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市　　町　　村　　編

　　富　　山　　市

富山市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局議事調査課
31.2
元.5,8,11

富山市議会臨時会会議録
平成31年2月

議会事務局議事調査課 31.3

市政概要　令和元年度 議会事務局議事調査課 元.8

とやま市議会だより　№59～№62 議会事務局議事調査課
31.2
元.5,8,11

高校生と富山を語るプロジェクト　ありだね！ 企画管理部企画調整課 31.3

第2次富山市総合計画実施計画　平成31年度 企画管理部企画調整課 31.3

富山広域連携中枢都市圏ビジョン（2019改訂版） 企画管理部企画調整課 31.3

富山市の重点事業　令和2年度 企画管理部企画調整課 元.7

富山ガラスウォーカー 企画管理部企画調整課 元.12

富山市行政機構図　平成31年4月1日現在
※インターネットで公開

企画管理部行政経営課 31.4

附属機関の一覧　平成31年4月1日現在
※インターネットで公開

企画管理部行政経営課 元.5

第3期富山市行政改革実施計画[H28～H32]進捗状況
数値目標の成果
※インターネットで公開

企画管理部行政経営課 元.6

第3期富山市行政改革実施計画（改訂版） 企画管理部行政経営課 元.12

富山市出資法人等の経営状況
※インターネットで公開

企画管理部行政経営課 元.

富山市の情報公開　平成30年度実施状況報告書
※インターネットで公開

企画管理部文書法務課 元.6

富山市の個人情報保護　平成30年度実施状況報告書
※インターネットで公開

企画管理部文書法務課 元.6

人事行政の運営等の状況　平成30年度
※インターネットで公開

行政管理部職員課 31.

富山市職員採用案内　2020 行政管理部職員課 元.12

富山市勢要覧　2019 企画管理部広報課 31.3

富山市勢要覧　2019　英語版 企画管理部広報課 31.3

予算の概要　平成31年度 企画管理部広報課 31.4

広報とやま　第331号～第354号 企画管理部広報課

31.1-4
元.5-12
各月5日・
20日

富山市統計書　第14回　平成30年度版 企画管理部情報統計課 31.3

統計からみる富山市　2019 企画管理部情報統計課 31.3

富山市の姉妹友好都市　2019年4月
※インターネットで公開

企画管理部文化国際課 31.4

市内在住外国人住民のための生活情報ガイド
英語版　第12版

企画管理部文化国際課 元.10

市内在住外国人住民のための生活情報ガイド
ベトナム語版　第2版

企画管理部文化国際課 元.10

作品目録
「富山市美術展　第15回　2019　ｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ部門」

富山市美術展実行委員会 元.10

作品目録「富山市美術展　第15回　2019」 富山市美術展実行委員会 元.12

学校自己評価報告書　平成30年度 富山外国語専門学校 31.3
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富山外国語専門学校　学校要覧　2019 富山外国語専門学校 元.6

富山ガラス造形研究所卒業制作展　2019 富山ガラス造形研究所 31.2

富山ガラス造形研究所学校自己評価報告書　平成30年度 富山ガラス造形研究所 31.3

富山市立市民学園富山ガラス造形研究所　学校案内 富山ガラス造形研究所 元.6

図録「マルタ・クロノフスカ　不思議ないきもの」 ガラス美術館 31.4

富山市ガラス美術館記録集　平成30年度 ガラス美術館 元.9

図録「リノ・タリアピエトラ　ライフ・イン・グラス」 ガラス美術館 元.10

富山市議会定例会　市長提案理由説明要旨
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月
※インターネットで公開

財務部財政課
31.3
元.6,9,
12

富山市議会定例会議案
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

財務部財政課
31.3
元.6,9,
12

富山市議会定例会議案（補正予算等分）
平成31年3月

財務部財政課 31.3

富山市議会定例会議案（追加提出分）
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

財務部財政課
31.3
元.6,9,
12

富山市議会臨時会議案　平成31年2月 財務部財政課 31.2

富山市議会定例会　議案概要書
（当初予算分・補正予算分）
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月
※インターネットで公開

財務部財政課
31.3
元.6,9,
12

富山市議会定例会　議案概要書（追加提出分）
令和元年12月
※インターネットで公開

財務部財政課 元.12

富山市の財務書類　平成29年度決算
※インターネットで公開

財務部財政課 31.3

予算に関する説明書　平成31年度 財務部財政課 31.3

平成31年度当初予算　事務事業見直し結果
※インターネットで公開

財務部財政課 31.3

一般会計・特別会計　主要施策成果報告書
平成30年度

財務部財政課 元.9

富山市の財務書類（平成29年度決算）
※インターネットで公開

財務部財政課 31.3

平成30年度決算について
※インターネットで公開

財務部財政課 元.10

富山市の健全化判断比率、資金不足比率
令和元年度公表数値（平成30年度決算分）
※インターネットで公開

財務部財政課 元.10

富山市の財政状況
平成30年度（3月末現在）・令和元年度（9月末現在）
※インターネットで公開

財務部財政課 元.6,12

令和2年度予算編成方針
※インターネットで公開

財務部財政課 元.10

市税のしおり　令和元年度 財務部納税課 元.6

わたしたちのくらしと税　小学生用　令和元年度版 財務部納税課 元.11

わたしたちのくらしと税　中学生用　令和元年度版 財務部納税課 元.6

税務概要　令和元年度 財務部納税課 元.9

富山市地域福祉計画　2019年度～2023年度 福祉保健部福祉政策課 31.3

富山市地域福祉計画　2019年度～2023年度　概要版 福祉保健部福祉政策課 31.3
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富山市の社会福祉　2019 福祉保健部福祉政策課 元.8

富山市福祉保健部福祉政策課が所管する社会福祉法人の現況報告
書等
※インターネットで公開

福祉保健部福祉政策課 元.

こども発達支援ハンドブック　第１部　未就学児用 福祉保健部障害福祉課 31.4

こども発達支援ハンドブック　第２部　学齢児用 福祉保健部障害福祉課 31.4

医療的ケア児支援ハンドブック 福祉保健部障害福祉課 31.4

広げよう心のバリアフリー 福祉保健部障害福祉課 元.6

身体障害者福祉法第15条の指定医師名簿
令和元年8月1日現在
※インターネットで公開

福祉保健部障害福祉課 元.8

指定自立支援医療機関（育成・更生医療）名簿
令和元年8月1日現在
※インターネットで公開

福祉保健部障害福祉課 元.8

障害福祉のしおり　令和元年度 福祉保健部障害福祉課 元.10

リーフレット「高齢者の福祉や介護のことで困ったときは…地域
包括支援センターに相談してください！」

福祉保健部長寿福祉課 31.4

富山市福祉保健部生活支援課が所管する社会福祉法人の現況報告
書等
※インターネットで公開

福祉保健部生活支援課 元.

第31回全国健康福祉祭とやま大会
ねんりんピック富山2018
富山市交流大会報告書

ねんりんピック富山2018
富山市実行委員会事務局
（富山市福祉保健部ねん
りんピック推進室内）

31.2

介護保険 住所地特例対象施設一覧
平成31年4月1日更新
※インターネットで公開

福祉保健部介護保険課 31.4

介護保険指定事業所一覧　令和元年5月1日現在
※インターネットで公開

福祉保健部介護保険課 元.5

富山市の国保と年金
令和元年度（平成30年度実績）

福祉保健部保険年金課 元.11

富山市自殺対策総合戦略　2019－2026 富山市保健所 31.3

富山市自殺対策総合戦略　2019－2026　概要版 富山市保健所 31.3

富山市保健所事業概要　令和元年度版（平成30年度実績） 富山市保健所 元.8

リーフレット「富山市まちなか総合ケアセンター　病児保育室
利用のご案内」

まちなか総合ケアセン
ター

31.1

富山市医療介護連携情報 Vol.2
※インターネットで公開

まちなか総合ケアセン
ター

31.2

リーフレット「総曲輪レガートスクエア」
まちなか総合ケアセン
ター

元.5

学生便覧　令和元年度　14期生 看護専門学校 31.4

富山市立看護専門学校　学校案内　2019 看護専門学校 元.5

富山市子育て支援ガイドブック
2019年度版

こども家庭部こども支援課 元.7

富山市子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果報告書
※インターネットで公開

こども家庭部こども支援課 31.3

富山市子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果報告書
概要版
※インターネットで公開

こども家庭部こども支援課 31.3
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富山市子ども・子育て支援事業計画
平成31年3月一部改訂
※インターネットで公開

こども家庭部こども支援課 31.3

富山市ファミリー・サポートセンターだより
Vol.44、Vol.45

子育て支援センター
31.3
元.9

富山市くらしの便利帳 市民生活部市民生活相談課 元.11

富山市行政苦情オンブズマン　平成30年度活動状況報告
平成30年4月1日～平成31年3月31日

富山市行政苦情オンブズ
マン事務局（富山市市民
生活部市民生活相談課市
民相談室内）

元.7

富山市交通安全実施計画　令和元年度
※インターネットで公開

市民生活部生活安全交通課 元.

富山市交通安全推進計画　平成31年度
※インターネットで公開

富山市（市民生活部生活
安全交通課）・富山市交
通安全対策協議会

31.3

富山市男女共同参画白書　令和元年度
富山市の男女共同参画

市民生活部
男女参画・市民協働課

元.8

男女共同参画情報交流誌「あいのかぜ」第46号
※インターネットで公開

市民生活部
男女参画・市民協働課

31.3

スポーツ推進委員だより　第26号、第27号
市民生活部
スポーツ健康課

31.3
元.10

次代にのぞむ西田地方の歴史　西田地方郷土史 西田地方地区センター 31.3

暮らしの情報　平成31年春号、令和元年夏号 消費生活センター
31.3
元.8

くらしの安心情報　第148号～第159号
※インターネットで公開

消費生活センター
31.1-4
元.4-8,
9-12

おいしいとやま食べきり運動広報誌
「たべキリンつうしん」第9号
※インターネットで公開

消費生活センター 31.3

少年指導センター要覧　令和元年度 少年指導センター 元.8

少年センターだより　第100号、第101号 少年指導センター
31.3
元.10

富山市環境事業モデル都市行動計画　第3次 環境部環境政策課 31.3

富山市の環境　令和元年度 環境部環境政策課 元.6

リーフレット「富山市の国際連携」 環境部環境政策課 元.9

富山市環境報告書第１部　令和元年度版 環境部環境政策課 元.10

富山市環境報告書第２部　令和元年度版 環境部環境政策課 元.10

産業廃棄物の適正処理を目指して
※富山県生活環境文化部環境政策課で再掲
※富山県産業廃棄物協会と共同発行

環境部環境政策課 元.10

カラス対策調査結果　平成30年度
※インターネットで公開

環境部環境保全課 31.3

小学生向けパンフレット「美しい富山」平成31年度版 環境部環境センター 31.2

地区別ごみ・資源物収集カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

環境部環境センター 31.2

保存版 家庭ごみと資源物の分け方・出し方　2019年度
※インターネットで公開

環境部環境センター 31.2

20代・50代の消費動向調査　平成30年度 商工労働部商業労政課 31.2

富山市歩行者通行量調査報告書　平成30年度
※インターネットで公開

商工労働部商業労政課 31.3

富山市歩行者通行量調査報告書　平成30年度　概要版
※インターネットで公開

商工労働部商業労政課 31.3
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富山市中小企業者向け融資制度
※インターネットで公開

商工労働部商業労政課 31.4

富山市商工労働部の概要　令和元年度 商工労働部商業労政課 元.6

第2期富山市工業振興ビジョン 商工労働部工業政策課 31.3

第2期富山市工業振興ビジョン　概要 商工労働部工業政策課 31.3

富山の置き薬（上） 商工労働部薬業物産課 31.3

生薬の購入量・使用量に関する調査 商工労働部薬業物産課 31.3

富山やくぜんガイドマップ 商工労働部薬業物産課 31.3

富山やくぜん散策マップ 商工労働部薬業物産課 元.6

観光客向け富山やくぜんガイドブック vol.1 商工労働部薬業物産課 元.10

観光客向け富山やくぜんガイドブック vol.2 商工労働部薬業物産課 元.10

製薬企業実態調査概要書　令和元年度 商工労働部薬業物産課 元.12

富山デザインフェア2019
パッケージデザインコンペティション応募要項

富山デザインフェア実行委員
会事務局（富山市商工労働部
薬業物産課内）

元.6

リーフレット「とやまイタリアフェスタ2019」
クッチーナ イタリアーナ2019　店舗紹介
※インターネットで公開

とやまクッチーナイタリ
アーナ実行委員会

元.9

富山市観光ガイドPR版（日本語） 商工労働部観光政策課 31.3

富山市まちなか観光案内所リーフレット 商工労働部観光政策課 31.3

富山市観光ガイドマップ（日本語版） 商工労働部観光政策課 元.10

富山市観光ガイドマップ（繁体字版） 商工労働部観光政策課 元.12

富山市観光ガイドマップ（簡体字版） 商工労働部観光政策課 元.12

リーフレット「第65回全日本チンドンコンクール」
全日本チンドンコンクー
ル実行委員会

31.1

パンフレット「第65回全日本チンドンコンクール」
全日本チンドンコンクー
ル実行委員会

31.1

リーフレット「第59回富山まつり」 富山まつり運営委員会 元.7

富山市定期観光バス　リーフレット 富山市観光協会 31.3

富山市山岳ガイドマップ 富山市観光協会 31.4

Amazing Tour TOYAMA AREA（日本語版） 富山市観光協会 元.7

Amazing Tour TOYAMA AREA（英語版） 富山市観光協会 元.7

Amazing Tour TOYAMA AREA（繁体字版） 富山市観光協会 元.7

セントラムで行く富山の寿司　日本語版 富山市観光協会 元.7

セントラムで行く富山の寿司　英語版 富山市観光協会 元.8

セントラムで行く富山の寿司　繁体字版 富山市観光協会 元.8

富山市散策ガイドマップ「ちょこ旅富山DX」 富山市観光協会 元.10

とやまスノーピアード2020 富山市観光協会 元.10

職業訓練センター受講生募集パンフレット　平成31年度
※インターネットで公開

職業訓練センター 31.

農林水産業の動き　令和元年度
※インターネットで公開

農林水産部農政企画課 元.8

とやま市農政だより　第32号、第33号
※インターネットで公開

農林水産部農政企画課
31.3
元.9

小学生用副教材
「身近な農業を考えよう　富山市の農業の姿」

富山市担い手育成相互牛
苑協議会（事務局：農林
水産部農政企画課）

31.4

富山市イノシシ対策マニュアル
※インターネットで公開

農林水産部森林政策課 31.1

市場年報
平成30年12月、平成31年1月～4月、令和元年5月～11月分
※インターネットで公開

地方卸売市場 31.2
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　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

富山市公設地方卸売市場再整備基本計画 地方卸売市場 31.3

富山市公設地方卸売市場再整備基本計画　概要版
※インターネットで公開

地方卸売市場 31.3

市場概要　令和元年度
※市場休開市日一覧をインターネットで公開

地方卸売市場 元.6

市場月報(CD-R)
平成30年12月、平成31年1月～4月、令和元年5月～11月分
※市況情報（部別卸売価格）をインターネットで公開

地方卸売市場
31.1-4
元.5-12

富山市都市整備事業の概要
活力都市創造部
活力都市推進課

31.3

富山市屋外広告物ガイドブック
活力都市創造部
都市計画課

31.2

富山市都市マスタープラン
※インターネットで公開

活力都市創造部
都市計画課

31.3

富山市都市計画総括図　平成31年3月現在
※インターネットで公開

活力都市創造部
都市計画課

31.3

富山市景観まちづくり条例に基づく手続きパンフレット
活力都市創造部
都市計画課

31.3

岩瀬まち歩きまっぷ
活力都市創造部
都市計画課

31.4

富山市の都市計画　令和元年度
※インターネットで公開

活力都市創造部
都市計画課

元.6

富山市屋外広告業登録制度の手引き
活力都市創造部
都市計画課

元.9

富山市景観計画冊子
活力都市創造部
都市計画課

元.10

富山市おでかけのりものマップ　令和元年6月
※インターネットで公開

活力都市創造部
交通政策課

元.6

富山市地域公共交通網形成計画　令和元年改訂
活力都市創造部
交通政策課

元.6

リーフレット「富山駅周辺整備事業の概要」
活力都市創造部
富山駅周辺地区整備課

元.10

富山港線・富山都心線・富山駅南北接続線　安全報告書
平成30年度
※インターネットで公開

軌道整備事業者 富山市
（活力都市創造部路面電
車推進課）

元.6

リーフレット「同居のためのリフォームに関する補助のお知ら
せ」

活力都市創造部
居住対策課

元.7

富山港の統計　2018　国際拠点港湾「伏木富山港」 建設部建設政策課 31.4

富山市の建設　令和元年度 建設部建設政策課 元.6

富山港　Port of TOYAMA　2019 建設部建設政策課 元.7

富山市水防計画 建設部河川課 元.12

富山市津波ハザードマップ 建設部防災対策課 31.3

富山市自主防災だより　第7号
※インターネットで公開

建設部防災対策課 31.3

れんけいと支援　第177号～第188号
※インターネットで公開

富山市民病院
31.1-4
元.5-12

富山市民病院マガジン「きよら」第92号～第95号
※インターネットで公開

富山市民病院
31.1,4
元.7,10

富山市民病院診療科案内　2019 富山市民病院 元.6

病院事業概要　平成30年度 富山市民病院 元.8

富山市病院事業会計決算書　平成30年度 富山市民病院 元.9

パンフレット「富山まちなか病院　ご案内」 富山まちなか病院 元.6

富山市一般会計特別会計歳入歳出決算書及事項別明細書
平成30年度

出納課 元.9
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　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

上下水道事業年報　平成30年度 上下水道局 元.9

富山市水道事業・工業用水道事業・公共下水道事業会計決算書
平成30年度

上下水道局 元.9

富山市包括外部監査結果報告書　平成30年度
負担金、補助金及び交付金に係る財務事務の執行並びに事業の管
理について
※インターネットで公開

監査委員事務局 31.3

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

富山市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書　平成30年度

監査委員事務局 元.8

富山市公営企業会計決算審査意見書　平成30年度
水道事業会計・工業用水道事業会計・公共下水道事業会計・病院
事業会計

監査委員事務局 元.8

教育委員会事務管理執行状況点検評価報告書 平成30年度
※インターネットで公開

教育委員会教育総務課 元.9

富山市の教育　令和元年度 教育委員会教育総務課 元.9

富山市学校教育指導指針　平成31年度 教育委員会学校教育課 31.3

人権教育の指導事例集
第11シリーズ　第2集

教育委員会学校教育課 31.3

富山市立中学校紹介　令和2年度入学生版 教育委員会学校教育課 元.6

「平成31年度全国学力・学習状況調査」の結果について 教育委員会学校教育課 元.8

DVD「科学作品の記録」　第15回　令和元年度 教育委員会学校教育課 元.11

富山市小学校長会　研究便覧　令和元年度 富山市小学校長会 元.5

富山市小学校教育研究会　研究紀要　平成30年度 富山市小学校教育研究会 31.2

学校の保健・災害のあらまし　平成30年度 教育委員会学校保健課 31.3

富山市の文化財　第10号 教育委員会生涯学習課 31.3

富山市博物館等ガイドマップ 教育委員会生涯学習課 元.9

富山市内遺跡発掘調査概要20
富山市埋蔵文化財調査報告91
－北代遺跡－

埋蔵文化財センター 31.3

富山市内遺跡発掘調査概要21
富山市埋蔵文化財調査報告92
－友坂遺跡－

埋蔵文化財センター 31.3

富山市米田南田遺跡発掘調査報告書
一般県道八幡田稲荷線横断歩道橋事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
富山市埋蔵文化財調査報告96

埋蔵文化財センター 31.3

富山市内遺跡発掘調査概要20
－北代遺跡－
富山市埋蔵文化財調査報告97

埋蔵文化財センター 31.3

富山市内遺跡発掘調査概要20
－友坂遺跡－
富山市埋蔵文化財調査報告98

埋蔵文化財センター 31.3

富山市の遺跡物語
埋蔵文化財センター所報　№20

埋蔵文化財センター 31.3

富山城と城下町発掘調査マップ 埋蔵文化財センター 元.8

研究集録　第14号　平成30年度 教育センター 31.3

小学校3年・4年用副教材「わたしたちの富山市」
平成31年度　第14集

教育センター 31.3

富山市教育センター要覧　平成31年度版 教育センター 31.4
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富山市教育センターだより「道」　第42号～第44号 教育センター
31.3
元.7,12

富山市民大学学報　2018 市民学習センター 31.3

富山市民大学[文学へのいざない]講座
「窓から聞こえる物語 文学へのいざない　掌編小説集」2018

市民学習センター 31.4

富山市民大学　コース一覧　平成31年度
※インターネットで公開

市民学習センター 31.

市民大学叢書92「こどばの不思議さ」 市民学習センター 元.10

富山市民大学学友会会誌「けやき」第38号 富山市民大学学友会 31.3

富山市立図書館増加図書目録　第439号～第450号 図書館
31.1-4
元.5-12

わくわく本だな　こども版としょかんだより
№405～№407
※インターネットで公開

図書館 31.1-3

わくわく本だな　こども版としょかんだより
№405～№415
※インターネットで公開

図書館
31.1-4
元.5,6,
7,9-12

新着図書案内「せせらぎ」 図書館
31.1-4
元.5-12

富山市刊行物目録　平成30年1月～12月 図書館 31.3

ビーだま　えほん版　№44 図書館 31.4

ビーだま　小学生版（1・2年生）№50 図書館 31.4

ビーだま　小学生版（3・4年生）№50 図書館 31.4

ビーだま　小学生版（5・6年生）№50 図書館 31.4

ビーだま　中学生版　№42 図書館 31.4

図書館事業実施概要
令和元年度（平成30年度事業実績）
みんなに本を 地域に図書館を

図書館 元.7

図書館の概要　平成30年度 図書館 元.7

富山市科学博物館　ごあんない 科学博物館
31.1-4
元.5-12

とやまと自然　第41巻　第164号 科学博物館 31.1

とやまと自然　第42巻　第165号～第167号 科学博物館
31.3
元.7,10

ジュニア科学賞とやま　第16回　平成30年度 科学博物館 31.2

富山市科学博物館　イベント案内 科学博物館
31.1,4
元.7,10

富山市科学博物館　企画展・特別展のご案内　平成31年度 科学博物館 31.

富山市科学博物館研究報告　第43号 科学博物館 元.7

富山市科学博物館館報　第40号　平成30年度 科学博物館 元.7

天文台だより　第105号～第111号 科学博物館天文台
31.1,3、
元.5,7,9,
11

富山市天文台　イベント情報
※インターネットで公開

科学博物館天文台
31.1-4
元.5-12

富山市郷土博物館報　平成29年度 郷土博物館 31.3

特別展図録
「越中富山の本屋さん　－江戸時代の書籍文化を探る－」

郷土博物館 元.10

特別展図録「柳宗悦－日本民藝館名品集－」 佐藤記念美術館 元.10

民村Vol.5　2018－2019　富山市民俗民芸村村報 民俗民芸村 31.3

富山市考古資料館紀要　第38号 民俗民芸村　考古資料館 31.3

企画展図録「きわだつ常願寺川の水力発電 －自然がつくりあげ
た高低差を生かして－」

大山歴史民俗資料館 元.10
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富山の石造物調査報告書Ⅲ
（富山石文化研究所調査研究報告6）

富山石文化研究所 元.5

火災・救急等概況　平成30年 富山市消防局 31.1

リーフレット「住宅防火訪問書」 富山市消防局 元.5

リーフレット「住宅火災警報器」 富山市消防局 元.5

上半期の火災・救急等概況　平成31年・令和元年 富山市消防局 元.7

消防年報　令和元年度
※インターネットで公開

富山市消防局 元.8

飲食店事業者向け消防法令等説明用リーフレット「消火器等の設
置、維持管理が義務付けられました！」

富山市消防局 元.10

火災原因手配書 富山市消防局 元.10

富山地区広域圏事務組合議会　定例会議案
令和元年度（平成31年度）
※滑川市、舟橋村、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合
31.2
元.10

富山地区広域圏事務組合　事業概要　令和元年度
※滑川市、舟橋村、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山地区広域圏事務組合　一般会計歳入歳出決算書及び付属書類
平成30年度
※滑川市、舟橋村、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

公演パンフレット
「ダークマスター2019」

オーバードホール 31.3

オーバードホール（富山市芸術文化ホール）催事案内
「mitemite　ミテミテ」　Vol.59～Vol.62

公益財団法人富山市民文
化事業団

31.2,4
元.7,10

地区社協活動～虎の巻～
地区社協調査結果報告書　平成30年度

社会福祉法人
富山市社会福祉協議会

31.2

ふれあいネットワークとやま　№66
社会福祉法人
富山市社会福祉協議会

31.2

社会福祉法人富山市社会福祉協議会
事業計画書・収支予算書　平成31年度

社会福祉法人
富山市社会福祉協議会

31.3

社会福祉法人富山市社会福祉協議会
事業報告書・収支決算書　平成30年度

社会福祉法人
富山市社会福祉協議会

元.6

シルバーとやま　№130～№132
富山市シルバー人材セン
ター

31.1,4
元.7

一隅を照らす　活動事例集　第13集
富山市民生委員児童委員
協議会

元.6

会報誌「スポーツクラブ富山<わいわい>」Vol.12 公益財団法人富山市体育協会 31.2

所報「野外教育活動センター」第27号 公益財団法人富山市体育協会 31.3

みんまいけ！　たいきょう　第41号～第44号
※インターネットで公開

公益財団法人富山市体育協会
31.1,3
元.7,10

スポーツクラブ・教室プログラム案内
Active+ Book 2019.4-2020.3

公益財団法人富山市体育協会 31.3

富山市ファミリーパーク　パンフレット
公益財団法人富山市ファミ
リーパーク公社

31.3

富山市ファミリーパーク　園内マップ（日本語版）
公益財団法人富山市ファミ
リーパーク公社

31.3

富山市ファミリーパーク　園内マップ（英語版）
公益財団法人富山市ファミ
リーパーク公社

31.3

富山市ファミリーパーク　園内マップ（中国語版）
公益財団法人富山市ファミ
リーパーク公社

31.3

富山市ファミリーパーク　園内マップ（韓国語版）
公益財団法人富山市ファミ
リーパーク公社

31.3

ファミリーパーク通信「グルーミング」
春号、夏号、秋号、冬号

公益財団法人富山市ファミ
リーパーク公社

31.3
元.6,8,
12
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大山の歴史と民俗　第22号 大山歴史民俗研究会 31.3

越中おわら風の盆ガイドマップ
おわら風の盆行事運営委
員会

元.8

富山民俗の会機関紙「とやま民俗」　№91、№92 富山民俗の会
31.1
元.9

大沢野短歌会二十周年記念合同歌集　令和元年号 大沢野短歌会 元.7

富山市ソフトボール協会　設立70周年記念誌 富山市ソフトボール協会 元.3

　　高　　岡　　市
高岡市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局議事調査課
31.2
元.5,8,11

たかおか市議会だより　№53～№56
※インターネットで公開

議会事務局議事調査課
31.2
元.5,8,
11

高岡市統計書　平成30年版
※インターネットで公開

市長政策部都市経営課 31.3

高岡市地区別・年齢別人口
※インターネットで公開

市長政策部都市経営課
31.3
元.6,9,
12

まちづくり出前講座　2019年度版
※インターネットで公開

市長政策部都市経営課 31.4

高岡ミニデータ　令和元年版
※インターネットで公開

市長政策部都市経営課 元.8

市民経済計算　平成28年度
※インターネットで公開

市長政策部都市経営課 元.12

高岡市の重点事業に関する要望書　令和2年度
※インターネットで公開

市長政策部都市経営課 元.

とやま呉西圏域都市圏ビジョン　第2回改訂版
※インターネットで公開

とやま呉西圏域連携推進
協議会（事務局：市長政
策部都市経営課広域連携
推進室内）

31.2

市広報誌「たかおか　市民と市政」No.159～№170 市長政策部広報情報課
31.1-4
元.5-12

市広報誌「たかおか　市民と市政」
英語版、中国語版、ポルトガル語版
※インターネットで公開

市長政策部広報情報課
31.1-4
元.5-12

高岡市役所の窓口案内 市長政策部広報情報課 元.5

いま高岡は万葉に燃えている 市長政策部文化創造課 元.9

高岡市公共交通マップ　2019年版 市長政策部総合交通課 31.4

万葉線 沿線マップ＆時刻表
万葉線対策協議会（事務
局：万葉線株式会社、高
岡市、射水市）

元.7

高岡市議会定例会提出議案
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

総務部総務課
31.3
元.6,9,
12

高岡市議会定例会追加提出議案
（補正予算に係るもの）

総務部総務課 31.3

高岡市議会定例会追加提出議案
（人事案件に係るもの）

総務部総務課 31.3

自主防災連絡協議会ニュース　第17号
自主防災連絡協議会（事
務局：総務部総務課危機
管理室内）

元.6

高岡市予算書　平成31年度 総務部財政課 31.3

決算に係る主要な施策の成果に関する説明書　平成30年度 総務部財政課 元.9

高岡市財産表　平成31年3月31日現在 総務部管財契約課 元.9
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　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

高岡市土地開発公社　事業報告書
（平成30年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・予算）

高岡市土地開発公社（事
務局：高岡市管財契約課
内）

元.5

市税のしおり　令和元年度 総務部納税課 元.9

税務統計書　令和元年度
（平成30年度決算及び令和元年度当初予算）

総務部 元.11

先端技術と伝統技術の融合による文化財修復拠点事業 産業振興部産業企画課 31.1

高岡市の産業　平成29年度版 産業振興部産業企画課 31.2

中小企業金融のしおり　2019年度
※インターネットで公開

産業振興部産業企画課 31.4

公益財団法人高岡地域地場産業センター　事業報告書
（平成30年度事業報告・決算　令和元年度事業計画・予算）

公益財団法人高岡地域地
場産業センター

元.5

地場産業センターだより　秋・冬号
公益財団法人高岡地域地
場産業センター

元.9

公益財団法人高岡市勤労者福祉サービスセンター
広報誌「サービスセンターNEWS」№94～№96

公益財団法人高岡市勤労者福
祉サービスセンター

31.4
元.7,10

公益財団法人高岡市勤労者福祉サービスセンター
事業報告書
（平成30年度事業報告・決算、平成31年度事業計画・予算）

公益財団法人高岡市勤労者福
祉サービスセンター

31.4

リーフレット「日本三大仏　高岡大仏」 産業振興部観光交流課 31.2

リーフレット「高岡御車山祭」 産業振興部観光交流課 31.3

高岡御車山祭　交通規制図 産業振興部観光交流課 31.3

リーフレット「伏木曳山祭」 産業振興部観光交流課 31.3

伏木曳山祭り　交通規制図 産業振興部観光交流課 31.3

氷見・高岡・射水野海水浴へGO！
※氷見市、射水市で再掲

高岡市産業振興部観光交
流課、氷見市産業振興部
商工観光課、射水市産業
経済部港湾・観光課

元.6

リーフレット「歴史都市高岡　まち歩きマップまわるん」（日本
語版）

産業振興部観光交流課 元.10

リーフレット「歴史都市高岡　まち歩きマップまわるん」（英語
版）

産業振興部観光交流課 元.12

高岡イベントガイド2019 産業振興部観光交流課 31.3

高岡市観光パンフレット 産業振興部観光交流課 元.9

飛越能ユネスコ得トクチケットチラシ
ユネスコ５大祭連携PR部
会

31.4

伏木曳山祭桟敷席リーフレット
伏木曳山祭誘客促進協議
会

31.4

リーフレット「高岡ご朱印マップ」
たかおか観光戦略ネット
ワーク（事務局：産業振
興部観光交流課内）

31.4

A Survival Guide for Traveling in Takaoka
外国人観光客のための旅のお助けガイドブック
～高岡市～

たかおか観光戦略ネット
ワーク（事務局：産業振
興部観光交流課内）

31.4

飛越能14都市　観光ロードマップ
飛越能経済観光都市懇談
会

元.9

定時社員総会議案書　令和元年度 公益社団法人高岡市観光協会 元.6

第39回高岡万葉まつり・第30回万葉集全20巻朗唱の会
チラシ、プログラム

高岡万葉まつり実行委員会 元.9
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　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

地場産食材を使用した学校給食レシピ集　初版

たかおか地産地消推進
ネットワーク（事務局：
産業振興部農業水産課
内）

31.3

地場産食材を使用した学校給食レシピ集　第2版

たかおか地産地消推進
ネットワーク（事務局：
産業振興部農業水産課
内）

元.9

リーフレット「高岡のめぐみを体験しよう！味わおう！」

たかおか地産地消推進
ネットワーク（事務局：
産業振興部農業水産課
内）

元.9

折りたたみパンフレット「とれたて高岡最前線　笑顔に会える旬
を買えるガイド」

たかおか地産地消推進
ネットワーク（事務局：
産業振興部農業水産課
内）

元.9

パンフレット「PORT OF FUSHIKI 2019　伏木港」
伏木港海運振興会・伏木外港建
設促進期成同盟会 元.5

伏木港出入貨物統計表　平成30年度 伏木港海運振興会 元.5

NEWS LETTER vol.3、vol.4
※インターネットで公開

デザイン・工芸センター
31.3
元.8

市民生活部の事務概要　令和元年度版 市民生活部 元.10

高岡市の交通事故　平成30年 市民生活部地域安全課 31.4

たかおかの環境　平成30年度 市民生活部地域安全課 元.9

高岡市交通指導員連絡協議会　50年のあゆみ

高岡市交通指導員連絡協
議会50周年記念冊子準備
委員会（協議会事務局：
市民生活部地域安全課
内）

元.10

人権擁護の正しい理解のために
市民生活部
共創まちづくり課

31.3

高岡市国際交流協会NEWS　VOL.48、VOL.49 高岡市国際交流協会
31.3
元.9

高岡フィンランド協会ニュース
「KIPPIS（キッピス）」Vol.23

高岡フィンランド協会 31.4

高岡市日中友好協会広報誌
「一衣帯水」Vol.19

高岡市日中友好協会 31.3

市連合自治会だより　第14号 高岡市連合自治会 元.8

高岡市男女平等推進プラン情報誌「ありーて」第18号
※インターネットで公開

市民生活部
男女平等推進センター

31.3

高岡市男女平等推進センターだより「ありーてめいと」
第79号～第84号
※インターネットで公開

市民生活部
男女平等推進センター

31.2,4
元.6,8,
10,12

高岡市男女平等推進プラン（第2次）取組状況
高岡市男女平等推進センター事業報告書　平成30年度

市民生活部
男女平等・共同参画課、男女
平等推進センター

元.11

男女平等EXPO高岡2018
粋メンプロジェクト事業　報告書

男女平等EXPO高岡実行委員会
（事務局：高岡市市民生活部
男女平等推進センター）

31.2

ともだち・共立　第25号

富山県男女共同参画推進員高
岡連絡会（事務局：高岡市市
民生活部男女平等推進セン
ター）

31.3

地区別世帯数及び人口集計表　平成30年度末
※インターネットで公開

市民生活部市民課 31.4

ごみの収集カレンダー　2019年度 市民生活部環境サービス課 31.2
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　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

清掃事業概要　令和元年度 市民生活部環境サービス課 元.9

障がい者のための福祉ガイド　2019年度版 福祉保健部社会福祉課 元.9

高岡市の福祉・保健　令和元年度版 福祉保健部社会福祉課 元.11

子育て支援ガイドブック「おおきくなあ～れ」
2019年度版（平成31年度版）

福祉保健部
子ども・子育て課

31.4

戸出児童センターだより
1・2月、3月、4月、5・6月、7・8月、9・10月、11・12月

戸出児童センター
31.1,3,4
元.5,7,
9,11

第30回戸出・中田子どもまつり
戸出・中田子どもまつり
実行委員会

元.9

社会福祉法人高岡市社会福祉協議会広報誌
「たかおか社協だより」　№53～№56

社会福祉法人高岡市社会
福祉協議会

31.1,4
元.7,10

社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
平成31年度事業計画書・資金収支予算書

社会福祉法人高岡市社会
福祉協議会

31.3

社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
平成30年度事業報告書・資金収支決算書

社会福祉法人高岡市社会
福祉協議会

元.6

伏木地区社会福祉協議会広報誌
「ふしき社協だより」第52号

伏木地区社会福祉協議会 31.3

伏木赤十字奉仕団会報「帆ばしら」第48号、第49号 伏木赤十字奉仕団
31.4
元.10

戸出地区社会福祉協議会広報誌
「といでの福祉活動」第29号

戸出地区社会福祉協議会 元.12

小勢地区社会福祉協議会広報誌
「小勢福祉だより」

小勢地区社会福祉協議会 31.2

高岡市学童保育　第13号
高岡市放課後児童育成ク
ラブ運営連絡協議会

31.1

ほっと福祉　介護保険・高齢者福祉サービスの手引き
2019年度

福祉保健部高齢介護課 31.4

高岡市の国保・年金・医療　平成30年度
（平成29年度実績）

福祉保健部保険年金課 31.3

高岡市の国保・年金・医療　令和元年度
（平成30年度実績）

福祉保健部保険年金課 元.12

高岡市の保健事業概要　令和元年度版 福祉保健部健康増進課 元.7

高岡市健康づくり推進だより「すこやか」第24号 高岡市健康づくり推進懇話会 31.2

たらちね　41号 母乳育児をすすめる会 元.

リーフレット「応援します！あなたの子育て」 高岡子育て支援センター 31.4

高岡市子育て支援センター　チラシ 高岡子育て支援センター 元.11

高岡市道路網図
※インターネットで公開

都市創造部土木維持課 元.5

公園だより　第21号 高岡市公園愛護協力推進協議会 元.7

高岡古城公園　どうぶつえんだより　№64、№65 高岡古城公園動物園
31.3
元.9

リーフレット「高岡古城公園散策ガイド」 高岡古城公園を愛する会 元.9

古城の友　第43号 高岡古城公園を愛する会 元.9

高岡市公営バス（福岡地域）運行案内
平成31年4月1日改正

福岡総合行政センター
地域振興課

31.3

越中福岡の菅笠製作技術保存会通信　№27、№28

越中福岡の菅笠製作技術
保存会（事務局：福岡総
合行政センター地域振興
課内）

31.1
元.7
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　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

越中福岡の菅笠製作技術パンフレット
（日本語・英語中国語の多言語版）

越中福岡の菅笠製作技術
保存会（事務局：福岡総
合行政センター地域振興
課内）

31.2

越中福岡の菅笠製作技術

越中福岡の菅笠製作技術
保存会（事務局：福岡総
合行政センター地域振興
課内）

31.3

研究業績集　第30号（平成28・29年） 高岡市民病院 31.4

高岡市民病院事業会計決算関係書　平成30年度 高岡市民病院 元.8

病院事業概要　平成30年度 高岡市民病院 元.9

高岡市歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.8

火災と救急・救助のまとめ　平成30年
※インターネットで公開

高岡市消防本部 31.2

消防年報　№14　令和元年版
※インターネットで公開

高岡市消防本部 元.9

パンフレット「たかおかの水道」令和元年度版 上下水道局総務課 元.5

パンフレット「たかおかの下水道」令和元年度版 上下水道局総務課 元.5

高岡市水道事業会計・工業用水道事業会計
簡易水道事業会計決算関係書類　平成30年度

上下水道局総務課 元.7

年報「高岡の上下水道」平成30年度 上下水道局総務課 元.9

高岡市教育委員会重点施策　平成31年度
※インターネットで公開

教育委員会教育総務課 31.4

教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書
令和元年度（平成30年度対象）
※インターネットで公開

教育委員会教育総務課 元.9

高岡の教育　令和元年度 教育委員会教育総務課 元.12

高岡市学校保健統計書　平成30年度 教育委員会学校教育課 31.3

小学校社会科副読本「わたしたちの高岡市」37訂版 教育委員会学校教育課 31.4

小学校社会科教材「高岡市とそのふきん図」37訂版 教育委員会学校教育課 31.4

中学校社会科教材「高岡市周辺図」37訂版 教育委員会学校教育課 31.4

たかおか生涯学習情報　第397号～第400号
教育委員会
生涯学習・文化財課

31.1,4
元.7,10

高岡市生涯学習センター自主講座・連携講座情報
2019年度前期、2019年度後期

教育委員会
生涯学習・文化財課

31.4
元.10

公益財団法人高岡市民文化振興事業団　事業報告書（平成30年度
事業報告・決算書、平成31年度事業計画・予算書）

公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

31.4

高岡市青年の家利用案内「青朋」
公益財団法人高岡市民文
化振興事業団高岡市青年
の家

元.4

パンフレット「第49回高岡市芸術祭」

高岡市芸術文化団体協議
会（事務局：公益財団法
人高岡市民文化振興事業
団事業課内）

元.10

第25回高岡市民美術展　目録
高岡市民美術展実行委員
会

元.6

高岡市生涯学習センター講座・イベント情報
「ティープラス」Vol.21

教育委員会
生涯学習・文化財課

31.3

富山県高岡市 市内遺跡調査概報28
（高岡市埋蔵文化財調査概報第79冊）
－平成29年度 須田藤の木遺跡の発掘調査報告他 －

教育委員会
生涯学習・文化財課

31.3
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地場産食材を利用した学校給食レシピ集　第２版

教育委員会スポーツ課
たかおか地産地消推進ネット
ワーク（事務局：高岡市産業
振興部農業水産課）

元.9

登坂絵莉を励ます会　会報　Vol.4
登坂絵莉を励ます会（事務
局：教育委員会スポーツ課
内）

31.3

広報誌「スポーツ高岡」第22号、第23号 公益財団法人高岡市体育協会
31.3
元.8

スポーツカレンダーJOY 公益財団法人高岡市体育協会 31.3

公益財団法人高岡市体育協会
平成30年度事業報告、令和元年度事業計画

公益財団法人高岡市体育協会 元.

公益財団法人高岡市体育協会
財務諸表　平成30年度

公益財団法人高岡市体育協会 元.6

少年育成センターだより「報徳」第33号 少年育成センター 31.2

少年育成センターの概況と活動　令和元年度 少年育成センター 元.5

高岡市教育センター研究紀要　第117号、第118号 教育センター 31.2

きらら子教室のあゆみ　平成30年度 教育センター 31.3

教育センターだより　第223号、第224号 教育センター
31.3
元.10

高岡市教育センター要覧　平成31年度 教育センター 31.4

教育センター　若手研だより
※インターネットで公開

教育センター 元.12

川原公民館広報誌
「かわらこうみんかんだより」63号、64号

川原公民館 元.5,11

リーフレット「よし！はじめよう　サークル会員募集中！」 川原公民館 31.3

パンフレット「第25回記念　川原公民館まつり」 川原公民館 元.8

木津公民館広報誌
「木津のふれあい」

木津公民館
31.4
元.6,11

北般若公民館広報誌
「北般若だより」第262号～第273号
※ホームページで公開

北般若公民館
31.1-4
元.5-12

古府公民館「あゆみ」平成30年度 古府公民館 31.3

古府公民館広報紙「古府公民館だより From The 古府」
第52号～第54号

古府公民館
31.3
元.8,12

是戸公民館広報誌
「是戸公民館だより」第4号、第5号

是戸公民館
31.2
元.7

山王公民館広報誌
「山王公民館だより」

山王公民館
31.3
元.10

戸出地区自治会連絡協議会広報誌
「戸出だより」第48号

戸出地区自治会連絡協議会 元.9

博労公民館だより　№48～№51 博労公民館
31.2
元.5,8,
12

文化教室受講生募集　平成31年度4月～9月 平米公民館 31.2

平米公民館だより「ひらまい」第43号 平米公民館 31.4

ひらまいスポーツだより　VOL.50
平米校下体育振興会（平
米公民館内）

31.3

平米校下社会福祉協議会広報誌
「福祉おおとり」№68、№69

平米校下社会福祉協議会
31.3
元.8

二上公民館広報紙「ふたがみ」 二上公民館
31.3
元.6,12
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横田公民館広報誌「横田公民館だより」№25～№27 横田公民館
元.5,8,
11

図書館だより　第186号～第197号 中央図書館
31.1-4
元.5-12

高岡の図書館　第105号 中央図書館 元.9

高岡市史料集　第30集
－ 一番街通り御車山文書より －
－ 逸見家文書より －

中央図書館 31.3

図書館要覧　―中央・伏木・戸出・中田・福岡―
令和元年度

中央図書館 元.7

といでブックランド　№175～№180 戸出図書館
31.1,3
元.5,7,
9,12

といでこどもブックランド　№4～№7 戸出図書館
31.3
元.7,10,
12

中田図書館　新刊案内 中田図書館
31.1-4
元.5-12

読書に関する作文集　第60集　平成29年度 伏木文化会 31.2

高岡市福岡歴史民俗資料館年報　平成30年度 福岡歴史民俗資料館 元.7

高岡市一般会計特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況
審査意見書　平成30年度

監査委員事務局 元.8

高岡市公営企業会計決算及び基金運用状況審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

高岡市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

農業委員会だより　第82号、第83号 農業委員会事務局
31.2
元.9

高岡市万葉歴史館紀要　第29号 高岡市万葉歴史館 31.3

万葉を愛する会だより　第84号～第86号 万葉を愛する会
31.1,4
元.8

リーフレット
「展覧会のごあんない　2019.4－2020.3」

高岡市美術館 31.3

高岡市美術館年報　2017　平成29年度 高岡市美術館 31.1

高岡市美術館ニュース　PATIO　第35号 高岡市美術館 31.3

高岡市美術館開館25周年記念コレクション展図録「お祝い福袋
<鑑賞ガイド>」

高岡市美術館 31.4

高岡市美術館開館25周年企画展図録「アール・ヌーヴォーの華
アルフォンス・ミュシャ作品集」

高岡市美術館 元.7

図録「明治金工の威風　高岡の名品　同時代の名工」 高岡市美術館 元.9

高岡市美術館年報　2018　平成30年度 高岡市美術館 元.12

リーフレット「令和元年度コレクション展示　わくわくアートツ
アー鑑賞ガイド」

高岡市美術館 元.12

高岡市美術館友の会通信「たより」第23号 高岡市美術館友の会 31.3

高岡市立博物館年報　第32号　平成29年度 高岡市立博物館 31.3

博物館だより　第25号 高岡市立博物館 31.2

高岡開町410年記念特別展パンフレット
「前田利長書状展」

高岡市立博物館 元.7

高岡市立博物館に親しむ会　会報誌
「鍛冶丸」第11号、第12号

高岡市立博物館に親しむ
会

31.3
元.9

高岡市福岡歴史民俗資料館年報　平成30年度
高岡市福岡歴史民俗資料
館

元.7

コレクション展図録「ムービー誕生のひみつ展」 ミュゼふくおかカメラ館 31.4
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コレクション展図録「あこがれのライカ展」 ミュゼふくおかカメラ館 元.9

高岡地区広域圏事務組合議会　定例会提出議案
平成31年2月、令和元年10月
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合
31.2
元.10

高岡地区広域圏事務組合議会　定例会会議録
平成31年2月、令和元年10月
※インターネットで公開
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合
31.2
元.10

高岡地区広域圏事務組合　予算書
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.2

高岡地区広域圏事務組合広報誌
「高岡地区広域圏だより」№43
※インターネットで公開
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.2

パンフレット「高岡地区広域圏エリアガイド　しあわせエリア
旅」改訂版
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.3

ガイドマップ「高岡地区広域圏　高岡・氷見・小矢部　万葉歌碑
めぐりマップ」
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.8

高岡地区広域圏事務組合　歳入歳出決算書
平成30年度
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.10

高岡地区広域圏事務組合
決算に係る主要な施策の成果に関する説明書
平成30年度
※氷見市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.10

創立70周年記念誌「高岡市美術作家連盟の10年　平成22年～31年
（令和元年）」

高岡市美術作家連盟創立
70周年記念誌編集委員会

元.11

　　魚　　津　　市
魚津市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局
31.2
元.6,8,11

魚津市議会臨時会会議録　令和元年5月 議会事務局 元.7

魚津市議会要覧　令和元年 議会事務局 元.

うおづ市議会だより　第187号～第190号 議会事務局
31.2
元.5,8,11

広報うおづ　第878号～第889号 企画総務部企画政策課
31.1-4
元.5-12

魚津市の重点事業について　令和2年度（県） 企画総務部企画政策課 元.7

魚津市表彰式　令和元年 企画総務部企画政策課 元.11

外国人向けリーフレット
「災害に備えて（やさしい日本語）」

企画総務部地域協働課 31.3

うおづまちづくりふれあい講座
講座のしおり　令和元年度

企画総務部地域協働課 元.

魚津で暮らす女性のライフスタイルmook
「ウオヅとワタシ」第4号、第5号

※SODO（事務局：魚津市
企画総務部地域協働課 女
性活躍社会推進室内）

31.2,4

魚津市の統計　2018（平成30年度刊行） 企画総務部総務課 31.3

平成30年度各決算に係る主要な施策の成果報告書
※インターネットで公開

企画総務部財政課 元.9

施策評価　令和元年度（平成30年度振り返り）
※インターネットで公開

企画総務部総務課 元.12
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事務事業評価　令和元年度（平成30年度振り返り）
※インターネットで公開

企画総務部総務課 元.12

事務事業説明書　平成30年度 企画総務部総務課 元.12

人口統計表（年齢別、行政区別、大字別）
※インターネットで公開

企画総務部総務課
31.1-4
元.5-12

当初予算（案）概要　平成31年度
※インターネットで公開

企画総務部財政課 31.2

富山県魚津市予算書　平成31年度 企画総務部財政課 31.2

魚津市の健全化判断比率　平成30年度
※インターネットで公開

企画総務部財政課 元.9

魚津市行政経営方針　令和2年度
※インターネットで公開

企画総務部財政課 元.11

税務統計　令和元年度 企画総務部税務課 元.12

魚津市の社会福祉　2019 民生部社会福祉課 元.6

いのち支える魚津市自殺対策行動計画　～誰も自殺に追い込まれ
ることのない魚津市の実現を目指して～

民生部社会福祉課 元.10

第31回全国健康福祉祭とやま大会
ねんりんピック富山2018魚津市交流大会報告書

ねんりんピック富山2018
魚津市実行委員会（事務
局：民生部社会福祉課内
ねんりんピック開催準備
室）

31.2

保健事業の動向　平成30年度 民生部健康センター 元.

おっぱい新聞　第60号 民生部健康センター 元.

リーフレット「魚津市で働くみなさま・事業を始めるみなさま
へ」

産業建設部商工観光課 元.11

魚津市洪水ハザードマップ（想定最大規模降雨）
全体図、地区別
※インターネットで公開

産業建設部建設課 元.9

魚津市耐震改修促進計画　平成31年3月改訂 産業建設部都市計画課 31.3

魚津市パークマネジメント基本方針
※インターネットで公開

産業建設部都市計画課 元.7

魚津市水道事業会計決算書　平成30年度 上下水道局水道課 元.12

富山県魚津市歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.9

富山県魚津市歳入歳出決算事項別明細書　平成30年度 会計課 元.9

実質収支に関する調書　平成30年度 会計課 元.9

財産に関する調書　平成30年度 会計課 元.9

定期監査の結果報告書　平成30年度 監査委員 31.3

魚津市各会計決算審査及び基金運用状況審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

魚津市各会計決算審査及び基金運用状況審査意見書別冊
魚津市各会計決算審査資料　平成30年度

監査委員事務局 元.8

魚津市財政健全化判断比率・資金不足比率審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

魚津市水道事業会計決算審査意見書　平成30年度 監査委員事務局 元.8

魚津市教育委員会　沿革の概要　令和元年度 教育委員会教育総務課 元.8

うおづの社会教育　2018 教育委員会生涯学習・スポーツ課 元.

富山県魚津市 日尾神明社遺跡発掘調査報告書 教育委員会生涯学習・スポーツ課 31.2

富山県魚津市 松倉城跡調査報告書 教育委員会生涯学習・スポーツ課 31.3

魚津市の生涯スポーツ　2018 教育委員会生涯学習・スポーツ課 31.2

公益財団法人魚津市体育協会広報誌「try」vol.51 公益財団法人魚津市体育協会 元.9

第39回しんきろうマラソン　プログラム 公益財団法人魚津市体育協会 31.4

第39回しんきろうマラソン　成績一覧表 公益財団法人魚津市体育協会 元.
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スポーツ推進委員だより
魚津市スポーツ推進委員
協議会（教育委員会生涯
学習・スポーツ課内）

元.9

魚津の教育　第158号～第160号 教育センター
31.3
元.7,12

新着図書案内 図書館
31.1-4
元.5-12

ともだち（こどもだより） 図書館
31.1-4
元.5-12

わたしのまちキラリ10（テン）
呉東図書館協会　まちと図書館の紹介誌

呉東図書館協会(事務局：
魚津市立図書館内）

31.1

魚津市立博物館紀要　第10号 魚津市立博物館 31.3

魚津埋没林博物館広報誌「うもれ木」　第49号、第50号 埋没林博物館 31.3

蜃気楼交流会記録誌　第15回 埋没林博物館 31.1

魚津水族博物館年報　第28号（2017／2018） 水族博物館 元.8

魚津市交通事故白書　平成30年 魚津市交通センター 31.3

交通センターだより 魚津市交通センター 31.2

魚津市交通センター　第46回（令和元年度）表彰式資料、定期総
会資料

魚津市交通センター 元.6

魚津市防犯協会　地域安全ニュース
「蜃気楼の見える街」魚津　№54、№55

魚津市防犯協会 元.6,12

あかるいうおづ　№183 魚津市防犯協会 元.9

富山県東部消防組合　組合議会定例会会議録
平成30年2月
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合
31.2
元.8,12

富山県東部消防組合　組合議会臨時会会議録
令和元年6月
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.6

富山県東部消防組合　予算書　平成31年度
※インターネットで公開
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.3

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算書
平成30年度
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算審査意見書
平成29年度
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計予算執行状況
平成31年3月末
※インターネットで公開
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.4

富山県東部消防組合　定期監査結果報告
平成30年度
※インターネットで公開
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.1

火災・救急救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.1

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.7
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防火クラブ通信　第58号、第59号 魚津市少年婦人防火委員会
31.1
元.7

小中学生の税についての作品集　第19集
令和元年度

魚津税務署・魚津地区納
税貯蓄組合連合会

元.

うおづ構成保護だより「ひまわり」第16号
魚津保護区保護司会、魚
津市更生保護事業協会

元.12

新川林業のしおり　№32　平成31年度
※富山県新川農林振興センターで再掲

東部林業協会、新川ブロック林
業組織化推進協議会、富山県新
川農林振興センター、新川森林
組合

31.2

魚津市文化協会だより　第38号 魚津市文化協会 31.3

魚津市文化協会第30回総会資料 魚津市文化協会 元.

魚津市連合婦人会だより　第62号 魚津市連合婦人会 31.3

魚津市男女共同参画地域推進員だより「明日を拓く」第24号
富山県男女共同参画推進
員魚津市連絡会・魚津市
男女共同参画地域推進員

31.4

あたたか通信　第27号 青少年育成魚津市民会議 元.

うおづ社協だより　第163号～第166号
社会福祉法人魚津市社会
福祉協議会

31.1,3
元.6,10

老悠連　第38号 魚津市老人クラブ連合会 31.3

魚津商工会議所会報　第562号～第573号 魚津商工会議所
31.1-4
元.5-12

じゃんとこい魚津　うまいもんＭＡＰ 魚津商工会議所 元.

JAうおづ（農協だより）　第621号～第632号 魚津市農業協同組合
31.1-4
元.5-12

営農のしおり　平成31年 魚津市農業再生協議会 31.2

うおづし土地改良区だより　第19号 魚津市土地改良区 元.8

第33回全日本大学女子野球選手権大会プログラム 全日本大学女子野球連盟 元.8

YOU－魚津の若者紹介－　Vol.5 うおづ屋 31.1

魚津市地域おこし協力隊広報誌
IKUROE TIMES VOL1

魚津市地域おこし協力隊 元.6

魚津史談　第41号 魚津歴史同好会 31.3

喜見城　第829号～第840号 喜見城発行所
31.1-4
元.5-12

ケーブルガイド　第232号～第243号 新川インフォメーションセンター
31.1-4
元.5-12

　　氷　　見　　市

氷見市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月
※インターネットで公開

議会事務局
31.3
元.6,9,
12

氷見市議会定例会会議録
令和元年5月・11月
※インターネットで公開

議会事務局 元.7,12

第174回北信越市長会総会資料
（日程・議案・資料）

企画政策部秘書広報課 元.5

第174回北信越市長会総会資料
（分科会報告）

企画政策部秘書広報課 元.5

広報ひみ　第783号～第794号 企画政策部秘書広報課
31.1-4
元.5-12
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市政モニターへのアンケート集計結果
第1回（3月実施）・第2回（7月実施）
※インターネットで公開

企画政策部地域振興課 30.

氷見市内全バス路線図
※インターネットで公開

企画政策部地域振興課 元.10

富山県氷見市エリアガイド
英語版、韓国語版、簡体字版、繁体字版、日本語版

産業振興部商工観光課 31.3

氷見・高岡・射水野海水浴へGO！
※高岡市、射水市で再掲

氷見市産業振興部商工観
光課、高岡市産業振興部
観光交流課、射水市産業
経済部港湾・観光課

元.6

氷見市観光リーフレット
英語版、韓国語版、簡体字版、繁体字版、日本語版

産業振興部商工観光課 元.

氷見市の統計　平成30年版
※インターネットで公開

総務部総務課 31.4

氷見市予算書　平成31年度 総務部財務課 31.2

財政概況　平成29年度
※インターネットで公開

総務部財務課 31.2

財政概況　平成30年度
※インターネットで公開

総務部財務課 元.11

氷見市議会定例会議案
平成31年3月

総務部財務課 31.3

氷見市議会定例会議案
令和元年6月・9月・12月

総務部財務課
元.6,9,
12

市の財政状況について
平成30年度下半期、令和元年度上半期

総務部財務課 元.6,12

分かりやすい予算書　平成31年度
もっと知りたい・伝えたい　ふるさと氷見の今年の仕事　お金の
使われ方
※インターネットで公開

総務部財務課 31.4

当初予算の概要　平成31年度
※インターネットで公開

総務部財務課 31.2

補正予算の概要　平成30年度3月
※インターネットで公開

総務部財務課 31.3

市税の概要　平成30年度 総務部税務課 元.11

氷見市の福祉（福祉のあらまし）
市民部福祉介護課・子育
て支援課・社会福祉事務
所

元.6

医療保険・年金広報誌
「すこやか」　第65号、第66号

市民部市民課
31.3
元.10

氷見市の国民健康保険　令和元年度（平成30年度実績） 市民部市民課 元.

保健事業のあらまし　平成30年度 市民部健康課 元.10

ごみ収集計画表　平成31年度
※インターネットで公開

市民部環境防犯課 31.3

氷見市の環境　平成30年度 市民部環境防犯課 元.9

氷見市洪水・土砂災害ハザードマップ
令和元年7月更新

建設部ふるさと整備課 元.7

道路除雪計画　令和元年度 建設部道路課 元.11

氷見市都市計画マスタープラン
※インターネットで公開

建設部都市計画課 31.3

氷見市立地適正化計画
※インターネットで公開

建設部都市計画課 31.3

氷見市立地適正化計画　概要版
※インターネットで公開

建設部都市計画課 31.3

氷見市都市計画用途地域図
※インターネットで公開

建設部都市計画課 31.3
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氷見市海浜植物園のあり方に関する基本方針
※インターネットで公開

建設部花みどり推進室 31.3

氷見市水道事業会計決算書　平成30年度 建設部上下水道課 元.9

氷見市一般会計特別会計歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.9

氷見市埋蔵文化財調査報告　第70冊
氷見市内遺跡発掘調査概報Ⅶ
平成29・30年度試掘調査の概要

教育委員会教育総務課 31.3

氷見市教育委員会監修　イタセンパラ学習帳 教育委員会教育総務課 31.2

教育総合センター要覧　平成31年度 教育総合センター 31.4

教育総合センター所報　163号、164号 教育総合センター
31.3
元.10

学習指導案目録　第26集　平成30年度 教育総合センター 31.3

収蔵教育資料目録　平成30年度
（平成30年4月～平成31年3月）

教育総合センター 31.3

教育総合センター紀要　第274号
教育論文・教育実践記録集　平成30年度

教育総合センター 31.3

デジタル版「ふるさと氷見」　平成30年度 教育総合センター 31.3

氷見市教育総合センターだより　平成31年度　第1報
※インターネットで公開

教育総合センター 31.4

氷見市教育総合センターだより
令和元年度（平成31年度）　第2報～第4報

教育総合センター
31.4
元.6,8,
12

「氷見の教師未来塾」県外視察研修について 教育総合センター 元.10

教育総合センター学力向上だより
№3、№4

教育総合センター 元.10,11

春の全国中学生ハンドボール選手権大会
平成30年度（第14回）

春の全国中学生ハンド
ボール選手権大会氷見市
実行委員会

31.3

研究紀要　第63集　平成30年度 氷見市小学校教育研究会 31.2

図書館だより　10号～13号 図書館
31.1,4
元.7,10

新着案内
※インターネットで公開

図書館
31.1-4
元.5-12

図録「特別展 大伴家持生誕1300年記念 万葉集に詠まれた「ひ
み」」

博物館 31.2

氷見市立博物館年報　第37号　平成30年度 博物館 31.3

嶋尾家文書　目録 博物館 31.3

図録
「特別展 トブネ復元　－日本海沿岸の船づくり－」

博物館 元.10

氷見市立博物館「友の会だより」№37 氷見市立博物館友の会 31.3

ドブネをつくる
漁撈用具を活かした「海の地域回想法」プログラム事業報告書

氷見市地域回想法事業実
行委員会（事務局：氷見
市立博物館内）

30.3

DVD「ドブネをつくる　－復元、オモキ造りの造船技術－」
※平成30年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活
動支援事業

氷見市地域回想法事業実
行委員会（事務局：氷見
市立博物館内）

30.3

日本民具学会　第44回大会
シンポジウム・研究発表要旨集

日本民具学会、氷見市立
博物館

元.11

氷見市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書
平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8
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氷見市公営企業会計決算審査意見書　平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率審査意見書　平成
30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.9

消防年報　平成31年
※インターネットで公開

消防本部 元.6

選挙の記録　平成30年1月 選挙管理委員会 31.1

高岡地区広域圏事務組合議会　定例会提出議案
平成31年2月、令和元年10月
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合
31.2
元.10

高岡地区広域圏事務組合議会　定例会会議録
平成31年2月、令和元年10月
※インターネットで公開
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合
31.2
元.10

高岡地区広域圏事務組合　予算書
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.2

高岡地区広域圏事務組合広報誌
「高岡地区広域圏だより」№43
※インターネットで公開
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.2

パンフレット「高岡地区広域圏エリアガイド　しあわせエリア
旅」改訂版
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.3

ガイドマップ「高岡地区広域圏　高岡・氷見・小矢部　万葉歌碑
めぐりマップ」
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.8

高岡地区広域圏事務組合　歳入歳出決算書
平成30年度
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.10

高岡地区広域圏事務組合
決算に係る主要な施策の成果に関する説明書
平成30年度
※高岡市、小矢部市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.10

氷見ユネスコ協会会報
№44（2018～2019年度版）創立45周年記念号

氷見ユネスコ協会 元.6

氷見市婦人ボランティアグループだより
「いずみ」第51号

氷見市婦人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ
「いずみ」の会

31.3

　　滑　　川　　市

滑川市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月
※インターネットで公開

議会事務局
31.2
元.5,8,11

滑川市議会　令和元年第1回臨時会会議録
令和元年8月
※インターネットで公開

議会事務局 元.10

滑川市議会要覧　平成31年度 議会事務局 31.4

なめりかわ市議会だより　№193～№196
※インターネットで公開

議会事務局
31.2
元.5,8,11

統計なめりかわ
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

広報なめりかわ　第789号～第800号 総務部企画政策課
31.1-4
元.5-12

滑川市さくらマップ　改訂版
※インターネットで公開

総務部企画政策課 31.3

滑川市の重点事業　令和2年度 総務部企画政策課 元.7
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滑川市予算書　平成31年度 総務部財政課 31.3

予算の概要　平成31年度
※インターネットで公開

総務部財政課 31.3

財政状況資料集　平成29年度
※インターネットで公開

総務部財政課 元.11

予算の執行状況等
平成31年3月末現在、令和元年9月末現在
※インターネットで公開

総務部財政課 元.6,12

主要施策報告書　平成30年度 総務部財政課 元.9

財産に関する調書　平成30年度 総務部財政課 元.9

滑川市中期財政計画　令和元年度～令和5年度
※インターネットで公開

総務部財政課 元.9

平成30年度決算に基づく健全化判断比率等の状況
※インターネットで公開

総務部財政課 元.10

市税の概要　令和元年度 総務部税務課 元.10

リーフレット「国保なめりかわ」 産業民生部市民課 元.

滑川市国民健康保険事業計画　平成31年度
※インターネットで公開

産業民生部市民課 31.4

滑川市コミュニティバス「のるmycar」時刻表
令和元年6月1日改正

産業民生部生活環境課 元.5

ごみ収集カレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

産業民生部生活環境課 元.6

滑川市自殺対策計画
※インターネットで公開

産業民生部福祉介護課 31.3

滑川市の福祉　令和元年度版 産業民生部福祉介護課 元.12

障がい者のハンドブック－平成31年度－
※インターネットで公開

産業民生部福祉介護課 31.1

滑川市水道事業会計決算書　平成30年度 建設部上下水道課 元.6

滑川市の水道　令和元年 建設部上下水道課 元.6

滑川市一般会計・特別会計決算書　平成30年度 会計課 元.8

財産に関する調書　平成30年度 会計課 元.9

教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書
平成29年度
※インターネットで公開

教育委員会学務課 31.2

教育要覧　令和元年度版 教育委員会学務課 元.

滑川市における「令和元年度 全国学力・学習状況調査結果」
※インターネットで公開

教育委員会学務課 元.10

滑川市男女共同参画計画
～第3次ときめき かがやき ひかりのプラン～

教育委員会生涯学習課 31.3

滑川市生涯学習情報紙「遊学のまち」第68号～第70号 教育委員会生涯学習課 元.6,9,12

成人のしおり　平成31年 教育委員会生涯学習課 31.1

ディスカバー「滑川」ふれあい事業報告書　平成30年度 教育委員会生涯学習課 31.3

中学生副読本「郷土滑川のあゆみ」十一訂版 教育委員会生涯学習課 31.3

キッズだより　第78号～第81号
※インターネットで公開

教育委員会生涯学習課
31.1,4
元.7,10

滑川市生涯学習講座案内　平成31年度
※インターネットで公開

教育委員会生涯学習課 31.2

滑川市男女共同参画社会に関する意識調査報告書
平成30年度

教育委員会生涯学習課 31.3

社会教育関係団体役員名簿　令和元年度 教育委員会生涯学習課 元.8

滑川市スポーツ推進委員協議会機関誌
「スポーツパラダイス」2018年度Vol.2

教育委員会スポーツ課 31.3

滑川市スポーツ推進委員協議会機関誌
「スポーツパラダイス」2019年度Vol.1

教育委員会スポーツ課 元.6

24



　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

図書館だより
※インターネットで公開

図書館
31.1-4
元.5-12

滑川市立子ども図書館だより「どんぐり」
※インターネットで公開

子ども図書館
31.1-4
元.5-12

キラリンライブラリー 図書館・子ども図書館 元.7,12

滑川市立博物館だより　№45 博物館 31.3

図録「昭和44年8月豪雨（44災）から50年　なめりかわ～災害の
記憶～」

博物館 元.7

図録「なめりかわの縄文展」 博物館 元.11

滑川市立博物館友の会　会報48 博物館 31.3

滑川市児童館だより
※インターネットで公開

児童館
31.1-4
元.5-12

滑川市一般会計・特別会計・公営企業会計決算審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

滑川市一般会計等財政健全化審査意見書及び滑川市水道事業会計
等経営健全化審査意見書　平成30年度

監査委員事務局 元.8

富山地区広域圏事務組合議会　定例会議案
令和元年度（平成31年度）
※富山市、舟橋村、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合
31.2
元.10

富山地区広域圏事務組合　事業概要　令和元年度
※富山市、舟橋村、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山地区広域圏事務組合　一般会計歳入歳出決算書及び付属書類
平成30年度
※富山市、舟橋村、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山県東部消防組合　組合議会定例会会議録
平成30年2月
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合
31.2
元.8,12

富山県東部消防組合　組合議会臨時会会議録
令和元年6月
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.6

富山県東部消防組合　予算書　平成31年度
※インターネットで公開
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算書
平成30年度
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算審査意見書
平成29年度
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計予算執行状況
平成31年3月末、令和元年9月末
※インターネットで公開
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合
31.4
元.10

富山県東部消防組合　定期監査結果報告
平成30年度
※インターネットで公開
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.1

火災・救急救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.1
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消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※魚津市、舟橋村、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.7

滑川市書道連盟作品集　第37回 滑川市書道連盟 元.

山ひだ　第20集 滑川市働く婦人の家短歌教室 31.3

　　黒　　部　　市

黒部市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月
※インターネットで公開

議会事務局
31.2
元.5,8,11

黒部市議会臨時会会議録
平成31年4月
※インターネットで公開

議会事務局 元.8

議会だより　第51号～第54号
※インターネットで公開

議会事務局
31.2
元.5,8,
11

まち・ひと・しごと創生
黒部市総合戦略　～戦略Ｋ～　平成31年3月改訂
※インターネットで公開

総務企画部企画政策課 31.3

第2次黒部市総合振興計画　実施計画
大自然のシンフォニー　文化・交流のまち　黒部
対象期間（４ヵ年）：平成31年度～平成34年度
※インターネットで公開

総務企画部企画政策課 31.3

広報くろべ　第154号～第165号 総務企画部企画政策課
31.1-4
元.5-12

統計黒部　平成30年版
※インターネットで公開

総務企画部企画政策課 31.3

黒部市議会定例会議案
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

総務企画部総務課
31.3
元.6,9,12

黒部市議会臨時会議案　平成31年4月 総務企画部総務課 31.4

主要施策とその成果　平成30年度 総務企画部総務課 元.9

当初予算の概要　平成31年度
※インターネットで公開

総務企画部財政課 31.2

予算に関する説明書　平成31年度 総務企画部財政課 31.

黒部市一般会計補正予算　平成30年度・令和元年度 総務企画部財政課
31.3
元.6,9,12

予算の執行状況等　平成30年度下半期・令和元年度上半期
※インターネットで公開

総務企画部財政課 元.6,12

決算報告　平成30年度
※インターネットで公開

総務企画部財政課 元.

財政健全化判断比率　平成30年度決算
※インターネットで公開

総務企画部財政課 元.

公会計制度に基づく財務諸表　平成29年度
※インターネットで公開

総務企画部財政課 元.

市税概要　令和元年
※インターネットで公開

総務企画部税務課 元.10

黒部市人口（町内別、年齢別）・世帯数　令和元年
※インターネットで公開

市民生活部市民環境課
31.1-4
元.5-12

黒部市環境基本計画（第2次）
※インターネットで公開

市民生活部市民環境課 31.3

保存版　黒部市ごみガイドブック 市民生活部市民環境課 31.4

家庭こみ・資源物の収集カレンダー（地区別）
2019年度

市民生活部市民環境課 31.

全国中学生人権作文コンテスト　黒部市入賞作文集
令和元年度

市民生活部市民環境課 元.12
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第3次黒部市地域福祉計画
【2019年度～2023年度】
※インターネットで公開

市民生活部福祉課 31.3

第31回全国健康福祉祭とやま大会
ねんりんピックとやま2018
黒部市交流大会報告書
※インターネットで公開

ねんりんピック富山2018
黒部市実行委員会（事務
局：市民生活部福祉課
内）

31.3

黒部市国民健康保険の財政状況　平成30年度決算
※インターネットで公開

市民生活部保険年金課 元.

黒部市 医療と年金　令和元年版（平成30年度実績）
※インターネットで公開

市民生活部保険年金課 元.12

黒部市国民健康保険 保健事業実施計画　令和元年度
※インターネットで公開

市民生活部保険年金課 元.4

第2次黒部市健康増進計画
2019年度（平成31年度）～2028年度

市民生活部健康増進課 31.3

第2次黒部市健康増進計画　ダイジェスト版
2019年度（平成31年度）～2028年度

市民生活部健康増進課 31.3

黒部市自殺対策推進計画
2019年（平成31年度）～2028年(平成40年度）

市民生活部健康増進課 31.3

黒部市自殺対策推進計画　概要版
2019年（平成31年度）～2028年(平成40年度）

市民生活部健康増進課 31.3

保健統計くろべ　平成30年版 市民生活部健康増進課 元.

保健カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

市民生活部健康増進課 31.

宇奈月温泉スキー場索道安全報告書　令和元年度版
※インターネットで公開

産業経済部商工観光課 元.

黒部峡谷散策ガイド　2019 黒部峡谷鉄道 元.

農業経営のてびき　令和元年度
※インターネットで公開

黒部市農業再生協議会・
黒部市農業技術会議（事
務局：産業経済部農業水
産課）

元.6

黒部市道路除雪計画　令和元年度 都市建設部建設課 元.

黒部市水道事業会計決算書　平成30年度
都市建設部
上下水道経営課

元.8

黒部市下水道事業会計決算書　平成30年度
都市建設部
上下水道経営課

元.8

黒部市一般会計特別会計歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.8

教育要覧　令和元年度 教育委員会学校教育課 元.

教育委員会事務の点検と評価報告書
令和元年度（平成30年度事業分）
※インターネットで公開

教育委員会学校教育課 元.12

第2次 黒部市子ども読書活動推進計画
（2019年度～2023年度）

黒部市立図書館 31.3

館の概要　令和元年 黒部市立図書館 元.

呉東図書館協会　第61回定期総会資料
呉東図書館協会（事務
局：黒部市立図書館内）

31.4

第15回特別展図録
「十二貫野用水　－開削の記憶－」

歴史民俗資料館 元.7

黒部市一般会計特別会計歳入歳出決算審査意見書
平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

黒部市病院事業会計水道事業会計下水道事業会計決算審査意見書
平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8
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黒部市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書
平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

黒部市病院事業会計決算書　平成30年度 黒部市民病院 元.

黒部市民病院　病院だより
※インターネットで公開

黒部市民病院
31.1-4
元.5-12

地域を結ぶ病院だより「かけはし通信」×「フレンディーだよ
り」合併号
※インターネットで公開

黒部市民病院 元.5

臨床スポーツ医学センター広報誌
「臨スポレター」Vol.23、Vol.24
※インターネットで公開

黒部市民病院 31.1,3

火災・救急・救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※入善町、朝日町で再掲

新川地域消防組合 元.

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※入善町、朝日町で再掲

新川地域消防組合 元.7

広報誌「にいかわ消防」№12、№13
※インターネットで公開
※入善町、朝日町で再掲

新川地域消防組合
31.4
元.10

広報誌「にいかわ介護　みらーれTV」vol.7、vol.8
※インターネットで公開
※入善町、朝日町で再掲

新川地域介護保険・ケー
ブルテレビ事業組合

31.4
元.10

会報「黒部名水会」第57号、第58号 黒部名水会
31.3
元.9

黒部短歌会合同歌集「渓流」第37号 黒部短歌会 元.11

　　砺　　波　　市

砺波市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年2月、令和元年6月・9月

議会事務局
31.2
元.6,9,
11

砺波市議会定例会常任委員会会議録
令和元年6月・9月

議会事務局 元.9,11

砺波市議会臨時会会議録　令和元年5月 議会事務局 元.7

となみ市議会だより　第15号～第18号 議会事務局
31.1,4
元.7,10

広報となみ　第170号～第181号 企画総務部企画調整課
31.1-4
元.5-12

統計となみ　平成30年度版
※インターネットで公開

企画総務部企画調整課 31.3

砺波市移住定住ガイドブック「あなたも、となみん。やっぱり
砺波で暮らそう。」（第1回改訂）

企画総務部企画調整課 31.4

砺波市移住定住リーフレット
「やっぱり砺波で暮らそう。」

企画総務部企画調整課 31.4

砺波市の市勢大要 企画総務部企画調整課 元.6

一般会計及び特別会計決算に係る主要施策成果説明書
平成30年度

企画総務部企画調整課 元.9

砺波市移住定住ガイドブック「あなたも、となみん。やっぱり
砺波で暮らそう。」

企画総務部企画調整課 元.

砺波市の人口　令和元年
※インターネットで公開

企画総務部企画調整課 元.

暮らしの便利帳 企画総務部企画調整課 31.4

砺波市オープンデータ（各種統計データ）
※インターネットで公開

企画総務部総務課 元.
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砺波市役所　本庁舎案内図
※インターネットで公開

企画総務部総務課 元.

砺波市議会定例会議案
平成31年2月、令和元年6月・9月・12月

企画総務部総務課
31.2
元.6,9,12

砺波市議会定例会議案説明資料
平成31年2月、令和元年6月・9月・12月

企画総務部総務課
31.2
元.6,9,12

砺波市議会臨時会議案　令和元年5月 企画総務部総務課 元.5

砺波市議会臨時会議案説明資料　令和元年5月 企画総務部総務課 元.5

砺波市国民保護計画　平成31年3月改訂
※インターネットで公開

企画総務部総務課 31.3

砺波市地域防災計画（資料編）平成31年4月改訂版
※インターネットで公開

企画総務部総務課 31.4

砺波市内の避難所一覧
※インターネットで公開

企画総務部総務課 元.11

公益法人等の経営状況説明書 企画総務部総務課 元.9

砺波市防災士連絡協議会会報　第5号
砺波市防災士連絡協議会（事務
局：企画総務部総務課防災・危
機管理班内）

元.12

予算に関する説明書　平成31年度 企画総務部財政課 31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算
平成30年度　第4号

企画総務部財政課 31.3

当初予算の概要　平成31年度
※インターネットで公開

企画総務部財政課 31.3

予算に関する説明書　一般会計補正予算
令和元年度　第1号～第4号ほか

企画総務部財政課
元.5,6,9,
12

財政事情の公表　平成30年度下期・令和元年度上期
※インターネットで公開

企画総務部財政課 元.6,12

健全化判断比率・資金不足比率　平成30年度決算
※インターネットで公開

企画総務部財政課 元.9

税務概要　令和元年度版 企画総務部税務課 元.9

障がい者のハンドブック　令和元年6月版
※インターネットで公開

福祉市民部社会福祉課 元.6

ねんりんピック2018　剣道交流大会報告書

ねんりんピック富山2018
砺波市実行委員会（事務
局：福祉市民部社会福祉
課内）

31.1

総合福祉サービスのご案内　2019年度版
※インターネットで公開

福祉市民部高齢介護課・
地域包括支援センター

31.4

砺波市自殺対策計画
＜2019（平成31）年度～2023（平成35）年度＞
～自殺に追い込まれることのない砺波市を目指して～
※インターネットで公開

健康センター 31.3

砺波市健康カレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

健康センター 31.3

となみぃ～の子育て応援ファイル
※インターネットで公開

健康センター 元.6

庄川健康プラザだより　第17号～第21号 庄川健康プラザ 元.

広報「となみの福祉」
社会福祉法人砺波市社会
福祉協議会

31.1-4
元.5-12

児童・生徒のボランティア活動普及事業
令和元年度計画・平成30年度報告

社会福祉法人砺波市社会
福祉協議会

元.6

社会福祉法人砺波市社会福祉協議会
収支決算書　平成30年度

社会福祉法人砺波市社会
福祉協議会

元.6

社会福祉法人砺波市社会福祉協議会
事業報告書　平成30年度

社会福祉法人砺波市社会
福祉協議会

31.3

社会福祉法人砺波市社会福祉協議会
事業計画書、資金収支予算書　平成31年度

社会福祉法人砺波市社会
福祉協議会

31.3
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砺波市ボランティアセンター登録グループ・団体一覧
社会福祉法人砺波市社会
福祉協議会

元.

広報「民児協となみ」　第9号
砺波市民生委員児童委員
協議会

元.11

介護保険以外の高齢者生活支援サービス
平成31年4月改訂

地域包括支援センター 31.4

保健事業計画　令和元年度
保健事業報告　平成30年度

健康センター、地域包括
支援センター、庄川健康
プラザ、市民課

元.6

砺波市健康カレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

健康センター 31.3

予防接種指定医療機関　平成31年4月1日現在
※インターネットで公開

健康センター 元.10

砺波市「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」実施報告書
平成30年度

砺波市「社会に学ぶ『14
歳の挑戦』」推進委員会
（事務局：教育委員会教
育総務課）

31.1

出町児童センター広報誌「でまち児童センターだより」
※インターネットで公開

出町児童センター
31.1-4
元.5-12

出町児童センター要覧　令和元年度 出町児童センター 元.10

庄川地区児童館広報誌「じどうかんだより」
※インターネットで公開

庄川地区児童館
31.1-4
元.5-12

庄川健康プラザだより　第17号～第21号 庄川健康プラザ
元.3,5,7,
9,11

社会福祉法人庄川福祉会広報誌
「ケアポート庄川だより」第4号

社会福祉法人庄川福祉会 元.5

ガイドブック「砺波市企業立地ガイド」 商工農林部商工観光課 31.3

となみチューリップフェア2019　交通案内図 商工農林部商工観光課 31.4

パンフレット「Tonavi となみ観光ナビ」 商工農林部商工観光課 31.

砺波市観光パンフレット 商工農林部商工観光課 31.

砺波市観光パンフレット　英語・台湾語併記版 商工農林部商工観光課 元.10

リーフレット「となみブランド」 商工農林部商工観光課 元.12

リーフレット「サマーフェスティバル in 砺波チューリップ公
園」

商工農林部商工観光課、
公益財団法人砺波市花と
緑と文化の財団、一般社
団法人砺波市観光協会

元.7

リーフレット「2019庄川水まつり」
庄川水まつり実行委員会
（砺波市商工農林部商工
観光課）

元.7

リーフレット「2019となみ夢の平コスモスウォッチング」

となみ夢の平コスモス
ウォッチング実行委員会
（砺波市商工農林部商工
観光課）

元.9

リーフレット
「チューリップ公園KIRAKIRAミッション2019」

キラキラ・アップ実行委
員会（砺波市商工農林部
商工観光課）

元.11

新・もっともっと地産地消推進戦略
平成31年3月改訂
※インターネットで公開

砺波市地産地消推進会議
（事務局：商工農林部農
業振興課内）

31.3

水田フル活用ビジョン
※インターネットで公開

砺波市農業再生協議会
（事務局：商工農林部農
業振興課内）

元.7

30



　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

砺波市ため池ハザードマップ①
福山大溜池編

商工農林部農地林務課 31.3

砺波市ため池ハザードマップ②
豆山溜池・天狗岳池、水上池、平林第一の池編

商工農林部農地林務課 31.3

となみチューリップフェア公式ガイドブック
「2019 TONAMI TULIP FAIR」
日本語版

公益財団法人砺波市花と
緑と文化の財団

31.4

となみチューリップフェア公式ガイドブック
「2019 TONAMI TULIP FAIR」
英語・台湾語併記版

公益財団法人砺波市花と
緑と文化の財団

31.4

CD-ROM「2020となみチューリップフェアPR画像集」
公益財団法人砺波市花と
緑と文化の財団

元.9

DVD「2020となみチューリップフェア映像」
公益財団法人砺波市花と
緑と文化の財団

元.9

リーフレット「砺波平野の散居村」
となみ野田園空間博物館
推進協議会

31.3

となみ散居村学習講座資料　平成30年度
となみ野田園空間博物館
推進協議会

31.3

道路除雪実施計画書　令和元年度 建設水道部土木課 元.11

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図①（出町地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図②（庄下・油田・南般若・柳瀬地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図③（中野・太田地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図④（五鹿屋・東野尻地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図⑤（鷹栖地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図⑥（若林・林・高波地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図⑦（般若・東般若・栴壇野・栴壇山地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市洪水ハザードマップ
地区詳細図⑧（東山見・青島、雄神・種田地区）

建設水道部土木課 31.3

砺波市水道事業経営戦略　2019年度～2028年度
※インターネットで公開

建設水道部上下水道課 31.3

砺波市水道ビジョン　2019年度～2028年度
※インターネットで公開

建設水道部上下水道課 31.3

砺波市水道ビジョン　2019年度～2028年度
概要版
※インターネットで公開

建設水道部上下水道課 31.3

砺波市水道事業・工業用水道事業統計年報　平成29年度 建設水道部上下水道課 31.3

砺波市水道事業・工業用水道事業会計決算書　平成30年度 建設水道部上下水道課 元.6

砺波市歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.8

砺波市「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」実施報告書
平成30年度

砺波市「社会に学ぶ『14
歳の挑戦』」推進委員会
（事務局：教育委員会教
育総務課）

31.1

教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書
平成30年度
※インターネットで公開

教育委員会教育総務課 元.12

砺波市立公民館要覧　令和元年度
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

元.9

砺波市成人式プログラム　平成31年
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

31.1

社会教育の現状　平成30年度
教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

元.6
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プログラム「第6回となみ庄川散居村縦断マラソン2019」
令和元年度

教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

元.11

砺波市立公民館の今
－砺波市公民館連絡協議会60年のあゆみ－

砺波市公民館連絡協議会 元.10

回顧　3号 砺波地区生涯学習団体協議会 31.2

幼児・児童・生徒の体力の現状　平成30年度 教育センター 31.1

中学校社会科副読本
学習の手引き「郷土砺波」

教育センター 31.3

わたしたちの砺波　2019－2021年版 教育センター 31.4

砺波市　保育所・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校　年間
行事予定表一覧　2019年度

教育センター 31.4

砺波市教育センター要覧　2019年度 教育センター 元.5

教育センターだより　352号～361号 教育センター
31.1-4
元.5,7,8,
10,11,12

砺波市子育て支援情報 教育委員会こども課 元.5

砺波市児童クラブ連合会60周年記念リーフレット
「60周年記念　友情・奉仕・鍛錬」

砺波市児童クラブ連合会 元.11

砺波市ニュース（砺波市関係新聞記事索引）
※インターネットで公開

砺波図書館
31.1-4
元.5-12

図書館だより 砺波図書館
31.1,3
元.5,7,9

砺波市立図書館概要　令和元年度 砺波図書館 元.8

図書館おすすめブックリスト「フルフル」
№8　人生クリエイト！青春（アオハル）編
（中高学生～）

砺波図書館 31.4

図書館おすすめブックリスト「フルフル」
№9　低・中学年むき

砺波図書館 元.10

図書館おすすめブックリスト「フルフル」
№10　高学年向け

砺波図書館 元.10

図書館おすすめブックリスト「フルフル」
№11　幼児向け

砺波図書館 元.12

図書館おすすめブックリスト「フルフル」
№5　低・中学年向け

砺波図書館 元.7

図書館おすすめブックリスト「フルフル」
№6　高学年向け

砺波図書館 元.9

家読（うちどく）おすすめリスト　2019年版 砺波図書館 元.11

砺波ファーストブックの会広報誌「ほほえみ通信」
第14号、第15号

砺波ファーストブックの
会（砺波図書館内）

31.3
元.10

砺波ファーストブックの会　第10回総会資料
砺波ファーストブックの
会（砺波図書館内）

31.4

砺波ファーストブックの会10周年記念誌
「ほほえみ　～10年のあゆみ～」

砺波ファーストブックの
会（砺波図書館内）

31.4

新刊図書案内 庄川図書館
31.1-4
元.5-12

DVD「旧中嶋家の四季」 砺波郷土資料館 31.

砺波民具展示室・となみ散居村ミュージアム見学ノート
「昔の道具を調べよう」

砺波郷土資料館 31.

富山県砺波地方の民具100点　61話
「民具で歳時記」

砺波郷土資料館 31.3

図録「となみの花よめさん」
※平成30年春の特別展

砺波郷土資料館 31.4

砺波郷土資料館年報　平成30年度 砺波郷土資料館 31.3

砺波散村地域研究所研究紀要　第36号 砺波散村地域研究所 31.3
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青島公民館広報誌「広報あおしま」
第47号～第49号

青島公民館
31.4
元.7,10

油田公民館広報誌「広報あぶらでん」第245号～第250号 油田公民館
31.1,3
元.5,7,9,
11

太田公民館広報誌「わたしたちの太田」
第204号～第207号

太田公民館
31.3
元.5,9,
12

雄神公民館広報誌「公民館だより おがみ」
第12号

雄神公民館 元.6

五鹿屋公民館広報誌「公民館だより五鹿屋」
第138号～第141号

五鹿屋公民館
31.3
元.6,8,11

庄下公民館広報誌「広報庄下」第104号～第107号 庄下公民館
31.1,3
元.7,10

栴壇野公民館広報誌「広報せんだんの」第99号～第101号 栴壇野公民館
31.3
元.8,12

栴壇山公民館広報誌「広報せんだん山」№58、№59 栴壇山公民館
31.3
元.7

高波公民館広報誌「公民館だより　たかなみ」
№153～№156

高波公民館
31.3
元.6,9,
12

鷹栖自治振興会広報誌「広報鷹栖」第180号～第183号 鷹栖自治振興会
31.2
元.5,8,11

種田公民館広報誌「広報種田」第55号～第58号 種田公民館
31.1,4
元.7,10

出町公民館広報誌「広報出町」第100号～第103号 出町公民館
31.3
元.6,9,
12

中野公民館広報誌「公民館だより」№117、№118 中野公民館
31.4
元.10

林公民館広報誌「広報はやし」第148号 林公民館 31.2

般若公民館広報誌「広報般若」第129号～第132号 般若公民館
31.2
元.5,8,11

東野尻公民館広報誌「広報東野尻」
第145号～第149号

東野尻公民館
31.2
元.5,7,
10,12

東般若公民館「広報東般若」第156号～第159号 東般若公民館
31.2
元.6,9,
12

東山見公民館広報誌「広報東山見」第43号～第45号 東山見公民館
31.2
元.6,10

南般若公民館広報誌「こうほう南般若」№248号～№251号 南般若公民館
31.3
元.6,9,
11

柳瀬公民館広報誌「広報やなぜ」第146号～第149号 柳瀬公民館
31.3
元.6,10,
12

DVD「女で護る村」
砺波市柳瀬地区自治振興
会

元.11

若林公民館広報誌「館報 我等のあゆみ」第378号～第381号 若林公民館
31.1,3
元.6,9

定期監査の意見及び回答　平成30年度 監査委員事務局 元.8

砺波市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書　平成30年度

監査委員事務局 元.8

砺波市公営企業会計決算審査意見書　平成30年度 監査委員事務局 元.8
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農家相談のしおり　平成31年度
※インターネットで公開

農業委員会 31.4

砺波市農業委員会総会議事録　令和元年度（平成31年度）
※インターネットで公開

農業委員会
31.1-4
元.5-12

砺波市病院事業会計決算書　平成30年度 市立砺波総合病院 元.8

病院概要　平成30年度 市立砺波総合病院 元.

市立砺波総合病院広報誌「おあしす」Vol.46、Vol.47 市立砺波総合病院
31.2
元.6

図録「第20回至高の精神展 川原和美　浮遊するものたち」 砺波市美術館 31.2

図録「第31回MOA美術館砺波児童作品展」
公益財団法人岡田茂吉美
術文化財団、MOA美術館砺
波児童作品展実行委員会

元.11

砺波市美術館　展覧会案内　2019・4～2020・3 砺波市美術館 31.3

出品目録　第15回砺波市美術協会会員展・安城文化協会交流展 砺波市美術館 31.3

トリエンナーレ　となみ野美術展2019出品目録 砺波市美術館 元.6

図録「2019となみチューリップフェア特別展　秋山美歩　紙の動
物園」

砺波市美術館 31.4

図録「砺波市合併15周年記念　となみ野作家シリーズ５　「柳田
邦男展 －問わず語り－」」

砺波市美術館 元.7

砺波市美術展覧会出品目録　第15回　令和元年度 砺波市美術館 元.10

図録「砺波市合併15周年記念　脇田和展 －アトリエの一隅－」 砺波市美術館 元.11

となみ芸術文化友の会会誌
「友の会だより」第45号、第46号

となみ芸術文化友の会
31.3
元.8

出品目録「第9回 全国ろくろ木工芸展」
松村外次郎記念庄川美術
館

元.10

小学生向けパンフレット
「80代の外次郎が取組んだ四神 像」

庄川美術館友の会 31.3

庄川美術館友の会便り
平成31年度第1号、令和元年度第2号～第7号

庄川美術館友の会 元.

ガイドブック「木材搬出に従事した樵・流送夫の現場」 庄川水資料館 31.3

定例会議案　平成31年2月、令和元年8月
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課
31.2
元.8

令和元年第1回臨時会議案
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.7

定例会会議録　平成31年2月、令和元年8月
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課
31.2
元.8

令和元年第1回臨時会会議録
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.7

予算に関する説明書　平成31年度
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 31.2

予算に関する説明書
令和元年度　一般会計補正予算（第1号）
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.7

予算に関する説明書
令和元年度　一般会計補正予算（第2号）
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.8

砺波広域圏事務組合の概況　令和元年度
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.10

一般会計主要施策報告書　平成30年度
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.8

歳入・歳出決算書　平成30年度
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合会計課 元.
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水道事業年報　平成30年度
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合水道
事業所業務課

元.8

水道事業会計決算書　平成30年度
※南砺市で再掲

砺波広域圏事務組合水道
事業所業務課

元.8

砺波地域消防組合議会定例会　議案
平成31年2月、令和元年8月
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2
元.8

砺波地域消防組合議会定例会　議案説明資料
平成31年2月、令和元年8月
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2
元.8

砺波地域消防組合議会定例会　会議録
平成31年2月、令和元年8月
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.3
元.9

予算に関する説明書　平成31年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算（第2号）
平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算（第1号）
令和元年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.7

砺波地域消防組合　歳入歳出決算書　平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

一般会計主要施策報告書　平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

火災・救急・救助統計　平成30年度
※インターネットで公開
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部警防課

31.2

砺波地域消防組合一般会計歳入歳出決算状況審査意見書
平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合会計課 元.8

定例会議案書　平成31年2月、令和元年8月
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.2
元.8

定例会会議録平成31年2月、令和元年8月
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.2
元.8

予算に関する説明書　平成31年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.2

予算に関する説明書　平成30年度補正予算
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.2

予算に関する説明書　令和元年度補正予算　第１号
介護保険事業特別会計
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

介護保険料リーフレット　2019年度版
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.

介護保険ガイドブック　2019年度版
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.

歳入歳出決算書　平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

主要な施策の成果及び予算執行の実績報告書　平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書　平成30年度
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

砺波地方介護相談員だより「かけはし」№32、№33
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.3
元.10

砺波地方介護保険だより　№17
※小矢部市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.10
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庄西用水土地改良区広報誌
「庄西用水だより」2019年　第44号、第45号

庄西用水土地改良区
31.1
元.8

小中学生・高校生の税についての作品集　令和元年度 砺波税務連絡協議会 元.11

砺波市防犯協会定期総会資料 砺波市防犯協会 31.4

となみ文芸　散居の里　第33号 砺波市文化協会 元.12

老人クラブ広報「砺波市老連だより」第40号～第42号 砺波市老人クラブ連合会
31.2
元.7,10

砺波地方居宅介護支援事業者連絡協議会会報
「けあまねじゃー」第15号

砺波地方居宅介護支援事
業者連絡協議会

31.3

リーフレット「庄川峡桜まつり」
庄川峡桜まつり実行委員
会（庄川峡観光協同組
合）

31.3

リーフレット「第34回頼成の森花しょうぶ祭り」
頼成の森花しょうぶ祭り
実行委員会（砺波商工会
議所）

元.5

リーフレット「庄川夜高行燈」　令和元年 庄川夜高連中 元.5

リーフレット「となみ夜高まつり」
砺波夜高振興会（砺波商
工会議所）

元.6

リーフレット「となみ野の夜高まつり」 砺波商工会議所 元.6

リーフレット「となみ伝承やぐら大祭2019」 砺波商工会議所 元.8

リーフレット「となみ食彩ふれあい市2019」
となみ食彩ふれあい市実
行委員会（主催：砺波商
工会議所）

元.11

砺波市連合婦人会会誌「ときわぎ」第38号、第39号 砺波市連合婦人会
31.3
元.9

庄川日中　第37号 庄川日中友好協会 31.1

特別養護老人ホームやなぜ苑広報誌
「やなぜの森」№48、№49

特別養護老人ホームやな
ぜ苑

元.6,10

砺波身障だより　第120号、第121号 砺波市身体障害者協会
31.4
元.12

まちづくり情報新聞　第6号、第7号 砺波庄川まちづくり協議会
31.2
元.10

辰草　二十号 水名会 31.4

　　小　矢　部　市

小矢部市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局
31.2
元.5,8,
11

小矢部市議会だより　№192～№195
※インターネットで公開

議会事務局
31.2
元.5,8,
11

広報おやべ　第668号～第679号 企画政策部企画政策課
31.1-4
元.5-12

第7次小矢部市総合計画　2019年度－2028年度
概要版

企画政策部企画政策課 31.3

第7次小矢部市総合計画　2019年度－2028年度 企画政策部企画政策課 31.3

小矢部市政出前講座「めるへん市民塾」メニュー表
令和元年度
※インターネットで公開

企画政策部企画政策課 元.

小矢部市統計書　平成30年度 企画政策部企画政策課 31.3

小矢部市議会議案書 総務部総務課
31.3
元.6,9,
12
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小矢部市洪水ハザードマップ
石動・南谷・子撫・宮島地区
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

小矢部市洪水ハザードマップ
埴生・薮波地区
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

小矢部市洪水ハザードマップ
松沢・若林地区
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

小矢部市洪水ハザードマップ
正得・荒川地区
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

小矢部市洪水ハザードマップ
津沢・水島地区
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

小矢部市洪水ハザードマップ
北蟹谷・東蟹谷地区
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

小矢部市洪水ハザードマップ
市全体図
※インターネットで公開

総務部総務課 31.3

放射線量測定結果
※インターネットで公開

総務部総務課
31.1,4
元.7,10

主要な施策に関する説明書　平成30年度 総務部総務課 元.9

みんなで考えようおやべの予算
－令和元年度小矢部市予算の概要－

総務部財政課 元.

小矢部市予算書　平成31年度 総務部財政課 31.2

道路除雪実施計画書　令和元年度
※インターネットで公開

産業建設部建設課 元.10

小矢部市水道事業統計年報　平成30年度 産業建設部上下水道課 元.

小矢部市水道事業会計決算書　平成30年度 産業建設部上下水道課 元.

ごみ収集カレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

民生部生活環境課 31.

家庭ごみ分別一覧
※インターネットで公開

民生部生活環境課 31.

わたしたちの介護保険　2019年度 民生部健康福祉課 31.

第3次小矢部市地域福祉計画・第3次小矢部市障害者福祉計画 民生部社会福祉課 31.3

障害者福祉ガイドブック　平成31年度版
小矢部市社会福祉事務
所・民生部社会福祉課

31.4

小矢部市子育てガイドブック　令和元年度版
※インターネットで公開

民生部こども課 元.6

小矢部市一般会計特別会計歳入歳出決算書及び事項別明細書
平成30年度

会計室 元.8

小矢部市教育センター要覧　2019年度
教育委員会
教育センター

元.

小学校5年理科副教材「現地学習ノート　流れる水のはたらき」
2019改訂

教育委員会
教育センター

31.

小学校6年・中学校1年理科副教材「現地学習ノート　大地のつく
り」2019改訂

教育委員会
教育センター

31.

第37回小矢部市学校教育研究大会　資料

小矢部市教育委員会、小
矢部市小中学校長会、小
矢部市小学校教育研究
会、小矢部市中学校教育
研究会

31.2
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小矢部市　こども園・小学校・中学校
体力の現状および資料　44集　2019年度

小矢部市教育委員会、小矢部
市小中学校長会、小矢部市教
育センター

元.12

わたしたちの社会教育　平成30年度 教育委員会生涯学習文化課 31.3

富山県小矢部市芹川遺跡発掘調査報告書
－市道芹川板橋線拡幅に伴う埋蔵文化財調査－
（小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第81冊）

教育委員会生涯学習文化課 31.3

富山県小矢部市　平田・藤森遺跡発掘調査報告書
－（仮称）蟹谷統合こども園建設に伴う埋蔵文化財調査－
（小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第82冊）

教育委員会生涯学習文化課 31.3

小矢部市埋蔵文化財発掘調査概報　平成30年度
（小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第83冊）

教育委員会生涯学習文化課 31.3

小矢部市生涯学習講座パンフレット　2019年度
※インターネットで公開

教育委員会生涯学習文化課 31.3

おやべ生涯学習友の会
「昭和のおやべ カメラがとらえたわが郷の姿」
平成30年度　第2集

おやべ生涯学習友の会 31.3

小矢部市体育協会機関紙「躍動」第48号
公益財団法人小矢部市体
育協会

31.1

小矢部市民図書館増加図書目録　№394～№403 小矢部市民図書館
31.1-4
元.5-10

図書館広報誌「メルヘン新聞」第351号～第360号 小矢部市民図書館
31.1-4
元.5-8,
10,11

図書館の現況　令和元年度版 小矢部市民図書館 元.9

小矢部市一般会計・特別会計・水道事業会計　決算審査意見書
平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書　平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

農業委員会総会議事録
※インターネットで公開

農業委員会 元.

高岡地区広域圏事務組合議会　定例会提出議案
平成31年2月、令和元年10月
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合
31.2
元.10

高岡地区広域圏事務組合議会　定例会会議録
平成31年2月、令和元年10月
※インターネットで公開
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合
31.2
元.10

高岡地区広域圏事務組合　予算書
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.2

高岡地区広域圏事務組合広報誌
「高岡地区広域圏だより」№43
※インターネットで公開
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.2

パンフレット「高岡地区広域圏エリアガイド　しあわせエリア
旅」改訂版
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 31.3

ガイドマップ「高岡地区広域圏　高岡・氷見・小矢部　万葉歌碑
めぐりマップ」
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.8

高岡地区広域圏事務組合　歳入歳出決算書
平成30年度
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.10
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高岡地区広域圏事務組合
決算に係る主要な施策の成果に関する説明書
平成30年度
※高岡市、氷見市で再掲

高岡地区広域圏事務組合 元.10

砺波地域消防組合議会定例会　議案
平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2
元.8

砺波地域消防組合議会定例会　議案説明資料
平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2
元.8

砺波地域消防組合議会定例会　会議録
平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.3
元.9

予算に関する説明書　平成31年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算（第2号）
平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算（第1号）
令和元年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.7

砺波地域消防組合　歳入歳出決算書　平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

一般会計主要施策報告書　平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

火災・救急・救助統計　平成30年度
※インターネットで公開
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部警防課

31.2

砺波地域消防組合一般会計歳入歳出決算状況審査意見書
平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地域消防組合会計課 元.8

定例会議案書　平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.2
元.8

定例会会議録平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.2
元.8

予算に関する説明書　平成31年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.2

予算に関する説明書　平成30年度補正予算
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.2

予算に関する説明書　令和元年度補正予算　第１号
介護保険事業特別会計
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

介護保険料リーフレット　2019年度版
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.

介護保険ガイドブック　2019年度版
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.

歳入歳出決算書　平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

主要な施策の成果及び予算執行の実績報告書　平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書　平成30年度
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

砺波地方介護相談員だより「かけはし」№32、№33
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.3
元.10

砺波地方介護保険だより　№17
※砺波市、南砺市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.10

39



　　　刊行物の名称（資料名）・巻号など　　　　　　　　　　　　発行部署　　　　　　　　発行年月

図録「第2回公募　アートハウスおやべ　現代造形展」 アートハウスおやべ 31.4

図録「坂田三男遺作展　－いのちを見つめる眼－」 アートハウスおやべ 元.8

むかしの小矢部を読む　第8集　平成30年度 おやべ古文書を学び守る会 31.3

NPO法人おやべスポーツクラブ　プログラム案内
「Enjoy Sports Life　おやべスポーツクラブ2019」

NPO法人おやべスポーツク
ラブ

31.2

　　南　　砺　　市

南砺市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月
※インターネットで公開

議会事務局
31.3
元.6,9,
11

南砺市議会臨時会会議録　令和元年7月
※インターネットで公開

議会事務局 元.9

なんと議会だより　第57号～第60号 議会事務局
31.1,4
元.7,10

個人情報保護制度実施状況　平成30年度
※インターネットで公開

市長政策部
総務課

元.5

情報公開制度実施状況　平成30年度
※インターネットで公開

市長政策部
総務課

元.5

南砺市営バス「なんバス」
時刻表・路線図・路線マップ　2019年度
※インターネットで公開

市長政策部
地方創生推進課

31.4

南砺市指定管理者制度運用指針《改訂版Ver.5.00》
※インターネットで公開

市長政策部
行革・施設管理課

31.4

南砺市指定管理者指定状況　平成31年4月1日現在
※インターネットで公開

市長政策部
行革・施設管理課

31.4

行政評価結果　平成30年度
事後評価施策・事務事業マネジメントシート
※インターネットで公開

市長政策部
行革・施設管理課

元.10

南砺市予算書　平成31年度
市長政策部
財政課

31.2

南砺市補助金等のあり方に関するガイドライン
※インターネットで公開

市長政策部
財政課

31.3

南砺市予算の概要　平成31年度
南砺市の予算は？ 何に使う？ 説明します！

市長政策部
財政課

31.4

南砺市総合計画【実施計画】令和元年度～3年度
※インターネットで公開

市長政策部
財政課

元.5

お知らせします！基金の使い道！！　平成30年度
※インターネットで公開

市長政策部
財政課

元.10

主要施策報告書　平成30年度
市長政策部
財政課

元.8

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判
断比率及び資金不足比率
※インターネットで公開

市長政策部
財政課

元.9

財政事情の公表
平成30年度下半期、令和元年度上半期
※インターネットで公開

市長政策部
財政課

元.6,12

こども健康カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

市民協働部
市民生活課

31.3

南砺市の人口
※インターネットで公開

市民協働部
市民生活課

31.1-4
元.5-12

南砺市内の交通事故発生状況
※インターネットで公開

市民協働部
市民生活課

31.1-4
元.5-12

南砺市内の犯罪発生状況
※インターネットで公開

市民協働部
市民生活課

31.1-4
元.5-12
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ごみ収集カレンダー（日本語版）平成31年度
※インターネットで公開

市民協働部
エコビレッジ推進課

31.3

ごみ収集カレンダー（外国語版）平成31年度
※インターネットで公開

市民協働部
エコビレッジ推進課

31.3

広報なんと　第171号～第182号
市民協働部
南砺で暮らしません課

31.1-4
元.5-12

市税の概要　令和元年度版
※インターネットで公開

市民協働部
税務課

元.9

[南砺市]助成・支援制度／
融資制度 GUIDE BOOK
※インターネットで公開

ブランド戦略部
商工課

元.

南砺市公演情報ガイド「ジョイント」
※市広報にはさみこみ

福野文化創造センター
31.2,4
元.6,8,
10,12

入選作品集「第17回なんと版画年賀状公募展」 福光美術館 31.1

図録「美を綴る Art Quilt展2019」 福光美術館 31.4

図録「芹沢銈介展」 福光美術館 元.9

作品目録「第15回南砺市展」 福光美術館 元.11

南砺市洪水ハザードマップ　全体図
※インターネットで公開

ふるさと整備部
建設課

31.3

南砺市洪水ハザードマップ　城端・井波・井口地域
※インターネットで公開

ふるさと整備部
建設課

31.3

南砺市洪水ハザードマップ　福野地域
※インターネットで公開

ふるさと整備部
建設課

31.3

南砺市洪水ハザードマップ　福光地域
※インターネットで公開

ふるさと整備部
建設課

31.3

南砺市田園環境プラン　令和元年10月一部改正
※インターネットで公開

ふるさと整備部
建設課

元.10

南砺市 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2019
※インターネットで公開

ふるさと整備部
都市計画課

31.3

南砺市　通学路交通安全プログラム
～通学路の安全確保に関する取組の方針～
※インターネットで公開

南砺市通学路安全推進会
議（事務局：ふるさと整
備部建設課）

31.3

水道事業及び下水道事業　経営比較分析表
平成29年度決算
※インターネットで公開

ふるさと整備部
上下水道課

31.3

南砺市新水道ビジョン
※インターネットで公開

ふるさと整備部
上下水道課

31.3

南砺市新水道ビジョン　概要版
※インターネットで公開

ふるさと整備部
上下水道課

31.3

南砺市下水道事業経営戦略　平成29年度～平成38年度
令和元年7月一部修正
※インターネットで公開

ふるさと整備部
上下水道課

元.7

南砺市水道事業・下水道事業会計決算書　平成30年度
ふるさと整備部
上下水道課

元.8

南砺市障がい者福祉のしおり　令和元・2年度
地域包括医療ケア部
福祉課

元.

南砺市こども健康カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

地域包括医療ケア部
健康課

31.4

南砺市の「高齢者の生活支援」メニュー
※インターネットで公開

地域包括医療ケア部
地域包括ケア課

31.3

南砺市医療・介護連携ガイドブック2019
地域包括医療ケア部
地域包括ケア課

31.4
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第31回全国健康福祉祭とやま大会
ねんりんピック富山2018
ペタンク交流大会 大会報告書

ねんりんピック富山2018
砺波市実行委員会（事務
局：地域包括医療ケア部
地域包括ケア課内）

31.3

南砺市社会福祉協議会広報誌
「なんとの福祉」第167号～第178号

社会福祉法人南砺市社会
福祉協議会

31.1-4
元.5-12

南砺市歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.8

南砺市いじめ防止基本方針　平成31年3月改訂
※インターネットで公開

教育委員会教育部
教育総務課

31.3

南砺市教育委員会重点施策　平成31年度
教育委員会教育部
教育総務課

31.4

教育委員会事務の点検・評価報告書　平成30年度事業
教育委員会教育部
教育総務課

元.10

国内長期研修・短期研修報告書　平成30年度 教育センター 31.2

小学校6学年　理科現地学習資料
「大地のつくり」（2019～2021年改訂版）

教育センター 31.4

中学校社会科資料「身近な地域の学習 －歴史編－ 」 教育センター 31.4

中学校社会科資料「郷土の地形図 」
福野、井波地域

教育センター 31.

中学校社会科資料「郷土の地形図 」
福光、城端、井口地域

教育センター 31.

中学校社会科資料「郷土の地形図 」
平、上平地域

教育センター 31.

中学校社会科資料「郷土の地形図 」
利賀地域

教育センター 31.

南砺市教育講演会　令和元年度 教育センター 元.8

南砺市学校教育研究大会　平成30年度 教育センター 元.8

教育センターだより　第42号～第44号 教育センター
31.3
元.5,10

南砺市スクールソーシャルワーカー
南砺市特別支援教育コーディネーター
活用の手引き　令和元年度改訂版

教育センター 元.5

教育センター研修だより 教育センター 元.5

南砺市教育センター要覧　2019年度 教育センター 31.

第15回南砺市小・中学校科学展覧会
作品目録・受賞者一覧

教育センター 元.9

南砺市社会教育の現状　平成30年度
※インターネットで公開

教育委員会教育部
生涯学習スポーツ課

元.8

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2019報告書

南砺市いなみ木彫刻キャ
ンプ実行委員会（事務
局：南砺市教育委員会教
育部生涯学習スポーツ課
内）

元.12

平公民館報「かぞく」　第25号 平公民館 31.2

世界遺産五箇山・道宗道トレイルラン大会　第6回
五箇山・道宗道トレイル
ラン大会実行委員会

元.10

南砺市子ども読書活動推進計画（第3次）進捗状況について　平
成30年度（平成29年度事業）
※インターネットで公開

中央図書館 31.2

南砺市子ども読書活動推進計画（第3次）進捗状況について　令
和元年度（平成30年度事業）
※インターネットで公開

中央図書館 元.5

南砺市子育て支援ガイドブック「すこやか」2019
教育委員会教育部
こども課

31.
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福野児童館「アルカスめ～る」
※インターネットで公開

福野児童館
31.1-4
元.5-12

井波児童館「きぼりっこだより」
※インターネットで公開

井波児童館
31.1-4
元.5-12

城端児童館「さくらっこだより」
※インターネットで公開

城端児童館
31.1-4
元.5-12

福光児童館「きっずらんどだより」
※インターネットで公開

福光児童館
31.1-4
元.5-12

南砺市中学生国際交流事業　オーストラリア派遣事業報告書
令和元年度

南砺市中学生オーストラ
リア派遣実行委員会

元.10

南砺市中学生アメリカ・ポートランド国際交流派遣事業
アメリカ・オレゴン州マウントテーバー中学校研修報告書
令和元年度

南砺市中学生ポートラン
ド派遣推進協議会

元.

アメリカ合衆国研修報告書　24th
南砺市中学生マルボロ交
流実行委員会

元.10

第15次　南砺市中学生中国友好訪問団報告書
南砺市中学生中国友好訪
問団

元.5

農業委員会議事録
※インターネットで公開

農業委員会事務局
31.
元.

定例会議案　平成31年2月、令和元年8月
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課
31.2
元.8

令和元年第1回臨時会議案
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.7

定例会会議録　平成31年2月、令和元年8月
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課
31.2
元.8

令和元年第1回臨時会会議録
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.7

予算に関する説明書　平成31年度
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 31.2

予算に関する説明書
令和元年度　一般会計補正予算（第1号）
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.7

予算に関する説明書
令和元年度　一般会計補正予算（第2号）
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.8

砺波広域圏事務組合の概況　令和元年度
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.10

一般会計主要施策報告書　平成30年度
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合総務課 元.8

歳入・歳出決算書　平成30年度
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合会計課 元.

水道事業年報　平成30年度
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合水道
事業所業務課

元.8

水道事業会計決算書　平成30年度
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合水道
事業所業務課

元.8

水質検査計画　平成31年度
※インターネットで公開
※砺波市で再掲

砺波広域圏事務組合水道
事業所水質検査室

31.3

砺波地域消防組合議会定例会　議案
平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2
元.8
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砺波地域消防組合議会定例会　議案説明資料
平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2
元.8

砺波地域消防組合議会定例会　会議録
平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.3
元.9

予算に関する説明書　平成31年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算（第2号）
平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

31.2

予算に関する説明書　一般会計補正予算（第1号）
令和元年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.7

砺波地域消防組合　歳入歳出決算書　平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

一般会計主要施策報告書　平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部総務課

元.8

火災・救急・救助統計　平成30年度
※インターネットで公開
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合消防本
部警防課

31.2

砺波地域消防組合一般会計歳入歳出決算状況審査意見書
平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地域消防組合会計課 元.8

定例会議案書　平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.2
元.8

定例会会議録平成31年2月、令和元年8月
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.2
元.8

予算に関する説明書　平成31年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.2

予算に関する説明書　平成30年度補正予算
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.2

予算に関する説明書　令和元年度補正予算　第１号
介護保険事業特別会計
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

介護保険料リーフレット　2019年度版
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.

介護保険ガイドブック　2019年度版
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 31.

歳入歳出決算書　平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

主要な施策の成果及び予算執行の実績報告書　平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書　平成30年度
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.8

砺波地方介護相談員だより「かけはし」№32、№33
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合
31.3
元.10

砺波地方介護保険だより　№17
※砺波市、小矢部市で再掲

砺波地方介護保険組合 元.10

松村謙三顕彰会友好訪中団報告書　第41次
松村謙三顕彰会（事務
局：南砺市福野行政セン
ター内）

31.

会誌「井波の文化資源フォーラム」
井波の文化資源フォーラ
ム

元.6

福野文化協会広報誌「芝水」創刊号　令和元年 福野文化協会広報委員会 元.5
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「芝水」創刊号 福野文化協会 31.3

福光文化協会会報「光風２１」第187号～第192号 福光文化協会
31.1,3
元.5,7,9,
11

医王山の栞2019
県立自然公園 医王山 LOVE

南砺市福光自然解説員会 31.3

城端時報　第874号～第885号 城端時報社
31.1-4
元.5-12

南砺市福野川柳大会報　第49回 福野川柳社 元.6

南砺市老人クラブ連合会広報誌「老連だより」
第15号、第16号

南砺市老人クラブ連合会
31.1
元.7

老宝　第403号～第408号 井波老人クラブ連合会
31.1,3
元.5,7,9,
11

南砺ユネスコ　第9号 南砺ユネスコ協会 元.12

　　射　　水　　市
射水市議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局
31.2
元.5,8,11

射水市議会臨時会会議録
平成30年11月

議会事務局 31.2

いみず市議会だより　第53号～第56号 議会事務局
31.2
元.5,8,11

部長の政策宣言達成状況　平成30年度
※インターネットで公開

企画管理部
政策推進課

31.4

部長の政策宣言　令和元年度
※インターネットで公開

企画管理部
政策推進課

元.5

射水市重点事業　令和2年度
企画管理部
政策推進課

元.7

射水市公共施設再編方針（案）
※インターネットで公開

企画管理部人事課 31.3

第4次射水市行財政改革大綱
※インターネットで公開

企画管理部人事課 元.9

第4次射水市行財政改革集中改革プラン
※インターネットで公開

企画管理部人事課 元.12

第3次射水市行財政改革集中改革プラン　実績報告書
（平成26年度～30年度総括）
※インターネットで公開

射水市行財政改革推進本
部（事務局：企画管理部
人事課内）

元.6

広報いみず
平成31年1月号（第159号）～平成31年4月号（第162号）
令和元年5月号（第163号）～令和2年1月号（第171号）

企画管理部未来創造課
31.1-4
元.5-12

射水市統計書　平成30年度版
企画管理部
未来創造課

31.3

射水市国民保護計画　平成31年2月8日改訂
※インターネットで公開

財務管理部総務課 31.2

射水市予算書　平成31年度
※インターネットで公開

財務管理部財政課 31.3

射水市補正予算書　平成30年度分
※インターネットで公開

財務管理部財政課 31.3

射水市補正予算書　令和元年度分
※インターネットで公開

財務管理部財政課
元.6,9,
12

当初予算概要　平成31年度
※インターネットで公開

財務管理部財政課 31.3

令和2年度予算編成方針
※インターネットで公開

財務管理部財政課 元.10
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財政事情公表資料　平成30年度下半期、令和元年度上半期
※インターネットで公開

財務管理部財政課 元.6,12

射水市議会定例会　市長提案理由説明要旨
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月
※インターネットで公開

財務管理部財政課
31.2
元.6,9,
12

射水市議会臨時会　市長提案理由説明要旨
令和元年11月
※インターネットで公開

財務管理部財政課 元.11

税務概要　令和元年度
※インターネットで公開

財務管理部課税課 元.10

納税カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

市民環境部収納対策課 31.3

男女共同参画の推進に関する年次報告書　平成30年度
※インターネットで公開

市民生活部
地域振興・文化課

元.11

ごみ収集カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

市民生活部環境課 31.3

家庭系ごみの分け方・出し方
※インターネットで公開

市民生活部環境課 31.3

障がい者サービスガイドブック改訂版（平成31年度）
※インターネットで公開

福祉保健部社会福祉課 31.4

広報いみず 音訳版
※インターネットで公開

福祉保健部社会福祉課
31.1-4
元.5-12

射水市高齢者福祉サービスガイドブック
平成31年4月1日現在
※インターネットで公開

福祉保健部地域福祉課 31.4

射水市内介護保険サービス事業所一覧
令和元年10月1日現在
※インターネットで公開

福祉保健部介護保険課 元.10

射水市の国保・高齢者医療・年金
令和元年度（平成30年度実績）

福祉保健部保険年金課 元.

子育て行事カレンダー
※インターネットで公開

福祉保健部
子育て支援課

31.1-4
元.5-12

射水市子育て情報ちゃいる.com　第24号、第25号
※インターネットで公開

福祉保健部
子育て支援課

31.4
元.10

射水市子育てガイド　2019年度版
福祉保健部
子育て支援課

31.4

射水市健康づくり推進員だより「うるおい」第13号
※インターネットで公開

射水市母子保健推進員連絡協議
会・射水市食生活改善推進協議
会・射水市ヘルスボランティア
連絡協議会（事務局：福祉保健
部健康推進課）

31.3

保健事業のあらまし　平成29年度 保健センター 31.1

射水市おとなの健康カレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

保健センター 31.4

母子健康カレンダー　2019年度
※インターネットで公開

保健センター 31.4

観光パンフレット「富山県射水市」
産業経済部
港湾・観光課

31.4

氷見・高岡・射水野海水浴へGO！
※高岡市、氷見市で再掲

射水市産業経済部港湾・
観光課、高岡市産業振興
部観光交流課、氷見市産
業振興部商工観光課、

元.6

富山新港出入貨物統計書　平成30年度
※インターネットで公開

富山新港港湾振興会 元.5

環日本海の拠点　富山新港（富山新港パンフレット）
令和元年度

富山新港港湾振興会 元.10

射水市イベントカレンダー
一般社団法人射水市観光
協会

31.3
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射水市観光ガイドブック2019
まるごと射水

一般社団法人射水市観光
協会

元.5

新湊食文化さんぽ　奈呉の海人の生業と暮らしをたずねて
射水商工会議所 魅力発信
プロジェクト（射水商工
会議所）

31.3

射水市道路網図　令和元年度
※インターネットで公開

都市整備部
用地・河川管理課

元.5

水道事業年報　平成30年度
※インターネットで公開

上下水道部
上下水道業務課

元.

射水市決算書　平成30年度 会計課 元.8

射水市民病院　病院広報誌　第30号、第31号 市民病院
31.3
元.9

射水市教育行政要覧　令和元年度 教育委員会学校教育課 元.

教育に関する事務の点検・評価報告書　平成30年度分
※インターネットで公開

教育委員会学校教育課 元.7

射水市放課後子ども教室推進事業・射水市土曜学習推進事業
サークル活動実践報告書　平成30年度

教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

31.3

射水市内遺跡発掘調査報告11
－平成29年度 射水市内遺跡発掘調査－

教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

31.3

赤田Ⅰ遺跡発掘調査報告（２）
射水市赤田第二土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

31.3

沖塚原東Ｂ遺跡発掘調査報告
射水市斎場建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

教育委員会生涯学習・ス
ポーツ課

31.3

射水市芸術文化協会文芸集「いみずの文芸」第7号 射水市芸術文化協会 元.11

射水市図書館事業概要　平成30年度
※インターネットで公開

図書館 元.7

高岡地区図書館連絡会会報「創造」38号
高岡地区図書館連絡会
（事務局：射水市中央図
書館）

31.3

おおしま絵本文化　Vol.25 射水市大島絵本館 元.8

マグちゃん通信　Vol.53～Vol.58 射水市大島絵本館
31.1,3
元.5,7,9,
11

射水市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書　平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

射水市公営企業会計決算審査意見書
（水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計）　平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

射水市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書　平成30年度
※インターネットで公開

監査委員事務局 元.8

射水市農業委員会だより　Vol.14 農業委員会事務局 31.3

火災救急救助統計　平成30年
※インターネットで公開

消防本部 31.

消防年報　平成30年度版（令和元年刊行）
※インターネットで公開

消防本部 元.6

針山のあゆみ
針山自治会村史編集委員
会

31.3

越中小杉焼友の会資料第15号
「ひょうたんからかも 越中小杉焼」

越中小杉焼友の会 元.9
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　　舟　　橋　　村

舟橋村議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局
31.3,4
元.8,12

舟橋村議会　令和元年第1回臨時会会議録
令和元年5月

議会事務局 元.5

ふなはし議会だより　№24～№27 議会事務局
31.1,4
元.8,11

舟橋村一般会計・特別会計予算書　平成31年度 総務課 31.3

舟橋村議会定例会　村長提案理由説明要旨
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

総務課
31.3
元.6,9,
12

舟橋村議会　令和元年第1回臨時会　村長提案理由説明要旨
令和元年5月

総務課 元.5

舟橋村議会定例会議案
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

総務課
31.3
元.6,9,
12

舟橋村議会　令和元年第1回臨時会議案
令和元年5月

総務課 元.5

舟橋村歳入歳出決算書　平成30年度 総務課 元.8

広報ふなはし　第537号～第548号 総務課
31.1-4
元.5-12

舟橋村住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
※インターネットで公開

生活環境課 31.3

生涯学習のあゆみ　平成30年度 教育委員会 31.3

富山県舟橋村 竹内東芦原遺跡発掘調査報告
－平成30年度賃貸住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査－

教育委員会 31.3

富山県舟橋村 竹内遺跡発掘調査報告
－住宅地造成事業に伴う平成30年度の調査－

教育委員会 31.3

舟橋村立図書館開館20周年記念誌
「小さな村の図書館」

図書館 31.3

パンフレット
「舟橋村立図書館　舟橋文化・福祉複合施設」

図書館 31.3

舟橋会館広報誌「舟橋村カレンダー」
※インターネットで公開

舟橋会館
31.1-4
元.5-12

舟橋村子育て支援センター広報誌「ぶらんこ」
※インターネットで公開

子育て支援センター
31.1-4
元.5-12

立山区域地域ぐるみ教育研究会
エピソード集　第10集
「地域ぐるみ教育 立山・舟橋のこころ」
※立山町、富山県立雄山高等学校で再掲

立山区域地域ぐるみ教育
研究会

31.3

富山地区広域圏事務組合議会　定例会議案
令和元年度（平成31年度）
※富山市、滑川市、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合
31.2
元.10

富山地区広域圏事務組合　事業概要　令和元年度
※富山市、滑川市、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山地区広域圏事務組合　一般会計歳入歳出決算書及び付属書類
平成30年度
※富山市、滑川市、上市町、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山県東部消防組合　組合議会定例会会議録
平成30年2月
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合
31.2
元.8,12
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富山県東部消防組合　組合議会臨時会会議録
令和元年6月
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.6

富山県東部消防組合　予算書　平成31年度
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算書
平成30年度
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算審査意見書
平成29年度
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計予算執行状況
平成31年3月末、令和元年9月末
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合
31.4
元.10

富山県東部消防組合　定期監査結果報告
平成30年度
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.1

火災・救急救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 31.1

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、上市町で再掲

富山県東部消防組合 元.7

　　上　　市　　町

上市町議会定例会会議録
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月
※インターネットで公開

議会事務局
31.3
元.6,9,
12

議会広報かみいち　vol.18～vol.21
※インターネットで公開

議会事務局
30.1,4
元.7,10

上市町議会定例会議案
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

議会事務局
31.3
元.6,9,
12

特定個人情報保護評価書
※インターネットで公開

総務課 元.6

広報上市　第781号～第792号 企画課
31.1-4
元.5-12

上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略
平成31年3月改訂版
※インターネットで公開

企画課 31.3

第24回統計書　平成30年度 企画課 31.

上市町予算書　平成31年度 財務課 31.3

上市町財務書類　平成30年度
※インターネットで公開

財務課 元.

上市町　暮らし・働き方紹介パンフレット
「はたらくらすコネクション in 上市」

産業課 31.1

かみいちの魅力発見Book
「かみいちのヒキダシ」2019保存版　弐の巻

産業課 31.2

上市町住宅耐震化緊急促進アクションプラン
※インターネットで公開

建設課 31.3
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上市町歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.8

上市町病院事業会計決算報告書　平成30年度 かみいち総合病院 元.5

ふるさと町民学園　学習の記録　平成30年度 教育委員会 31.3

町立上市図書館新着本リスト№28～№38 図書館
31.1-4
元.5-7,
9-12

富山地区広域圏事務組合議会　定例会議案
令和元年度（平成31年度）
※富山市、滑川市、舟橋村、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合
31.2
元.10

富山地区広域圏事務組合　事業概要　令和元年度
※富山市、滑川市、舟橋村、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山地区広域圏事務組合　一般会計歳入歳出決算書及び付属書類
平成30年度
※富山市、滑川市、舟橋村、立山町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山県東部消防組合　組合議会定例会会議録
平成30年2月
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合
31.2
元.8,12

富山県東部消防組合　組合議会臨時会会議録
令和元年6月
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 元.6

富山県東部消防組合　予算書　平成31年度
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 31.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算書
平成30年度
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計歳入歳出決算審査意見書
平成29年度
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 元.

富山県東部消防組合 一般会計予算執行状況
平成31年3月末、令和元年9月末
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合
31.4
元.10

富山県東部消防組合　定期監査結果報告
平成30年度
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 31.1

火災・救急救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 31.1

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※魚津市、滑川市、舟橋村で再掲

富山県東部消防組合 元.7

上市町観光パンフレット　改訂版 上市町観光協会 元.

上市町観光マップ　改訂版 上市町観光協会 元.

上市町地域おこし協力隊広報誌
「Kami～CHI かみ～ち」Vol.1 創刊号、Vol.2、Vol.3

上市町地域おこし協力隊
31.3
元.7,11

　　立　　山　　町

立山町議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月

議会事務局
31.2
元.6,9,
12
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立山町議会臨時会会議録
令和元年5月・7月・10月

議会事務局 元.

たてやま議会だより　№69～№72 議会事務局
31.2
元.5,8,11

立山町議会定例会　議案書
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

総務課
31.3
元.6,9,
12

立山町議会臨時会　議案書
令和元年5月・7月・12月

総務課
元.5,7,
12

立山町予算書　平成31年度 総務課 31.3

立山町歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.8

広報立山　第781号～第792号 企画政策課
31.1-4
元.5-12

みんなで考えたいお金の使いみち
～令和元年度立山町当初予算～
※インターネットで公開

企画政策課 元.6

統計たてやま　2019
※インターネットで公開

企画政策課 元.11

ごみ収集カレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

住民課 31.3

立山町水道事業会計決算書　平成30年度 水道課 元.8

こくほたてやま 健康福祉課
31.1-4
元.5-12

観光パンフレット「立山」2019年版
商工観光課・立山町観光
協会

元.

火災・救急・救助統計　平成30年 消防本部 31.1

たてやま町民カレッジ2019　講座案内
※インターネットで公開

教育委員会教育課 元.

教育要覧　令和元年度版 教育委員会教育課 元.5

立山区域地域ぐるみ教育研究会
エピソード集　第10集
「地域ぐるみ教育 立山・舟橋のこころ」
※舟橋村、富山県立雄山高等学校で再掲

立山区域地域ぐるみ教育
研究会

31.3

立山町農業委員会だより 農業委員会 31.4

富山地区広域圏事務組合議会　定例会議案
令和元年度（平成31年度）
※富山市、滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山地区広域圏事務組合
31.2
元.10

富山地区広域圏事務組合　事業概要　令和元年度
※富山市、滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

富山地区広域圏事務組合　一般会計歳入歳出決算書及び付属書類
平成30年度
※富山市、滑川市、舟橋村、上市町で再掲

富山地区広域圏事務組合 元.10

　　入　　善　　町

入善町議会定例会会議録
平成30年第6回、平成31年第7回・第8回、令和元年第9回・第10回

議会事務局
31.
元.

入善町議会臨時会会議録　令和元年第11回 議会事務局 元.

議会だより入善　№188～№191 議会事務局
30.1,4
元.7,10

入善町議会の概要　平成31年度 議会事務局 31.4

広報入善　第738号～第749号 秘書広報室
31.1-4
元.5-12

入善町国民保護計画　平成31年3月12日変更
※インターネットで公開

総務課 31.3
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統計にゅうぜん（2018年版） 総務課 元.11

町政功労者功績概要　令和元年度 総務課 元.11

財政状況資料　平成29年度決算分
※インターネットで公開

企画財政課 元.

入善町財務４表　平成29年度
※インターネットで公開

企画財政課 元.

予算書　平成31年度 企画財政課 31.3

補正予算書　平成30年度　第5号、第6号 企画財政課 31.3

繰越明許費計算書　平成30年度 企画財政課 元.6

補正予算書
平成31年度第1号、令和元年度第2号～第4号

企画財政課
31.4
元.6,9,
12

まちづくり懇談会記録誌　平成30年度
「役場庁舎の耐震化について」
※インターネットで公開

企画財政課 31.2

町税の概要　令和元年度 税務課 元.11

ごみ、リサイクルカレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

住民環境課 31.3

住民環境課の概要　平成30年度版 住民環境課 元.10

福祉事業年報
「笑顔があふれる福祉のまち」令和元年度

保険福祉課
（健康福祉課で作成）

元.10

入善町の医療状況
令和元年度（平成30年度実績）

保険福祉課
（健康福祉課で作成）

元.12

入善町自殺対策計画
※インターネットで公開

元気わくわく健康課 31.3

入善町自殺対策計画　概要版
※インターネットで公開

元気わくわく健康課 31.3

保健統計　平成30年度 元気わくわく健康課 元.12

子育て応援パンフレット「子育てナビ」 結婚・子育て応援課 31.4

介護予防事業報告書　平成29年度 保健センター 31.1

認知症安心ガイド　平成31年3月改訂
地域包括支援センター、
保健センター

31.3

広報誌「にいかわ介護　みらーれTV」vol.7、vol.8
※インターネットで公開
※黒部市、朝日町で再掲

新川地域介護保険・ケー
ブルテレビ事業組合

31.4
元.10

入善町の農業　令和元年度 がんばる農業課 元.9

入善町観光パンフレット　繁体字版 キラキラ商工観光課 元.5

入善町企業立地ガイド キラキラ商工観光課 元.6

富山県入善町企業紹介パンフレット キラキラ商工観光課 元.8

入善町観光パンフレット　英語版 キラキラ商工観光課 元.9

入善町水防計画　令和元年度 建設課 元.5

道路除雪基本計画　道路除雪実施計画 建設課 元.11

パンフレット「みのりとくらしを育む用水　黒東合口用水」 黒東合口用水組合 元.8

入善町暮らしの便利帳 住まい・まちづくり課 元.9

リーフレット「安心移住プロジェクトの概要」 住まい・まちづくり課 元.9

歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.9

歳入歳出決算書添付書類　平成30年度 会計課 元.9

登米市姉妹都市交流事業報告書　平成30年度 教育委員会事務局 31.2

入善町中・高校生姉妹都市派遣事業報告書　平成30年度 教育委員会事務局 31.2

入善町一般町民姉妹都市派遣事業報告書　令和元年度 教育委員会事務局 元.10

入善町中学生カンボジア王国派遣事業報告書　平成30年度 教育委員会事務局 31.2
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第16回登米市姉妹都市交流事業報告書　令和元年度 教育委員会事務局 元.10

教育員会の事務の点検及び評価　平成30年度
※インターネットで公開

教育委員会事務局 31.

第23回入善町女性議会会議録 教育委員会事務局 31.2

スポーツカレンダー2019
※インターネットで公開

教育委員会事務局 31.

入善町の教育　平成31年度
※インターネットで公開

教育委員会事務局 31.

中央公民館だより　№112 教育委員会事務局 元.6

スポーツ推進委員だより

入善町スポーツ推進委員
協議会（事務局：入善町
教育委員会事務局生涯学
習・スポーツ係内）

31.1

体協だより　№56、№57 公益財団法人入善町体育協会
31.2
元.7

入善町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

入善町健全化判断比率・資金不足比率審査意見書
平成30年度

監査委員事務局 元.8

農業委員会議事録
※インターネットで公開

農業委員会 元.

火災・救急・救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※黒部市、朝日町で再掲

新川地域消防組合 元.

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※黒部市、朝日町で再掲

新川地域消防組合 元.7

広報誌「にいかわ消防」№12、№13
※インターネットで公開
※黒部市、朝日町で再掲

新川地域消防組合
31.4
元.10

広報誌「にいかわ介護　みらーれTV」vol.7、vol.8
※インターネットで公開
※黒部市、朝日町で再掲

新川地域介護保険・ケー
ブルテレビ事業組合

31.4
元.10

黒部川扇状地研究所研究紀要
「黒部川扇状地」第44号

一般社団法人
黒部川扇状地研究所

31.3

　　朝　　日　　町

朝日町議会定例会会議録
平成30年12月、平成31年3月、令和元年6月・9月
※インターネットで公開

議会事務局
31.2,
元.5,10,
12

議会だより　第100号～第103号
※インターネットで公開

議会事務局
31.2
元.5,8,
11

町税の概要　令和元年度 総務政策課 元.9

イベント実施計画　平成31年度・令和元年度
※インターネットで公開

企画振興課
31.3
元.

広報あさひ　第761号～第772号 企画振興課
31.1-4
元.5-12

朝日町地域おこし協力隊活動報告　平成30年度
「私たち“まめなけっちゃ”いました 2018」
※インターネットで公開

企画振興課 31.2

朝日町地域おこし協力隊広報誌「まめなけ新聞」
第18号～第26号
※インターネットで公開

企画振興課
31.1-4
元.5-9

朝日町予算書　平成31年度 財務課 31.3
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朝日町平成31年度予算の概要
※インターネットで公開

財務課 31.3

朝日町予算の重点・新規事業概要　平成31年度
※インターネットで公開

財務課 31.3

朝日町議会定例会議案
令和元年9月

財務課 元.9

朝日町議会定例会議案
平成31年3月、令和元年6月・9月・12月

財務課
31.3
元.6,9,
12

あさひまち子育てガイドブック
※インターネットで公開

住民・子ども課 31.

ごみカレンダー　平成31年度
※インターネットで公開

住民・子ども課 31.3

保健事業の動向　平成29年（平成30年度版） 健康課（保健センター） 元.

歳入歳出決算書　平成30年度 会計課 元.9

朝日町の文化財 教育委員会 31.3

日本体育大学アーチェリー部招聘事業（7月30日～8月2日）・第4
回全国学生ビーチボール交流大会（7月6・7日）　実施報告書

教育委員会 元.12

朝日町センターだより「Plan Do See」
※一部インターネットで公開

教育センター
31.3
元.6,10

まいぶんKAN年報
朝日町埋蔵文化財保存活
用施設まいぶんＫＡＮ

元.9

郷土作家企画展　朝日町美術展40回記念展
一番身近な町の芸術家たちⅡ

朝日町立ふるさと美術館 元.11

火災・救急・救助統計　平成30年
※インターネットで公開
※黒部市、入善町で再掲

新川地域消防組合 元.

消防年報　令和元年
※インターネットで公開
※黒部市、入善町で再掲

新川地域消防組合 元.7

広報誌「にいかわ消防」№12、№13
※インターネットで公開
※黒部市、入善町で再掲

新川地域消防組合
31.4
元.10

広報誌「にいかわ介護　みらーれTV」vol.7、vol.8
※インターネットで公開
※黒部市、入善町で再掲

新川地域介護保険・ケー
ブルテレビ事業組合

31.4
元.10

　　富山県国民健康保険団体連合会

目でみるとやまの国保　平成30年度版 31.3
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