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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
農林業・畜産業 11686903 貸出可 業務報告　平成１２年度 富山県林業技術センター

農林業・畜産業 12222148 貸出可 業務報告　平成１４年度 富山県林業技術センター

農林業・畜産業 12343089 貸出可 業務報告　平成１８年度 富山県林業技術センター

農林業・畜産業 12348343 貸出可 業務報告　平成２２年度 富山県農林水産総合技術センター森林研究所

漁業・水産業 11631002 貸出可 第１０次漁業センサス結果の概要 富山県企画部統計課 富山県
漁業・水産業 12431038 貸出可 富山の水産　令和元年１１月 富山県農林水産部水産漁港課

鉱業・エネルギー産業 11122807 貸出可 県内電気工事業経営実態調査報告書　平成３年７月（富山県） 富山県産業情報センター

鉱業・エネルギー産業 11259800 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成５年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11301509 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成６年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11358305 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成７年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11436904 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成８年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11513001 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成９年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11584100 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１０年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11641308 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１１年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
鉱業・エネルギー産業 11689300 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１２年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12217342 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１３年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12225460 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１４年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12325450 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１５年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12337767 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１６年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12340859 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１７年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12343515 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１８年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12345199 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成１９年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12345700 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２０年 富山県経営管理部調査統計課 富山県経営管理部調査統計課

鉱業・エネルギー産業 12346660 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２１年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12393831 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２２年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12395996 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２３年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12426560 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２４年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12426935 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２５年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12427307 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２６年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12427901 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２７年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12429547 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２８年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12430734 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成２９年（２０１７年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 12431557 貸出禁止 富山県鉱工業指数年報　平成３０年（２０１８年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

鉱業・エネルギー産業 11702900 貸出可 北陸の電気と工業　平成１３年版 北陸電気協会
鉱業・エネルギー産業 11488408 貸出可 北陸電気協会５０年のあゆみ 北陸電気協会 北陸電気協会
産業界 11700104 貸出可 新高岡市産業振興プラン　デザインと技術を活かした新産業の創造を 高岡市 高岡市
建設業・不動産業 11501800 貸出可 建設業の財務統計指標　富山県　平成１０年版 建設経営サービス 東日本建設業保証　富山支店

建設業・不動産業 11468004 貸出可 建設業の情報化に関するアンケート調査報告書　平成１０年３月 富山県産業情報センター 富山県産業情報センター

工業・製造業 11078906 貸出可 福光バット製造業産地診断報告書　平成３年１月 富山県商工労働部経営指導課

食品工業 11690009 貸出可 業務年報　平成１２年度 富山県食品研究所 富山県食品研究所
食品工業 12217403 貸出可 業務年報　平成１３年度 富山県食品研究所 富山県食品研究所
食品工業 11087502 貸出可 食品分野における先端技術研究開発の推進方向　平成３年３月 富山県食品研究所先端技術開発推進委員会

食品工業 11641407 貸出可 地域食品評価事業報告書　平成１２年３月 富山県食品産業協会
食品工業 12331628 貸出可 富山県食品研究所研究報告　平成１６年度 富山県食品研究所
木材製品工業 12430628 貸出可 とやまの木材と利用技術　木材試験場再整備記念誌 富山県林業技術センター振興協議会

木材製品工業 11643302 貸出可 業務報告　平成１１年度 富山県林業技術センター

木材製品工業 11200208 貸出可 富山県木材加工業構造改善診断報告書　平成５年３月 富山県商工労働部商業振興課

木材製品工業 11130604 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成４年３月 富山県林政課
木材製品工業 11193104 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成５年３月 富山県林政課
木材製品工業 11237709 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成６年３月 富山県林政課
木材製品工業 11338000 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成８年３月 富山県林政課
木材製品工業 11415107 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成９年３月 富山県林政課
木材製品工業 11454601 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１０年３月 富山県林政課
木材製品工業 11526803 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１１年３月 富山県林政課
木材製品工業 11627203 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１２年３月 富山県林政課
木材製品工業 11677802 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１３年３月 富山県林政課
木材製品工業 12216734 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１４年３月 富山県林政課
木材製品工業 12338825 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１７年３月 富山県林政課
木材製品工業 12342129 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成１９年３月 富山県森林政策課
木材製品工業 12344413 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２０年３月 富山県森林政策課
木材製品工業 12395699 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２０年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12396023 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２１年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12421282 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２２年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12426652 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２３年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12427246 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２４年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12427932 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２５年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12427949 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２６年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12429998 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２７年版 富山県森林政策課
木材製品工業 12430604 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２８年版 富山県森林政策課
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木材製品工業 12430956 貸出可 木材需給と木材工業の動向　平成２９年版 富山県森林政策課
化学医薬品工業 12223275 貸出可 とやまのくすりアラカルト 富山県薬業連合会 富山県薬業連合会
化学医薬品工業 11615002 貸出可 医薬品等製造・輸入販売業者名簿　平成１２年 富山県厚生部薬業振興課

化学医薬品工業 11574903 貸出可 新製品・新技術 発表会（資料） 富山県プラスチック工業会

化学医薬品工業 12219513 貸出可 富山県薬事研究所　創立５０周年記念誌 富山県薬事研究所 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 11698500 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１２年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12218905 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１３年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12223978 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１４年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12331390 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１５年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12339129 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１６年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12341290 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１７年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12343553 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１８年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12345038 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成１９年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12345793 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２０年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12346691 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２１年度 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12394470 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２２年度(No.38) 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12396115 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２３年度(No.39) 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12421404 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２４年度(No.40) 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12427024 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２５年度(No.41) 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12427345 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２６年度(No.42) 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12427918 貸出可 富山県薬事研究所年報　平成２７年度(No.43) 富山県薬事研究所
化学医薬品工業 12430963 貸出可 富山県薬事総合研究開発センター年報　平成３０年度(No.46) 富山県薬事総合研究開発センター

化学医薬品工業 11684206 貸出可 富山伝統医学研究　第２巻 国際伝統医学センター 国際伝統医学センター
化学医薬品工業 12221981 貸出可 富山伝統医学研究　第４巻 国際伝統医学センター 国際伝統医学センター

化学医薬品工業 12432318 貸出可 北陸ライフサイエンスクラスター事業報告書 北陸産業活性化センター北陸ライフサイエンスクラスター推進室

プラスチック製品工業 11129707 貸出可 富山県プラスチック業構造改善診断報告書　平成３年度 富山県商工労働部商業振興課

非鉄金属工業 11135104 貸出可 高岡地場産業の動向 富山県産業情報センター

非鉄金属工業 11493709 貸出可 高岡銅合金鋳物の鋳造技術調査報告書（高岡銅器データベース鋳造技術編） 高岡地域地場産業センター 高岡地域地場産業センター

一般機械工業 11012900 貸出可 高岡機械工業（協）産地診断報告書 富山県商工労働部経営指導課

一般機械工業 11200307 貸出可 富山市機械工業産地診断報告書　平成４年度 富山県商工労働部商業振興課

商業・サービス産業 10978900 貸出可 クリエイティブ・マートとやま 富山県商工労働部経営指導課

商業・サービス産業 11022305 貸出可 とやま商人道フォーラム 富山県商工労働部経営指導課

商業・サービス産業 10927809 貸出可 街は劇場、通りは舞台　昭和６０年度中央通り商店街活性化モデル事業報告書 中央通商栄会
商業・サービス産業 11412106 貸出可 事業所サービス業の事業展開に関する調査報告書 富山県産業情報センター

商業・サービス産業 11703006 貸出可 匠の商人列伝　芝寿し梶谷忠司　落ちこぼれ創造と挑戦で人生を泳ぐ 桑原聡子 オフィス２０２０
商業・サービス産業 11022602 貸出可 商業・サービス業組織化推進事業実施報告書　平成元年度 富山県中小企業団体中央会

商業・サービス産業 11378907 貸出可 富山県の商業空間 富山県産業情報センター

商業・サービス産業 11631606 貸出可 富山県主要店舗調査報告書 富山県小売商業支援センター 富山県産業情報センター

卸売業・小売業 11145608 貸出可 ショッピングカードに関する消費者の意識調査報告書 富山県産業情報センター

卸売業・小売業 12222643 貸出可 高岡地域中小商業影響調査 高岡商工会議所他 高岡商工会議所他
卸売業・小売業 11692706 貸出可 商店街実態調査　商店経営基本調査報告書　平成１３年 富山県商工会議所連合会 富山県商工会議所連合会

卸売業・小売業 11467403 貸出可 商店街実態調査報告書　平成１０年３月 富山県商工会議所連合会 富山県商工会議所連合会

卸売業・小売業 11278009 貸出可 商店街振興組合ガイドブック　平成７年３月 富山県商店街振興組合連合会

卸売業・小売業 11200406 貸出可 商店街等通行量実態調査報告書　平成５年３月 富山商工会議所
卸売業・小売業 11341901 貸出可 商店街等通行量実態調査報告書　平成８年３月 富山県商工会連合会
卸売業・小売業 11521204 貸出可 商店街等通行量実態調査報告書　平成１１年３月 富山県商工会議所連合会 富山県商工会議所連合会

卸売業・小売業 11467502 貸出可 商店経営基本調査報告書　平成１０年３月 富山県商工会議所連合会 富山県商工会議所連合会

卸売業・小売業 10978603 貸出可 小売業解体新書 富山県経営指導課
卸売業・小売業 11675204 貸出可 小売店経営に活かすパソコン 富山県小売商業支援センター 富山県産業情報センター

卸売業・小売業 11675402 貸出可 小売店舗活性化のポイント 富山県小売商業支援センター 富山県産業情報センター

卸売業・小売業 11630609 貸出可 消費者の店舗選択調査報告書 富山県小売商業支援センター 富山県産業情報センター

卸売業・小売業 11628705 貸出可 大規模小売店の概要　平成１２年 富山県商工労働部商業振興課

卸売業・小売業 11278207 貸出可 通行量調査結果報告書　平成６年 富山市商工会連絡協議会

卸売業・小売業 11280200 貸出可 富山のセールスマンシップ 遠藤和子 サイマル出版会
卸売業・小売業 11200604 貸出可 富山県の鮨業　平成４年度 富山県商工労働部商業振興課

卸売業・小売業 11412007 貸出可 富山県主要店舗調査報告書　平成９年３月 富山県産業情報センター

金融業・保険業 11434702 貸出可 富山県中小企業金融実態調査　平成９年 富山県商工会連合会 富山県商工会連合会
金融業・保険業 11493907 貸出可 富山県中小企業金融実態調査　平成１０年 富山県商工会連合会 富山県商工会連合会
金融業・保険業 11586708 貸出可 富山県中小企業金融実態調査　平成１１年 富山県商工会連合会
金融業・保険業 11649601 貸出可 富山県中小企業金融実態調査　平成１２年 富山県商工会連合会
運輸業・通信業 11701101 貸出可 富山ビジネスインキュベーション構想調査報告書 富山県総合情報センター 富山県総合情報センター

サービス業 11630906 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１０年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
サービス業 11671909 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１１年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
サービス業 11739203 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１２年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

サービス業 12220113 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１３年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

サービス業 12225422 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１４年 富山県 経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

サービス業 12331871 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１５年 富山県 経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

サービス業 12339778 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１６年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

サービス業 12342266 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１７年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
サービス業 12344291 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１８年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

サービス業 12345212 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成１９年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

サービス業 12346158 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成２０年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

サービス業 12391905 貸出禁止 特定サービス産業実態調査報告書　平成２１年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

サービス業 11078708 貸出可 富山県の公衆浴場業（銭湯）　平成３年２月 富山県商工労働部経営指導課

レジャー産業 12430833 貸出可 モノづくり県富山を紹介　富山産業観光図鑑　２０１９ 富山県広域産業観光推進委員会/富山県商工会議所連合会

レジャー産業 11462200 貸出可 朝日町宮崎・境地区の民宿・旅館業　平成８年度 富山県商工労働部 富山県商工労働部
レジャー産業 11384106 貸出禁止 富山県観光客入込数調 富山県商工労働部観光通商課

情報産業 11424901 貸出可 インターネットユーザ意識調査 調査報告書 富山県総合情報センター 富山県総合情報センター

情報産業 11122500 貸出可 商店街の情報化の現状と方策　商店街のカード戦略　平成４年２月 富山県産業情報センター

情報産業 12330683 貸出可 中小企業のためのＩＴ活用マニュアル 富山県新世紀産業機構

情報産業 12216697 貸出可 富山県ＩＴ（情報技術）利用状況調査結果　平成１３年１０月 富山県経営企画部統計調査課

情報産業 11497103 貸出可 富山県高度情報ネットワーク懇話会最終報告案　平成１０年３月 富山県高度情報ネットワーク懇話会 富山県高度情報ネットワーク懇話会

新産業・新技術 12431748 貸出可 とやまナノテククラスター５年間のあゆみ　ナノファイバー技術の県内企業への展開 富山県新世紀産業機構、とやまナノテクコネクト推進協議会 富山県新世紀産業機構

新産業・新技術 12431755 貸出可 若い研究者を育てる会３０年のあゆみ 若い研究者を育てる会 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431762 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成１９年度（第２１回） 富山県工業技術センター 若い研究者を育てる会

新産業・新技術 12431779 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２２年度（第２４回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431786 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２３年度（第２５回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431793 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２４年度（第２６回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会

新産業・新技術 12431809 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２５年度（第２７回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431816 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２６年度（第２８回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431823 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２７年度（第２９回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431830 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２８年度（第３０回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 12431847 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成２９年度（第３１回） 富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会

新産業・新技術 12431854 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　平成３０年度（第３２回） 富山県産業技術研究開発センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会

新産業・新技術 12431861 貸出可 若い研究者を育てる会研究発表会　研究論文集　令和元年度（第３３回） 富山県産業技術研究開発センター、富山県新世紀産業機構 若い研究者を育てる会
新産業・新技術 11636205 貸出可 新事業創出促進に係る基礎調査報告書　平成１２年３月 富山県中小企業団体中央会

新産業・新技術 12431731 貸出可 富山のナノ・マイクロ技術　Ｎａｎｏ＆Ｍｉｃｒｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｉｎ　ＴＯＹＡＭＡ 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

新産業・新技術 11618409 貸出可 富山の技術１００選 富山技術開発財団
新産業・新技術 11630708 貸出可 富山県における技術移転強化調査報告書 富山技術開発財団
新産業・新技術 11643203 貸出可 富山県自社製品（部品）・開発技術ガイドブック　平成１２年度 富山県中小企業振興財団

新産業・新技術 11732709 貸出可 富山県自社製品（部品）・開発技術ガイドブック　平成１３年版 富山県新世紀産業機構　取引振興課 富山県新世紀産業機構

新産業・新技術 12218912 貸出可 富山県自社製品（部品）・開発技術ガイドブック　平成１４年版 富山県新世紀産業機構　取引振興課 富山県新世紀産業機構

社会 11364603 貸出可 ＶＩＳＩＯＮ２００Ｘ　想像から創造へ 日本青年会議所
社会 10545508 貸出可 魚津だより 池田弥三郎 毎日新聞社
社会 10545201 貸出可 郷土史事典　富山県 広瀬誠 昌平社
社会 11289609 貸出可 県政世論調査報告書　平成６年度 スカイインテック
社会 11615309 貸出可 職業安定業務年報　平成１０年度 富山県商工労働部職業安定課

社会 10544907 貸出可 富山県の歴史　越中の街道と石仏 塩照夫 北国出版社
社会 10545607 貸出可 北陸を語る 池田弥三郎 読売新聞北陸支社
経済 11474302 貸出禁止 金沢国税局統計書　平成８年度 金沢国税局 金沢国税局
経済 11527602 貸出禁止 金沢国税局統計書　平成９年度 金沢国税局 金沢国税局
経済 11633808 貸出禁止 金沢国税局統計書　平成１０年度 金沢国税局 金沢国税局
経済 11691808 貸出禁止 金沢国税局統計書　平成１１年度 金沢国税局 金沢国税局
経済 12221172 貸出可 経済指標のかんどころ　２００２年 富山県統計調査課 富山県統計協会
経済 12431045 貸出禁止 経済用語解説集「教えて！富山けいざい」 北陸経済研究所
経済 12348992 貸出可 知的財産マネジメント事例集　中部地域中小企業 経済産業省中部経済産業局

経済 12342884 貸出可 地域経済産業調査報告（第２０回）【中部版　東海地域・北陸地域】 経済産業省中部経済産業局

経済 12216789 貸出可 富山・韓国・ロシアの産業及び経済交流の可能性研究調査報告書 富山国際大学地域学部地域研究交流センター

経済 11472308 貸出可 富山経済同友会「提言」 平成１０年３月　経営が変わる／豊かさの表現を！！ 富山経済同友会 富山経済同友会
経済 11517603 貸出可 富山経済同友会「提言」 平成１１年３月　富山の空港問題を考える／厨芥類（生ごみ）の資源循環 富山経済同友会 富山経済同友会
経済 12346530 貸出可 富山県産業連関表　平成１７年 富山県経営管理部統計調査課 富山県
経済 12427628 貸出可 富山県産業連関表　平成２３年 富山県経営管理部統計調査課 富山県
経済 12221127 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１２年度 富山県経営企画部統計調査課 富山県
経済 12225408 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１３年度 富山県経営企画部統計調査課 富山県
経済 12333950 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１４年度 富山県経営企画部統計調査課 富山県
経済 12339563 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１５年度 富山県経営企画部統計調査課 富山県
経済 12342365 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１６年度 富山県経営企画部統計調査課 富山県
経済 12344420 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１７年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12345250 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１８年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12346110 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成１９年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12348336 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２０年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12395736 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２１年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12396757 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２２年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12426553 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２３年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12427147 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２４年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12427581 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２５年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12429318 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２６年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12430123 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２７年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課
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経済 12430949 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２８年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 12431649 貸出禁止 富山県民経済計算報告書　平成２９年度 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

経済 11374503 貸出禁止 富山県民経済計算報告書（県民所得統計報告書）平成６年度 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
経済 11447207 貸出禁止 富山県民経済計算報告書（県民所得統計報告書）平成７年度 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
経済 11513704 貸出禁止 富山県民経済計算報告書（県民所得統計報告書）平成８年度 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
経済 11601807 貸出禁止 富山県民経済計算報告書（県民所得統計報告書）平成９年度 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
経済 11671701 貸出禁止 富山県民経済計算報告書（県民所得統計報告書）平成１０年度 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
経済 11712503 貸出禁止 富山県民経済計算報告書（県民所得統計報告書）平成１１年度 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

経済 11317807 貸出禁止 富山県民所得報告書　平成５年度 富山県
経済 11596301 貸出可 北陸経済レビュー　１９９９年１１月 北陸電力経営企画部 北陸電力
経済 11652700 貸出可 北陸経済レビュー　２０００年１１月 北陸電力経営企画部 北陸電力
経済 11700203 貸出可 北陸経済レビュー　２００１年度版 北陸電力経営企画部 北陸電力
経済 12218530 貸出可 北陸経済レビュー　２００２年度版 北陸電力経営企画部 北陸電力
経済 12222902 貸出可 北陸経済レビュー　２００３年度版 北陸電力経営企画部 北陸電力　
経済 12341399 貸出可 北陸経済レビュー　２００６年度版 北陸電力経営企画部 北陸電力
経済 12432172 貸出可 北陸経済レビュー　２０１０年度版 北陸電力経営企画部 北陸電力
経済 11438205 貸出禁止 北陸経済統計年報　平成９年版 大蔵省北陸財務局理財部経済調査課 大蔵省北陸財務局
経済 11500100 貸出禁止 北陸経済統計年報　平成１０年版 大蔵省北陸財務局理財部経済調査課 大蔵省北陸財務局
経済 11589501 貸出禁止 北陸経済統計年報　平成１１年版 大蔵省北陸財務局理財部経済調査課 大蔵省北陸財務局
経済 11670902 貸出禁止 北陸経済統計年報　平成１２年版 財務省北陸財務局理財部経済調査課 財務省北陸財務局
経済 11735304 貸出禁止 北陸経済統計年報　平成１３年版 財務省北陸財務局経済調査課 財務省北陸財務局
経済 12217465 貸出禁止 北陸経済統計年報　平成１４年版 財務省北陸財務局経済調査課 財務省北陸財務局
住民 11261407 貸出可 家計調査報告書　富山市の家計　平成５年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
住民 11307808 貸出可 家計調査報告書　富山市の家計　平成６年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
住民 11430209 貸出可 家計調査報告書　富山市の家計　平成８年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
住民 11497202 貸出可 家計調査報告書　富山市の家計　平成９年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
住民 11278603 貸出可 学生の消費動向調査結果　１９９４年版 富山市、富山商工会議所

住民 11517207 貸出可 既婚男性サラリーマンの消費・生活意識調査　平成１０年度 富山市、富山商工会議所

住民 12421268 貸出可 高齢福祉対策関係資料　平成２５年３月 富山県
住民 12392025 貸出可 若手ビジネスマンの消費動向調査結果　平成２２年度消費動向調査 富山商工会議所 富山商工会議所
住民 11219101 貸出可 消費購買動向調査報告書　平成５年度 富山市、富山商工会議所

住民 12221943 貸出可 消費購買動向調査報告書　平成１４年度 富山市、富山商工会議所

住民 12217434 貸出可 消費生活センターのしごと　平成１４年 富山県消費生活センター

住民 12222360 貸出可 消費生活センターのしごと　平成１５年 富山県消費生活センター

住民 12226641 貸出可 消費生活センターのしごと　平成１６年 富山県消費生活センター

住民 11278702 貸出可 消費動向調査報告書　平成７年２月 富山市商工会連絡協議会

住民 11407607 貸出可 消費動向調査報告書　平成８年度 富山県産業情報センター

住民 11680505 貸出可 消費動向調査報告書　平成１１年度 富山県商工会議所連合会、商工会連合会

住民 11333807 貸出可 全国消費実態調査報告書　平成６年 富山県企画部統計課
住民 12222636 貸出可 婦中町消費動向調査報告書　平成１３年８月 婦中町商工会 婦中町商工会
住民 11250708 貸出可 富山の個人消費の特徴 日本開発銀行富山事務所

住民 10745908 貸出可 富山県消費者物価報告書　昭和５８年 富山県
住民 10746004 貸出可 富山県消費者物価報告書　昭和５９年 富山県
住民 11022503 貸出可 富山県消費者物価報告書　平成元年 富山県
住民 11401506 貸出可 富山県消費者物価報告書　平成２年 富山県
住民 11198604 貸出可 富山県消費者物価報告書　平成３年 富山県
住民 11198703 貸出可 富山県消費者物価報告書　平成４年 富山県
住民 12345489 貸出可 富山市　お買物アンケート調査報告書（消費購買動向調査報告書）　平成２０年度 富山市、富山市・商工会議所商工会連携強化懇話会

地域 12348985 貸出可 「地域力分析に基づく北陸地域の成長戦略」に関する調査報告書 北陸経済連合会
地域 11467007 貸出可 「地方・都市交流推進事業」報告書　平成９年度 福野町商工会 福野町商工会
地域 12429530 貸出禁止 １０年後も輝く成長企業　近畿北陸版・北陸版 東京商工リサーチ富山支店 東京商工リサーチ富山支店

地域 11471202 貸出可 ２１世紀の富山の都市を考える 日本開発銀行富山事務所 日本開発銀行富山事務所

地域 10819906 貸出可 イラストでつづる富山売薬の歴史 薬日新聞社
地域 12217847 貸出可 とやま土木物語 白井芳樹 富山新聞社
地域 11413004 貸出禁止 にっぽん再発見１６　富山県 同朋舎
地域 11413103 貸出禁止 にっぽん再発見１７　石川県 同朋舎
地域 11413202 貸出禁止 にっぽん再発見１８　福井県 同朋舎
地域 12223244 貸出可 ひと・まち・まつり　大道芸パワーで元気がよみがえる 野尻博 評言社
地域 11696605 貸出可 ふるさと　富山歴史館 富山新聞社
地域 11300007 貸出禁止 一般交通量調査箇所別集計表　平成２年度 富山県土木部
地域 11351009 貸出禁止 一般交通量調査箇所別集計表　平成６年度 石川県土木部
地域 11338604 貸出禁止 一般交通量調査箇所別集計表　平成６年度 富山県土木部道路課
地域 12331833 貸出禁止 一般交通量調査箇所別集計表　平成９年度 富山県土木部道路課
地域 12219087 貸出禁止 一般交通量調査箇所別集計表　平成１１年度 富山県土木部道路課
地域 11743408 貸出可 怪物くんの元気とやま 富山県経営企画部総合政策課 富山県
地域 11591207 貸出可 環日本海、その新たな潮流 富山学研究グループ 北日本新聞社
地域 12347018 貸出禁止 工場ガイド　北陸＜富山県／石川県／福井県＞　第３版 データフォーラム
地域 11635505 貸出可 高岡ＴＭＯ構想策定事業報告書　平成１１年度 高岡商工会議所
地域 12391837 貸出可 高岡市産業振興ビジョン　人、物、情報の交流拠点都市をめざして 高岡市産業振興部産業企画課
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地域 11429401 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成８年 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 11487807 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成９年 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 11650904 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成１１年版 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 11710004 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成１２年版 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 12221202 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成１３年版 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 12224135 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成１４年版 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 12391981 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成１５年版 高岡市商工労働部中小企業課 高岡市商工労働部中小企業課

地域 12338115 貸出可 高岡特産産業のうごき　平成１６年度版 高岡市産業振興部工業振興課 高岡市産業振興部工業振興課

地域 10748107 貸出可 庄川挽物木地 庄川木工協同組合
地域 11069508 貸出禁止 全国道路交通情勢調査　一般交通量調査　昭和６３年度 富山県土木部
地域 11138204 貸出可 第２次細入村総合計画　高度な創造的カントリーライフをめざして 富山県細入村
地域 11517306 貸出可 中心市街地活性化に関する調査報告書　平成１０年度 富山商工会議所 富山商工会議所
地域 10749203 貸出可 伝統工芸高岡漆器 日本漆工協会
地域 12432189 貸出禁止 東海地震時における北陸地域の道路の物流代替補完機能に関する調査　平成２３年度 北陸経済連合会、北陸電力

地域 12222674 貸出可 東海北陸自動車道開通後の北陸の人・物流の影響波及調査 北陸経済連合会 北陸経済連合会
地域 12222667 貸出可 東海北陸自動車道開通後の北陸の人・物流の影響波及調査　資料編 北陸経済連合会 北陸経済連合会
地域 12429493 貸出可 富山県における農商工連携の取り組みについて　平成２８年度 富山県中小企業団体中央会

地域 12348442 貸出禁止 平成２２年度報告　地域連携推進機構　産学連携部門 国立大学法人　富山大学

地域 11694908 貸出可 変わろう、頑張る中小企業と活力ある地域のために 新湊商工会議所
地域 11359104 貸出禁止 歩行者通行量調査結果（富山市） 平成８年度 富山市
地域 11441502 貸出禁止 歩行者通行量調査結果（富山市） 平成９年度 富山市、富山商工会議所

地域 11497400 貸出禁止 歩行者通行量調査結果（富山市） 平成１０年度 富山市、富山商工会議所

地域 12334506 貸出禁止 歩行者通行量調査結果（富山市） 平成１６年度 富山市、富山商工会議所

地域 12341023 貸出禁止 歩行者通行量調査結果（富山市） 平成１８年度 富山市、富山商工会議所

地域 11435808 貸出可 北経連の現況　平成９年１１月 北陸経済連合会 北陸経済連合会
地域 12217984 貸出可 北経連の現況　平成１４年９月 北陸経済連合会 北陸経済連合会
地域 12222728 貸出可 北経連の現況　平成１５年９月 北陸経済連合会 北陸経済連合会
地域 11465003 貸出可 北陸の河川 北陸電力 橋本確文堂
地域 11465102 貸出可 北陸の湖沼 北陸電力 橋本確文堂
地域 11674405 貸出可 北陸の工場適地 北陸電力
地域 11464907 貸出可 北陸の名水 北陸電力 シー・エー・ピー
地域 11586005 貸出可 北陸地域における空港の国際化 北陸経済連合会、日本開発銀行、北陸電力 北陸経済連合会
市場 11649502 貸出可 市場ニーズ調査事業　アンケート調査報告書 富山県中小企業団体中央会

市場 11441601 貸出可 富山市中小企業の物流に関するアンケート調査結果　平成９年１２月 富山商工会議所 富山商工会議所
労務 12344109 貸出可 企業における雇用動向調査報告書　平成２０年 富山県地域労使就職支援機構 富山県地域労使就職支援機構

労務 11697107 貸出可 業務概況　平成１３年 富山労働局
労務 12218042 貸出可 業務概況　平成１４年 富山労働局
労務 12222858 貸出可 業務概況　平成１５年 富山労働局
労務 12328048 貸出可 業務概況　平成１６年 富山労働局
労務 12337781 貸出可 業務概況　平成１７年 富山労働局
労務 12340880 貸出可 業務概況　平成１８年 富山労働局
労務 12343447 貸出可 業務概況　平成１９年 富山労働局
労務 12344932 貸出可 業務概況　平成２０年 富山労働局
労務 12345717 貸出可 業務概況　平成２１年 富山労働局
労務 11697008 貸出可 業務概況（資料編）　平成１２年度 富山労働局職業安定部

労務 12218035 貸出可 業務概況（資料編）　平成１３年度 富山労働局職業安定部

労務 12222865 貸出可 業務概況（資料編）　平成１４年度 富山労働局職業安定部

労務 12328055 貸出可 業務概況（資料編）　平成１５年度 富山労働局職業安定部

労務 12337798 貸出可 業務概況（資料編）　平成１６年度 富山労働局職業安定部

労務 12340897 貸出可 業務概況（資料編）　平成１７年度 富山労働局職業安定部

労務 12343454 貸出可 業務概況（資料編）　平成１８年度 富山労働局職業安定部

労務 12344949 貸出可 業務概況（資料編）　平成１９年度 富山労働局職業安定部

労務 12345724 貸出可 業務概況（資料編）　平成２０年度 富山労働局職業安定部

労務 12225835 貸出可 元気な働き方！～必読！学生のための就職ナビ～ 富山労働局、富山県新世紀産業機構

労務 10760505 貸出可 初任給及び賃金改定状況調査　昭和６０年度 富山商工会議所
労務 11650805 貸出禁止 職業安定業務統計　平成１１年度 富山労働局職業安定部

労務 11364702 貸出可 職業能力開発ニーズに関する調査報告書 富山県プラスチック工業会

労務 12431595 貸出禁止 新入社員のためのココロのトリセツ 富山県厚生部健康課
労務 11328308 貸出可 短時間労働者雇用管理改善事業実施報告書　平成７年度 富山県商工会製造業短時間労働者雇用改善協

労務 10868201 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　昭和６１年 富山県総務部統計課人口労働係 富山県
労務 10927205 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　昭和６２年 富山県総務部統計課人口労働係 富山県
労務 11242307 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　平成５年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 11289708 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　平成６年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 11348207 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　平成７年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 11437000 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　平成８年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 11484509 貸出禁止 賃金・労働時間・雇用の動き　平成９年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 10896402 貸出可 富山の退職金　昭和６１年度 富山商工会議所
労務 11121008 貸出可 富山の退職金　平成元年度 富山商工会議所
労務 11170808 貸出可 富山の退職金　平成４年度 富山商工会議所
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
労務 11317302 貸出可 富山の退職金　平成７年度 富山商工会議所
労務 11512004 貸出可 富山の退職金　平成１０年度 富山商工会議所
労務 12225767 貸出可 富山の退職金　平成１４年度 富山商工会議所
労務 10915301 貸出可 富山の賃金指標　昭和６１年度 富山商工会議所
労務 10940006 貸出可 富山の賃金指標　昭和６２年度 富山商工会議所
労務 11265702 貸出可 富山の賃金指標　平成６年度 富山商工会議所
労務 11311607 貸出可 富山の賃金指標　平成７年度 富山商工会議所
労務 11368700 貸出可 富山の賃金指標　平成８年度 富山商工会議所
労務 11444206 貸出可 富山の賃金指標　平成９年度 富山商工会議所
労務 11501503 貸出可 富山の賃金指標　平成１０年度 富山商工会議所
労務 11590804 貸出可 富山の賃金指標　平成１１年度 富山商工会議所
労務 11656708 貸出可 富山の賃金指標　平成１２年度 富山商工会議所
労務 11703105 貸出可 富山の賃金指標　平成１３年度 富山商工会議所
労務 12219551 貸出可 富山の賃金指標　平成１４年度 富山商工会議所
労務 12331451 貸出可 富山の賃金指標　平成１６年度 富山商工会議所
労務 11462101 貸出可 富山県における雇用安定・創出に関する調査報告書　平成９年３月 富山県雇用安定・創出対策協議会 富山県雇用安定・創出対策協議会

労務 12218097 貸出可 富山県における中小企業の労働事情　平成１４年度 富山県中小企業団体中央会

労務 11580300 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１０年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 11644408 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１１年 富山県企画部統計課人口労働係 富山県
労務 11739005 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１２年 富山県経営企画部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12217861 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１３年 富山県経営企画部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12225811 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１４年 富山県経営企画部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12340101 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１６年 富山県経営企画部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12342235 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１７年 富山県経営企画部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12343782 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１８年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12345113 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成１９年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12345809 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２０年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12347094 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２１年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12395774 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２２年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12396696 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２３年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12426515 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２４年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12427123 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２５年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12427635 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２６年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12429363 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２７年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12430109 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２８年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12430772 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成２９年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12431625 貸出禁止 富山県の賃金・労働時間・雇用の動き　平成３０年 富山県経営管理部統計調査課人口労働係 富山県
労務 12341986 貸出可 富山県女性の就労意識調査報告書　平成１９年２月 グループフィリア jobサポートとやま富山県地域労使就職支援機構

労務 11328407 貸出可 労働時間短縮実施報告書　平成７年度 富山県商工会連合会
労務 12223794 貸出可 労働力の雇用動向調査結果報告書（概要・要約）　平成１５年 富山県地域労使就職支援機構 富山県地域労使就職支援機構

外国 11631705 貸出可 ＮＥＡＲ２１ 北東アジア経済交流ＥＸＰＯ報告書 富山県商工労働部観光通商課

外国 11628309 貸出可 ＴＯＹＡＭＡ ＴＲＡＤＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲＹ ２０００（富山県貿易関係企業名簿） 富山県商工労働部観光通商課

外国 12342518 貸出可 ＴＯＹＡＭＡ ＴＲＡＤＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲＹ ２００５（富山県貿易関係企業名簿） 富山県商工労働部立地通商課

外国 12432011 貸出可 アジア経済ジャーナル　２０１９．３（No.99） 富山県新世紀産業機構　アジア経済交流センター 富山県新世紀産業機構　アジア経済交流センター

外国 12432028 貸出可 アジア経済ジャーナル　２０２０．３（No.100） 富山県新世紀産業機構　アジア経済交流センター 富山県新世紀産業機構　アジア経済交流センター

外国 11302506 貸出可 アメリカ産業視察報告書 富山技術交流クラブ
外国 11433705 貸出可 ロシア極東の林業・木材産業の現状 日本貿易振興会 富山県
外国 11433903 貸出可 環日本海沿岸地域 科学技術・産業調査研究報告書（ロシア沿海地方編・１９９６年度） 富山国際大学東アジア研究グループ 富山国際大学東アジア研究グループ

外国 11434009 貸出可 環日本海沿岸地域 科学技術・産業調査研究報告文献・資料集（ロシア沿岸地方編・１９９６年度） 富山国際大学東アジア研究グループ 富山国際大学東アジア研究グループ

外国 12431922 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１３．３（No.90） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター、日本貿易振興機構（ジェトロ富山） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター、日本貿易振興機構（ジェトロ富山）

外国 12431939 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１３．１０（No.91） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター、日本貿易振興機構（ジェトロ富山） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター、日本貿易振興機構（ジェトロ富山）

外国 12431946 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１４．３（No.92） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12431953 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１４．９（No.93） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12431960 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１５．３（No.94） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12431977 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１５．９（No.95） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12431984 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１６．３（No.96） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12431991 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１７．３（No.97） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12432004 貸出可 環日本海経済ジャーナル　２０１８．３（No.98） 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター 富山県新世紀産業機構　環日本海経済交流センター

外国 12216932 貸出可 環日本海圏における経済・文化交流と歴史的環境 金沢経済大学経済研究所

外国 11433804 貸出可 韓国の最近の貿易・投資関連資料集 日本貿易振興会 富山県
外国 11371304 貸出可 国際交流　中国への道 富山県商工会連合会
外国 11433606 貸出可 中国の労務管理 日本貿易振興会 富山県
外国 11433507 貸出可 富山県の貿易実態調査　１９９５年版 富山県、ジェトロ富山貿易情報センター 富山県、ジェトロ富山貿易情報センター

外国 11484301 貸出可 富山県の貿易実態調査　１９９６年版 富山県、ジェトロ富山貿易情報センター 富山県、ジェトロ富山貿易情報センター

技術・生産 11328001 貸出可 研究開発報告　第１号 北陸電力地域総合研究所 北陸電力地域総合研究所

技術・生産 11373407 貸出可 研究開発報告　第２号 北陸電力地域総合研究所 北陸電力地域総合研究所

技術・生産 11434504 貸出可 研究開発報告　第３号 北陸電力地域総合研究所 北陸電力地域総合研究所

技術・生産 11491507 貸出可 研究開発報告　第４号 北陸電力地域総合研究所 北陸電力地域総合研究所

技術・生産 11588108 貸出可 研究開発報告　第５号 北陸電力地域総合研究所 北陸電力地域総合研究所
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技術・生産 11502708 貸出可 県内製造業の生産技術に関する調査報告書～匠の技術を中心として～ 富山県産業情報センター 富山県産業情報センター

技術・生産 12341641 貸出可 先端科学技術研究調査センター年報　平成１７年度 北陸先端科学技術大学院大学 北陸先端科学技術大学院大学

技術・生産 12395033 貸出可 先端科学技術研究調査センター年報　平成２２年度 北陸先端科学技術大学院大学 北陸先端科学技術大学院大学

技術・生産 11638001 貸出可 地方における生活関連産業の動向と今後の展開に関する調査研究 富山技術開発財団 機械振興協会経済研究所

技術・生産 11657705 貸出可 富山県技術・市場交流プラザ「とやまテクノプラザ」活動報告書 富山技術開発財団 富山県
技術・生産 12329656 貸出可 富山県立大学環日本海機能水バイオ研究会　論文集 富山県立大学環日本海機能水バイオ研究会事務局

技術・生産 11581307 貸出可 北陸先端科学技術大学院大学 共同研究、技術相談のための「研究テーマ一覧」 先端科学技術研究調査センター 北陸先端科学技術大学院大学

環境 11405702 貸出可 フロン等実態調査報告書 富山県産業情報センター、とやま環境財団

環境 11405603 貸出可 環境と共生をめざして 富山県産業情報センター、とやま環境財団

環境 11405801 貸出可 環境に配慮した企業経営に関する調査報告書 富山県産業情報センター、とやま環境財団

環境 11469001 貸出可 環境マネジメント活動促進マニュアル　平成１０年３月 とやま環境財団 富山県生活環境部環境政策課

環境 11316909 貸出可 環境関係法規の手引　平成８年版 とやま環境財団
環境 11642305 貸出禁止 環境白書　平成１２年版 富山県
環境 11692300 貸出禁止 環境白書　平成１３年版 富山県 富山県
環境 12217618 貸出禁止 環境白書　平成1４年版 富山県
環境 11460008 貸出可 企業の産業廃棄物対応に関する調査報告書　平成１０年３月 富山県産業情報センター、とやま環境財団

環境 11517405 貸出可 産業廃棄物減量化・再生利用事例集　平成１０年度 富山県生活環境部環境政策課 富山県生活環境部環境政策課

環境 11349105 貸出可 産業廃棄物処理業許可業者名簿 富山県産業廃棄物処理業協会

環境 12225514 貸出可 循環資源活用懇談会報告書‐富山県における地域循環型社会の構築に向けて‐ 富山県・富山環境財団・循環資源活用懇談会

環境 11426301 貸出可 日本海シンポジウム「日本海の環境保全」報告書 北陸経済調査会 北陸経済調査会
環境 12220830 貸出可 日本海学の新世紀　循環する海と森 小泉格 角川書店
環境 12330676 貸出可 富山県内中小製造業・建設業のＩＳＯ認証取得に関する実態調査報告書 富山県新世紀産業機構

企業経営 11145509 貸出可 ＣＩ導入による企業の活性化実例調査報告書 富山県産業情報センター

企業経営 12430697 貸出可 ＹＫＫの流儀　世界のトップランナーであり続けるために 吉田忠裕 PHP研究所
企業経営 12223251 貸出可 県内プラスチック業界の労働実態調査報告書　平成１５年度 中小企業診断協会　富山県支部 中小企業診断協会富山県支部

企業経営 12220052 貸出可 県内資本小売業の現状と将来の課題報告書　平成１４年度 中小企業診断協会　富山県支部 中小企業診断協会富山県支部

企業経営 12341757 貸出可 県内中小企業の産学官連携の現状と課題に関する調査研究　平成１８年度 中小企業診断協会富山県支部

企業経営 12431175 貸出可 社員15倍！見学者300倍！踊る町工場　伝統産業とひとをつなぐ「能作」の秘密 能作克治 ダイヤモンド社
企業経営 12395880 貸出可 世界に響け　職人の心意気 谷端信夫 株式会社リックテレコム

企業経営 12328062 貸出可 生産現場改善の進め方　平成１６年１０月 富山県新世紀産業機構

企業経営 12224432 貸出可 石川県における消費者購買動向調査よりみた商業環境の変化に関する調査研究 中小企業診断協会　石川県支部 中小企業診断協会　石川県支部

企業経営 10342008 貸出可 善の巡環　世界のファスナ－王吉田忠雄伝 山岡荘八 千広企画隣人出版部
企業経営 11169604 貸出可 組合設立のてびき 富山県中小企業団体中央会

企業経営 12341825 貸出可 組合総点検アンケート調査報告書　平成１８年度 富山県中小企業団体中央会

企業経営 12219773 貸出可 大河ドラマ終了時の地域振興策報告書　平成１４年度 中小企業診断協会　石川県支部 中小企業診断協会　石川県支部

企業経営 12331376 貸出可 富山型デイサービス実態調査報告書　平成１６年度 中小企業診断協会富山県支部

企業経営 12339853 貸出可 富山工業高等専門学校を核とした地域企業の若手技術者への現場技術教育に関する調査報告書　平成１７年度「電源地域における雇用促進対策調査事業」 富山工業高等専門学校

中小企業近代化・高度化 11438304 貸出可 「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」に基づく事業計画の承認等に関する取扱要領 富山県商工企画課、中小企業課 富山県商工企画課、中小企業課

中小企業近代化・高度化 11498209 貸出可 サイバー・メッセの運営に関する調査研究報告書　平成９年度 エンジニアリング振興協会 エンジニアリング振興協会

中小企業近代化・高度化 11468103 貸出可 企業における社会貢献実態調査報告書　平成１０年３月 富山県産業情報センター 富山県産業情報センター

中小企業近代化・高度化 11482901 貸出可 高度技術に立脚した工業開発に関する計画＜富山地域＞ 平成１０年５月 富山県 富山県
中小企業近代化・高度化 11483007 貸出可 高度技術に立脚した工業開発に関する計画＜富山地域＞参考資料　平成１０年５月 富山県 富山県
中小企業近代化・高度化 11466901 貸出可 情報化モデル企業育成事業実施報告書　平成９年度 富山県産業情報センター 富山県産業情報センター

中小企業近代化・高度化 11525509 貸出可 情報化モデル企業育成事業実施報告書　平成１０年度 富山県産業情報センター 富山県産業情報センター

中小企業近代化・高度化 11498308 貸出可 地域高度技能活用推進事業に関する調査報告書　平成１０年１０月 中小企業診断協会富山県支部 富山県プラスチック工業会

中小企業近代化・高度化 11595700 貸出可 地域高度技能活用推進事業活動報告書（まとめ） 地域高度技能活用推進委員会 富山県プラスチック工業会

中小企業近代化・高度化 11466703 貸出可 地方における福祉機器の開発動向と今後の展望に関する調査研究　平成９年度 富山技術開発財団 機械振興協会経済研究所

中小企業近代化・高度化 11482802 貸出可 特定事業の集積の促進に関する計画＜富山地域＞参考資料　平成１０年５月 富山県 富山県
中小企業近代化・高度化 11482703 貸出可 特定事業の集積の促進に関する計画＜富山地域＞　平成１０年５月 富山県 富山県
中小企業近代化・高度化 11465904 貸出可 富山・高岡地域における環境関連機械業界の現状と今後の方向性に関する調査報告書 平成９年度 富山技術開発財団 富山技術開発財団
中小企業近代化・高度化 11466604 貸出可 富山県が目指す新技術・新産業創出のための技術ニーズ・シーズ調査報告書 平成９年度 富山技術開発財団 富山技術開発財団
中小企業近代化・高度化 11433408 貸出可 富山県ベンチャー企業等支援懇談会実施結果のとりまとめ 平成８年度 富山県商工労働部 富山県ベンチャー企業等支援懇談会

中小企業近代化・高度化 11466505 貸出可 富山県内産業のパテントマップと国内における成長産業の技術開発動向調査報告書 平成９年度 富山技術開発財団 富山技術開発財団
中小企業近代化・高度化 11465706 貸出可 富山地域におけるＮＣ工作機械業界の現状と今後の方向性に関する調査報告書 平成７年度 富山技術開発財団 富山技術開発財団
中小企業近代化・高度化 11465607 貸出可 富山地域における金型業界の現状と今後の方向性に関する調査報告書 平成６年度 富山技術開発財団 富山技術開発財団
中小企業近代化・高度化 11465805 貸出可 富山地域における工具業界の現状と今後の方向性に関する調査報告書 平成８年度 富山技術開発財団 富山技術開発財団
中小企業近代化・高度化 11426608 貸出可 北陸地域におけるサポーティング産業の振興に関する調査報告書 北陸経済連合会 北陸産業活性化センター

中小企業近代化・高度化 11426707 貸出可 北陸地域における創造的経済発展基盤の整備に関する調査報告書 北陸産業活性化センター 北陸産業活性化センター

中小企業施策 12432073 貸出禁止 ＴＯＮＩＯ　ＮＥＷＳ　創刊号（２００１）～ｖｏｌ．１９（２００６-４） 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12216673 貸出禁止 商工会白書　平成１３年度 富山県商工会連合会
中小企業施策 12221271 貸出禁止 商工会白書　平成１４年度 富山県商工会連合会
中小企業施策 12225989 貸出禁止 商工会白書　平成１５年度 富山県商工会連合会
中小企業施策 12334056 貸出禁止 商工会白書　平成１６年度 富山県商工会連合会
中小企業施策 11332206 貸出可 商工労働主要施策の概要　平成８年度 富山県商工労働部
中小企業施策 11515906 貸出可 商工労働主要施策の概要　平成１１年度 富山県商工労働部
中小企業施策 11630401 貸出可 商工労働主要施策の概要　平成１２年度 富山県商工労働部
中小企業施策 12340934 貸出可 信用保証の実務解説（解説編）　平成１８年９月 富山県信用保証協会 富山県信用保証協会
中小企業施策 12421367 貸出可 信用保証の実務解説（解説編）　平成２５年８月 富山県信用保証協会 富山県信用保証協会
中小企業施策 12340941 貸出可 信用保証の実務解説（様式編）　平成１８年９月 富山県信用保証協会 富山県信用保証協会
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
中小企業施策 12421374 貸出可 信用保証の実務解説（様式編）　平成２５年８月 富山県信用保証協会 富山県信用保証協会
中小企業施策 11488705 貸出可 地域人材育成推進計画（ものづくり産業の技能人材育成プラン）平成１０年３月 富山県 富山県
中小企業施策 11488804 貸出可 地域人材育成推進計画（資料編）平成１０年３月 富山県 富山県
中小企業施策 11643005 貸出可 中小企業支援施策ガイドブック　平成１２年度 富山県中小企業振興財団、富山県中小企業支援センター

中小企業施策 11688006 貸出可 中小企業支援施策ガイドブック　平成１３年度 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 11763604 貸出可 中小企業支援事例集　平成１４年 富山県中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430178 貸出可 中小企業支援事例集　平成１５年 富山県中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430185 貸出可 中小企業支援事例集　平成１６年 富山県中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430192 貸出可 中小企業支援事例集　平成１７年 富山県中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430208 貸出可 中小企業支援事例集　平成１８年 富山県中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430215 貸出可 中小企業支援事例集　平成１９年 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430222 貸出可 中小企業支援事例集　平成２０年（２００８） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430239 貸出可 中小企業支援事例集　２００９（平成２１年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430246 貸出可 中小企業支援事例集　２０１０（平成２２年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430253 貸出可 中小企業支援事例集　２０１１（平成２３年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430260 貸出可 中小企業支援事例集　２０１２（平成２４年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430277 貸出可 中小企業支援事例集　２０１３（平成２５年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430338 貸出可 中小企業支援事例集　２０１４（平成２６年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430345 貸出可 中小企業支援事例集　２０１５（平成２７年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430352 貸出可 中小企業支援事例集　２０１６（平成２８年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430369 貸出可 中小企業支援事例集　２０１７（平成２９年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430376 貸出可 中小企業支援事例集　２０１８（平成３０年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12430840 貸出可 中小企業支援事例集　２０１９（令和元年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 12431441 貸出可 中小企業支援事例集　２０２０（令和２年） 中小企業支援センター 富山県新世紀産業機構

中小企業施策 11681106 貸出禁止 富山県立試験研究機関利用ガイドブック　平成１３年３月 富山技術開発財団
政治・行政 11434900 貸出可 基盤的技術産業集積の活性化に関する計画＜富山・高岡地域＞ 富山県 富山県
政治・行政 11435006 貸出可 産業集積活性化制度のご案内 富山県商工労働部商工企画課 富山県商工労働部商工企画課

政治・行政 11615903 貸出禁止 新聞に見る２０世紀の富山（１）明治・大正・昭和初期 北日本新聞社
政治・行政 11590606 貸出禁止 新聞に見る２０世紀の富山（２）昭和中期 北日本新聞社
政治・行政 11649700 貸出禁止 新聞に見る２０世紀の富山（３）昭和後期・平成 北日本新聞社
政治・行政 11673903 貸出可 富山県の情報公開制度のあり方について 富山県情報公開制度懇話会

政治・行政 11520603 貸出可 富山県屋外広告物条例の手引　平成１１年４月 富山県土木部都市計画課 富山県土木部都市計画課

統計 11619406 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１１年度版 富山県統計課 富山県統計協会
統計 11744405 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１３年度版 富山県統計調査課 富山県統計協会
統計 12221226 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１４年度版 富山県統計調査課 富山県統計協会
統計 12225804 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１５年度版 富山県統計調査課 富山県統計協会
統計 12333974 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１６年度版 富山県統計調査課 富山県統計協会
統計 12339815 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１７年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12342372 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１８年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12344567 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成１９年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12345304 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２０年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12346226 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２１年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12348435 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２２年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12395811 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２３年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12419685 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２４年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12426607 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２５年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12427659 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２７年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12429394 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２８年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12430093 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成２９年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12430802 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　平成３０年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12431564 貸出禁止 １００の指標　統計からみた富山　令和元年度版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 11643104 貸出禁止 学校統計の概況　平成１２年度学校基本調査報告 富山県企画部統計課
統計 11698302 貸出禁止 学校統計の概況　平成１３年度学校基本調査報告 富山県経営企画部統計調査課

統計 12218721 貸出禁止 学校統計の概況　平成１４年度学校基本調査報告 富山県経営企画部統計調査課

統計 12222841 貸出禁止 学校統計の概況　平成１５年度学校基本調査報告 富山県経営企画部統計調査課

統計 12328024 貸出禁止 学校統計の概況　平成１６年度学校基本調査報告 富山県経営企画部統計調査課

統計 12338023 貸出禁止 学校統計の概況　平成１７年度学校基本調査報告 富山県経営企画部統計調査課

統計 12345762 貸出禁止 学校統計の概況　平成２１年度学校基本調査報告 富山県経営管理部統計調査課

統計 11385202 貸出禁止 工業統計調査結果速報 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計課
統計 11067207 貸出禁止 工業統計調査結果表　平成元年 富山県総務部統計課
統計 11156901 貸出禁止 工業統計調査結果表　平成３年 富山県総務部統計課
統計 11638100 貸出禁止 高岡市の商工業　平成１２年度 高岡市商工労働部中小企業課

統計 12217601 貸出禁止 高岡市の商工業　平成１４年度 高岡市商工労働部中小企業課

統計 12222322 貸出禁止 高岡市の商工業　平成１５年度 高岡市商工労働部中小企業課

統計 12325498 貸出禁止 高岡市の商工業　平成１６年度 高岡市商工労働部中小企業課

統計 12340774 貸出禁止 高岡市の商工業　平成１８年度 高岡市産業振興部工業振興課

統計 12343607 貸出禁止 高岡市の商工業　平成１９年度 高岡市産業振興部工業振興課

統計 12344901 貸出禁止 高岡市の商工業　平成２０年度 高岡市産業振興部工業振興課

統計 12345625 貸出禁止 高岡市の商工業　平成２１年度 高岡市産業振興部工業振興課
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
統計 11698906 貸出禁止 事業所・企業統計調査結果概要　富山県版　平成１１年版 富山県統計課 富山県統計課
統計 12221028 貸出禁止 事業所・企業統計調査結果概要　富山県版　平成１３年版 富山県経営企画部統計調査課 富山県
統計 12340576 貸出禁止 事業所・企業統計調査結果概要　富山県版　平成１６年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県
統計 11762102 貸出禁止 事業所・企業統計調査速報概要　富山県版　平成１３年版 富山県経営企画部統計調査課 富山県
統計 11694403 貸出禁止 事業所・企業統計調査報告　富山県　平成１１年 総務庁統計局 総務庁統計局
統計 11135500 貸出禁止 商業統計速報　平成３年 通商産業大臣官房調査統計部 通商産業調査会
統計 11446002 貸出禁止 商業統計調査結果速報　 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計課
統計 11497301 貸出可 東海北陸通産統計年報　平成１０年版 中部通商産業局 中部通商産業局
統計 11577607 貸出可 東海北陸通産統計年報　平成１１年版 中部通商産業局 中部通商産業局
統計 11360506 貸出可 統計　やまだ 山田村
統計 12432066 貸出可 富山コンベンションビューロー　設立２０周年記録誌　平成元年度～平成２０年度 富山コンベンションビューロー

統計 12346127 貸出禁止 富山県の工業　概要版　平成２０年（２００８年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12395705 貸出禁止 富山県の工業　概要版　平成２２年（２０１０年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12432035 貸出禁止 富山県の工業　概要版　平成２５年（２０１３年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12432059 貸出禁止 富山県の工業　概要版　平成２９年（２０１７年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12432042 貸出禁止 富山県の工業　概要版　平成３０年（２０１８年） 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 11208600 貸出禁止 富山県の工業　平成４年 富山県総務部統計課 富山県総務部統計課
統計 11351801 貸出禁止 富山県の工業　平成５年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11332305 貸出禁止 富山県の工業　平成６年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11407706 貸出禁止 富山県の工業　平成７年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11467106 貸出禁止 富山県の工業　平成８年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11519300 貸出禁止 富山県の工業　平成９年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11631507 貸出禁止 富山県の工業　平成１０年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11673408 貸出禁止 富山県の工業　平成１１年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11731900 貸出禁止 富山県の工業　平成１２年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12220816 貸出禁止 富山県の工業　平成１３年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12225217 貸出禁止 富山県の工業　平成１４年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12331970 貸出禁止 富山県の工業　平成１５年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12339921 貸出禁止 富山県の工業　平成１６年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12342457 貸出禁止 富山県の工業　平成１７年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12344529 貸出禁止 富山県の工業　平成１８年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12345243 貸出禁止 富山県の工業　平成１９年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 11297901 貸出禁止 富山県の商業　平成６年 富山県企画部統計課
統計 11478409 貸出禁止 富山県の商業　平成９年 富山県企画部統計課
統計 11670001 貸出禁止 富山県の商業　平成１１年 富山県企画部統計課
統計 12225538 貸出禁止 富山県の商業　平成１４年 富山県経営企画部統計調査課

統計 12339822 貸出禁止 富山県の商業　平成１６年 富山県経営企画部統計調査課

統計 12345137 貸出禁止 富山県の商業　平成１９年 富山県経営管理部統計調査課

統計 11170907 貸出禁止 富山県の商業（一般飲食店）平成４年１０月 富山県総務部統計課
統計 10978702 貸出禁止 富山県の商業指標　平成元年３月 富山県商工労働部経営指導課

統計 11137900 貸出禁止 富山県の商業指標　平成４年７月 富山県商工労働部商業振興課

統計 11298403 貸出禁止 富山県の商業指標　平成７年７月 富山県商工労働部商業振興課

統計 11523109 貸出禁止 富山県の商業指標　平成１１年３月 富山県商工労働部商業振興課

統計 11224006 貸出禁止 富山県の人口　平成５年 富山県総務部統計課人口労働係

統計 11286103 貸出禁止 富山県の人口　平成６年 富山県企画部統計課
統計 11329107 貸出禁止 富山県の人口　平成７年 富山県企画部統計課
統計 11399001 貸出禁止 富山県の人口　平成８年 富山県企画部統計課
統計 11445500 貸出禁止 富山県の人口　平成９年 富山県企画部統計課
統計 11511700 貸出禁止 富山県の人口　平成１０年 富山県企画部統計課
統計 11628804 貸出禁止 富山県の人口　平成１１年 富山県企画部統計課
統計 11671206 貸出禁止 富山県の人口　平成１２年 富山県企画部統計課
統計 11712404 貸出禁止 富山県の人口　平成１３年 富山県経営企画部統計調査課

統計 12220021 貸出禁止 富山県の人口　平成１４年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12224692 貸出禁止 富山県の人口　平成１５年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12331437 貸出禁止 富山県の人口　平成１６年 富山県
統計 12339570 貸出禁止 富山県の人口　平成１７年 富山県
統計 12342310 貸出禁止 富山県の人口　平成１８年 富山県経営企画部統計調査課

統計 12344277 貸出禁止 富山県の人口　平成１９年 富山県経営企画部統計調査課

統計 12345236 貸出禁止 富山県の人口　平成２０年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12346172 貸出禁止 富山県の人口　平成２１年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12348299 貸出禁止 富山県の人口　平成２２年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12395750 貸出禁止 富山県の人口　平成２３年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12396733 貸出禁止 富山県の人口　平成２４年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12426546 貸出禁止 富山県の人口　平成２５年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12427154 貸出禁止 富山県の人口　平成２６年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12427611 貸出禁止 富山県の人口　平成２７年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12429356 貸出禁止 富山県の人口　平成２８年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12430062 貸出禁止 富山県の人口　平成２９年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12430765 貸出禁止 富山県の人口　平成３０年 富山県経営管理部統計調査課
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
統計 12431540 貸出禁止 富山県の人口　令和元年 富山県経営管理部統計調査課

統計 12225484 貸出禁止 富山県主要店舗調査報告書　平成１６年３月 富山県新世紀産業機構

統計 11619505 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１１年版 富山県企画部統計課 富山県統計協会
統計 11675501 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１２年版 富山県企画部統計課 富山県統計協会
統計 11744306 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１３年版 富山県統計企画部統計調査課 富山県統計協会
統計 12221233 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１４年版 富山県統計企画部統計調査課 富山県統計協会
統計 12225798 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１５年版 富山県経営企画部統計調査課 富山県統計協会
統計 12333967 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１６年版 富山県経営企画部統計調査課 富山県統計協会
統計 12340095 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１７年版 富山県経営企画部統計調査課 富山県統計協会
統計 12342389 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１８年版 富山県経営企画部統計調査課 富山県統計協会
統計 12344550 貸出禁止 富山県勢要覧　平成１９年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12345298 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２０年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12346219 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２１年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12348428 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２２年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12395828 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２３年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12419692 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２４年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12426591 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２５年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12427642 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２７年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12429387 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２８年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12430086 貸出禁止 富山県勢要覧　平成２９年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12430796 貸出禁止 富山県勢要覧　平成３０年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 12431571 貸出禁止 富山県勢要覧　令和元年版 富山県経営管理部統計調査課 富山県統計協会
統計 11367109 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成５年 富山県企画部統計課、富山県統計協会 富山県企画部統計課、富山県統計協会

統計 11407300 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成６年 富山県企画部統計課、富山県統計協会 富山県企画部統計課、富山県統計協会

統計 11492108 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成７年 富山県企画部統計課、富山県統計協会 富山県企画部統計課、富山県統計協会

統計 11521105 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成８年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11635307 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成９年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11680604 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１０年 富山県企画部統計課 富山県企画部統計課
統計 11741008 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１１年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12220502 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１２年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12226085 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１３年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12226108 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１４年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12333981 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１５年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12342501 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１７年 富山県経営企画部統計調査課 富山県経営企画部統計調査課

統計 12344543 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１８年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12345274 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成１９年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12346240 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２０年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12348459 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２１年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12395934 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２２年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12419708 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２３年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12426614 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２４年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12427161 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２５年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12427666 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２６年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12429431 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２７年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12430116 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２８年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12430758 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成２９年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12431489 貸出禁止 富山県統計年鑑　平成３０年 富山県経営管理部統計調査課 富山県経営管理部統計調査課

統計 12217793 貸出禁止 平成１２年国勢調査市町村町丁・字別人口及び世帯数 富山県経営企画部統計調査課

統計 12346509 貸出可 平成２１年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430284 貸出可 平成２３年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430291 貸出可 平成２４年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430307 貸出可 平成２５年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430314 貸出可 平成２６年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430321 貸出可 平成２７年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430390 貸出可 平成２９年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12430925 貸出可 平成３０年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12432202 貸出可 令和元年度コンベンション統計 富山コンベンションビューロー

統計 12340231 貸出可 北陸経済調査会　４３年の記録 北陸経済調査会
統計 12223053 貸出可 北陸財政経済統計年報　平成１５年版 財務省北陸財政局
統計 12328017 貸出可 北陸財政経済統計年報　平成１６年版 財務省北陸財政局
統計 12340200 貸出可 北陸財務局統計年報　平成１７年版 財務省北陸財政局
統計 12341948 貸出可 北陸財務局統計年報　平成１８年版 財務省北陸財政局
情報所在リスト 11128809 貸出可 ２１世紀への出発～商工会中長期計画～ 富山県商工会連合会
情報所在リスト 11239505 貸出可 ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＴＯＹＡＭＡ　ＤＥＳＩＧＮ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ 富山県デザイン協会
情報所在リスト 12430154 貸出可 エラベル　２０１９　北陸版 東京商工リサーチ 東京商工リサーチ
情報所在リスト 12430581 貸出可 エラベル　２０２０　北陸版 東京商工リサーチ 東京商工リサーチ
情報所在リスト 12431052 貸出可 エラベル　２０２１　北陸版 東京商工リサーチ 東京商工リサーチ
情報所在リスト 11507802 貸出可 こんな機関こんな情報 県内情報所在リスト　平成１１年２月 富山県産業情報センター 富山県産業情報センター

情報所在リスト 12431908 貸出禁止 とやま起業未来塾　修了生ビジネスガイド　平成３０年度 富山県新世紀産業機構　とやま起業未来塾事務局 富山県新世紀産業機構　とやま起業未来塾事務局
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
情報所在リスト 12431915 貸出禁止 とやま起業未来塾　修了生ビジネスガイド　令和元年度 富山県新世紀産業機構　とやま起業未来塾事務局 富山県新世紀産業機構　とやま起業未来塾事務局

情報所在リスト 12432226 貸出禁止 とやま起業未来塾　修了生ビジネスガイド　令和２年度 富山県新世紀産業機構　とやま起業未来塾事務局 富山県新世紀産業機構　とやま起業未来塾事務局

情報所在リスト 11740001 貸出禁止 とやま商工名鑑　２００２ 富山商工会議所
情報所在リスト 12222520 貸出可 とやま立読館 富山県 富山県
情報所在リスト 12334322 貸出可 ふくおか企業ガイド 福岡町商工会
情報所在リスト 11086703 貸出可 井波の商と工　その軌跡 井波町商工会
情報所在リスト 11368601 貸出禁止 科学技術関係新聞雑誌所在目録　和文編　１９９７年版 科学技術文献利用振興会

情報所在リスト 12331253 貸出禁止 会員会社役職員名簿　平成１７年１月 富山県経営者協会 富山県経営者協会
情報所在リスト 12338481 貸出禁止 会員会社役職員名簿　平成１７年１２月 富山県経営者協会 富山県経営者協会
情報所在リスト 12341382 貸出禁止 会員会社役職員名簿　平成１８年１２月 富山県経営者協会 富山県経営者協会
情報所在リスト 12330690 貸出禁止 会員名簿（新潟・富山・石川・福井） ２００４年 日本技術士会北陸支部 日本技術士会北陸支部

情報所在リスト 12226764 貸出禁止 経済人胸の内外　１ 北國新聞社
情報所在リスト 12331512 貸出禁止 経済人胸の内外　２ 北國新聞社
情報所在リスト 12333899 貸出禁止 経済人胸の内外　３ 北國新聞社
情報所在リスト 12333905 貸出禁止 経済人胸の内外　４ 北國新聞社
情報所在リスト 12333912 貸出禁止 経済人胸の内外　５ 北國新聞社
情報所在リスト 12432301 貸出禁止 航空写真大集　富山百年を翔ぶ　置県百年記念 富山新聞社事業部 富山新聞社
情報所在リスト 11242406 貸出禁止 写真集　富山 富山県
情報所在リスト 12337705 貸出禁止 首長の時代 富山新聞社
情報所在リスト 12333622 貸出禁止 書府太郎　石川県大百科事典改訂版　別冊総合牽引 北國新聞社
情報所在リスト 11488903 貸出可 新　人は石垣 北國新聞社 北國新聞社
情報所在リスト 11445203 貸出可 新世紀への序章　富山の注目企業５０選 北日本新聞社 北日本新聞社
情報所在リスト 12226146 貸出可 新聞等に見る（財）富山県新世紀産業機構のあゆみ　Ｎｏ.２　平成１６年４月 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

情報所在リスト 12338269 貸出可 新聞等に見る（財）富山県新世紀産業機構のあゆみ　Ｎｏ.３　平成１７年４月 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

情報所在リスト 12217410 貸出可 新聞等に見る（財）富山県新世紀産業機構設立からのあゆみ　平成１４年８月 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

情報所在リスト 12220519 貸出可 新聞等に見る（財）富山県新世紀産業機構設立からのあゆみ　平成１５年３月 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

情報所在リスト 11762201 貸出可 新聞等に見る（財）富山県新世紀産業機構設立からの一年 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

情報所在リスト 11514404 貸出可 世界でいちばん「とやま」が好き！ 富山県企画部広報課 富山県企画部広報課
情報所在リスト 12392018 貸出可 創立５０周年記念誌 富山県中小企業団体中央会

情報所在リスト 11694700 貸出禁止 創立５０周年記念商工名鑑　２００１ 新湊市商工会議所
情報所在リスト 12334285 貸出禁止 創立５０周年記念氷見商工名鑑　２００１ 氷見商工会議所
情報所在リスト 12395088 貸出可 創立６０周年記念誌　２０１１ 射水商工会議所
情報所在リスト 11700302 貸出禁止 帝国データバンク会社年鑑　富山県版　２００２ 帝国データバンク 帝国データバンク
情報所在リスト 12334704 貸出禁止 東商信用録　北陸版　平成１７年版 東京商工リサーチ 東京商工リサーチ
情報所在リスト 12343980 貸出禁止 東商信用録　北陸版　平成１９年版 東京商工リサーチ 東京商工リサーチ
情報所在リスト 11404408 貸出可 婦中企業ガイド　９７ 婦中町商工会
情報所在リスト 11514008 貸出可 富山がわかる本　１９９６ 富山県統計協会 富山県統計協会
情報所在リスト 11641506 貸出可 富山がわかる本　２０００ 富山県統計課、富山県統計協会

情報所在リスト 10696101 貸出禁止 富山テクノポリスの研究人材リスト（１） 富山技術開発財団
情報所在リスト 10696200 貸出禁止 富山テクノポリスの研究人材リスト（２） 富山技術開発財団
情報所在リスト 12334414 貸出禁止 富山県　県・市町村総合職員録　２００５ 富山県市町村新聞社 富山県市町村新聞社
情報所在リスト 12344840 貸出禁止 富山県　県・市町村総合職員録　２００８ 富山県市町村新聞社企画部 富山県市町村新聞社
情報所在リスト 12345571 貸出禁止 富山県　県・市町村総合職員録　２００９ 富山県市町村新聞社企画部 富山県市町村新聞社
情報所在リスト 11345909 貸出可 富山県の情報公開　平成７年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県総務部文書学術課 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11421009 貸出可 富山県の情報公開　平成８年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県総務部文書学術課 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11481201 貸出可 富山県の情報公開　平成９年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県総務部文書学術課 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11640707 貸出可 富山県の情報公開　平成１１年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県総務部文書学術課 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11692409 貸出可 富山県の情報公開　平成１２年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県経営企画部文書学術課 富山県経営企画部文書学術課

情報所在リスト 12218288 貸出可 富山県の情報公開　平成１３年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県経営企画部文書学術課 富山県経営企画部文書学術課

情報所在リスト 12222773 貸出可 富山県の情報公開　平成１４年度富山県情報公開実施状況報告書 富山県経営企画部文書学術課 富山県経営企画部文書学術課

情報所在リスト 11246305 貸出可 富山県の地名 平凡社
情報所在リスト 11452508 貸出禁止 富山県の歩み　平成９年度版 富山県統計課 富山県統計課
情報所在リスト 11675600 貸出禁止 富山県の歩み　平成１２年度版 富山県統計課 富山県統計協会
情報所在リスト 11370604 貸出禁止 富山県バイオ関係人材リスト全国版　平成８年度 富山県
情報所在リスト 11454502 貸出禁止 富山県ボランティアグループ・団体名簿 富山県社会福祉協議会 富山県社会福祉協議会

情報所在リスト 11464006 貸出禁止 富山県企業の海外事業所調査　平成１０年 とやま国際センター とやま国際センター
情報所在リスト 11684305 貸出禁止 富山県企業の海外事業所調査　平成１３年 とやま国際センター とやま国際センター
情報所在リスト 12224166 貸出禁止 富山県企業の海外事業所調査　平成１５年 とやま国際センター とやま国際センター
情報所在リスト 12345335 貸出禁止 富山県企業の海外事業所調査　平成２０年 とやま国際センター とやま国際センター
情報所在リスト 11029007 貸出禁止 富山県行政資料目録　平成２年８月　 富山県総務部総務課
情報所在リスト 11125204 貸出禁止 富山県行政資料目録　平成４年１月 富山県総務部総務課
情報所在リスト 11165408 貸出禁止 富山県行政資料目録　平成５年１月 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11218708 貸出禁止 富山県行政資料目録　平成６年１月 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11077107 貸出禁止 富山県行政資料目録（追録第１号）平成２年１月～平成２年１２月受入分 富山県総務部総務課
情報所在リスト 11316206 貸出可 富山県行政資料目録（追録２）　平成７年受入分 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11373506 貸出可 富山県行政資料目録（追録３）　平成８年受入分 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11459705 貸出可 富山県行政資料目録（追録４）　平成９年受入分 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11525202 貸出可 富山県行政資料目録（追録５）　平成１０年受入分 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 11630807 貸出可 富山県行政資料目録（追録６）　平成１１年受入分 富山県総務部文書学術課
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分野 文献番号 貸出状態 タイトル 著者 発行所
情報所在リスト 11680208 貸出可 富山県行政資料目録（追録７）　平成１２年受入分 富山県総務部文書学術課

情報所在リスト 12217397 貸出可 富山県行政資料目録（追録８）　平成１３年受入分 富山県経営企画部文書学術書

情報所在リスト 12221509 貸出可 富山県行政資料目録（追録９）　平成１４年受入分 富山県経営企画部文書学術課

情報所在リスト 11380108 貸出禁止 富山県行政文書目録　第一集　明治元年～昭和２１年 富山県公文書館
情報所在リスト 11382805 貸出禁止 富山県行政文書目録　第二集　明治１５年～昭和２２年 富山県公文書館
情報所在リスト 11382904 貸出禁止 富山県行政文書目録　第三集　明治１８年～昭和２２年 富山県公文書館
情報所在リスト 11296706 貸出禁止 富山県市町村要覧　平成６年度 富山県総務部地方課、富山県市町村振興協会

情報所在リスト 11469605 貸出禁止 富山県主要工場名簿　平成８年１月 富山県 富山県
情報所在リスト 11631408 貸出禁止 富山県主要工場名簿　平成１０年１月 富山県 富山県
情報所在リスト 12391899 貸出禁止 富山県主要工場名簿　平成２３年７月 富山県 富山県
情報所在リスト 12392001 貸出可 富山県小杉流通センター　富山テクノポリスの流通拠点 富山県商工労働部商工企画課

情報所在リスト 12226627 貸出禁止 富山県職員録　平成１６年版 富山県経営企画部人事課 富山県経営企画部人事課

情報所在リスト 12329663 貸出可 富山県人知名録　平成１７年版 高島誠 富山県人社
情報所在リスト 11697909 貸出禁止 富山県人名録　２００１ 北日本新聞社 北日本新聞社
情報所在リスト 12338375 貸出禁止 富山県綜合人事録　平成１７年度版 富山人事通信社 富山人事通信社
情報所在リスト 12341528 貸出禁止 富山県綜合人事録　平成１８年度版 富山人事通信社 富山人事通信社
情報所在リスト 12343850 貸出禁止 富山県綜合人事録　平成１９年度版 富山人事通信社 富山人事通信社
情報所在リスト 12221516 貸出可 富山県内研究機関研究室紹介　２００３ 富山県新世紀産業機構 富山県新世紀産業機構

情報所在リスト 12339488 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２００５ 富山県立大学
情報所在リスト 12342594 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２００７ 富山県立大学
情報所在リスト 12344680 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２００８ 富山県立大学
情報所在リスト 12396047 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２０１２ 富山県立大学
情報所在リスト 12421213 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２０１３ 富山県立大学
情報所在リスト 12426775 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２０１４ 富山県立大学
情報所在リスト 12427284 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２０１５ 富山県立大学
情報所在リスト 12427680 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２０１６ 富山県立大学
情報所在リスト 12430161 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　２０１８ 富山県立大学
情報所在リスト 12430819 貸出禁止 富山県立大学研究者総覧　工学部　２０１９ 富山県立大学
情報所在リスト 12221189 貸出可 富山県労働組合名鑑　平成１４年度 富山県商工労働部労働雇用課 富山県商工労働部労働雇用課

情報所在リスト 12391998 貸出可 富山市ハイテク・ミニ企業団地 富山県中小企業団体中央会

情報所在リスト 12221622 貸出禁止 富山新聞に見るふるさと８０年 富山新聞社 富山新聞社
情報所在リスト 12431410 貸出禁止 富山大学研究シーズガイドブック　２０１８　総合版 富山大学研究推進機構産学連携推進センター

情報所在リスト 11696407 貸出禁止 富山大学研究者総覧　１９９９ 富山大学 富山大学
情報所在リスト 11334903 貸出可 北陸の元気な企業５０社 北陸産業活性化センター

情報所在リスト 11500803 貸出可 北陸の中堅１２０社 日本経済新聞社 日本経済新聞社
情報所在リスト 12347162 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１１ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12395132 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１２ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12396429 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１３ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12421534 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１４ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12427048 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１５ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12427444 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１６ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12429189 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１７ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12429868 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１８ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12430611 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０１９ 北陸経済研究所
情報所在リスト 12431076 貸出禁止 北陸三県会社要覧　２０２０ 北陸経済研究所
情報所在リスト 11738206 貸出可 和働入魂 藤堂工業株式会社四十年の歩み 藤堂工業株式会社
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