14 道立文学館 雪の慟哭 水根　義雄 刊行物 コピー 1982（昭和57）

中澤委員 95 文学 2019/5/14 道立文学館 なぜ、北海道はミステリー作家の宝庫なのか？ 鷲田小彌太、井上美香 刊行物 コピー 2009（平成21）

中澤委員 96 文学 2019/5/14 道立文学館 双葉文庫　日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集２ 双葉社 刊行物 コピー 2015（平成27）

中澤委員 97 文学 2019/6/4 道立文学館 炭道文学　創刊号 日本炭鉱労働組合北海道地方本部 刊行物 コピー 1951（昭和26）

中澤委員 98 文学 2019/6/4 道立文学館 札幌文学　第９巻 札幌文学会 刊行物 コピー 1952（昭和27）

中澤委員 99 文学 2019/6/4 道立文学館 生徒会誌　１９６０ 倶知安高等学校生徒会 刊行物 コピー 1960（昭和35）

中澤委員 100 文学 2019/6/4 道立文学館 北海道児童文学全集　第一巻 立風書房 刊行物 コピー 1983（昭和58）

中澤委員 101 文学 2019/6/4 道立文学館 北海道児童文学全集　第十五巻 立風書房 刊行物 コピー 1984（昭和59）

中澤委員 102 文学 2019/6/4 道立文学館 PEC（ペック）１９７５　VOL.1　NO.3 政経文化ジャーナル 刊行物 コピー 1975（昭和50）

中澤委員 103 文学 2019/7/2 道立文学館 北海道文学代表作選集１ 北海道文学者懇話会編集 刊行物 コピー 1956（昭和31）

中澤委員 104 文学 2019/7/2 道立文学館 物語・北海道文学盛衰史 北海道新聞社学芸部 刊行物 コピー 1967（昭和42）

中澤委員 105 文学 2019/7/2 道立文学館 橋崎政創作選集 橋崎　政 刊行物 コピー 1977（昭和52）

中澤委員 106 文学 2019/7/2 道立文学館 夕張歌壇史 足立敏彦 刊行物 コピー 1969（昭和44）

中澤委員 107 文学 2019/7/2 道立文学館 札幌文学　第９巻 札幌文学会 刊行物 コピー 1952（昭和27）

中澤委員 108 文学 2019/7/2 道立文学館 北方論ー北緯四十度圏の思想 中野美代子 刊行物 コピー 1972（昭和47）

中澤委員 109 映画 2019/5/14 道立文学館 黒澤明監督作品『白痴』の台本 松竹 刊行物 コピー 1951（昭和26）

中澤委員 110 映画 2019/6/4 道立文学館 アジア群島人、生きる 喜多義憲 刊行物 コピー 2013（平成25）

中澤委員 111 映画 2019/7/2 道立文学館 JABB中毒秘造り地獄編 ジャブ７０ホール 刊行物 コピー 1983（昭和58）

中澤委員 112 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道映画史 更級源蔵 刊行物 コピー 1970（昭和45）

中澤委員 113 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第23巻第４号 凍原社 刊行物 コピー 1985（昭和60）

中澤委員 114 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第24巻第１号 凍原社 刊行物 コピー 1986（昭和61）

中澤委員 115 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第24巻第３号 凍原社 刊行物 コピー 1986（昭和61）
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中澤委員 116 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第24巻第４号 凍原社 刊行物 コピー 1986（昭和61）

中澤委員 117 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第24巻第５号 凍原社 刊行物 コピー 1986（昭和61）

中澤委員 118 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第24巻第６号 凍原社 刊行物 コピー 1986（昭和61）

中澤委員 119 映画 2019/7/2 道立文学館 北海道を旅する手帖　北の話第25巻第５号 凍原社 刊行物 コピー 1987（昭和62）

羽深委員 1 住文化 2019/3/19 北海道建設部建築指導課 住宅年報　1945～1954年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1955（昭和30）

羽深委員 2 住文化 2019/3/19 北海道建設部建築指導課 住宅年報　1955年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1956（昭和31）

羽深委員 3 住文化 2019/3/19 北海道建設部建築指導課 住宅年報　1956～60年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1961（昭和36）

羽深委員 4 住文化 2019/3/19 北海道建設部建築指導課 住宅年報　1961～62年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1963（昭和38）

羽深委員 5 住文化 2019/3/19 北海道建設部建築指導課 住宅年報　1963年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1964（昭和39）

羽深委員 6 住文化 2019/3/19 北海道建設部建築指導課 住宅年報　1964年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1965（昭和40）

羽深委員 7 住文化 2019/3/19 道立文書館 建築年報　昭和41年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1967（昭和42）

羽深委員 8 住文化 2019/3/19 道立文書館 建築年報　昭和43年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1969（昭和44）

羽深委員 9 住文化 2019/3/19 道立文書館 建築年報　昭和44年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1970（昭和45）

羽深委員 10 住文化 2019/3/19 道立文書館 建築年報　昭和45年 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1971（昭和46）

羽深委員 11 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部
信頼に応える住まいづくり～木造住宅の構造安定性のチェックポイン
ト～

社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 2002（平成14）

羽深委員 12 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 信頼に応える住まいづくり～品質の向上とトラブル防止のために～ 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 2001（平成13）

羽深委員 13 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北の家をデザインする〔住まい方編〕 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 2000（平成12）

羽深委員 14 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北の家をデザインする〔温熱環境編〕 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1999（平成11）

羽深委員 15 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北の家をデザインする〔工法・材料編〕 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1998（平成10）

羽深委員 16 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北の家をデザインする〔計画編〕 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1997（平成９）

羽深委員 17 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 地震に強い住まいづくり〔木造住宅の設計・施工、診断・補強〕　1996 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1996（平成８）

羽深委員 18 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北の家をデザインする〔住まい方編〕　1995 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1995（平成７）

羽深委員 19 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北の家をデザインする　温熱環境編　1994 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1994（平成６）

羽深委員 20 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 北方型住宅の設計と施工　91 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1991（平成３）

羽深委員 21 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部
北方型住宅を目指して「高断熱・高気密住宅の暖房と換気」－疑問に
答えるＱ＆Ａ－　90

社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1990（平成２）

羽深委員 22 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 「これからの寒地住宅」－北方型住宅を目指して－　89 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1989（平成元）

羽深委員 23 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 「これからの寒地住宅」－木造住宅編－　88 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1988（昭和63）

羽深委員 24 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅のＱ＆Ａ（パートⅡ）　87 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1987（昭和62）

羽深委員 25 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部
―わかりやすい寒地住宅百科―「寒地住宅の基礎知識」（増改訂版）
87

社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1987（昭和62）

羽深委員 26 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 「寒地住宅の基礎知識」―わかりやすい寒地住宅百科―　86 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1986（昭和61）

羽深委員 27 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 「寒地住宅のリフォーム」―より快適な住まいを求めて―　85 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1985（昭和60）
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羽深委員 28 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部
「寒地住宅のＱ＆Ａ」―寒冷地における住宅設計のキーポイント―
84

社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1984（昭和59）

羽深委員 29 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 「寒地住宅の工法」―木造住宅各部詳細―　83 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1983（昭和53）

羽深委員 30 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 小敷地の寒地住宅設計―最近の話題と技術―　82 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1982（昭和57）

羽深委員 31 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 これだけは知っておきたい「寒地住宅の基礎知識」　81 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1981（昭和56）

羽深委員 32 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 既存住宅の改修―省エネルギーと快適な住まいのために―　79
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1979（昭和54）

羽深委員 33 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設計―寒さによる障害の事例とその対策―　78
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1978（昭和53）

羽深委員 34 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部
寒地住宅の設計製図と構造―鉄筋コンクリート造半地下室をもつ木造
住宅例―　77

社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1977（昭和52）

羽深委員 35 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設計製図と構造（木造編）　76
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1976（昭和51）

羽深委員 36 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の新工法　75
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1975（昭和50）

羽深委員 37 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の新材料と施工　74
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1974（昭和49）

羽深委員 38 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の構造と設計　73
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1973（昭和48）

羽深委員 39 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設備と設計　72
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1972（昭和47）

羽深委員 40 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の計画と設計　71
社団法人　北海道建築士会　財団法人　北海道
建築指導センター

刊行物 コピー 1971（昭和46）

羽深委員 41 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設計と製図　木造・軽量鉄骨造編　70 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1970（昭和45）

羽深委員 42 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設計と製図　木造・ブロック造編　69 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1969（昭和44）

羽深委員 43 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設計と製図　木造編　68 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1968（昭和43）

羽深委員 44 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の材料と施工法　67 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1967（昭和42）

羽深委員 45 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の計画　1966 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1966（昭和41）

羽深委員 46 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の構造　1965 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1965（昭和40）

羽深委員 47 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の防寒工法　1964 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1964（昭和39）

羽深委員 48 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の建て方 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1963（昭和38）

羽深委員 49 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の設計と施工 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1962（昭和37）

羽深委員 50 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 ブロック住宅施工の手引 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1960（昭和35）

羽深委員 51 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅の平面計画　1960 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1960（昭和35）

羽深委員 52 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 寒地住宅読本　1959 社団法人　北海道建築士会 刊行物 コピー 1959（昭和34）

羽深委員 53 住文化 2019/4/23 北海道建築士会札幌支部 住宅改修の手引 北海道建築部住宅課 刊行物 コピー 1958（昭和33）

羽深委員 54 住文化 2019/6/20 道立文書館
引揚者集団収容施設及び災害応急仮設住宅建設等現況調書（A11-
1/719）

北海道民生部 公文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

羽深委員 55 住文化 2019/6/20 道立文書館
引揚者集団収容施設及び災害応急仮設住宅建設等現況調書（A11-
1/720）

北海道民生部 公文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

羽深委員 56 住文化 2019/6/20 道立文書館
引揚者集団収容施設及び災害応急仮設住宅建設等現況調書（A11-
1/721）

北海道民生部 公文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

羽深委員 57 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚者住宅  昭和二十七年度（A11-2/3258） 北海道十勝支庁社会福祉課社会係 公文書 カメラ撮影
1952（昭和27）～
1953(昭和28)

羽深委員 58 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚者収容施設関係　昭和二十二年度（A11-2/4338） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影
1947（昭和22）～
1948(昭和23)
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羽深委員 59 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚住宅補修工事関係　昭和二十四年度（A11-2/4342） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影
1947（昭和22）～
1948(昭和23)

羽深委員 60 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚者住宅設置計画　新築（A11-2/4343） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影 1950(昭和25)

羽深委員 61 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚収容施設関係綴　昭和二十五年度（A11-2/4344） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影
1950（昭和25）～
1951(昭和26)

羽深委員 62 住文化 2019/6/20 道立文書館 海外引揚者住宅関係　昭和二十七年度（A11-2/4346） 北海道檜山支庁社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1952（昭和27）～
1953(昭和28)

羽深委員 63 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚住宅関係書類　昭和二十七年度（A11-2/4347） 北海道檜山支庁社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1952（昭和27）～
1953(昭和28)

羽深委員 64 住文化 2019/6/20 道立文書館 引揚収容住宅関係　昭和二十八年度（A11-2/4348） 北海道檜山支庁社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1953（昭和28）～
1954(昭和29)

羽深委員 65 住文化 2019/6/20 北海道建築指導センター センターニュース 一般財団法人北海道建築指導センター 刊行物 コピー 1984（昭和59）～

羽深委員 66 住文化 2019/6/20 道史編さん室 北海道建築指導センター創立10周年記念誌 財団法人北海道建築指導センター 刊行物 コピー 1976（昭和51）

羽深委員 67 住文化 2019/6/20 北海道建築指導センター 一般財団法人北海道建築指導センター創立40周年記念誌 一般財団法人北海道建築指導センター 刊行物 コピー 2007（平成19）

羽深委員 68 住文化 2019/6/20 北海道建築指導センター
一般財団法人北海道建築指導センター創立50周年記念誌～北海道
の住まいづくりをめざして～

一般財団法人北海道建築指導センター 刊行物 寄贈 2017（平成29）

羽深委員 69 住文化 2019/6/20 北海道建築指導センター 寒地建築設計施工便覧（増補版） 一般財団法人北海道建築指導センター 刊行物 コピー 1976（昭和51）

羽深委員 70 住文化 2019/9/2 道立文書館
引揚無縁故者収容施設　昭和二十一年度・昭和二十二年度（A11-
2/4337）

北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影
1946（昭和21）～
1947(昭和22)

羽深委員 71 住文化 2019/9/2 道立文書館
引揚者収容施設台帳・引揚者住宅原簿・引揚者住宅関係など（A11-
2/2253）

北海道宗谷支庁地方部社会福祉館社会係 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1977(昭和52)

羽深委員 72 住文化 2019/9/2 道立文書館
引揚者集団収容施設関係　自昭和三十二年度至昭和三十八年度
（A11-2/1180）

北海道留萌支庁地方部社会福祉館社会係 公文書 カメラ撮影
1957（昭和32）～
1963(昭和38)

羽深委員 73 住文化 2019/9/2 道立文書館
昭和二十九年度台風十五号による罹災引揚者集団収容施設災害復
旧関係書類綴（A11-2／4349）

北海道檜山支庁社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1954（昭和29）～
1955(昭和30)

羽深委員 74 住文化 2019/9/2 道立文書館 無縁故者住宅関係書類　昭和二十三年度（A11-2／4339） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1949(昭和24)

羽深委員 75 住文化 2019/9/2 道立文書館 札幌貸家組合（A7-1／3676） 北海道庁内政部援護課 公文書 カメラ撮影
1941（昭和16）～
1945（昭和20）

羽深委員 76 住文化 2019/9/2 道立文書館 札幌貸室組合（A7-1／3683） 北海道庁教育民生部厚生課 公文書 カメラ撮影
1942（昭和17）～
1946（昭和21）

羽深委員 77 住文化 2019/9/2 道立文書館 住宅組合現況記入簿（A11-1／2273） 北海道土木部住宅課 公文書 カメラ撮影
1945（昭和20）～
1957（昭和32）

羽深委員 78 住文化 2019/9/2 道立文書館 住宅組合台帳　昭和二十二年度（A11-1／2223） 北海道土木部建築課住宅係 公文書 カメラ撮影
1946（昭和21）～
1947（昭和22）

羽深委員 79 住文化 2019/9/2 道立文書館 貸家組合関係例規（A7-1／3692） 北海道庁内政部社会課 公文書 カメラ撮影
1941（昭和16）～
1945（昭和20）

羽深委員 80 住文化 2019/9/2 道立文書館 道営北広島団地関係綴（A11-3／1061） 北海道住宅団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1971(昭和46)

羽深委員 81 住文化 2019/9/2 道立文書館 大麻団地関係（A11-3／1082） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1962（昭和37）～
1968(昭和43)

羽深委員 82 住文化 2019/9/2 道立文書館 大麻団地資料（A11-3／1083） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1963（昭和38）～
1968(昭和43)

羽深委員 83 住文化 2019/9/2 道立文書館 大麻団地資料（A11-3／1084） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1963（昭和38）～
1968(昭和43)

羽深委員 84 住文化 2019/9/2 道立文書館 プレハブ住宅関係綴（公文書）　昭和48年度（A11-1／1122） 北海道住宅団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1970(昭和45)

羽深委員 85 住文化 2019/9/2 道立文書館 開拓者住宅関係綴　昭和35年（A11-2／2933） 北海道網走支庁経済部拓殖課入植係 公文書 カメラ撮影
1958（昭和33）～
1961(昭和36)

羽深委員 86 住文化 2019/9/2 道立文書館
寒地の住い運営協議会45年度事業綴（２）　昭和45年度（A11-1／
1090）

北海道建築部建築課 公文書 カメラ撮影
1970（昭和45）～
1971（昭和46）

羽深委員 87 住文化 2019/9/2 道立文書館 建築に関する例規綴（A11-1／5711） 北海道総務部地方課 公文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1957(昭和32)

羽深委員 88 住文化 2019/9/2 道立文書館
事業綴（２）北海道農山漁村住宅改善推進協議会　昭和44年（A11-1
／1084）

北海道建築部建築課 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1970（昭和45）

羽深委員 89 住文化 2019/9/20 道立文書館
住宅改修促進事業実施状況報告書（中間）　昭和39年（A11-3／
1087）

北海道建築部建築課 公文書 カメラ撮影 1964（昭和39）
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羽深委員 90 住文化 2019/9/20 道立文書館 住宅金融公庫法規綴（A11-2／1027） 北海道後志支庁拓殖課土木係 公文書 カメラ撮影 1950（昭和25）

羽深委員 91 住文化 2019/9/20 道立文書館
入植施設（開拓者住宅）決算検定綴  昭和二十三年度（A11-2／
3407）

北海道十勝支庁拓殖課 公文書 カメラ撮影 1949(昭和24)

羽深委員 92 住文化 2019/9/20 道立文書館 入植施設（住宅）補助金交付綴　昭和38年度（A11-2／652） 北海道檜山支庁 公文書 カメラ撮影 1963（昭和38）

羽深委員 93 住文化 2019/9/20 道立文書館 入植施設補助金（住宅）交付関係　昭和36年度（A11-2／645） 北海道檜山支庁 公文書 カメラ撮影
1961（昭和36）～
1962（昭和37）

羽深委員 94 住文化 2019/9/20 道立文書館 入植施設補助金（住宅・移築）交付関係　昭和37年度（A11-2／647） 北海道檜山支庁 公文書 カメラ撮影 1962（昭和37）

羽深委員 95 住文化 2019/9/20 道立文書館 農山漁村住宅関係綴　一般　昭和43年度（A11-1／1111） 北海道建築部建築課 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1969（昭和44）

羽深委員 96 住文化 2019/9/20 道立文書館 部長事務引継　昭和24～42年（A11-1／1086） 北海道建築部建築課 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1967（昭和42）

羽深委員 97 住文化 2019/9/20 道立文書館 例規　その１（建築）（A11-2／1029） 北海道後志支庁拓殖課土木係 公文書 カメラ撮影
1953（昭和28）～
1954（昭和29）

羽深委員 98 住文化 2019/9/20 道立文書館 例規　その２（建築）（A11-2／1030） 北海道後志支庁拓殖課土木係 公文書 カメラ撮影
1950（昭和25）～
1952（昭和27）

羽深委員 99 住文化 2019/9/20 道立文書館 例規　昭和二十四年（A11-1／1088） 北海道建築部建築課 公文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1949（昭和24）

羽深委員 100 住文化 2019/9/20 道立文書館 オリンピック選手村関係（A11-1／1123） 北海道住宅団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1970(昭和45)

羽深委員 101 住文化 2019/9/20 道立文書館 ゴルフ場北側道有地処分関係（A11-3／510） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1960（昭和35）～
1965(昭和40)

羽深委員 102 住文化 2019/9/20 道立文書館 真駒内ゴルフ場関係図面（袋入）（A11-3／511） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影 1966(昭和41)

羽深委員 103 住文化 2019/9/20 道立文書館 真駒内製氷場関係綴（A11-3／512） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1957（昭和32）～
1960(昭和35)

羽深委員 104 住文化 2019/9/20 道立文書館 真駒内団地開発事業計画書綴（A11-1／12033） 北海道総務部真駒内団地開発事業準備室 公文書 カメラ撮影 1959(昭和34)

羽深委員 105 住文化 2019/9/20 道立文書館 真駒内団地関係図面（A11-3／522） 北海道住宅団地開発事務所 公文書 カメラ撮影 1962(昭和37)

羽深委員 106 住文化 2019/9/20 道立文書館 真駒内団地図面（第1～8工区）（A11-3／1119） 北海道真駒内大麻団地開発事務所 公文書 カメラ撮影 1966(昭和41)頃

羽深委員 107 住文化 2019/9/20 道立文書館 第一期 団地開発基本計画図　2冊のうち1（A11-3／1143） 北海道真駒内団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1960(昭和35)

羽深委員 108 住文化 2019/9/20 道立文書館 第一期 団地開発基本計画図　2冊のうち2（A11-3／1144） 北海道真駒内団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1960(昭和35)

羽深委員 109 住文化 2019/9/20 道立文書館 定鉄関係（真駒内団地）（A11-3／1120） 北海道住宅団地開発事務所 公文書 カメラ撮影
1966（昭和41）～
1969(昭和44)

羽深委員 110 住文化 2019/9/20 道立文書館 北海道農業試験場関係綴（袋入）（A11-3／508） 北海道農業試験場 公文書 カメラ撮影
1937（昭和12）～
1952(昭和27)

羽深委員 111 住文化 2019/9/20 道立文書館 建築・住宅都市行政50年のあゆみ　そして次の21世紀へ 北海道住宅都市部 刊行物 コピー 1999（平成11）

羽深委員 112 住文化 2019/9/20 道立文書館 「戦後樺太からの引揚者と北海道」 木村由美 論文 コピー 2014（平成26）

羽深委員 113 住文化 2019/9/25 道立文書館 戦後開拓者住宅等スケッチ記録（P-2/266） 上村重信 絵画資料 カメラ撮影 1974（昭和49）

羽深委員 114 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 あなたの建物は安全ですか　適切な維持保全と耐震診断を 北海道建築士事務所協会 刊行物 スキャン 1999（平成11）

羽深委員 115 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 より快適なら基礎断熱工法より安くならスカート断熱工法 北海道建設部建築指導課 刊行物 スキャン 不明

羽深委員 116 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 公営住宅結露改修工事　事例集 北海道住宅建設促進会 刊行物 スキャン 1982（昭和57）

羽深委員 117 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 新しい北方型住宅のつくり方ー 北方型住宅　技術解説書 ー 北海道建設部住宅局建築指導課 刊行物 スキャン 2012（平成24）

羽深委員 118 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 新しい北方型住宅のつくり方ー 北方型住宅解説書 ー 北海道建設部住宅局建築指導課 刊行物 スキャン 2007（平成19）

羽深委員 119 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 建築衛生に関する報告（第１～16号）※第２号欠号 北海道衛生部 刊行物 スキャン 1950（昭和25）

羽深委員 120 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北海道住宅改善研究報告書（第２、３、４、８、９号） 北海道建築部 刊行物 スキャン
1952（昭和27）～
1955（昭和30）
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羽深委員 121 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 汎建築普及資料（第２号） 北海道建築部 刊行物 スキャン 1953（昭和28）

羽深委員 122 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 カナダの建設業（その1） 北海道建築部 刊行物 スキャン 1961（昭和36）

羽深委員 123 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 農山漁村振興特別助成計画審査事前協議会議資料 北海道農務部農政課 刊行物 スキャン 1960（昭和35）

羽深委員 124 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 農山漁村振興特別助成事業の建築資料 北海道農務部農政課 刊行物 スキャン 1960（昭和35）

羽深委員 125 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北海道工業試験場時報 北海道工業試験場 刊行物 スキャン
1935（昭和10)～
1950（昭和25）

羽深委員 126 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北海道工業試験場報告 北海道工業試験場 刊行物 スキャン
1938（昭和13）～
1955（昭和30）

羽深委員 127 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北海道立寒地建築研究所調査報告（創刊号～114号）
北海道立寒地建築研究所（北海道立寒地住宅都
市研究所）

刊行物 スキャン
1956（昭和31）～
2000（平成12）

羽深委員 128 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北海道立ブロック建築指導所技術シリーズ（第１～５号）※第２号欠号 北海道立ブロック建築指導所 刊行物 スキャン
1953（昭和28）～
1954（昭和29）

羽深委員 129 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 住宅改修の手引き 北海道 刊行物 スキャン 1958（昭和33）

羽深委員 130 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 ブロック建築の知識 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1959（昭和34）

羽深委員 131 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒地住宅読本 北海道 刊行物 スキャン 1959（昭和34）

羽深委員 132 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 ブロック住宅施工の手引き 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1960（昭和35）

羽深委員 133 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒地住宅の平面計画 北海道建築部 刊行物 スキャン 1960（昭和35）

羽深委員 134 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 コンクリートブロック建築の施工法 北海道建築部 刊行物 スキャン 1963（昭和38）

羽深委員 135 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒地住宅の計画と設計(副読本） 北海道住宅都市部 刊行物 スキャン 1985（昭和60）

羽深委員 136 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒冷地における住宅設計 北海道住宅都市部 刊行物 スキャン 1985（昭和60）

羽深委員 137 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒地建築普及資料1　寒地における住宅改善（その1） 北海道建築部建築課 刊行物 スキャン 不明

羽深委員 138 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒地建築技術講習会テキスト　第１，７～33号※27号欠号
北海道建築部、北海道建築士会、北海道建築指
導センター、道立寒地建築研究所

刊行物 スキャン
1958（昭和33）～
1985（昭和60）

羽深委員 139 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 建築技術指導員（施工技能者）講習テキスト　第４～９号
北海道建築部、北海道建築士会、北海道建築指
導センター、道立寒地建築研究所

刊行物 スキャン
1961（昭和36）～
1971（昭和46）

羽深委員 140 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所
普及資料シリーズ　No.82－1～40，83－1～18、84－1～14、85－1～
6、86－1

北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン
1982（昭和57）～
1986（昭和61）

羽深委員 141 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 技術資料　No.１～18 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン
1983（昭和58）～
1996（平成8）

羽深委員 142 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 普及ペーパーシリーズ 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 不明

羽深委員 143 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒地住宅の設備 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1972（昭和47）

羽深委員 144 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒研型プレハブ住宅構造設計要項 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1975（昭和50）

羽深委員 145 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 住宅の冬期施工 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1973（昭和48）

羽深委員 146 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒住法による木造住宅の設計 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1970（昭和45）

羽深委員 147 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 1974.4　寒地のマイホーム 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1974（昭和49）

羽深委員 148 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 1976.4　寒地のマイホーム 北海道立寒地建築研究所 刊行物 スキャン 1976（昭和51）

羽深委員 149 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 設立50周年記念誌　寒地建築研究の新時代 北方建築総合研究所 刊行物 スキャン 2006（平成18）

羽深委員 150 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 寒研30年のあゆみ 北方建築総合研究所 刊行物 スキャン 1986（昭和61）

羽深委員 151 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北国の豊かな住まいとまちづくりをめざして 北方建築総合研究所 刊行物 スキャン 不明
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羽深委員 152 住文化 2019/10/2 北方総合建築研究所 北方建築総合研究所　移転10周年記念誌 北方建築総合研究所 刊行物 スキャン 2012（平成24）

林委員 1 医療・保健・福祉 2018/9/21 道立図書館 北海道医報（昭和36～40年）抜粋 北海道医師会 刊行物 コピー
1961（昭和36）～
1965（昭和40）

林委員 2 医療・保健・福祉 2018/9/21 道立図書館 北海道衛生統計 日本衛生統計協会北海道支部 刊行物 コピー 1949（昭和24）

林委員 3 医療・保健・福祉 2018/9/21 道立図書館 北海道衛生統計年報第1巻第１号昭和24年12月号 北海道保健福祉部 刊行物 コピー 1949（昭和24）

林委員 4 医療・保健・福祉 2018/9/21 道立図書館 北海道保健統計年報 北海道保健福祉部 刊行物 コピー 2000（平成12）

林委員 5 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 北海道大学医療技術短期大学部看護学科の設置計画について 文部科学省 公文書 カメラ撮影 1981（昭和56）

林委員 6 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 北海道立女子医学専門学校外二十四校の廃止認可について（伺） 文部省大学局高等教育計画課 公文書 カメラ撮影 1951（昭和26）

林委員 7 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館

昭和52年８月以降の有珠山噴火による北海道伊達市、虻田郡虻田
町、洞爺村及び有珠郡壮瞥町の区域に係る災害により被害を受けた
中小企業者および医療関係施設の開設者に対する災害融資に関す
る特別措置について

厚生省環境衛生局企画課 公文書 カメラ撮影 1977（昭和52）

林委員 8 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 ハンガリア難民児童救済資金送金のいきさつ（新聞発表資料） 厚生省児童局企画課 公文書 カメラ撮影
1956（昭和31）～
1957（昭和32）

林委員 9 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館
ハンガリア難民児童の救済資金、北海道冷害地児童の救済資金なら
びに1958年国際児童福祉研究会議に関する中間報告についての伺
（ＩＵＣＷ国内運営協議会委員あて）

厚生省児童局企画課 公文書 カメラ撮影
1956（昭和31）～
1958（昭和33）

林委員 10 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館
公衆衛生福祉思想及び教育活動に従事せる団体の指導監督に関す
る政府の指令

厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 11 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 結核患者病床整備計画について 厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 12 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館
世界保健機関に関する憲章について

厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 13 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 発疹チフスに対する一般的予防措置に関する覚書取消 厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 14 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 世界保健関係加盟に関する件 厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 15 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 北海道における国立病院及び国立療養所の監督に対する勧告 厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 16 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 麻薬に関する報告書の件 厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 17 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館
抗菌性製剤及び抗菌性成分含有製剤の試験、検定方法及び証明に
関する規則の補足改正分

厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 18 医療・保健・福祉 2018/12/19 国立公文書館 世界保健機関憲章の受諾に関する件 厚生省 公文書 カメラ撮影
1949（昭和24）～
1952（昭和27）

林委員 19 医療・保健・福祉 2018/10/1 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S43 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1968（昭和43）

林委員 20 医療・保健・福祉 2018/10/1 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S44 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1969（昭和44）

林委員 21 医療・保健・福祉 2018/10/1 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S45 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1970（昭和45）

林委員 22 医療・保健・福祉 2018/10/1 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S46 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1971（昭和46）

林委員 23 医療・保健・福祉 2018/10/1 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S47 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1972（昭和47）

林委員 24 医療・保健・福祉 2018/10/1 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S48 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1973（昭和48）

林委員 25 医療・保健・福祉 2018/10/15 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S49 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1974（昭和49）

林委員 26 医療・保健・福祉 2018/10/15 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S50 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1975（昭和50）

林委員 27 医療・保健・福祉 2018/10/15 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S51 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1976（昭和51）

林委員 28 医療・保健・福祉 2018/10/15 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S52 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1977（昭和52）
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林委員 29 医療・保健・福祉 2018/12/17 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S53 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1978（昭和53）

林委員 30 医療・保健・福祉 2018/12/17 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S54 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1979（昭和54）

林委員 31 医療・保健・福祉 2018/12/17 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S55 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1980（昭和55）

林委員 32 医療・保健・福祉 2018/12/17 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S56 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1981（昭和56）

林委員 33 医療・保健・福祉 2019/3/4 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S57 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1982（昭和57）

林委員 34 医療・保健・福祉 2019/3/4 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S58 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1983（昭和58）

林委員 35 医療・保健・福祉 2019/3/4 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S59 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1984（昭和59）

林委員 36 医療・保健・福祉 2019/3/11 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S60 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1985（昭和60）

林委員 37 医療・保健・福祉 2019/3/11 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S61 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1986（昭和61）

林委員 38 医療・保健・福祉 2019/3/11 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S62 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1987（昭和62）

林委員 39 医療・保健・福祉 2019/3/11 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  S63 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1988（昭和63）

林委員 40 医療・保健・福祉 2019/4/9 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H１年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1989（平成元）

林委員 41 医療・保健・福祉 2019/4/9 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H２年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1990（平成2）

林委員 42 医療・保健・福祉 2019/4/9 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H３年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1991（平成3）

林委員 43 医療・保健・福祉 2019/4/16 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H４年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1992（平成4）

林委員 44 医療・保健・福祉 2019/4/16 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H５年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1993（平成5）

林委員 45 医療・保健・福祉 2019/5/23 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H６年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1994（平成6）

林委員 46 医療・保健・福祉 2019/5/23 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H７年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1995（平成7）

林委員 47 医療・保健・福祉 2019/5/24 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H８年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1996（平成8）

林委員 48 医療・保健・福祉 2019/5/24 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H９年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1997（平成9）

林委員 49 医療・保健・福祉 2019/5/27 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H10年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1998（平成10）

林委員 50 医療・保健・福祉 2019/5/27 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H11年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 1999（平成11）

林委員 51 医療・保健・福祉 2019/5/27 北海道医療新聞社 北海道医療新聞  H12年 北海道医療新聞社 刊行物 カメラ撮影 2000（平成12）

林委員 52 医療・保健・福祉 2019/8/1 北海道看護協会 昭和56年度日本看護協会北海道支部保健婦部会地方会資料 北海道看護協会 団体文書 カメラ撮影 1977（昭和52）

林委員 53 医療・保健・福祉 2019/8/1 北海道看護協会 昭和57年度日本看護協会北海道支部保健婦部会地方会資料 北海道看護協会 団体文書 カメラ撮影 1977（昭和52）

林委員 54 医療・保健・福祉 2019/8/1 北海道看護協会 地方会ニュース綴り 北海道看護協会 団体文書 カメラ撮影 1977（昭和52）

林委員 55 医療・保健・福祉 2019/8/20 道立文書館 医療扶助例規綴  33年～37年度（A11-2／2815） 北海道網走支庁地方部社会福祉課保護第一係 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1963(昭和38)

林委員 56 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館
成人病（団体）　昭和42年度　（北海道対がん協会、がん集団検診セ
ンター）（A11-1／727）

北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影 1967（昭和42）

林委員 57 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 成人病（がん予防）　昭和42年度（A11-1／728） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1965（昭和40）～
1967（昭和42）

林委員 58 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 成人病　北海道対がん協会　昭和42年度（A11-1／729） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1964（昭和39）～
1967（昭和42）

林委員 59 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 成人病　北海道対がん協会　昭和42年度（A11-1／730） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1966（昭和41）～
1967（昭和42）
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林委員 60 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館
成人病　北海道対がん協会運営　昭和43年度（２冊のうち２号）（A11-
1／732）

北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1969（昭和44）

林委員 61 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 全道母と子の健康コンクール関係綴　昭和44年度（A11-1／757） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影 1968（昭和43）

林委員 62 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 保健婦活動資料綴（A11-2／2684）
北海道上川支庁地方部社会福祉課国民健康保
険係

公文書 カメラ撮影 1970（昭和45）

林委員 63 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館
栄養改善、体力づくり、食生活改善全道大会　昭和43年度（A11-1／
749）

北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影 1968（昭和43）

林委員 64 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 開拓営農指導員・開拓保健婦制度実施20周年記念誌 北海道農地開拓部 刊行物 コピー 1967（昭和42）

林委員 65 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 開拓地における保健婦活動記録集 北海道衛生部医務課 刊行物 コピー 1971（昭和46）

林委員 66 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館 さい果ての原野に生きて　開拓保健婦の記録 大西若稲 刊行物 コピー 1985（昭和60）

林委員 67 医療・保健・福祉 2019/8/23 道立文書館
北の開拓地で生命をむかえる　拓殖産婆と開拓保健婦たちの足跡 ―
北海道別海町のお産の歴史―

清水節子・小泉久美子［著］ （別海町拓殖産婆研
究会）

刊行物 コピー 2017（平成29）

林委員 68 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館
Ｅ症（エヒノコックス症）委託研究契約書　昭和28年以降（A11-1／
7629）

北海道衛生部保健予防課栄養成人病係 公文書 カメラ撮影
1958（昭和33）～
1965(昭和40)

林委員 69 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 Ｅ症（エヒノコックス症）予防対策　昭和36～38年度（A11-1／7631） 北海道衛生部保健予防課予防係 公文書 カメラ撮影
1961（昭和36）～
1963(昭和38)

林委員 70 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 ウタリ福祉関係綴  昭和50年度（A11-2／2623） 北海道上川支庁地方部社会福祉課社会係 公文書 カメラ撮影
1973（昭和48）～
1976(昭和51)

林委員 71 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 エイズ（A11-1／3272） 北海道保健福祉部保健予防課 公文書 カメラ撮影 1994（平成6）年度

林委員 72 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館
エヒノコックス症国庫補助金　昭和43年度 ２冊のうち２号（A11-1／
747）

北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1967（昭和42）～
1968（昭和43）

林委員 73 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 エヒノコックス症対策　昭和23年以降（A11-1／7628） 北海道衛生部保健予防課防疫係 公文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1958(昭和33)

林委員 74 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 エヒノコックス症対策関係綴　昭和43年度（A11-1／7627） 北海道衛生部環境衛生課水道係 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1969(昭和44)

林委員 75 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 エヒノコックス予防対策　昭和34～36年度（A11-1／7630） 北海道衛生部保健予防課予防係 公文書 カメラ撮影
1959（昭和34）～
1961(昭和36)

林委員 76 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 介護保険制度推進連絡協議会（5月開催）（A11-2／4747） 北海道十勝支庁総務部社会福祉課 公文書 カメラ撮影 1999(平成11)年度

林委員 77 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 介護保険制度推進連絡協議会（8月25日開催）（A11-2／4749） 北海道十勝支庁総務部社会福祉課 公文書 カメラ撮影 1999(平成11)年度

林委員 78 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 環境衛生（し尿消化そう）　札幌市　昭和二十八年度（A11-1／7679） 北海道衛生部環境衛生課 公文書 カメラ撮影
1953（昭和28）～
1955(昭和30)

林委員 79 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 健保・厚生関係綴　昭和三十二年（A11-2／3406） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影 1957(昭和32)

林委員 80 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 国保老人医療費関係綴（A11-2／3662） 北海道空知支庁地方部社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1970（昭和45）～
1972(昭和47)

林委員 81 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 国民健康保険条例改正に伴なう事前協議（A11-1／2675）
北海道上川支庁地方部社会福祉課国民健康保
険係

公文書 カメラ撮影
1961（昭和36）～
1964(昭和39)

林委員 82 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 社協関係　老人・身障（A11-2／2236） 北海道上川支庁地方部社会福祉課社会係 公文書 カメラ撮影 1976（昭和51）

林委員 83 医療・保健・福祉 2019/9/3 道立文書館 受胎調節実施指導員指定　昭和４４年度（A11-1／748） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影 1969（昭和44）

林委員 84 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 所長・次長会議等における指示事項（A11-1／7718） 北海道衛生部業務課総務係 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1972(昭和47)

林委員 85 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 寝たきりゼロ地区推進事業関係綴　平成6年度（A11-1／11798） 北海道保健環境部成人保健課 公文書 カメラ撮影 1994(平成6)年度

林委員 86 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 寝たきりゼロ北海道作戦推進事業　平成10年度（A11-1／11804） 北海道保健福祉部地域保健課 公文書 カメラ撮影 1998(平成10)年度

林委員 87 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 診療協定綴（A11-2／2650） 北海道上川支庁社会福祉課国民健康保険係 公文書 カメラ撮影
1956（昭和31）～
1959(昭和34)

林委員 88 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 生活保護関係例規綴（A11-2／2816） 北海道網走支庁地方部社会福祉課保護第一係 公文書 カメラ撮影
1962（昭和37）～
1963(昭和38)

林委員 89 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 伝染病予防関係　昭和51年度（A11-1／7619） 北海道衛生部保健予防課防疫係 公文書 カメラ撮影 1976(昭和51)

林委員 90 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 保健関係綴  昭和三十三年（A11-2／3433） 北海道檜山支庁総務課 公文書 カメラ撮影 1958(昭和33)
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林委員 91 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 保健文化賞候補調書  第16回  昭39（A11-2／2621）
北海道上川支庁地方部社会福祉課国民健康保
険係

公文書 カメラ撮影 1964(昭和39)

林委員 92 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 保健文化賞候補調書  第17回（A11-2／2622）
北海道上川支庁地方部社会福祉課国民健康保
険係

公文書 カメラ撮影 1965(昭和40)

林委員 93 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 北海道寝たきりゼロ推進モデル事業　平成5年度（A11-1／11797） 北海道保健環境部成人保健課 公文書 カメラ撮影 1993(平成5)年度

林委員 94 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 優良多児家庭出産祝金支出決定書　昭和44年度（A11-2／756） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1970（昭和45）

林委員 95 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館
優良多児家庭出産祝金贈呈月報　昭和44年度（A11-2／755）※背表
紙の標題は「出産祝金贈呈月報」

北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1969（昭和44）～
1970（昭和45）

林委員 96 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 予防接種（A11-1／7600） 北海道衛生部保健予防課 公文書 カメラ撮影
1975（昭和50）～
1977(昭和52)

林委員 97 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 流行予測事業　2冊のうち1号（A11-1／7623） 北海道衛生部保健予防課防疫係 公文書 カメラ撮影
1968（昭和43）～
1969(昭和44)

林委員 98 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 流行予測事業　2冊のうち1号（A11-1／7625） 北海道衛生部保健予防課防疫係 公文書 カメラ撮影
1974（昭和49）～
1975(昭和50)

林委員 99 医療・保健・福祉 2019/9/26 道立文書館 例規綴　低額診療施設の認可関係（A11-2／3656） 北海道後志支庁社会福祉課 公文書 カメラ撮影
1957（昭和32）～
1958(昭和33)

林委員 100 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター いのちとくらしを守る婦人集会  1972～79年 全道労協，道主婦協 団体文書 カメラ撮影
1972（昭和47）～
1979（昭和54）

林委員 101 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター いのちとくらしを守る婦人集会  1979～82年 全道労協，道主婦協 団体文書 カメラ撮影
1979（昭和54）～
1982（昭和57）

林委員 102 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター 医療関係  エキノコックス症対策  1983～86年 全北海道労働組合協議会，北海道衛生部 団体文書 カメラ撮影
1983（昭和53）～
1986（昭和61）

林委員 103 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター 医療関係  難病対策  1972～88年 全北海道労働組合協議会，北海道難病連 団体文書 カメラ撮影
1972（昭和47）～
1988（昭和63）

林委員 104 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター 薬害問題  スモン基金設立等  1979～84年 日本労働組合総評議会，北海道スモンの会 団体文書 カメラ撮影
1979（昭和54）～
1984（昭和59）

林委員 105 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター 薬害問題  スモン訴訟斗争  1978～79年 全北海道労働組合協議会，北海道スモンの会 団体文書 カメラ撮影
1978（昭和53）～
1979（昭和54）

林委員 106 医療・保健・福祉 2020/2/4 労働資料センター 薬害問題  スモン訴訟斗争  1979年 全北海道労働組合協議会，スモン道実行委員会 団体文書 カメラ撮影 1979（昭和54）

林委員 107 医療・保健・福祉 2020/2/14 労働資料センター 「保健所評議会記念誌」：－保健評30年のあゆみ－ 自治労全道庁労働組合他 団体文書 カメラ撮影 1981（昭和56）

林委員 108 医療・保健・福祉 2020/2/14 労働資料センター
「保健所評議会記念誌」（Ⅱ）：－保健評30年のあゆみ－保健所の変
遷・問題特集

自治労全北海道庁労働組合他 団体文書 カメラ撮影 1981（昭和56）

林委員 109 医療・保健・福祉 2020/2/14 労働資料センター
住民にこたえる保健所づくりをめざして：－第１回保健所シンポジウム
から－（保健所合理化反対闘争自治研資料№１）

自治労全北海道庁労働組合 団体文書 カメラ撮影 1974（昭和49）

林委員 110 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 「国連婦人の十年」ーナイロビ世界会議NGOフォーラム報告書ー
北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

刊行物 コピー 1986（昭和61）

林委員 111 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 北海道男女共同参画パートナーシップフェスタ報告書 北海道生活環境部女性室 刊行物 コピー 1998（平成10）

林委員 112 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 女性さみっと報告書86年～
北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

刊行物 コピー
1986（昭和61）～
1992（平成4）

林委員 113 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 女性さみっと報告書93年～
北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

刊行物 コピー
1993（平成5）～
1995（平成7）

林委員 114 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 北海道男女共同参画推進プログラム報告書1999、2000年 北海道生活環境部女性室 刊行物 コピー
1999（平成11）～
2000（平成12）

林委員 115 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 北海道　女性の自立プラン
北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

刊行物 コピー 1987（昭和62）

林委員 116 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 札幌市女性のための計画 札幌市市民局青少年婦人部 刊行物 コピー 1984（昭和59）

林委員 117 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 札幌市の女性のための施策への提言 札幌市婦人問題懇話会 刊行物 コピー 1982（昭和57）

林委員 118 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館
全道婦人団体連絡協議会結成経過綴　昭和三十二年（A14-1／
1716）

北海道教育庁社会教育課 公文書 カメラ撮影
1957（昭和32）～
1960(昭和35)

林委員 119 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 振興対策（女性関係）（A14-1／1329） 北海道教育庁企画管理部企画室企画係 公文書 カメラ撮影
1994（平成6）～
1995（平成7）年度

林委員 120 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 婦人教育（婦人教養セミナー）（A14-1／314） 北海道教育庁社会教育部社会教育課 公文書 カメラ撮影 1982（昭和57）年度

林委員 121 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館
婦人保護売春防止関係法規綴　昭和三十一年十一月（A11-2／
1179）

北海道留萌支庁社会福祉課保護係 公文書 カメラ撮影
1956（昭和31）～
1959（昭和34）
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林委員 122 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館
北海道女性の自立プラン（婦人行動計画）関係資料　No.1（A11-1／
2754）

北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

公文書 カメラ撮影 1987（昭和62）年度

林委員 123 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 北海道女性の自立プラン推進方策関係綴　No.2（A11-1／2755）
北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

公文書 カメラ撮影 1987（昭和62）年度

林委員 124 ジェンダー 2019/8/20 道立文書館 北海道女性の自立プラン　No.3（A11-1／2756）
北海道生活環境部道民運動推進本部青少年婦
人局

公文書 カメラ撮影 1987（昭和62）年度

林委員 125 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 北の国際女性会議報告書 北海道生活福祉部青少年婦人室 刊行物 コピー 1991（平成3）

林委員 126 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 内職従事者実態調査結果報告書 北海道立内職公共職業補導所 刊行物 コピー 1967（昭和42）

林委員 127 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 平成５年度　北海道の女性 北海道生活福祉部青少年女性室 刊行物 コピー 1994（平成6）

林委員 128 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 北海道　母の百年 こだまの会 刊行物 コピー 1970（昭和45）

林委員 129 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 女性史　ないえに生きる 奈井江町郷土研究会 刊行物 コピー 1990（平成2）

林委員 130 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 北海道婦人海外研修報告書第２～４回 北海道婦人海外研修実行委員会 刊行物 コピー
1975（昭和50）～
1977（昭和52）

林委員 131 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 女子パートタイム労働実態調査報告書 北海道労働部 刊行物 コピー 1973（昭和48）

林委員 132 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 北海道における婦人団体の概要 北海道総務部青少年婦人事務局 刊行物 コピー 1970（昭和45）

林委員 133 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 北海道パートタイム労働者実態調査結果報告書 北海道雇用管理調査会 刊行物 コピー 1990（平成２）

林委員 134 ジェンダー 2019/8/23 道立文書館 町内資料に読む石狩町女性史年表 駒井秀子 刊行物 コピー 2002（平成14）

林委員 135 ジェンダー 2020/2/4 労働資料センター 育児休業に関する資料　１９８７年 日本労働組合総評議会婦人局 団体文書 カメラ撮影 1987（昭和62）

林委員 136 ジェンダー 2020/2/4 労働資料センター
全道家族組合（又は主婦会）連絡会議資料：付　主婦会づくりのため
に　１９５７年

全道労協 団体文書 カメラ撮影 1957（昭和32）

林委員 137 ジェンダー 2020/2/4 労働資料センター 道主婦協家計簿・家計簿アンケート感想文特集号 北海道主婦会連絡協議会 団体文書 カメラ撮影
1990（平成2）～
1991（平成3）

林委員 138 ジェンダー 2020/2/4 労働資料センター 特殊婦人についての一考察 北海道民生部児童課 団体文書 カメラ撮影 1950（昭和25）

林委員 139 ジェンダー 2020/2/4 労働資料センター 特集赤線地帯：別冊　週刊サンケイ　1958年 産業経済新聞 団体文書 カメラ撮影 1958（昭和33）

林委員 140 ジェンダー 2020/2/4 労働資料センター
売春婦の成立とその形態・はる（春）のないはる（青春）：売春婦の実
態調査より

北海道室蘭保健所 団体文書 カメラ撮影 1959（昭和34）

林委員 141 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター であい　ふれあい　まなびあい　40年の歩み 北海道主婦会連絡協議会 刊行物 コピー 1998（平成10）

林委員 142 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター
炭鉱主婦協議会が地域福祉活動に果たした役割と課題～社協５０年
を振り返って

古村えり子／北海道教育大学 刊行物 コピー 2008（平成20）

林委員 143 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 道主婦協　家計簿白書：主婦はなぜパートか 北海道主婦会連絡協議会 刊行物 コピー 1987（昭和62）

林委員 144 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 道主婦協二十年のあゆみ 瀬田石トヨ編／北海道主婦会連絡協議会 刊行物 コピー 1979（昭和54）

林委員 145 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター
道総研第37号：北海道における女子労働（Ⅰ）　就業構造・労働市場
の統計、考察と女子労働文献紹介

自治労全道庁労働組合他 刊行物 コピー 1981（昭和56）

林委員 146 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 道総研第41号：北海道における女子労働（Ⅱ） 自治労全北海道庁労働組合他 刊行物 コピー 1981（昭和56）

林委員 147 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 北が育てる主婦協35年のあしあと 北海道主婦会連絡協議会 刊行物 コピー 1992（平成4）

林委員 148 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 北海道女性史研究　第20号 北海道女性史研究会 刊行物 コピー 1985（昭和60）

林委員 149 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 北海道母親運動三十年のあゆみ 北海道母親運動30年史編集委員会編 刊行物 コピー 1986（昭和61）

林委員 150 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター 道民生活白書  昭和54年版 北海道 刊行物 コピー 1980（昭和55）

林委員 151 ジェンダー 2020/2/14 労働資料センター
女のスペースおん通信Vol.58、62、67、71、73、74、75・76、79、82、
85、86、87・88、91、94、98、100～103

女のスペースおん 刊行物 コピー
1998（平成10）～
2001（平成13）

林委員 152 漫画 2020/2/14 労働資料センター 北海道農民漫画集 横井のびる／北海道農民連盟 刊行物 コピー 1981（昭和56）
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松本委員 1 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第４回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1984（昭和59）

松本委員 2 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第６回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

松本委員 3 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第７回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1987（昭和62）

松本委員 4 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第11回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1992（平成4）

松本委員 5 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第12回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1993（平成5）

松本委員 6 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第13回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 7 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第14回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

松本委員 8 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第15回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 9 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第16回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 10 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協第17回総会方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 11 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

北海道の障害者福祉を問う（安部和二郎） 身体障害者あかしあ会本部 刊行物 カメラ撮影 1983（昭和58）

松本委員 12 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

北海道経済1981年２月号《特集》北海道障害者福祉の実態と今後の
課題

北海道経済研究所 刊行物 カメラ撮影 1981（昭和56）

松本委員 13 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

北海道経済2003年１月号札幌市政の焦点 北海道経済研究所 刊行物 カメラ撮影 2003（平成15）

松本委員 14 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

北海道立精神衛生センター十五周年記念誌 北海道立精神衛生センター 刊行物 カメラ撮影 1985（昭和60）

松本委員 15 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障道協ニュースNo.221 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

松本委員 16 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

1997年3月17日全生連の障害者運動を促進するための方針（案） 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 17 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

関連新聞記事（しんぶん赤旗） 日本共産党 新聞 カメラ撮影
1992（平成4）、
1999（平成11）

松本委員 18 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

あかしあ通信臨時増刊号 あかしあ労働福祉センター 刊行物 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 19 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

障害者への交通費助成に関して札幌市とのやりとりに関する資料 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 20 障害者運動 2019/6/17
障害者の生活と権利を守る
北海道連絡協議会

札幌市へ精神障害者への交通費助成を求める実行委員会ニュース 障害者の生活と権利を守る北海道連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 21 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

障害児の教育権保障と教育実践の課題 二通　諭・藤本文朗共編 刊行物 カメラ撮影 2014（平成26）

松本委員 22 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

北海道教育大学札幌分校特殊教育研究室昭和４８年度卒業論文集
上巻

北海道教育大学札幌分校特殊教育研究室発達
保障論藤井力夫ゼミナール

刊行物 カメラ撮影 1973（昭和48）

松本委員 23 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

障害者科学運動創刊号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1976（昭和51）

松本委員 24 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

障害者科学運動第３号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1977（昭和52）

松本委員 25 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

障害者科学運動第４号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1978（昭和53）

松本委員 26 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

障害者科学運動第５号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1979（昭和54）

松本委員 27 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

障害者科学運動第６号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1980（昭和55）

松本委員 28 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第2号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1984（昭和59）

松本委員 29 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第10号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1985（昭和60）

松本委員 30 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第11号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1985（昭和60）

松本委員 31 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第12号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1985（昭和60）
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松本委員 32 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第13号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

松本委員 33 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第14号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

松本委員 34 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第22号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1987（昭和62）

松本委員 35 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第25号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1987（昭和62）

松本委員 36 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第27号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1988（昭和63）

松本委員 37 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第28号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1988（昭和63）

松本委員 38 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第31号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1989（昭和64）

松本委員 39 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第34号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1989（昭和64）

松本委員 40 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第35号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1989（昭和64）

松本委員 41 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第36号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1990（平成2）

松本委員 42 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第41号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1990（平成2）

松本委員 43 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第42号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1990（平成2）

松本委員 44 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第49号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1992（平成4）

松本委員 45 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第50号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1992（平成4）

松本委員 46 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第54号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1992（平成4）

松本委員 47 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第55号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1993（平成5）

松本委員 48 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第56号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1993（平成5）

松本委員 49 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第59号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1993（平成5）

松本委員 50 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第60号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1993（平成5）

松本委員 51 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第61号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 52 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第62号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 53 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第63号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 54 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第64号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 55 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第65号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 56 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第66号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1994（平成6）

松本委員 57 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第67号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

松本委員 58 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第68号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

松本委員 59 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第69号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

松本委員 60 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第70号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

松本委員 61 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第71号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）

松本委員 62 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第72号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1995（平成7）
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松本委員 63 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第73号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 64 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第74号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 65 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第75号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 66 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第77号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 67 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第78号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 68 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第79号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 69 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第80号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 70 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第81号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 71 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第82号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 72 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第83号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 73 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第84号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1997（平成9）

松本委員 74 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第85号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 75 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第86号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 76 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第87号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 77 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第88号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1998（平成10）

松本委員 78 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第91号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

松本委員 79 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第92号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

松本委員 80 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第93号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

松本委員 81 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第94号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

松本委員 82 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第95号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

松本委員 83 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第96号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 1999（平成11）

松本委員 84 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第98号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

松本委員 85 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第100号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

松本委員 86 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第101号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

松本委員 87 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第102号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 2000（平成12）

松本委員 88 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第103号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

松本委員 89 障害者運動 2019/7/9
全国障害者問題研究会北
海道支部

全国障害者問題研究会北海道支部会報第107号 全国障害者問題研究会北海道支部 団体文書 カメラ撮影 2002（平成14）

松本委員 90 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 全日本手をつなぐ育成会50年の歩み 全日本手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影 2001（平成13）

松本委員 91 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 全日本手をつなぐ育成会創立60周年記念誌 全日本手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影 2013（平成25）

松本委員 92 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 北海道手をつなぐ育成会50年のあゆみ 北海道手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影 2006（平成18）

松本委員 93 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 北海道手をつなぐ育成会あゆみ六十周年記念誌 北海道手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影 2015（平成27）
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松本委員 94 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 北海道手をつなぐ親の会20年の歩み 北海道手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影 1978（昭和53）

松本委員 95 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 北海道手をつなぐ親の会40年のあゆみ 北海道手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影 1996（平成8）

松本委員 96 障害者運動 2020/2/27 北海道手をつなぐ育成会 北海道手をつなぐ親の会月報　創刊号～第460号 北海道手をつなぐ育成会 団体文書 カメラ撮影
1955（昭和30）～
1996（平成8）

松本委員 97 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター ＨＳＫ  いちご通信  №69～78  1987～89年 札幌いちご会 団体文書 カメラ撮影
1987（昭和62）～
1989（平成元）

松本委員 98 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター ＨＳＫ  いちご通信  №82～98  1990～93年 札幌いちご会 団体文書 カメラ撮影
1990（平成2）～
1993（平成5）

松本委員 99 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター ＨＳＫ  なんれん  №23～37  1981～86年 北海道難病団体連絡協議会 団体文書 カメラ撮影
1981（昭和56）～
1986（昭和61）

松本委員 100 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター ＨＳＫ  なんれん  №41～44  1987年 北海道難病団体連絡協議会 団体文書 カメラ撮影 1987（昭和62）

松本委員 101 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター ＨＳＫ  なんれん  №45～57  1989～92年 北海道難病団体連絡協議会 団体文書 カメラ撮影
1989（平成元）～
1992（平成4）

松本委員 102 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  ケア付き住宅を実現する委員会報告等  1986年 全北海道労働組合協議会 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

松本委員 103 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  ケア付き住宅実現のために  1984年 全北海道労働組合協議会 団体文書 カメラ撮影 1984（昭和59）

松本委員 104 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  国際障害者年長期行動計画等  1981～83年
全北海道労働組合協議会，日本労働組合総評議
会

団体文書 カメラ撮影
1981（昭和56）～
1983（昭和58）

松本委員 105 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  手話通訳・小規模授産施設関係  1991～93年 全北海道労働組合協議会 団体文書 カメラ撮影
1991（平成3)～
1993（平成5）

松本委員 106 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  政策懇談会要望事項等  1986年 全北海道労働組合協議会 団体文書 カメラ撮影 1986（昭和61）

松本委員 107 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  生活と権利を守る斗い  1981年 全北海道労働組合協議会 団体文書 カメラ撮影 1981（昭和56）

松本委員 108 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 障害者運動  精神障害回復者社会参加促進関係  1990年
全北海道労働組合協議会，精神障害回復者社会
参加促進協会

団体文書 カメラ撮影 1990（平成2）

松本委員 109 障害者運動 2020/2/27 労働資料センター 北海道の社会福祉ー昭和59年度　民生部の事業概要ー 北海道民生部総務課編 団体文書 カメラ撮影 1984（昭和59）

吉岡委員 1 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 閉山後の就職について（アンケート調査結果）（064242） 泊炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1964（昭和39）

吉岡委員 2 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 炭鉱５ヶ年計画の作成要領（064242） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1948（昭和23）

吉岡委員 3 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 鉱山文化会関係（064351） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影
1946（昭和21）～
1947(昭和22)

吉岡委員 4 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 体育関係綴（064353） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1949(昭和24)

吉岡委員 5 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 文化協会綴（064354） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影
1948（昭和23）～
1950(昭和25)

吉岡委員 6 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 正月行事について（064362） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影
昭和29,31.41.44,45
年

吉岡委員 7 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 孟蘭盆行事について（064363） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 昭和29.32,39年

吉岡委員 8 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 移動映画上映に関する照会について（064369） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 昭和17.23,24年

吉岡委員 9 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 夏期安全祈願祭斎行の件（064371） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1950（昭和25）

吉岡委員 10 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 昭和23年度炭鉱住宅申請書（064376） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1948（昭和23）

吉岡委員 11 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 昭和23年度下期炭住計画書（064378） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1948（昭和23）

吉岡委員 12 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 炭住敷地資金申請書（064379） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1949（昭和24）

吉岡委員 13 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 昭和23年度下期炭住計画書（064378） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1948（昭和23）

吉岡委員 14 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 羽幌炭砿鉄道株式会社概況（064851） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 不明

吉岡委員 15 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 道内主要都市に於ける炭鉱離職者の実態について（064848） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1963（昭和38）
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吉岡委員 16 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 日曹天塩炭鉱概況（064874） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1951（昭和26）

吉岡委員 17 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 日曹炭鉱㈱　概況（064877） 日本曹達天塩炭鉱 社内文書 カメラ撮影 1969（昭和44）

吉岡委員 18 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 三池組織対策オルグ派遣に関する指令（ 066644） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 19 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 三山分離反対斗争の推移（ 066661） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 20 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 北炭三山分離斗争関係書類（066662） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1961（昭和36）

吉岡委員 21 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 フリッチェ博士による技術改革計画案総括表（066120） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1952（昭和27）

吉岡委員 22 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 北炭万字、美流渡、赤間砿の分離に関する発表要旨（066105） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 23 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 空知三鉱共同チラシ（066680） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 24 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 幌内職組、美流渡地区ちらし（066686） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 25 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 北炭万字砿労働組合ビラ（066681） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 26 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 合理化反対闘争のチラシ（066682） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 27 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 神威労組「抵抗」NO.374，376（066703） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 28 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 北炭礦員希望退職募集（066554） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 29 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 北炭社員希望退職募集（066556） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 30 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 北炭三山分離希望退職再募集案内（066560） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 31 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 幌内鉱業所新会社の設立について（066563） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 32 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 万字炭礦株式会社掲示（066565） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 33 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 万字炭礦株式会社掲示（066566） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 34 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 万字炭砿株式会社「休山通知の掲示」お知らせ（066567） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 35 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 「北炭通知書」のお知らせ（066568） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 36 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 「出稼協力について」のビラ（066571） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1960（昭和35）

吉岡委員 37 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 万字炭鉱「北星炭砿従業員受入案内」（066572） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1969（昭和44）

吉岡委員 38 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 労務特配米職種別配給基準表（066382） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影 1950（昭和25）

吉岡委員 39 炭鉱の生活 2020/2/7 北海道博物館 指定商関係綴（066373） 万字炭鉱株式会社 社内文書 カメラ撮影
1951（昭和26）～
1952（昭和27）


