
1県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

01 （行政計画）

事務事業評価調書 24.09 行政企画課

平成２４年度 10年 行政企画課

安心・活力・発展の大分県：大分県の現状と将来 18.03 政策企画課

２００６ 10年 企画調整課

長期総合計画の実施状況について 25.09 行政企画課

２０１２ 10年 行政企画課

長期総合計画の実施状況について 24.09 行政企画課

２０１１ 10年 行政企画課

中長期県勢シミュレーション 26.02 政策企画課

平成２６年２月 10年 政策企画課

県政概要 25.04 政策企画課

平成２５年度 10年 政策企画課

おおいた新世紀創造計画実施計画 14.08 政策企画課

平成１４～１６年度 10年 企画調整課

おおいた新世紀創造計画実施計画 13.08 政策企画課

平成１３～１５年度 10年 企画調整課

おおいた新世紀創造計画実施計画 12.07 政策企画課

平成１２～１４年度 10年 企画調整課

大分県の政策に関するアンケート調査報告書 26.02 政策企画課

平成２６年２月 10年 政策企画課

２１大分県長期総合計画　豊の国地域構築プラン２１ 2.06 政策企画課

99年 政策企画課

大分県のすがた 26.03 統計調査課

２０１４ 10年 統計協会

大分県のすがた 25.03 統計調査課

２０１３ 10年 統計協会

おおいた新世紀創造計画：概要版 12.03 広報広聴課

10年 広報広聴課

大分県の政策に関するアンケート調査報告書（詳細版） 26.02 政策企画課

平成２６年２月 10年 政策企画課

おおいた新世紀創造計画 12.03 広報広聴課



2県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

10年 広報広聴課

おおいた新世紀創造計画（仮称） 11.09 政策企画課

中間素案 10年 企画調整課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 21.07 政策企画課

平成２２年度 10年 政策企画課

県政重点事業要望書：政府予算等に関する 12.07 政策企画課

平成１３年度 10年 企画調整課

県政重点事業要望書：政府予算等に関する 11.08 政策企画課

平成１２年度 10年 企画調整課

決算に関する調書 9.11 会計課

平成８年度 10年 会計課

県政重点事業要望書：政府予算等に関する 10.07 政策企画課

平成１１年度 10年 企画調整課

県政重点事業要望書：政府予算等に関する 9.07 政策企画課

平成１０年度 10年 企画調整課

県政重点事業要望書 1.07 政策企画課

平成２年度～ 99年 政策企画課

県政重点事業要望書：政府予算等に関する 13.07 政策企画課

平成１４年度 10年 企画調整課

合併地域活力創造特別対策事業ハンドブック 19.1 観光・地域局

２００７ 10年 観光・地域振興局

県政重点事業要望書：政府予算等に関する 8.07 政策企画課

平成９年度 99年 政策企画課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 20.07 政策企画課

平成２１年度 10年 政策企画課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 19.08 政策企画課

平成２０年度 10年 政策企画課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 18.07 政策企画課

平成１９年度 10年 企画調整課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 17.07 政策企画課

平成１８年度 10年 企画調整課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 16.07 政策企画課

平成１７年度 10年 企画調整課



3県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 15.08 政策企画課

平成１６年度 10年 企画調整課

県政重点事業要望・提案書：政府予算等に関する 14.07 政策企画課

平成１５年度 10年 企画調整課

合併記念誌 18.08 市町村振興課

２００６ 10年 地方行政局

行財政改革プラン 16.03 行政企画課

平成１６年３月 10年 行政企画課

県有財産表 10.03 用度管財課

平成９年３月現在 10年 用度管財課

行財政高度化指針概要版 24.03 行政企画課

平成２４年３月 10年 行政企画課

行財政高度化指針：行政の質の向上と行革実践力の発揮 24.03 行政企画課

平成２４年３月 10年 行政企画課

行財政改革プラン達成見込み 17.04 行政企画課

平成１６年度 10年 行政企画課

行財政改革プランの概要 16.03 行政企画課

平成１６年３月 10年 行政企画課

事務事業評価 15.12 政策企画課

平成１５年度 10年 企画調整課

事務事業評価 15.03 政策企画課

平成１４年度 10年 企画調整課

歳入歳出決算書 9.11 会計課

平成８年度 10年 会計課

政府予算等に関する提言書 22.06 政策企画課

平成２３年度 10年 政策企画課

大分県の行政評価 21.12 行政企画課

平成２１年度 10年 行政企画課

大分県の行政評価 20.12 行政企画課

平成２０年度 10年 行政企画課

大分県の行政評価 19.11 行政企画課

平成１９年度 10年 行政企画課

大分県の行政評価 18.12 行政企画課



4県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１８年度 10年 行政企画課

大分県の行政評価 17.12 行政企画課

平成１７年度 10年 行政企画課

大分県の行政評価 16.12 行政企画課

平成１６年度 10年 行政企画課

新長期総合計画策定のためのアンケート調査：県民、高校
生、事業

17.03 政策企画課

平成１７年３月 10年 企画調整課

新大分県の創造 17.03 政策企画課

２００３ 10年 企画調整課

大分県北地方拠点都市地域基本計画　参考資料 5.07 政策企画課

99年 企画調整課

大分県南地方拠点都市地域基本計画 7.07 政策企画課

99年 企画調整課

政府予算等に関する提言書 23.06 政策企画課

平成２４年度 10年 政策企画課

政府予算等に関する提言書 24.06 政策企画課

平成２５年度 10年 政策企画課

大分県の政策に関する意識調査報告書：要約版 16.01 政策企画課

平成１６年１月 10年 企画調整課

大分県の政策に関する意識調査報告書 16.01 政策企画課

平成１６年１月 10年 企画調整課

大分県市町村合併推進要綱 12.12 市町村振興課

10年 市町村振興局

政府予算等に関する提言書 25.06 政策企画課

平成２６年度 10年 政策企画課

大分県北地方拠点都市地域基本計画 5.07 政策企画課

99年 企画調整課

長期総合計画改訂版：安心・活力・発展プラン２００５ 24.01 政策企画課

２０１２改訂版 10年 政策企画課

長期総合計画：安心・活力・発展プラン　ともに築こう大分
の未来

17.11 政策企画課

２００５ 10年 企画調整課

長期総合計画：安心・活力・発展プラン　ともに築こう大分
の未来

点字訳 17.12 政策企画課

２００５ 10年 企画調整課



5県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

長期総合計画：概要版 17.11 政策企画課

２００５ 10年 企画調整課

長期総合計画：子ども版 17.11 政策企画課

２００５ 10年 企画調整課

長期総合計画の実施状況について 22.09 政策企画課

２００９ 10年 政策企画課

長期総合計画の実施状況について 23.09 政策企画課

２０１０ 10年 政策企画課

長期総合計画の達成状況について 21.11 政策企画課

２００８ 10年 政策企画課

長期総合計画改訂版：安心・活力・発展プラン２００５　概要
版

24.01 政策企画課

２０１２改訂版 10年 政策企画課

中期行財政運営ビジョン 21.03 行政企画課

平成２１年３月 10年 行政企画課

〔点字〕おおいた新世紀創造計画：概要版 12.03 政策企画課

10年 企画調整課

〔大分県〕海外戦略～アジアに開かれた、飛躍する大分県
を目指し

23.05 国際政策課

平成２３年５月 10年 国際政策課

縣勢振興綜合計画書（１９５１―１９５５） 26.09 県政情報課

10年 大分縣々勢振興審議会

明日への創造：大分県の現状と将来 10.08 政策企画課

１９９８ 10年 企画調整課

明日への創造 14.03 政策企画課

２００１ 10年 企画調整課

明日への創造 12.1 政策企画課

２０００ 10年 企画調整課

明日への創造 11.1 政策企画課

１９９９ 10年 企画調整課

02 （財務・税務）

包括外部監査結果報告書 18.03 監査事務局

平成１７年度 10年 監査事務局

包括外部監査結果報告書 20.03 監査事務局



6県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１９年度 10年 監査事務局

包括外部監査結果報告書 17.03 監査事務局

平成１６年度 10年 監査事務局

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 15.09 会計課

平成１４年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 11.11 会計課

平成１０年度 10年 会計課

包括外部監査結果報告書 23.03 監査事務局

平成２２年度 10年 監査事務局

包括外部監査結果報告書 24.03 監査事務局

平成２３年度 10年 監査事務局

包括外部監査結果報告書 25.03 監査事務局

平成２４年度 10年 監査事務局

包括外部監査結果報告書 26.03 監査事務局

平成２５年度 10年 監査事務局

包括外部監査の結果報告書 13.03 監査事務局

平成１２年度 10年 監査事務局

包括外部監査結果報告書 22.03 監査事務局

平成２１年度 10年 監査事務局

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 19.09 会計課

平成１８年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 9.12 会計課

平成８年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 8.12 会計課

平成７年度 10年 財政課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 24.09 会計課

平成２３年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 23.09 会計課

平成２２年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 22.09 会計課

平成２１年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 13.12 会計課

平成１２年度 10年 会計課



7県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 20.08 会計課

平成１９年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 12.11 会計課

平成１１年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 18.09 会計課

平成１７年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 17.09 会計課

平成１６年度 10年 会計課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 16.09 会計課

平成１５年度 10年 会計課

大分県財政状況 24.06 財政課

平成２４年度６月 10年 財政課

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 14.12 会計課

平成１３年度 10年 会計課

包括外部監査結果報告書 16.03 監査事務局

平成１５年度 10年 監査事務局

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 21.09 会計課

平成２０年度 10年 会計課

県税のしおり：産業廃棄物税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．９ 10年 税務課

企業会計決算審査資料（病院事業会計） 24.09 県立病院

平成２３年度 10年 総務経営課

企業会計決算審査資料：病院事業会計 25.09 総務経営課

平成２４年度 10年 総務経営課

行政監査報告書：許認可等に係る書類の取扱について 25.02 監査事務局

平成２４年度 10年 監査事務局

行政監査報告書：法令等に基づく団体等に対する検査・監
査等の実施状況について

26.02 監査事務局

平成２６年２月 10年 監査事務局

県税のしおり：軽油取引税 23.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．８ 10年 税務課

県税のしおり：軽油取引税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．８ 10年 税務課

県税のしおり：県たばこ税　ゴルフ場利用税 23.08 税務課



8県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２４年度Ｎｏ．６ 10年 税務課

県税のしおり：県たばこ税　ゴルフ場利用税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．６ 10年 税務課

県税のしおり：個人事業税 24.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．２ 10年 税務課

県税のしおり：個人事業税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．２ 10年 税務課

県税のしおり：個人の県民税　県民税利子割 23.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．１ 10年 税務課

病院事業会計決算書 25.09 県立病院

平成２４年度 10年 総務経営課

県税のしおり：産業廃棄物税 23.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．９ 10年 税務課

包括外部監査結果報告書 15.03 監査事務局

平成１４年度 10年 監査事務局

県税のしおり：自動車税　自動車取得税 24.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．７ 10年 税務課

県税のしおり：自動車税　自動車取得税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．７ 10年 税務課

県税のしおり：地方消費税 23.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．４ 10年 税務課

県税のしおり：地方消費税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．４ 10年 税務課

県税のしおり：不動産取得税 24.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．５ 10年 税務課

県税のしおり：不動産取得税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．５ 10年 税務課

県税のしおり：法人の県民税・事業税 24.08 税務課

平成２４年度Ｎｏ．３ 10年 税務課

包括外部監査結果報告書 21.03 監査事務局

平成２０年度 10年 監査事務局

一般会計及び特別会計決算事業別説明書 10.12 会計課

平成９年度 10年 会計課



9県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

病院事業会計決算書 24.09 県立病院

平成２３年度 10年 総務経営課

県税のしおり：法人の県民税・事業税 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．３ 10年 税務課

包括外部監査結果報告書 14.03 監査事務局

平成１３年度 10年 監査事務局

県税のしおり：個人の県民税　県民税利子割 25.08 税務課

平成２５年度Ｎｏ．１ 10年 税務課

包括外部監査結果報告書 19.03 監査事務局

平成１８年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算書 12.09 企業局総務課

平成１１年度 10年 企業局総務課

個人県民税調定徴収状況調 20.11 税務課

平成１９年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 19.11 税務課

平成１８年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 18.11 税務課

平成１７年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 17.11 税務課

平成１６年度 10年 税務課

県有地売払情報 18.03 用度管財課

平成１７年度版 10年 用度管財課

県有地売払情報 19.03 用度管財課

平成１８年度版 10年 県有財産利活用推進室

個人県民税調定徴収状況調 13.09 税務課

平成１２年度 10年 税務課

県立病院事業会計決算書 11.07 会計課

平成１１年度 10年 会計課

県立病院事業会計決算書 12.09 会計課

平成１１年度 10年 会計課

個人県民税調定徴収状況調 15.11 税務課

平成１４年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 21.11 税務課



10県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 16.11 税務課

平成１５年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 11.09 税務課

平成１０年度 10年 税務課

個人県民税調定徴収状況調 12.09 税務課

平成１１年度 10年 税務課

県立病院事業会計決算書 14.09 会計課

平成１３年度 10年 会計課

県立病院事業会計決算書 15.07 会計課

平成１４年度 10年 会計課

県立病院事業会計決算書 16.09 会計課

平成１５年度 10年 会計課

県立病院事業会計決算書 17.09 会計課

平成１６年度 10年 会計課

県立病院事業会計決算書 18.09 会計課

平成１７年度 10年 会計課

県立病院事業会計決算書 10.09 会計課

平成９年度 10年 会計課

個人県民税調定徴収状況調 14.09 税務課

平成１３年度 10年 税務課

公営企業会計決算審査意見書 23.07 監査事務局

平成２２年度 10年 監査事務局

個人県民税調定徴収状況調 10.1 税務課

平成９年度 10年 税務課

公営企業会計決算審査意見書 15.07 監査事務局

平成１４年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 16.09 監査事務局

平成１５年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 17.09 監査事務局

平成１６年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 18.09 監査事務局

平成１７年度 10年 監査事務局



11県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

公営企業会計決算審査意見書 19.07 監査事務局

平成１８年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 20.08 監査事務局

平成１９年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 12.09 監査事務局

平成１１年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 22.09 監査事務局

平成２１年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 11.07 監査事務局

平成１１年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 24.09 監査事務局

平成２３年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 25.09 監査事務局

平成２４年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算審査意見書 10.09 監査事務局

平成９年度 10年 監査事務局

行政監査報告書：県の庁舎内に事務局を置く任意団体に
ついて

18.03 監査事務局

平成１７年度 10年 大分県監査委員

行政監査報告書：県立学校における教材費等について 24.03 監査事務局

平成２３年度 10年 大分県監査委員

行政監査報告書：高額設備等の活用状況について 22.03 監査事務局

平成２１年度 10年 大分県監査委員

行政監査報告書：情報システムの活用状況について 23.03 監査事務局

平成２２年度 10年 大分県監査委員

公営企業会計決算審査意見書 21.09 監査事務局

平成２０年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算書 19.07 企業局総務課

平成１８年度 10年 企業局総務課

個人県民税調定徴収状況調 9.1 税務課

平成８年度 10年 税務課

県有地売払情報 17.03 用度管財課

平成１６年度版 10年 用度管財課

公営企業会計決算書 11.07 企業局総務課



12県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１１年度 10年 企業局総務課

県有財産表 19.03 用度管財課

平成１８年３月現在 10年 県有財産利活用推進室

公営企業会計決算書 14.09 企業局総務課

平成１３年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 15.07 企業局総務課

平成１４年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 16.09 企業局総務課

平成１５年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算審査意見書 14.09 監査事務局

平成１３年度 10年 監査事務局

公営企業会計決算書 18.09 企業局総務課

平成１７年度 10年 企業局総務課

個人県民税調定徴収状況調 22.11 税務課

平成２１年度 10年 税務課

公営企業会計決算書 20.08 企業局総務課

平成１９年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 21.09 企業局総務課

平成２０年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 22.09 企業局総務課

平成２１年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 23.07 企業局総務課

平成２２年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 10.09 企業局総務課

平成９年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書（電気事業会計・工業用水道事業会
計）

24.05 企業局総務課

平成２３年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書：電気事業会計・工業用水道事業会
計

25.09 企業局総務課

平成２４年度 10年 企業局総務課

公営企業会計決算書 17.09 企業局総務課

平成１６年度 10年 企業局総務課

決算に関する調書 8.12 会計課

平成７年度 99年 財政課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

決算付属調書 8.12 会計課

平成７年度 99年 財政課

決算に関する調書 16.09 会計課

平成１５年度 10年 会計課

決算に関する調書 17.09 会計課

平成１６年度 10年 会計課

決算に関する調書 18.09 会計課

平成１７年度 10年 会計課

決算に関する調書 19.09 会計課

平成１８年度 10年 会計課

決算に関する調書 21.09 会計課

平成２０年度 10年 会計課

決算に関する調書 14.12 会計課

平成１３年度 10年 会計課

決算に関する調書 24.09 会計課

平成２３年度 10年 会計課

決算に関する調書 13.12 会計課

平成１２年度 10年 会計課

決算に関する調書 10.12 会計課

平成９年度 10年 会計課

決算審査資料：三重病院事業会計 15.07 三重病院

平成１４年度 10年 三重病院

決算審査資料：三重病院事業会計 16.09 三重病院

平成１５年度 10年 三重病院

決算審査資料：三重病院事業会計 17.09 三重病院

平成１６年度 10年 三重病院

決算審査資料：三重病院事業会計 18.09 三重病院

平成１７年度 10年 三重病院

県有財産表 20.12 用度管財課

平成２０年３月現在 10年 県有財産利活用推進室

決算に関する調書 23.09 会計課

平成２２年度 10年 会計課

企業会計決算審査資料：病院事業会計 23.07 県立病院
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度 10年 総務経営課

企業会計決算審査資料：県立病院事業会計 15.07 県立病院

平成１４年度 10年 県立病院

企業会計決算審査資料：県立病院事業会計 16.09 県立病院

平成１５年度 10年 県立病院

企業会計決算審査資料：県立病院事業会計 17.09 県立病院

平成１６年度 10年 県立病院

企業会計決算審査資料：県立病院事業会計 18.09 県立病院

平成１７年度 10年 県立病院

企業会計決算審査資料：病院事業会計 19.07 県立病院

平成１８年度 10年 総務経営課

企業会計決算審査資料：病院事業会計 20.08 県立病院

平成１９年度 10年 総務経営課

決算に関する調書 15.09 会計課

平成１４年度 10年 会計課

企業会計決算審査資料：病院事業会計 22.09 県立病院

平成２１年度 10年 総務経営課

決算附属調書 11.11 会計課

平成１０年度 10年 会計課

議会定例会議案 11.09 財政課

平成１１年第３回 10年 財政課

議会臨時会議案 21.05 財政課

平成２１年５月 10年 財政課

議会臨時会議案 23.05 財政課

平成２３年５月 10年 財政課

決算に関する調書
欠号：昭和５９・６０・６１
年度

63.12 会計課

昭和４８年度～ 99年 会計課

決算に関する調書 11.11 会計課

平成１０年度 10年 会計課

決算に関する調書 12.11 会計課

平成１１年度 10年 会計課

企業会計決算審査資料：病院事業会計 21.09 県立病院

平成２０年度 10年 総務経営課



15県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

県有財産表 20.03 用度管財課

平成１９年３月現在 10年 県有財産利活用推進室

決算付属調書
欠号：昭和５４・５９・６
０・６１・６３年度

63.12 会計課

昭和４９年度～ 99年 会計課

県有財産表 13.03 用度管財課

平成１２年３月現在 10年 用度管財課

県有財産表 13.03 用度管財課

平成１３年３月現在 10年 用度管財課

県有財産表 14.03 用度管財課

平成１４年３月現在 10年 用度管財課

県有財産表 16.03 用度管財課

平成１５年３月現在 10年 用度管財課

県有財産表 16.02 用度管財課

平成１６年３月現在 10年 用度管財課県有財産利用活用

県有財産表 11.03 用度管財課

平成１０年３月現在 10年 用度管財課

決算に関する調書 22.09 会計課

平成２１年度 10年 会計課

県有財産表

地方自治法２３８条の
規定による公有財産並
びに企業用財産につい
て記載したもの

1.02 用度管財課

昭和６０年３月～ 99年 用度管財課

行政監査報告書：税外未収金について 21.02 監査事務局

平成２０年度 10年 大分県監査委員

県有財産表 22.03 用度管財課

平成２１年３月現在 10年 県有財産利活用推進室

県有財産表 23.03 用度管財課

平成２２年３月現在 10年 県有財産利活用推進室

県有地売却予定一覧 13.01 用度管財課

平成１２年度版 10年 用度管財課

県有地売払情報 14.02 用度管財課

平成１３年度版 10年 用度管財課

県有地売払情報 14.12 用度管財課

平成１４年度版 10年 用度管財課

県有財産表 18.03 用度管財課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１７年３月現在 10年 県有財産利活用推進室

決算附属調書 20.08 会計課

平成１９年度 10年 会計課

決算附属調書 12.11 会計課

平成１１年度 10年 会計課

決算附属調書 13.12 会計課

平成１２年度 10年 会計課

決算附属調書 14.12 会計課

平成１３年度 10年 会計課

決算附属調書 15.09 会計課

平成１４年度 10年 会計課

決算附属調書 16.09 会計課

平成１５年度 10年 会計課

決算附属調書 17.09 会計課

平成１６年度 10年 会計課

県有財産表 12.03 用度管財課

平成１１年３月現在 10年 用度管財課

決算附属調書 19.09 会計課

平成１８年度 10年 会計課

県有地売払情報 16.03 用度管財課

平成１５年度版 10年 用度管財課

決算附属調書 21.09 会計課

平成２０年度 10年 会計課

決算附属調書 22.09 会計課

平成２１年度 10年 会計課

決算附属調書 23.09 会計課

平成２２年度 10年 会計課

決算附属調書 24.09 会計課

平成２３年度 10年 会計課

決算附属調書 9.12 会計課

平成８年度 10年 会計課

決算附属調書 10.12 会計課

平成９年度 10年 会計課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

決算附属調書 18.09 会計課

平成１７年度 10年 会計課

決算に関する調書 20.08 会計課

平成１９年度 10年 会計課

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 19.09 監査事務局

平成１８年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 17.09 監査事務局

平成１６年度 10年 監査事務局

三重病院事業会計決算書 11.07 会計課

平成１０年度 10年 会計課

歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率
及び資金不足

23.09 監査事務局

平成２２年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率
及び資金不足

22.09 監査事務局

平成２１年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率
及び資金不足比率審査意見書

24.09 監査事務局

平成２３年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率
及び資金不足

21.09 監査事務局

平成２０年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算書 11.11 会計課

平成１０年度 10年 会計課

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 10.12 監査事務局

平成９年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算書 12.11 会計課

平成１１年度 10年 会計課

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 18.09 監査事務局

平成１７年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算書 15.09 会計課

平成１４年度 10年 会計課

歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率
及び資金不足比率審査意見書

25.09 監査事務局

平成２４年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 11.12 監査事務局

平成１０年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 12.11 監査事務局
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１１年度 10年 監査事務局

三重病院事業会計決算書 12.09 会計課

平成１１年度 10年 会計課

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 13.12 監査事務局

平成１２年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 14.12 監査事務局

平成１３年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 15.09 監査事務局

平成１４年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 16.09 監査事務局

平成１５年度 10年 監査事務局

歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率
及び資金不足

20.08 監査事務局

平成１９年度 10年 監査事務局

三重病院事業会計決算書 17.09 会計課

平成１６年度 10年 会計課

三重病院事業会計決算書 10.09 会計課

平成９年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 16.09 会計課

平成１５年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 17.09 会計課

平成１６年度 10年 会計課

三重病院事業会計決算書 18.09 会計課

平成１７年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 18.09 会計課

平成１７年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 19.09 会計課

平成１８年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 20.08 会計課

平成１９年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 21.09 会計課

平成２０年度 10年 会計課

歳入歳出決算書
欠号：昭和５４・５９～６
２年度

63.12 会計課

昭和５０年度～ 99年 会計課



19県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

歳入歳出決算書 22.09 会計課

平成２１年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 23.09 会計課

平成２２年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 24.09 会計課

平成２３年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 8.12 会計課

平成７年度 99年 財政課

歳入歳出決算書 10.12 会計課

平成９年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 14.12 会計課

平成１３年度 10年 会計課

三重病院事業会計決算書 16.09 会計課

平成１５年度 10年 会計課

歳入歳出決算書 13.12 会計課

平成１２年度 10年 会計課

三重病院事業会計決算書 15.07 会計課

平成１４年度 10年 会計課

三重病院事業会計決算書 14.09 会計課

平成１３年度 10年 会計課

総務部予算概要 12.03 財政課

平成１２年度 10年 財政課

税務ハンドブック 11.07 税務課

１９９９ 10年 税務課

税務ハンドブック 21.07 税務課

２００９ 10年 税務課

税務ハンドブック 20.1 税務課

２００８ 10年 税務課

税務ハンドブック 19.09 税務課

２００７ 10年 税務課

税務統計書 20.12 税務課

平成１９年度 10年 税務課

税務ハンドブック 12.08 税務課



20県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

２０００ 10年 税務課

税務ハンドブック 14.11 税務課

２００２ 10年 税務課

税務ハンドブック 16.09 税務課

２００４ 10年 税務課

税務統計書 21.12 税務課

平成２０年度 10年 税務課

税務ハンドブック 18.09 税務課

２００６ 10年 税務課

税務ハンドブック 10.08 税務課

１９９８ 10年 税務課

税務ハンドブック 17.08 税務課

２００５ 10年 税務課

大分県の財政：平成１３年度当初予算　平成１２年度最終
予算

13.06 財政課

平成１３年６月 10年 財政課

税務統計書 23.02 税務課

平成２１年度 10年 税務課

税務統計書 24.02 税務課

平成２２年度 10年 税務課

税務ハンドブック 13.08 税務課

２００１ 10年 税務課

大分県の財政：平成８年度当初予算平成７年度最終予算 8.06 財政課

平成８年６月 10年 財政課

税務統計書 25.12 税務課

平成２４年度 10年 税務課

税務統計書 8.11 税務課

平成７年度 99年 税務課

税務統計書 10.01 税務課

平成８年度 10年 税務課

税務統計書 11.01 税務課

平成９年度 10年 税務課

税務統計書 19.12 税務課

平成１８年度 10年 税務課



21県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

税務統計書 25.01 税務課

平成２３年度 10年 税務課

大分県の財政状況 23.06 財政課

平成２３年度６月 10年 財政課

大分県の財政状況 18.09 財政課

平成１８年度版 10年 財政課

大分県の財政：平成９年度補正予算平成８年度決算 9.12 財政課

平成９年１２月 10年 財政課

大分県の財政：平成１２年度当初予算　平成１１年度最終
予算

12.06 財政課

平成１２年６月 10年 財政課

大分県の財政：平成８年度補正予算平成７年度決算 8.12 財政課

平成８年１２月 10年 財政課

税務ハンドブック 9.09 税務課

１９９７ 10年 税務課

大分県の財政：平成１５年度当初予算　平成１４年度最終
予算

15.06 財政課

平成１５年６月 10年 財政課

大分県の財政：平成１４年度当初予算　平成１３年度最終
予算

14.06 財政課

平成１４年６月 10年 財政課

大分県の財政：平成１３年度補正予算　平成１２年度決算 13.12 財政課

平成１３年１２月 10年 財政課

大分県の財政：平成１４年度補正予算　平成１３年度決算 14.12 財政課

平成１４年１２月 10年 財政課

大分県の財政：平成１２年度補正予算　平成１１年度決算 12.12 財政課

平成１２年１２月 10年 財政課

税務ハンドブック 22.09 税務課

２０１０ 10年 税務課

大分県の財政：平成１１年度当初予算　平成１０年度最終
予算

11.06 財政課

平成１１年４月 10年 財政課

大分県の財政：平成１０年度補正予算平成９年度決算 10.12 財政課

平成１０年１２月 10年 財政課

大分県の財政：平成１０年度当初予算平成９年度最終予算 10.06 財政課

平成１０年６月 10年 財政課

大分県の財政 11.12 財政課



22県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１１年１２月 10年 財政課

大分県の財政：平成９年度当初予算平成８年度最終予算 9.06 財政課

平成９年６月 10年 財政課

税務統計書 13.01 税務課

平成１１年度 10年 税務課

税務ハンドブック 24.08 税務課

２０１２ 10年 税務課

税務ハンドブック 25.09 税務課

２０１３ 10年 税務課

税務統計書
県税決算額を基に県税
の実態についてまとめ
た税務行政推進資料

1.02 税務課

昭和４６年度～ 99年 税務課

大分県の財政：平成１５年度補正予算　平成１４年度決算 15.12 財政課

平成１５年１２月 10年 財政課

税務ハンドブック 23.1 税務課

２０１１ 10年 税務課

税務統計書 11.1 税務課

平成１０年度 10年 税務課

税務統計書 19.02 税務課

平成１７年度 10年 税務課

税務統計書 18.02 税務課

平成１６年度 10年 税務課

税務統計書 13.12 税務課

平成１２年度 10年 税務課

税務統計書 14.12 税務課

平成１３年度 10年 税務課

税務統計書 15.11 税務課

平成１４年度 10年 税務課

税務統計書 17.05 税務課

平成１５年度 10年 税務課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書（補正
第３

15.11 財政課

平成１５年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１２年度補正予算提案理由説明要旨 13.02 財政課

平成１３年第１回 10年 財政課



23県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

定例県議会：平成１２年度予算に関する説明書 12.02 財政課

平成１２年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１２年度予算繰越説明書 13.06 財政課

平成１３年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１３年度補正予算に関する説明書 13.09 財政課

平成１３年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１３年度補正予算に関する説明書 14.02 財政課

平成１４年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１３年度補正予算提案理由説明要旨 14.02 財政課

平成１４年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１３年度予算に関する説明書 13.02 財政課

平成１３年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度予算に関する説明書 15.02 財政課

平成１５年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算提案理由説明要旨 16.02 財政課

平成１６年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１４年度補正予算に関する説明書 14.09 財政課

平成１４年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１３年度予算繰越説明書 14.06 財政課

平成１４年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書 16.02 財政課

平成１６年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書（補正
第２号）

16.12 財政課

平成１６年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１２年度補正予算に関する説明書　補正
第２号

12.09 財政課

平成１２年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書（補正
第２号）

15.11 財政課

平成１５年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度予算繰越説明書 12.06 財政課

平成１２年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書 16.06 財政課

平成１６年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１４年度補正予算に関する説明書 15.02 財政課



24県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１５年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１４年度補正予算提案理由説明要旨 15.02 財政課

平成１５年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１４年度予算に関する説明書 14.02 財政課

平成１４年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１４年度予算繰越説明書 14.06 財政課

平成１５年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書 15.07 財政課

平成１５年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度補正予算に関する説明書（補正
第３号）

16.12 財政課

平成１６年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 14.06 財政課

平成１４年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度補正予算に関する説明書 10.09 財政課

平成１０年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度補正予算に関する説明書 10.12 財政課

平成１０年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度補正予算に関する説明書 11.02 財政課

平成１１年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度補正予算提案理由説明要旨 11.02 財政課

平成１１年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度予算繰越説明書 11.07 財政課

平成１１年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 11.07 財政課

平成１１年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 11.12 財政課

平成１１年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 12.02 財政課

平成１２年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 12.06 財政課

平成１２年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２３年度補正予算に関する説明書 23.07 財政課

平成２３年第２回 10年 財政課



25県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

定例県議会：平成９年度予算繰越説明書 10.06 財政課

平成１０年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１２年度補正予算に関する説明書　補正
第１号専

12.09 財政課

平成１２年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２３年度補正予算に関する説明書 24.03 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２３年度補正予算に関する説明書 23.09 財政課

平成２３年第３回 10年 財政課

平成２３年度７月補正予算（一般会計）の要求概要 23.06 財政課

平成２３年６月 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算提案理由説明要旨 12.02 財政課

平成１２年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度予算に関する説明書 11.02 財政課

平成１１年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１７年度補正予算に関する説明書 18.03 財政課

平成１８年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１２年度補正予算に関する説明書 13.02 財政課

平成１３年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１５年度予算繰越説明書 16.06 財政課

平成１６年第２回 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

14.12 財政課

平成１３年度 10年 財政課

定例県議会：平成１２年度補正予算に関する説明書 13.12 財政課

平成１３年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 13.06 財政課

平成１３年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２０年度予算繰越説明書 21.06 財政課

平成２１年第２回 10年 財政課

病院事業会計決算書 23.07 会計課

平成２２年度 10年 会計課

定例県議会：平成２２年度補正予算に関する説明書 22.11 財政課

平成２２年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成２２年度補正予算に関する説明書 22.09 財政課



26県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度予算繰越説明書 22.06 財政課

平成２２年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度予算に関する説明書 21.02 財政課

平成２１年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度補正予算提案理由説明要旨 22.02 財政課

平成２２年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度補正予算に関する説明書 22.06 財政課

平成２２年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度補正予算に関する説明書 22.02 財政課

平成２２年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度補正予算に関する説明書 21.11 財政課

平成２１年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１６年度予算に関する説明書 16.02 財政課

平成１６年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度補正予算に関する説明書 21.06 財政課

平成２１年第２回 10年 財政課

病院事業会計決算書 20.08 会計課

平成１９年度 10年 会計課

定例県議会：平成２０年度予算に関する説明書 20.02 財政課

平成２０年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１９年度補正予算に関する説明書 19.07 財政課

平成１９年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１９年度補正予算に関する説明書 19.12 財政課

平成１９年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１９年度補正予算に関する説明書 20.02 財政課

平成２０年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１９年度補正予算に関する説明書 20.05 財政課

平成２０年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１９年度予算に関する説明書 19.02 財政課

平成１９年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１９年度予算繰越説明書 20.05 財政課

平成２０年第２回 10年 財政課



27県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

定例県議会：平成２０年度補正予算に関する説明書 20.08 財政課

平成２０年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２０年度補正予算に関する説明書 20.12 財政課

平成２０年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成２０年度補正予算に関する説明書 21.02 財政課

平成２１年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２１年度補正予算に関する説明書 21.09 財政課

平成２１年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２２年度予算繰越説明書 23.07 財政課

平成２３年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１６年度補正予算に関する説明書 17.03 財政課

平成１７年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１６年度補正予算に関する説明書 17.06 財政課

平成１７年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１６年度補正予算提案理由説明要旨 17.03 財政課

平成１７年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度補正予算に関する説明書 10.06 財政課

平成１０年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１６年度予算繰越説明書 17.06 財政課

平成１７年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 12.11 財政課

平成１２年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成１７年度補正予算に関する説明書 18.06 財政課

平成１８年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１７年度補正予算に関する説明書（補正
第１号専

17.09 財政課

平成１７年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１７年度補正予算に関する説明書（補正
第２号）

17.09 財政課

平成１７年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１７年度補正予算に関する説明書（補正
第３号）

17.11 財政課

平成１７年第４回 10年 財政課

病院事業会計決算書 22.09 会計課

平成２１年度 10年 会計課

定例県議会：平成１７年度予算繰越説明書 18.06 財政課



28県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１８年第２回 10年 財政課

病院事業会計決算書 21.09 会計課

平成２０年度 10年 会計課

定例県議会：平成２２年度予算に関する説明書 22.02 財政課

平成２２年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１８年度補正予算に関する説明書 18.09 財政課

平成１８年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１８年度補正予算に関する説明書 19.02 財政課

平成１９年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１８年度予算に関する説明書 18.02 財政課

平成１８年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成１８年度予算繰越説明書 19.07 財政課

平成１９年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２２年度補正予算に関する説明書（追加
議案分）

22.11 財政課

平成２２年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成２２年度補正予算に関する説明書（追加
議案分）

22.06 財政課

平成２２年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２２年度補正予算に関する説明書 23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課

病院事業会計決算書 19.07 会計課

平成１８年度 10年 会計課

定例県議会：平成１６年度補正予算に関する説明書 16.09 財政課

平成１６年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成１７年度予算に関する説明書 17.02 財政課

平成１７年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度予算繰越説明書 25.06 財政課

平成２５年６月第２回 10年 財政課

定例県議会：平成９年度補正予算に関する説明書 10.06 財政課

平成１０年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２５年度補正予算に関する説明書 25.06 財政課

平成２５年６月第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度補正予算に関する説明書 24.06 財政課

平成２４年第２回 10年 財政課



29県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況

12.11 財政課

平成１１年度 10年 財政課

定例県議会：平成２５年度予算に関する説明書 25.02 財政課

平成２５年２月第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２５年度補正予算に関する説明書 25.09 財政課

平成２５年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２３年度予算繰越説明書 24.06 財政課

平成２４年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２６年度予算に関する説明書 26.02 財政課

平成２６年２月第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度補正予算に関する説明書 24.11 財政課

平成２４年１１月第４回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度予算に関する説明書 24.02 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度補正予算に関する説明書（補正
第３号専決）

24.09 財政課

平成２４年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度補正予算に関する説明書 25 .03 財政課

平成２５年２月第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度補正予算に関する説明書 25.06 財政課

平成２５年６月第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２４年度補正予算に関する説明書（補正
第２号専決）

24.09 財政課

平成２４年第３回 10年 財政課

定例県議会：平成２３年度予算に関する説明書 23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

17.09 財政課

平成１６年度 10年 財政課

定例県議会：平成２５年度補正予算に関する説明書（第５
号分）

26.03 財政課

平成２６年２月第１回 10年 財政課

定例県議会：平成２３年度補正予算に関する説明書 24.06 財政課

平成２４年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成２５年度補正予算に関する説明書 26.03 財政課

平成２６年２月第１回 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

15.09 財政課



30県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１４年度 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

16.09 財政課

平成１５年度 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

13.12 財政課

平成１２年度 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

18.09 財政課

平成１７年度 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

19.09 財政課

平成１８年度 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

20.08 財政課

平成１９年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 11.09 財政課

平成１１年第３回 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

10.12 財政課

平成９年度 10年 財政課

定例県議会：平成２５年度補正予算に関する説明書（第４
号分）

26.03 財政課

平成２６年２月第１回 10年 財政課

土地開発基金運用状況書　企業立地促進資金貸付運用
状況書ほか

11.12 財政課

平成１０年度 10年 財政課

〔別府県税事務所〕事務概要 12.07 別府県税事務所

平成１２年 10年 別府県税事務所

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 15.1 用度管財課

平成１５年～１６年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 14.09 用度管財課

平成１４年～１６年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 13.09 用度管財課

平成１３年～１４年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 12.1 用度管財課

平成１２年～１４年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 16.09 用度管財課

平成１６年～１８年 10年 用度管財課

〔別府県税事務所〕事務概要 13.07 別府県税事務所

平成１３年７月 10年 別府県税事務所



31県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔自動車税事務所〕事務概要 14.11 税務課

平成１３年度 10年 自動車税事務所

〔別府県税事務所〕事務概要 11.08 別府県税事務所

平成１１年 10年 別府県税事務所

〔自動車税事務所〕事務概要 16.12 税務課

平成１５年度 10年 自動車税事務所

〔自動車税事務所〕事務概要 15.11 税務課

平成１４年度 10年 自動車税事務所

〔自動車税事務所〕事務概要 12.09 税務課

平成１２年版 10年 自動車税事務所

〔自動車税事務所〕事務概要 11.09 税務課

平成１１年版 10年 自動車税事務所

〔別府県税事務所〕事務概要 14.07 別府県税事務所

平成１４年度 10年 別府県税事務所

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 18.1 用度管財課

平成１８年～２０年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 21.01 用度管財課

平成２０年～２２年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 22.02 用度管財課

平成２１年～２２年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表：追加分 19.1 用度管財課

平成１９年～２０年 10年 用度管財課

〔用度管財課〕競争入札参加資格者一覧表 17.09 用度管財課

平成１７年～１８年 10年 用度管財課

臨時県議会：平成２２年度補正予算に関する説明書 23.05 財政課

平成２３年第１回臨時 10年 財政課

臨時県議会：平成２０年度補正予算に関する説明書 21.05 財政課

平成２１年第１回 10年 財政課

臨時県議会：平成２３年度補正予算に関する説明書 23.05 財政課

平成２３年第１回臨時 10年 財政課

臨時県議会：平成１０年度補正予算に関する説明書 11.05 財政課

平成１１年５月 10年 財政課

臨時県議会：平成１４年度補正予算に関する説明書 15.05 財政課



32県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１５年５月 10年 財政課

臨時県議会：平成１８年度補正予算に関する説明書 19.05 財政課

平成１９年５月 10年 財政課

予算資料 14.03 財政課

平成１４年度当初 10年 財政課

03 （人事・組織・給与）

大分県の人事行政の運営等の状況について 25.09 人事課

平成２５年９月 10年 人事課

大分県の人事行政の運営等の状況について 24.09 人事課

平成２４年９月 10年 人事課

大分県の人事行政の運営等の状況について 22.09 人事課

平成２２年９月 10年 人事課

職員の給与等に関する報告及び勧告 20.1 人事委員会事務局

平成２０年１０月 10年 人事委員会事務局

新人事 25.06 人事委員会事務局

第８３号 10年 人事委員会事務局

新人事 24.06 人事委員会事務局

第８２号 10年 人事委員会事務局

新人事 23.07 人事委員会事務局

第８１号 10年 人事委員会事務局

新人事 18.06 人事委員会事務局

第７６号 10年 人事委員会事務局

新人事 21.09 人事委員会事務局

第７９号 10年 人事委員会事務局

大分県の人事行政の運営等の状況について 18.09 人事課

平成１８年９月 10年 人事課

新人事 20.09 人事委員会事務局

第７８号 10年 人事委員会事務局

新人事 19.09 人事委員会事務局

第７７号 10年 人事委員会事務局

大分県の人事行政の運営等の状況について 21.09 人事課

平成２１年９月 10年 人事課



33県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

新人事 10.04 人事委員会事務局

第６８号 10年 人事委員会事務局

新人事 17.08 人事委員会事務局

第７５号 10年 人事委員会事務局

大分県の人事行政の運営等の状況について 20.09 人事課

平成２０年９月 10年 人事課

新人事 16.08 人事委員会事務局

第７４号 10年 人事委員会事務局

新人事 22.09 人事委員会事務局

第８０号 10年 人事委員会事務局

新人事 14.05 人事委員会事務局

第７２号 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 19.1 人事委員会事務局

平成１９年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 24.1 人事委員会事務局

平成２４年１０月 10年 人事委員会

職員の給与等に関する報告及び勧告 23.11 人事委員会事務局

平成２３年１１月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 22.1 人事委員会事務局

平成２２年１０月 10年 人事委員会事務局

新人事：人事委員会５０周年記念特集号 14.03 人事委員会事務局

第７１号 10年 人事委員会事務局

新人事 8.04 人事委員会事務局

第６６号 99年 人事委員会事務局

新人事 15.08 人事委員会事務局

第７３号 10年 人事委員会事務局

新人事

欠号：第５１号　２５・３
０・３５周年記念特集号
あり　　　　　　　　体、公
平審査の状況等を年度
別に収録

63.04 人事委員会事務局

第４３号～ 99年 人事委員会事務局

新人事 12.04 人事委員会事務局

第７０号 10年 人事委員会事務局

新人事 11.04 人事委員会事務局

第６９号 10年 人事委員会事務局



34県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

職務分類表 13.04 人事委員会事務局

平成１３年４月現在 10年 人事委員会事務局

大分県の人事行政の運営等の状況について 19.09 人事課

平成１９年９月 10年 人事課

新人事 9.04 人事委員会事務局

第６７号 10年 人事委員会事務局

大分県の人事行政の運営等の状況について 23.09 人事課

平成２３年９月 10年 人事課

職員の給与等に関する報告及び勧告 21.1 人事委員会事務局

平成２１年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与に関する報告及び勧告

県議会議長及び知事
に対して職員の給与等
に関する報告及び勧告
を行ったもの

8.1 人事委員会事務局

平成８年１０月 99年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 13.1 人事委員会事務局

平成１３年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 12.1 人事委員会事務局

平成１２年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 11.1 人事委員会事務局

平成１１年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 10.1 人事委員会事務局

平成１０年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 25.1 人事委員会事務局

平成２５年１０月 10年 人事委員会

職員の給与等に関する報告及び勧告 14.1 人事委員会事務局

平成１４年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与に関する報告及び勧告 9.1 人事委員会事務局

平成９年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与に関する報告及び勧告

県職員の給与の改善
について、県議会議長
及び知事に対し、報告
及び勧告を行ったもの

63.1 人事委員会事務局

昭和６３年～ 99年 人事委員会事務局

職務分類表 15.05 人事委員会事務局

平成１５年５月現在 10年 人事委員会事務局

職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧告 21.05 人事委員会事務局

平成２１年５月 10年 人事委員会事務局



35県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分県の人事行政の運営等の状況について 17.09 人事課

平成１７年９月 10年 人事課

職種別給料表 14.12 人事課

平成１５年１月適用 10年 人事課

職場研修のすすめ　新：活力ある職場づくりのために 11.03 職員研修所

10年 職員研修所

職務分類表 14.04 人事委員会事務局

平成１４年４月現在 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 24.1 人事委員会事務局

平成２４年１０月 10年 人事委員会

職員の給与等に関する報告及び勧告 16.1 人事委員会事務局

平成１６年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 17.1 人事委員会事務局

平成１７年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 18.1 人事委員会事務局

平成１８年１０月 10年 人事委員会事務局

職員の給与等に関する報告及び勧告 15.1 人事委員会事務局

平成１５年１０月 10年 人事委員会事務局

06 （各種統計）

学校統計 21.12 統計調査課

平成２１年度 10年 統計調査課

学校統計 11.11 統計調査課

平成１１年度 10年 統計調査課

学校統計 12.11 統計調査課

平成１２年度 10年 統計情報課

学校統計 13.11 統計調査課

平成１３年度 10年 統計調査課

学校統計 14.11 統計調査課

平成１４年度 10年 統計調査課

学校統計 16.11 統計調査課

平成１６年度 10年 統計調査課

学校統計 18.11 統計調査課



36県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１８年度 10年 統計調査課

学校統計

学校に関する基本的事
項を調査し、学校教育
行政上の基礎資料を得
ることを目的とする調査
結果をまとめたもの

63.09 統計調査課

昭和６０年度～ 99年 統計調査課

学校統計 20.11 統計調査課

平成２０年度 10年 統計調査課

学校統計 15.11 統計調査課

平成１５年度 10年 統計調査課

学校統計 22.12 統計調査課

平成２２年度 10年 統計調査課

学校統計 24.02 統計調査課

平成２３年度 10年 統計調査課

学校統計 25.01 統計調査課

平成２４年度 10年 統計調査課

学校統計 26.02 統計調査課

平成２５年度 10年 統計調査課

学校統計 8.1 統計調査課

平成８年度 99年 統計調査課

学校統計 9.11 統計調査課

平成９年度 10年 統計情報課

学校統計：学校基本調査結果 10.1 統計調査課

平成１０年度 10年 統計情報課

農業集落ハンドブック：２０１０農林業センサス 25.02 集落営農・水田対策室

平成２５年２月 10年 集落・水田対策室

学校統計 19.11 統計調査課

平成１９年度 10年 統計調査課

新規学卒者実態調査報告書 25.01 統計調査課

平成２４年度 10年 統計調査課

学校統計 17.11 統計調査課

平成１７年度 10年 統計調査課

新規学卒者実態調査報告書 24.03 統計調査課

平成２３年度 10年 統計調査課

新規学卒者実態調査報告書 25.11 統計調査課



37県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２５年度 10年 統計調査課

人口推計報告（毎月流動人口調査報告） 24.03 統計調査課

平成２３年版 10年 統計調査課

我がまち再発見

暮らしに係わる各種の
統計資料の中から市町
村ごとに優れた項目１
５をとり出して並べたも
の。

6.01 統計調査課

99年 大分県総務部統計情報課

漁業センサス調査結果報告書 12.01 統計調査課

第１０次 10年 統計情報課

鉱工業指数年報 24.06 統計調査課

平成２３年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 23.06 統計調査課

平成２２年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 22.06 統計調査課

平成２１年 10年 統計調査課

県民経済計算 24.02 統計調査課

平成２１年度 10年 統計調査課

県民経済計算 23.02 統計調査課

平成２０年度 10年 統計調査課

県民経済計算 16.03 統計調査課

平成１３年度 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 21.01 統計調査課

平成１９年 10年 統計調査課

県民経済計算 11.03 統計調査課

平成８年度 10年 統計情報課

県民経済計算 22.02 統計調査課

平成１９年度 10年 統計調査課

県民経済計算 21.02 統計調査課

平成１８年度 10年 統計調査課

県民経済計算 20.03 統計調査課

平成１７年度 10年 統計調査課

県民経済計算 19.03 統計調査課

平成１６年度 10年 統計調査課

県民経済計算 18.03 統計調査課

平成１５年度 10年 統計調査課



38県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

県民経済計算 17.03 統計調査課

平成１４年度 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 21.06 統計調査課

平成２０年 10年 統計調査課

漁業センサス調査結果報告書

平成５年１１月１日を期
日として行われた第９
次漁業センサスの大分
県分の調査結果をまと
めたもの。

7.02 統計調査課

第９次 99年 統計調査課

工業統計調査速報 10.09 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

工業統計調査速報 9.09 統計調査課

平成８年 01年 統計情報課

工業統計調査速報 13.09 統計調査課

平成１２年 10年 統計調査課

工業統計調査速報 12.09 統計調査課

平成１１年 10年 統計情報課

工業統計調査速報 11.09 統計調査課

平成１０年 10年 統計情報課

県民経済計算 26.03 統計調査課

平成２３年度 10年 統計調査課

漁業センサス調査結果報告書 22.02 統計調査課

第１２次 10年 統計調査課

県民経済計算

県経済の規模や動向，
産業構造及び県民の
所得水準を明らかした
もので，県経済を計量
的に判断する総合指
標。

10.02 統計調査課

平成７年度 10年 統計情報課

鉱工業指数年報 14.12 統計調査課

平成１３年 10年 統計調査課

経済の構造：産業関連表報告書 12.03 統計調査課

平成７年 10年 統計情報課

工業統計調査確報 24.03 統計調査課

平成２２年 10年 統計調査課

県民経済計算　概要 21.12 統計調査課

平成１９年度 10年 統計調査課

県民経済計算 12.03 統計調査課



39県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成９年度 10年 統計情報課

県民経済計算 25.05 統計調査課

平成２２年度 10年 統計調査課

漁業センサス調査結果報告書 17.03 統計調査課

第１１次 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 10.09 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

県民経済計算 15.03 統計調査課

平成１２年度 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 13.12 統計調査課

平成１２年 10年 統計調査課

県民経済計算

県内における経済活動
の成果を総合的、体系
的に把握し、県経済の
規模や所得水準等を明
らかにするもの。

9.01 統計調査課

平成６年度 99年 統計調査課

鉱工業指数年報 12.08 統計調査課

平成１１年 10年 統計情報課

鉱工業指数年報 11.11 統計調査課

平成１０年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 26.02 統計調査課

平成２４年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 9.08 統計調査課

平成８年 10年 統計情報課

県民経済計算 59.01 統計調査課

昭和５６年度～ 99年 統計調査課

県民経済計算 14.01 統計調査課

平成１１年度 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 19.08 統計調査課

平成１８年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 18.12 統計調査課

平成１７年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 17.1 統計調査課

平成１６年 10年 統計調査課

鉱工業指数年報 15.12 統計調査課



40県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１４年 10年 統計調査課

行政情報化実施計画 9.02 統計調査課

第７次 99年 統計調査課

県民経済計算 13.02 統計調査課

平成１０年度 10年 統計情報課

行政情報化実施計画 8.02 統計調査課

第６次 99年 統計調査課

鉱工業指数年報 16.1 統計調査課

平成１５年 10年 統計調査課

産業連関表 16.12 統計調査課

平成１２年 10年 統計調査課

商業物資流通調査からみた卸売業における物資の動き 10.09 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

商業物資流通調査からみた卸売業における物資の動き
平成６年商業物資流通
調査の結果をまとめた
もの

8.03 統計調査課

平成６年 99年 統計調査課

商業統計調査速報：卸売・小売業 10.02 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 15.06 統計調査課

平成１４年 10年 統計調査課

大分県の商業：商業統計調査（一般飲食店）結果 2.04 統計調査課

平成元年 99年 統計調査課

大分県の商業：商業統計調査（一般飲食店）結果 62.06 統計調査課

昭和６１年 99年 統計調査課

新規学卒者実態調査報告書 21.12 統計調査課

平成２１年度 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 22.03 統計調査課

平成２０年 10年 統計調査課

大分県の商業
平成６年商業統計調査
結果について大分県分
をまとめたもの。

7.08 統計調査課

平成６年 99年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 20.12 統計調査課

平成１９年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 19.12 統計調査課

平成１８年 10年 統計調査課



41県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

新規学卒者実態調査報告書 23.03 統計調査課

平成２２年度 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 19.01 統計調査課

平成１７年 10年 統計調査課

新規学卒者実態調査報告書 10.11 統計調査課

平成１０年度 10年 統計情報課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 16.06 統計調査課

平成１５年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 24.03 統計調査課

平成２２年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 14.06 統計調査課

平成１３年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 13.06 統計調査課

平成１２年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 12.07 統計調査課

平成１１年 10年 統計情報課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 11.11 統計調査課

平成１０年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働・雇用

毎月勤労統計調査地
方調査、特別調査結果
による賃金、労働時間
及び雇用についての変
動をまとめたもの

59.06 統計調査課

昭和５８年度～ 99年 統計調査課

大分の市町村民経済計算 22.07 統計調査課

平成１９年度 10年 統計調査課

大分の市町村民経済計算 21.07 統計調査課

平成１８年度 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 17.06 統計調査課

平成１６年 10年 統計調査課

新規学卒者実態調査報告書 10.02 統計調査課

平成９年度 10年 統計情報課

大分の市町村民所得 18.07 統計調査課

平成１５年度 10年 統計調査課

大分県の農業：農業センサス結果報告書

大分県の農業の基本
構造の現状とその動向
を市町村段階から全県
に至るまで明らかにし
たもの

8.03 統計調査課



42県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

１９９５年 99年 統計調査課

大分県の商業：商業統計調査結果 10.08 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

大分県の商業：商業統計調査結果 21.12 統計調査課

平成１９年 10年 統計調査課

大分の市町村民経済計算 20.09 統計調査課

平成１７年度 10年 統計調査課

大分県の農林業：２０００年世界農林業センサス結果報告
書

13.03 統計調査課

10年 統計情報課

大分県の商業：商業統計調査結果 1.06 統計調査課

昭和６３年 99年 統計調査課

大分県の農林業：２００５年世界農林業センサス結果報告
書

18.03 統計調査課

平成１８年３月 10年 統計調査課

大分県の商業：商業統計調査結果 61.03 統計調査課

昭和６０年 99年 統計調査課

大分県の農林業：２００５年世界農林業センサス結果報告
書

18.04 統計調査課

平成１８年４月（別冊 10年 統計調査課

大分県の商業：商業統計調査（一般飲食店）調査

平成４年１０月１日現在
で、一般飲食店に対し
て行なわれた調査の結
果

5.06 統計調査課

平成４年 99年 統計調査課

大分県の農林業：２００５年世界農林業センサス結果報告
書

18.04 統計調査課

平成１８年４月（別冊 10年 統計調査課

大分県の農林業：２０１０年世界農林業センサス結果報告
書

24.02 統計調査課

平成２４年２月 10年 統計調査課

大分県の商業：商業統計調査結果 15.1 統計調査課

平成１４年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き

毎月勤労統計調査地
方調査・特別調査結果
による賃金・労働時間
及び雇用についての変
動をまとめたもの

10.02 統計調査課

平成８年 10年 統計情報課

大分の市町村民経済計算 23.08 統計調査課

平成２０年度 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き

毎月勤労統計調査地
方調査・特別調査結果
による賃金・労働時間
及び雇用についての変
動をまとめたもの

9.03 統計調査課

平成７年 99年 統計調査課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 24.12 統計調査課

平成２３年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 23.03 統計調査課

平成２１年 10年 統計調査課

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 11.02 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

大分県の商業：商業統計調査結果 18.08 統計調査課

平成１６年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報

昭和６２年平均の大分
市の消費者物価指数、
年別対比、月別、費目
別指数などの解説と物
価指数の各種統計表

63.03 統計調査課

昭和６１年度～ 99年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 19.03 統計調査課

平成１８年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 18.03 統計調査課

平成１７年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 17.03 統計調査課

平成１６年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 16.03 統計調査課

平成１５年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 15.03 統計調査課

平成１４年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果 11.01 統計調査課

平成９年 10年 統計情報課

大分市消費者物価指数年報 13.03 統計調査課

平成１２年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 10.03 統計調査課

平成９年度 10年 統計情報課

大分県の工業：工業統計調査結果 14.02 統計調査課

平成１２年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果 15.03 統計調査課

平成１３年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果 16.03 統計調査課

平成１４年 10年 統計調査課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分県の工業：工業統計調査結果 17.02 統計調査課

平成１５年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果 18.03 統計調査課

平成１６年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果 19.03 統計調査課

平成１７年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 14.03 統計調査課

平成１３年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査（確定） 20.04 統計調査課

平成１９年 10年 統計調査課

大分の市町村民所得 11.09 統計調査課

平成８年度 10年 統計情報課

大分の市町村民所得

各市町村において１年
間に生み出された付加
価値（生産・分配）を推
計して、経済規模等を
明らかにするもの。

9.03 統計調査課

平成６年度 99年 統計調査課

人口移動理由調査報告

人口移動理由調査をも
とに、人口の移動理由
等の実態及び動向に
関してまとめられた報
告書である。

8.03 統計調査課

平成７年版 99年 統計調査課

人口推計報告（毎月流動人口調査報告） 22.03 統計調査課

平成２１年版 10年 統計調査課

人口推計報告（毎月流動人口調査報告） 23.03 統計調査課

平成２２年版 10年 統計調査課

大分県の工業 9.03 統計調査課

平成７年 99年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 20.03 統計調査課

平成１９年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査（確定） 20.06 統計調査課

平成１８年 10年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報

平成８年平均の大分市
の消費者物価指数、年
別対比、月別、費目別
指数などの解説と物価
指数の名種統計表

9.03 統計調査課

平成８年 99年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査（確報） 22.03 統計調査課

平成２０年 10年 統計調査課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分県の工業：工業統計調査（確報） 23.02 統計調査課

平成２１年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査（速報） 21.04 統計調査課

平成２０年 10年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果
欠号：昭和４８・５０・５
２・５５年

52.09 統計調査課

昭和４４年～ 99年 統計調査課

大分県の工業：工業統計調査結果 12.01 統計調査課

平成１０年 10年 統計情報課

大分県の工業：工業統計調査結果 13.03 統計調査課

平成１１年 10年 統計調査課

大分県の工業 10.01 統計調査課

平成８年 05年 統計情報課

大分の市町村民所得 16.09 統計調査課

平成１３年度 10年 統計調査課

大分の市町村民所得
前誌名：市町村民所得
推計結果報告書（試
算）昭和４５～５１年度

1.03 統計調査課

昭和５２年度～ 99年 統計調査課

大分市消費者物価指数年報 11.03 統計調査課

平成１０年 10年 統計情報課

大分の市町村民所得 14.06 統計調査課

平成１１年度 10年 統計調査課

世界農林業センサス結果速報 12.11 統計調査課

２０００年 10年 統計情報課

大分の市町村民所得 12.08 統計調査課

平成９年度 10年 統計情報課

大分の市町村民所得 13.08 統計調査課

平成１０年度 10年 統計調査課

大分の市町村民所得 17.08 統計調査課

平成１４年度 10年 統計調査課

大分の市町村民経済計算 19.08 統計調査課

平成１６年度 10年 統計調査課

大分の市町村所得 10.06 統計調査課

平成７年度 10年 統計情報課

大分の市町村民所得 15.09 統計調査課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１２年度 10年 統計調査課

統計年鑑 24.02 統計調査課

平成２３年版 10年 統計調査課

統計年鑑 23.06 統計調査課

平成２２年版 10年 統計調査課

統計から見たわが県わが町―大分がみえる１２１の指標―

各分野の統計データか
ら１２１の指標を選び、
全国における大分県の
位置づけと各市町村の
位置づけを表したも

4.11 統計調査課

99年 統計調査課

統計年鑑 22.03 統計調査課

平成２１年版 10年 統計調査課

統計から見たわが県わが町－豊かで住みよい郷土大分を
めざして－

各分野の統計データか
ら１１５の指標を選び、
全国における大分県の
位置づけと各市町村の
位置づけを表したも

1.11 統計調査課

99年 統計調査課

統計年鑑 11.03 統計調査課

平成１０年度 10年 統計情報課

統計年鑑 21.03 統計調査課

平成２０年版 10年 統計調査課

統計年鑑 20.03 統計調査課

平成１９年版 10年 統計調査課

統計年鑑
未刊：昭和６３年版
年次別・市町村別に詳
しく収録

33 統計調査課

昭和３３年度～ 99年 統計調査課

統計年鑑 18.03 統計調査課

平成１８年版 10年 統計調査課

統計年鑑 9.03 統計調査課

平成８年版 99年 統計調査課

統計年鑑 14.03 統計調査課

平成１３年度 10年 統計調査課

統計年鑑 25.03 統計調査課

平成２４年版 10年 統計調査課

農業集落ハンドブック：２００５農林業センサス 19.12 集落営農・水田対策室

平成１９年１２月 10年 集落・水田対策室

統計年鑑 17.03 統計調査課

平成１６年版 10年 統計調査課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

統計年鑑 15.03 統計調査課

平成１４年版 10年 統計調査課

統計年鑑 13.03 統計調査課

平成１２年度 10年 統計調査課

統計年鑑 10.03 統計調査課

平成９年版 10年 統計情報課

統計年鑑 12.03 統計調査課

平成１１年度 10年 統計情報課

統計年鑑 18.03 統計調査課

平成１７年版 10年 統計調査課

統計年鑑 26.03 統計調査課

平成２５年版 10年 統計調査課

統計年鑑 16.03 統計調査課

平成１５年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 20.03 統計調査課

平成１９年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 10.03 統計調査課

平成９年版 10年 統計情報課

毎月流動人口調査報告 21.03 統計調査課

平成２０年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 14.03 統計調査課

平成１３年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告

前年１０月から当年９
月までの大分県人口の
毎月の異動者数を各市
町村の住民基本台帳
に基づき調査集計報告
書

63.03 統計調査課

昭和６２年度～ 99年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 11.03 統計調査課

平成１０年版 10年 統計情報課

毎月流動人口調査報告 9.03 統計調査課

平成８年版 99年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 13.02 統計調査課

平成１２年版 10年 統計情報課

毎月流動人口調査報告 15.03 統計調査課

平成１４年版 10年 統計調査課
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

毎月流動人口調査報告 16.03 統計調査課

平成１５年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 17.03 統計調査課

平成１６年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 18.03 統計調査課

平成１７年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 19.03 統計調査課

平成１８年版 10年 統計調査課

毎月流動人口調査報告 12.03 統計調査課

平成１１年版 10年 統計情報課

07 （土地利用）

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 24.09 都市計画課

平成２４年 10年 都市計画課

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 25.09 都市計画課

平成２５年 10年 都市計画課

土地利用動向調査 24.11 都市計画課

平成２４年１１月 10年 都市計画課

土地利用動向調査 25.12 都市計画課

平成２５年１２月 10年 都市計画課

県土利用の現況と土地利用施策の状況 62.01 都市計画課

昭和６２年１月～ 99年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 23.05 都市計画課

平成２３年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 15.05 都市計画課

平成１５年５月 10年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 24.04 都市計画課

平成２４年４月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 25.05 都市計画課

平成２５年５月 10年 都市計画課

国土利用計画：第３次 8.07 都市計画課

平成８年７月 99年 水資源・土地対策局

国土利用計画：第四次 20.12 都市計画課
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閲覧期間

所属名
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備考

平成２０年１２月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 62.03 都市計画課

昭和６２年３月～ 99年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 10.05 都市計画課

平成１０年５月 10年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 11.05 都市計画課

平成１１年５月 10年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 12.05 都市計画課

平成１２年５月 10年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 9.06 都市計画課

平成９年５月 10年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 14.05 都市計画課

平成１４年５月 10年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 8.04 都市計画課

平成８年４月 99年 水資源・土地対策局

国土利用計画法の施行状況 16.05 都市計画課

平成１６年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 17.05 都市計画課

平成１７年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 18.05 都市計画課

平成１８年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 19.05 都市計画課

平成１９年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 20.05 都市計画課

平成２０年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 21.05 都市計画課

平成２１年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 22.05 都市計画課

平成２２年５月 10年 都市計画課

国土利用計画法の施行状況 13.05 都市計画課

平成１３年５月 10年 水資源・土地対策局

大分県の土地：国土利用計画管理運営事業報告書 9.01 都市計画課

平成８年度 99年 水資源・土地対策局
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分県の土地：国土利用計画管理運営事業報告書 10.02 都市計画課

平成９年度 10年 水資源・土地対策局

大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き 25.12 統計調査課

平成２４年 10年 統計調査課

地価調査基準地の標準価格等一覧 25.09 都市計画課

平成２５年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 22.1 都市計画課

平成２２年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 21.09 都市計画課

平成２１年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 23.09 都市計画課

平成２３年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 20.09 都市計画課

平成２０年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 19.09 都市計画課

平成１９年 10年 都市計画課

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 14.03 都市計画課

平成１３年 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の標準価格等一覧 24.09 都市計画課

平成２４年 10年 都市計画課

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 14.09 都市計画課

平成１４年 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準値の標準価格等一覧 11.09 都市計画課

平成１１年 10年 水資源・土地対策局

特定地区地価動向等詳細調査報告書 19.08 都市計画課

平成１９年度 10年 都市計画課

特定地区地価動向等詳細調査報告書（概要版） 20.08 都市計画課

平成２０年度 10年 都市計画課

土地利用動向調査 21.11 都市計画課

平成２１年１１月 10年 都市計画課

土地関係法令の概要 13.03 都市計画課

平成１３年３月 10年 水資源・土地対策局

土地利用基本計画 10.03 都市計画課



51県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１０年 10年 水資源・土地対策局

土地利用基本計画 20.03 都市計画課

平成１９年度 10年 都市計画課

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 20.09 都市計画課

平成２０年 10年 都市計画課

土地利用基本計画書 12.03 都市計画課

平成１２年３月 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準値の標準価格等一覧 9.09 都市計画課

平成９年７月１日現在 10年 水資源・土地対策局

土地利用規制図：平成元年１月

法令又は条例に基づき
指定された規制区域の
うち、主要なものを大分
県土土利用基本計画
図上に表示したもの

1.01 都市計画課

99年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 15.11 都市計画課

平成１５年度 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 17.09 都市計画課

平成１７年 10年 都市計画課

地価調査基準値の標準価格等一覧 8.07 都市計画課

平成８年 99年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 16.09 都市計画課

平成１６年 10年 都市計画課

土地利用動向調査 59.11 都市計画課

昭和５９年度～ 99年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 10.11 都市計画課

平成１０年度 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 11.11 都市計画課

平成１１年度 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 12.11 都市計画課

平成１２年度 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 13.11 都市計画課

平成１３年度 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 14.11 都市計画課

平成１４年度 10年 水資源・土地対策局

土地利用基本計画書 22.03 都市計画課



52県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年３月 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 13.09 都市計画課

平成１３年 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 21.09 都市計画課

平成２１年 10年 都市計画課

土地利用動向調査 22.11 都市計画課

平成２２年１１月 10年 都市計画課

土地利用動向調査 20.11 都市計画課

平成２０年１１月 10年 都市計画課

土地利用動向調査：土地利用転換動向等調書・主要施設
整備開発等

19.11 都市計画課

平成１９年１１月 10年 都市計画課

土地関係法令の概要 9.03 都市計画課

平成９年３月 99年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 15.09 都市計画課

平成１５年 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 23.11 都市計画課

平成２３年１１月 10年 都市計画課

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 23.09 都市計画課

平成２３年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格一覧表 50.1 都市計画課

昭和５０年～ 99年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の標準価格等一覧 16.09 都市計画課

平成１６年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 12.09 都市計画課

平成１２年 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 22.1 都市計画課

平成２２年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 14.09 都市計画課

平成１４年 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査：土地利用転換動向等調書 18.11 都市計画課

平成１８年度 10年 都市計画課

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 18.09 都市計画課

平成１８年 10年 都市計画課



53県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

地価調査基準地の所在図：地価公示地点含 19.09 都市計画課

平成１９年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 18.09 都市計画課

平成１８年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 10.09 都市計画課

平成１０年 10年 水資源・土地対策局

地価調査基準地の標準価格等一覧 17.09 都市計画課

平成１７年 10年 都市計画課

地価調査基準地の標準価格等一覧 15.09 都市計画課

平成１５年 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査：土地利用転換動向等調書 17.11 都市計画課

平成１７年度 10年 都市計画課

土地利用動向調査：土地利用転換動向等調書 16.11 都市計画課

平成１６年度 10年 都市計画課

土地利用動向調査：主要施設整備開発等調書 18.11 都市計画課

平成１８年度 10年 都市計画課

土地利用動向調査：主要施設整備開発等調書 17.11 都市計画課

平成１７年度 10年 都市計画課

土地利用動向調査：主要施設整備開発等調書 16.11 都市計画課

平成１６年度 10年 都市計画課

土地利用動向調査 9.11 都市計画課

平成９年度 10年 水資源・土地対策局

土地利用動向調査 8.11 都市計画課

平成８年度 99年 水資源・土地対策局

08 （県例規）

道路管理関係例規集 25.04 道路課

平成２５年４月 10年 道路課

11 （その他）

土木建築部予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

農林水産部予算概要 26.03 財政課



54県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２６年度 10年 財政課

梅雨前線豪雨災害復旧・復興推進計画 24.08 政策企画課

平成２４年 10年 政策企画課

土木建築部予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

ひらけゆく大分県 46.03 県政情報課

99年 大分県

監査事務局予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

商工労働部・労働委員会予算概要 25.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

警察本部予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

みらい創造元年　平松知事のことばより 6.08 広報広聴課

99年 広報広聴課

福祉保健部予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

広報広聴の概要 24.04 広報広聴課

平成２４年度 10年 広報広聴課

監査事務局予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課



55県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

議会事務局予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

監査事務局予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

公社等外郭団体経営状況等調書 25.09 行政企画課

平成２５年９月 10年 行政企画課

ＧＵＩＤＥ－Ｏ：おおいたの魅力徹底ガイド！！ 18.1 広報広聴課

２００５ 10年 広報広聴課

会計管理局予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

会計管理局予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

会計管理局予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

会計管理局予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

会計管理局予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

会計管理局予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

ＬＥＴ’Ｓ　ＬＯＶＥ　ＯＩＴＡ（１９８６年No.２３～１９９１年No.４
４）

3.03 広報広聴課

99年 広報広聴課

Ｌｅｔ’ｓ　ｌｏｖｅ　Ｏｉｔａ：１９８０創刊号～２２号 61.06 広報広聴課

99年 広報広聴課

ＮＥＯＯＩＴＡ 11.04 広報広聴課

保存版２ 10年 広報広聴課

ＮＥＯＯＩＴＡ 7.06 広報広聴課



56県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

99年 広報広聴課

一村一品運動調査概要書：活動・生産団体編 12.1 広報広聴課

平成１２年度 10年 広報広聴課

ＰＦＩの手引き 15.01 政策企画課

第１版 10年 企画調整課

県制度資金融資事務の手引き 25.04 経営金融支援室

平成２５年度 10年 経営金融支援室

一村一品運動調査概要書：データ編 10.03 市町村振興課

平成９年度 10年 過疎・地域振興対策

おおいたの水 19.12 政策企画課

平成１９年度版 10年
第１回アジア・太平洋水サミット大
分県委員会

土木建築部予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

一村一品運動調査概要書：活動・生産団体編 11.11 市町村振興課

平成１１年度 10年 過疎・地域振興対策

一村一品運動調査概要書：活動・生産団体編 10.1 市町村振興課

平成１０年度 10年 過疎・地域振興対策

一村一品運動調査概要書：一村一品運動概要編 12.1 広報広聴課

平成１２年度 10年 広報広聴課

一村一品運動調査概要書：一村一品運動概要編 11.11 市町村振興課

平成１１年度 10年 過疎・地域振興対策

一村一品運動調査概要書：一村一品運動概要編 10.1 市町村振興課

平成１０年度 10年 過疎・地域振興対策

一村一品運動調査概要書：デ－タ編 12.1 広報広聴課

平成１２年度 10年 広報広聴課

一村一品運動調査概要書：デ－タ編 10.1 市町村振興課

平成１０年度 10年 過疎・地域振興対策

一村一品運動２０年の記録 13.05 広報広聴課

10年 広報広聴課

県制度資金融資事務の手引き 26.04 経営金融支援室

平成２６年度 10年 経営金融支援室

２１世紀の扉を開く県政 11.09 広報広聴課

10年
内外情勢調査会（平松守彦／講
演）



57県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

企画振興部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 21.04 財政課

平成２１年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

行啓誌：平成２５年度全国高等学校総合体育大会 26.01 広報広聴課

平成２５年来県 10年 広報広聴課

教育委員会予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 23.07 財政課



58県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２３年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

企画振興部予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

人事委員会事務局予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

総務部予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

土木建築部予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課



59県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

一村一品運動調査概要書：デ－タ編 11.11 市町村振興課

平成１１年度 10年 過疎・地域振興対策

生活環境部予算概要 25 .03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

生活環境部予算概要 26.03 財政課

平成２６年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

中小企業者のための融資制度のご案内 26.03 経営金融支援室

平成２６年度版 10年 経営金融支援室

中小企業者のための融資制度のご案内 24.03 経営金融支援室

平成２４年度版 10年 経営金融支援室

企画振興部予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

中小企業者のための融資制度のご案内 25.03 経営金融支援室

平成２５年度版 10年 経営金融支援室

教育委員会予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

教育委員会予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

議会事務局予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

議会定例会議案 21.06 財政課



60県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２１年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 21.02 財政課

平成２１年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：第２６号議案資料（第３次おおいた男女
共同参画

23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 21.09 財政課

平成２１年第３回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 15.02 財政課

平成１５年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 9.06 財政課

平成９年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 9.09 財政課

平成９年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 9.12 財政課

平成９年第４回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 10.03 財政課

平成１０年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 10.12 財政課

平成１０年第４回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 11.02 財政課

平成１１年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 11.12 財政課

平成１１年第４回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 12.02 財政課

平成１２年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 21.11 財政課

平成２１年第４回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 14.02 財政課

平成１４年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 8.12 財政課

平成８年第４回 99年 財政課

議会定例会議案：追加議案 15.09 財政課

平成１５年第３回 10年 財政課



61県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

議会定例会議案：追加議案 16.02 財政課

平成１６年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 17.03 財政課

平成１７年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 18.03 財政課

平成１８年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 13.02 財政課

平成１３年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 25.02 財政課

平成２５年２月 10年 財政課

公営企業会計決算審査意見書 8.09 財政課

平成７年度 99年 財政課

公営企業会計決算審査意見書 9.09 財政課

平成８年度 10年 監査委員

議会定例会議案：追加議案 19.02 財政課

平成１９年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 23.11 財政課

平成２３年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 23.09 財政課

平成２３年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 23.07 財政課

平成２３年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 24.11 財政課

平成２４年１１月 10年 財政課

議会定例会議案 24.06 財政課

平成２４年６月 10年 財政課

議会定例会議案 24.09 財政課

平成２４年９月 10年 財政課

公営企業会計決算書 8.09 財政課

平成７年度 99年 財政課

議会定例会議案 25.11 財政課

平成２５年１１月 10年 財政課

議会定例会議案 22.02 財政課



62県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 25.09 財政課

平成２５年９月 10年 財政課

県制度資金融資事務の手引き 23.08 経営金融支援室

平成２３年度（８月改 10年 経営金融支援室

議会定例会議案 8.06 財政課

平成８年第２回 99年 財政課

議会定例会議案 8.09 財政課

平成８年第３回 99年 財政課

公営企業会計決算書 9.09 財政課

平成８年度 10年 企業局

議会定例会議案 9.02 財政課

平成９年第１回 99年 財政課

議会定例会議案 23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 22.11 財政課

平成２２年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 22.09 財政課

平成２２年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 22.06 財政課

平成２２年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 24.02 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

県政のあゆみ 20.06 広報広聴課

平成１５～１８年度 10年 広報広聴課

警察本部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

警察本部予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

警察本部予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

警察本部予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課



63県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

県立病院管理局予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

県立病院管理局予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

警察本部予算概要 24.04 財政課

平成２４年度 10年 財政課

警察本部予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

県政のあゆみ：昭和３８年版～ ４年に１回発行 38.02 広報広聴課

99年 広報広聴課

県政のあゆみ　昭和３８年版

昭和３４年度から昭和
３７年度までの４年間の
県政のあゆみと成果を
まとめたもの

38.02 広報広聴課

10年 広報公聴課

県政のあゆみ 12.03 広報広聴課

平成７年度～１０年度 10年 広報広聴課

議会臨時会議案 15.05 財政課

平成１５年５月 10年 財政課

県政のあゆみ 24.03 広報広聴課

平成１９～２２年度 10年 広報広聴課

警察本部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

県政のあゆみ ＣＤ－ＲＯＭ付 16.03 広報広聴課

平成１１～１４年度 10年 広報広聴課

県政のあゆみ

昭和６２年度から平成
２年度までの４年間の
県政のあゆみと成果を
まとめたもの

3.04 広報広聴課

昭和６２～平成２年度 99年 広報広聴課

県政のあゆみ

昭和５８年度から昭和
６１年度までの４年間の
県政のあゆみと成果を
まとめたもの

62.03 広報広聴課

昭和５８～６１年度 99年 広報広聴課

県政２４年のあゆみ：疾風に勁草を知る 15.04 広報広聴課

昭和５４年度～ 10年 広報広聴課

県勢の概要 15.03 市町村振興課

平成１５年３月 10年 市町村振興課

県勢・主要プロジェクトの概要 16.03 市町村振興課



64県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

２００４年 10年 市町村振興局

県勢・主要プロジェクトの概要 19.04 政策企画課

１９年４月 10年 政策企画課

県勢・主要プロジェクトの概要 18.04 政策企画課

１８年４月 10年 企画調整課

県制度資金融資事務の手引き 20.06 経営金融支援室

平成２０年度 10年 経営金融支援室

県制度資金融資事務の手引き 22.04 経営金融支援室

平成２２年度 10年 経営金融支援室

県制度資金融資事務の手引き 23.04 経営金融支援室

平成２３年度 10年 経営金融支援室

県政のあゆみ 7.08 広報広聴課

平成３～平成６年度 99年 広報広聴課

議会定例会議案：追加議案
第70,71,72号議案　追
加

26.03 財政課

平成２６年３月 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 20.02 財政課

平成２０年第１回 10年 財政課

個人情報保護制度研究報告書 12.11 県政情報課

10年 県政情報室

個人情報保護事務のてびき 23.05 県政情報課

平成２３年５月 10年 県政情報課

個人情報保護事務のてびき 18.03 県政情報課

平成１８年３月 10年 県政情報課

個人情報保護事務のてびき 14.1 県政情報課

平成１４年１０月 10年 県政情報室

議会定例会議案：追加議案 21.02 財政課

平成２１年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 22.02 財政課

平成２２年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 22.11 財政課

平成２２年第４回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課



65県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

議会定例会議案：追加議案 24.03 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 24.06 財政課

平成２４年第２回 10年 財政課

警察本部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 25.06 財政課

平成２５年６月 10年 財政課

警察本部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 8.12 財政課

平成８年第４回 99年 財政課

議会定例会議案：追加議案 9.02 財政課

平成９年第１回 99年 財政課

議会定例会議案：追加議案 9.12 財政課

平成９年第４回 10年 財政課

議会臨時会議案 11.05 財政課

平成１１年５月 10年 財政課

議会定例会議案 20.12 財政課

平成２０年第４回 10年 財政課

議会臨時会議案 19.05 財政課

平成１９年５月 10年 財政課

議会定例会議案 24.09 財政課

平成２５年６月 10年 財政課

継続は力豊の国づくり塾 11.04 広報広聴課

10年 広報広聴課

継続は力豊の国づくり塾 12.1 広報広聴課

10年 広報広聴課

県立病院事業会計決算書 9.09 財政課

平成８年度 10年 財政課

県立病院事業会計決算書 8.09 財政課

平成７年度 99年 財政課

議会定例会議案：追加議案 19.12 財政課



66県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１９年第４回 10年 財政課

議会定例会議案：追加議案 25 .03 財政課

平成２５年３月 10年 財政課

議会定例会議案 15.02 財政課

平成１５年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 18.09 財政課

平成１８年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 11.12 財政課

平成１１年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 12.02 財政課

平成１２年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 12.06 財政課

平成１２年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 12.09 財政課

平成１２年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 12.11 財政課

平成１２年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 13.02 財政課

平成１３年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 13.06 財政課

平成１３年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 14.06 財政課

平成１３年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 13.09 財政課

平成１３年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 13.12 財政課

平成１３年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 14.02 財政課

平成１４年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 11.02 財政課

平成１１年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 14.12 財政課

平成１４年第４回 10年 財政課



67県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

議会定例会議案 10.12 財政課

平成１０年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 15.07 財政課

平成１５年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 15.09 財政課

平成１５年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 15.11 財政課

平成１５年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 16.02 財政課

平成１６年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 16.06 財政課

平成１６年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 16.09 財政課

平成１６年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 16.12 財政課

平成１６年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 17.02 財政課

平成１７年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 17.09 財政課

平成１７年第３回 10年 財政課

行啓誌 20.03 広報広聴課

10年 広報広聴課

行啓誌：第３０回記念大分国際車いすマラソン大会 23.03 広報広聴課

平成２２年来県 10年 広報広聴課

議会定例会議案 18.02 財政課

平成１８年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 18.06 財政課

平成１８年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 14.09 財政課

平成１４年第３回 10年 財政課

広報広聴の概要 17.04 広報広聴課

平成１７年度 10年 広報広聴課

議会定例会議案 20.08 財政課



68県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 26.02 財政課

平成２６年２月 10年 財政課

企業局予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

企業局予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

広聴事業の概要：県民ひろば 11.05 広報広聴課

平成１１年度 10年 広報広聴課

広聴事業の概要：県民ひろば 12.05 広報広聴課

平成１２年度 10年 広報広聴課

広報おおいた　自平成８年１月至平成９年１２月 10.03 広報広聴課

10年 広報広聴課

広報おおいた　保存版　１２ 8.05 広報広聴課

99年 広報広聴課

広報おおいた：製本　６～ 58.12 広報広聴課

99年 広報広聴課

広報広職課・一村一品運動推進室の事業概要 13.06 広報広聴課

平成１３年度 10年 広報広聴課

広報広聴の概要 11.06 広報広聴課

平成１１年度 10年 広報広聴課

広報広聴の概要 14.06 広報広聴課

平成１４年度 10年 広報広聴課

議会定例会議案 11.07 財政課

平成１１年第２回 10年 財政課

広報広聴の概要 16.04 広報広聴課

平成１６年度 10年 広報広聴課

議会定例会議案 17.11 財政課

平成１７年第４回 10年 財政課

広報広聴の概要 18.04 広報広聴課

平成１８年度 10年 広報広聴課

広報広聴の概要 19.04 広報広聴課

平成１９年度 10年 広報広聴課



69県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

広報広聴の概要 20.05 広報広聴課

平成２０年度 10年 広報広聴課

広報広聴の概要 21.04 広報広聴課

平成２１年度 10年 広報広聴課

広報広聴の概要 22.06 広報広聴課

平成２２年度 10年 広報広聴課

広報広聴課・一村一品運動推進室の事業概要 12.06 広報広聴課

平成１２年度 10年 広報広聴課

広報広聴県民運動の概要 10.05 広報広聴課

平成１０年度 10年 広報広聴課

広報広聴県民運動の概要 9.05 広報広聴課

平成９年度 10年 広報広聴課

広報広聴県民活動の概要 8.05 広報広聴課

平成８年度 99年 広報広聴課

行啓誌 16.12 広報広聴課

10年 広報広聴課

議会定例会議案 10.02 財政課

平成１０年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 10.06 財政課

平成１０年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 10.09 財政課

平成１０年第３回 10年 財政課

広報広聴の概要 15.06 広報広聴課

平成１５年度 10年 広報広聴課

講演シリーズ：九州の挑戦・新たな発展に向けて 18.12 県政情報課

平成１８年１０月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

行財政改革大綱 14.04 人事課

平成１４年４月 10年 人事課

行政改革の主な取り組み 11.09 人事課

10年 人事課

行政改革の推進計画 12.03 人事課

平成１２年度 10年 人事課

行政改革の推進状況 10.08 人事課



70県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１０年４月１日現 10年 人事課

行政改革の推進状況 11.08 人事課

平成１１年４月現在 10年 人事課

行政改革の推進状況 12.04 人事課

平成１２年４月現在 10年 人事課

行政改革の推進状況 13.04 人事課

平成１３年４月現在 10年 人事課

行政手続事務の手引 11.03 行政企画課

10年 総務課

講演シリーズ　疾風に勁草を知る：おおいた新世紀創造計
画

12.04 県政情報課

平成１２年４月 10年
内外情勢調査会（平松守彦大分
県知事／講演）

講演シリーズ：２１世紀の大分の課題　地域力と人間力 14.04 県政情報課

平成１４年４月 10年
内外情勢調査会（平松守彦大分
県知事／講演）

講演シリーズ：明日へのロードマップ　おおいたの挑戦 25.06 広報広聴課

平成２５年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

講演シリーズ：希望へのシナリオ～安心・活力・発展プラン 24.06 広報広聴課

平成２４年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

講演シリーズ：めじろん国体ーそして飛躍の大分県 20.05 県政情報課

平成２０年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

行財政改革推進計画 14.04 人事課

平成１３～１７年度 10年 人事課

講演シリーズ：地方の時代　大分県の挑戦 18.04 県政情報課

平成１８年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

議会定例会議案 20.05 財政課

平成２０年第２回 10年 財政課

議会定例会議案 20.02 財政課

平成２０年第１回 10年 財政課

議会定例会議案 19.12 財政課

平成１９年第４回 10年 財政課

議会定例会議案 19.09 財政課

平成１９年第３回 10年 財政課

議会定例会議案 19.07 財政課

平成１９年第２回 10年 財政課



71県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

講演シリーズ：安心・活力・発展ー挑戦へのシナリオ 19.08 県政情報課

平成１９年７月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

議会定例会議案 18.12 財政課

平成１８年第４回 10年 財政課

講演シリーズ：九州の可能性 22.12 広報広聴課

平成２２年８月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

講演シリーズ：大分の底力 22.06 県政情報課

平成２２年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

講演シリーズ：新大分県の創造　安心・活力・発展 15.08 県政情報課

平成１５年８月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

講演シリーズ：新しい挑戦　安心・活力・発展の大分県 23.08 広報広聴課

平成２３年７月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

議会定例会議案 17.06 財政課

平成１７年第２回 10年 財政課

講演シリーズ：行革元年の取り組み 16.04 県政情報課

平成１６年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

講演シリーズ：語ろう　大分の夢 17.04 県政情報課

平成１７年４月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

議会定例会議案 19.02 財政課

平成１９年第１回 10年 財政課

行幸啓誌 42.08 知事室

99年 知事室

講演シリーズ：子どもに夢を　暮らしに温もりを 21.06 県政情報課

平成２１年６月 10年
内外情勢調査会（広瀬勝貞大分
県知事／講演）

行財政改革の推進状況：大分県における 16.04 行政企画課

平成１６年４月現在 10年 行政企画課

行財政改革の推進状況：大分県における 15.04 人事課

平成１５年４月現在 10年 人事課

行財政改革の推進状況 14.04 人事課

平成１４年４月現在 10年 人事課

行幸啓誌：第５１回全国植樹祭 13.02 広報広聴課

10年 広報広聴課

行幸啓誌 21.03 広報広聴課



72県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年来県 10年 広報広聴課

行啓誌：日欄交流４００周年記念 12.12 広報広聴課

10年 広報広聴課

市町村の主要施策 14.05 市町村振興課

平成１４年度 10年 市町村振興局

市町村の主要施策 9.06 市町村振興課

平成９年度 10年 地方課

市町村公共施設の状況 14.03 市町村振興課

平成１２年度 10年 市町村振興局

市町村の主要施策 13.05 市町村振興課

平成１３年度 10年 市町村振興局

市町村の主要施策 12.05 市町村振興課

平成１２年度 10年 地方課

市町村公共施設の状況 12.03 市町村振興課

平成１０年度 10年 地方課

市町村ハンドブック 15.08 市町村振興課

平成１５年度版 10年 市町村振興局

市町村ハンドブック 16.06 市町村振興課

平成１６年度版 10年 市町村振興局

事典豊の国づくり運動 11.08 広報広聴課

平成１１年春 10年 豊の国作り運動推進協議会

市町村ハンドブック 17.01 市町村振興課

平成１７年度版 10年 地方行政局

市町村ハンドブック 18.11 市町村振興課

平成１８年度版 10年 地方行政局

市町村ハンドブック 19.12 市町村振興課

平成１９年度版 10年 市町村振興課

市町村ハンドブック 10.1 市町村振興課

平成２０年度版 10年 市町村振興課

市町村ハンドブック 21.07 市町村振興課

平成２１年度版 10年 市町村振興課

市町村ハンドブック 22.07 農林水産企画課

平成２２年度版 10年 農林水産企画課



73県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

市町村ハンドブック 23.11 市町村振興課

平成２３年度版 10年 市町村振興課

市町村ハンドブック 24.07 市町村振興課

平成２４年度版 10年 市町村振興課

市町村公共施設の状況 11.03 市町村振興課

平成９年度 10年 地方課

市町村公共施設の状況 欠号：昭和４８年度 1.03 市町村振興課

昭和４４年度～ 99年 市町村振興課

歳入歳出決算審査意見書 8.12 財政課

平成７年度 99年 財政課

市町村公共施設の状況 13.03 市町村振興課

平成１１年度 10年 市町村振興局

主要プロジェクトの概要 15.03 市町村振興課

平成１５年３月 10年 市町村振興課

市町村財政のすがた 18.03 市町村振興課

平成１７年度版 10年 地方行政局

市町村公共施設の状況 9.04 市町村振興課

平成７年度 10年 市町村振興課

市町村の主要施策 11.09 市町村振興課

平成１１年度 10年 地方課

市町村公共施設の状況 10.03 市町村振興課

平成８年度 10年 地方課

市町村財政のすがた

大分県市町村の決算
に係る主要な財政指標
を市計と町村計に分類
し、年次比較又は全国
比較したもの

57.01 市町村振興課

昭和５７年度～ 99年 市町村振興課

市町村財政のすがた 11.03 市町村振興課

平成１０年度版 10年 地方課

市町村財政のすがた 12.01 市町村振興課

平成１２年１月 10年 地方課

市町村財政のすがた 13.01 市町村振興課

平成１２年度版 10年 市町村振興局

市町村財政のすがた 14.01 市町村振興課

平成１３年度版 10年 市町村振興局



74県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

歳入歳出決算審査意見書 9.12 監査事務局

平成８年度 10年 監査事務局

市町村ハンドブック 25.07 市町村振興課

平成２５年度版 10年 市町村振興課

市町村財政概要 22.03 市町村振興課

平成２０年度 10年 市町村振興課

市町村財政概要 15.03 市町村振興課

平成１３年度 10年 市町村振興課

市町村財政概要 16.03 市町村振興課

平成１４年度 10年 市町村振興局

市町村財政概要 17.03 市町村振興課

平成１５年度 10年 地方行政局

市町村財政概要 19.04 市町村振興課

平成１７年度 10年 市町村振興課

市町村財政概要 9.04 市町村振興課

平成７年度 10年 市町村振興課

国民体育大会・障害者スポーツ大会局予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

国民体育大会・障害者スポーツ大会局予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

国民体育大会・障害者スポーツ大会局予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

市町村財政概要 14.03 市町村振興課

平成１２年度 10年 市町村振興局

市町村財政概要 20.12 市町村振興課

平成１９年度 10年 市町村振興課

市町村財政概要 18.03 市町村振興課

平成１６年度 10年 地方行政局

市町村財政概要 23.03 市町村振興課

平成２１年度 10年 市町村振興課

出納事務局予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

出納事務局予算概要 17.03 財政課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１７年度 10年 財政課

市町村財政概要 11.03 市町村振興課

平成９年度 10年 地方課

市町村財政概要 10.03 市町村振興課

平成８年度 10年 地方課

市町村の主要施策 10.07 市町村振興課

平成１０年度 10年 地方課

市町村財政概要 25.03 市町村振興課

平成２３年度 10年 市町村振興課

市町村財政概要 26.03 市町村振興課

平成２４年度 10年 市町村振興課

国民体育大会・障害者スポーツ大会局予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

市町村要覧 15.03 市町村振興課

平成１４年度版 10年 市町村振興課

三重病院事業会計決算書 9.09 財政課

平成８年度 10年 財政課

市町村財政のすがた 15.01 市町村振興課

平成１４年度版 10年 市町村振興局

市町村財政のすがた 16.01 市町村振興課

平成１５年度版 10年 市町村振興局

市町村財政概要 20.05 市町村振興課

平成１８年度 10年 市町村振興課

三重病院事業会計決算書 8.09 財政課

平成７年度 99年 財政課

市町村財政概要 13.05 市町村振興課

平成１１年度 10年 市町村振興局

市町村財政のすがた 17.01 市町村振興課

平成１６年度版 10年 市町村振興局

市町村要覧 14.03 市町村振興課

平成１３年度版 10年 市町村振興局

市町村財政のすがた 19.03 市町村振興課

平成１８年度版 10年 市町村振興課



76県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

市町村財政のすがた 20.03 市町村振興課

平成１９年度版 10年 市町村振興課

市町村財政概要
大分県市町村の決算
に係る財政指標を市町
村別に表わしたもの

52.03 市町村振興課

昭和４６年度～ 99年 市町村振興課

市町村財政のすがた 22.04 市町村振興課

平成２１年度版 10年 市町村振興課

市町村財政のすがた 23.04 市町村振興課

平成２２年度版 10年 市町村振興課

市町村財政のすがた 24.12 市町村振興課

平成２３年度版 10年 市町村振興課

市町村財政のすがた 25.11 市町村振興課

平成２４年度版 10年 市町村振興課

市町村財政のすがた 10.01 市町村振興課

平成８年１月 10年 地方課

市町村財政のすがた 9.02 市町村振興課

平成９年２月 99年 市町村振興課

市町村財政概要 12.03 市町村振興課

平成１０年度 10年 地方課

市町村財政のすがた 21.03 市町村振興課

平成２０年度版 10年 市町村振興課

知事のことば：粘り強く、前進 9.01 広報広聴課

平成９年１月 99年 広報広聴課

大分県の情報公開：情報公開制度運用状況報告書 11.09 県政情報課

平成１０年度 10年 県政情報室

人事委員会予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

人事委員会予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

商工労働部・労働委員会予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

知事のことば 61.04 広報広聴課

昭和６１年４月～ 99年 広報広聴課

大分ガイド：Ｏ－ＢＯＯＫ 10.03 広報広聴課



77県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

第２版 10年 広報広聴課

職員研修概要 11.05 職員研修所

平成１１年版 10年 職員研修所

知事のことば：勇気、元気、チャレンジ 10.01 広報広聴課

平成１０年１月 10年 広報広聴課

政策自主研究グル－プ研究成果報告書 15.04 職員研修所

平成１４年度 10年 職員研修所

人事委員会予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

人事委員会予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

大分ガイド：Ｏ－ＢＯＯＫ 14.03 広報広聴課

平成１４年３月 10年 広報広聴課

職員研修概要 10.07 職員研修所

平成１０年度 10年 職員研修所

職員研修ガイドブック 22.04 職員研修所

平成２２年度 10年 職員研修所

人事委員会予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

人事委員会予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

人事委員会予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

情報公開事務の手引 19.01 県政情報課

平成１９年１月 10年 県政情報課

情報公開事務のてびき（案）：解釈運用基準編 13.03 県政情報課

10年 県政情報室

情報公開事務のてびき 10.03 県政情報課

再訂版 10年 県政情報室

情報公開のてびき 14.03 県政情報課

平成１４年３月 10年 県政情報室

総務部予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課



78県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

商工労働部・労働委員会予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

商工労働部・労働委員会予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

大分医科大学創設のあゆみ 53.1 県政情報課

99年 大分県

人事委員会予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

大分県の気候誌 48.03 県政情報課

99年 大分県

職員研修ガイドブック 20.04 職員研修所

平成２０年度 10年 職員研修所

商工労働部・労働委員会予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

総務部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

大分ガイド　Ｏ－ＢＯＯＫ 9.03 広報広聴課

99年 広報広聴課

人事委員会予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

総務部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

商工労働部・労働委員会予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

商工労働部・労働委員会予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

総務部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

総務部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

総務部予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

総務部予算概要 22.03 財政課



79県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度 10年 財政課

総務部予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

職員研修概要 12.08 職員研修所

平成１２年版 10年 職員研修所

総務部予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

知事のことば：定住と交流の年 7.01 県政情報課

平成７年 99年 県政情報室

職員研修ガイドブック 19.05 職員研修所

平成１９年度 10年 職員研修所

訟務資料 14.05 行政企画課

平成１２年度 10年 総務課

大分県の情報公開・個人情報保護 19.09 県政情報課

平成１８年度 10年 県政情報課

訟務資料 26.02 法務室

平成２４年度 10年 法務室

職員研修概要 13.05 職員研修所

平成１３年度 10年 職員研修所

訟務資料 24.03 法務室

平成２２年度 10年 法務室

心の隙間 16.09 県政情報課

10年
２１世紀の大分を創る会（広瀬勝
貞後援会）

訟務資料 23.01 法務室

平成２１年度 10年 法務室

訟務資料 22.12 法務室

平成２０年度 10年 法務室

訟務資料 20.1 法務室

平成１９年度 10年 法務室

訟務資料 19.1 法務室

平成１８年度 10年 法務室

訟務資料 18.09 法務室

平成１７年度 10年 法務室



80県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

訟務資料 17.09 県政情報課

平成１６年度 10年 県政情報課

訟務資料 16.09 県政情報課

平成１５年度 10年 県政情報課

訟務資料 9.08 行政企画課

平成８年度 10年 総務課

訟務資料 14.11 行政企画課

平成１３年度 10年 総務課

訟務資料 25.03 法務室

平成２３年度 10年 法務室

訟務資料 12.12 行政企画課

平成１１年度 10年 総務課

訟務資料 12.03 行政企画課

平成１０年度 10年 総務課

大分県の情報公開・個人情報保護 18.09 県政情報課

平成１７年度 10年 県政情報課

大分県の情報公開・個人情報保護 17.09 県政情報課

平成１６年度 10年 県政情報課

大分県の情報公開・個人情報保護 16.12 県政情報課

平成１５年度 10年 県政情報課

大分県の情報公開・個人情報保護 15.12 県政情報課

平成１４年度 10年 県政情報室

大分県の情報公開・個人情報保護 25.07 県政情報課

平成２４年度 10年 県政情報課

大分県の情報公開・個人情報保護 24.07 県政情報課

平成２３年度 10年 県政情報課

大分県の情報公開：情報公開制度運用状況報告書 10.1 県政情報課

平成９年度 10年 県政情報室

大分県の情報公開：情報公開制度運用状況報告書 14.11 県政情報課

平成１３年度 10年 県政情報課

大分県の情報公開：情報公開制度運用状況報告書 13.08 県政情報課

平成１２年度 10年 県政情報室

大分県の情報公開：情報公開制度運用状況報告書 12.08 県政情報課



81県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１１年度 10年 県政情報室

訟務資料 16.03 行政企画課

平成１４年度 10年 行政企画課

大分県の情報公開・個人情報保護 23.08 県政情報課

平成２２年度 10年 県政情報課

職員研修ガイドブック 21.04 職員研修所

平成２１年度 10年 職員研修所

職員研修概要 14.05 職員研修所

平成１４年度 10年 職員研修所

知事のことば：疾風に草を知る 12.04 広報広聴課

平成１２年１月 10年 広報広聴課

職員研修概要 15.06 職員研修所

平成１５年度 10年 職員研修所

職員自主研究グル－プ活動実績報告書 11.07 人事課

平成１０年度 10年 人事課

職員自主研究グル－プ活動実績報告書 12.07 人事課

平成１１年度 10年 人事課

大分県庁舎 38.11 県政情報課

10年 大分県

職員相談業務の概要 12.06 人事課

平成１２年６月 10年 職員課

訟務資料：別冊 16.06 県政情報課

平成１４年度 10年 総務課

商工労働部・労働委員会予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

訟務資料 10.1 行政企画課

平成９年度 10年 総務課

新行政改革大綱：変革、前進、そして２１世紀へ 10.12 人事課

平成１０年１２月改定 10年 人事課

職員研修ガイドブック 16.04 職員研修所

平成１６年度 10年 職員研修所

大分県の情報公開・個人情報保護 20.07 県政情報課

平成１９年度 10年 県政情報課



82県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分県の情報公開　平成８年度情報公開制度 9.1 県政情報課

10年 県政情報室

知事のことば：三つの共生 9.05 広報広聴課

平成９年５月 10年 広報公聴課

商工労働部・労働委員会予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

商工労働部・労働委員会予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

大分県の情報公開・個人情報保護 22.08 県政情報課

平成２１年度 10年 県政情報課

職員研修ガイドブック 18.05 職員研修所

平成１８年度 10年 職員研修所

生活大県・大分：知事のことば 11.07 広報広聴課

10年 広報広聴課

大分県知事所管公益法人名簿 12.04 行政企画課

平成１２年４月現在 10年 総務課

職員研修ガイドブック 17.05 職員研修所

平成１７年度 10年 職員研修所

大分県の情報公開・個人情報保護 21.08 県政情報課

平成２０年度 10年 県政情報課

農林水産部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

農林水産部予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

農林水産部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

農林水産部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

福祉保健部予算概要 25.03 財政課

平成２５年度 10年 財政課

農林水産部予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

農林水産部予算概要 22.03 財政課



83県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度 10年 財政課

定例県議会：平成８年度補正予算提案理由説明要旨 9.02 財政課

平成９年第１回 99年 財政課

定例県議会：平成８年度予算繰越説明書 9.06 財政課

平成９年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 10.06 財政課

平成１０年第２回 10年 財政課

統計大会記念講演録：個人の健康と集団の健康 Ｂ６判 14.03 統計調査課

第２６回 10年 統計調査課

定例県議会：提案理由説明要旨 10.09 財政課

平成１０年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 10.12 財政課

平成１０年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 17.02 財政課

平成１７年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成９年度補正予算に関する説明書 10.03 財政課

平成１０年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 11.07 財政課

平成１１年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成９年度補正予算に関する説明書（補正第
３

9.12 財政課

平成９年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 11.12 財政課

平成１１年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 11.02 財政課

平成１１年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 14.06 財政課

平成１３年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成９年度補正予算に関する説明書 9.09 財政課

平成９年第３回 10年 財政課

当初予算：予算資料 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 13.02 財政課

平成１３年第１回 10年 財政課



84県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

天皇・皇后両陛下と大分県 41.12 知事室

99年 知事室

定例県議会：提案理由説明要旨 16.02 財政課

平成１６年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 15.11 財政課

平成１５年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 15.09 財政課

平成１５年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 12.11 財政課

平成１２年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 13.06 財政課

平成１３年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成７年度補正予算に関する説明書 8.06 財政課

平成８年第２回 99年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 13.09 財政課

平成１３年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 13.12 財政課

平成１３年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 14.02 財政課

平成１４年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 14.09 財政課

平成１４年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 15.02 財政課

平成１５年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 14.12 財政課

平成１４年第４回 10年 財政課

農林水産部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 15.07 財政課

平成１５年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成８年度補正予算に関する説明書 8.09 財政課

平成８年第３回 99年 財政課

農林水産部予算概要 25.03 財政課



85県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２５年度 10年 財政課

定例県議会：平成９年度補正予算に関する説明書（補正第
２

9.12 財政課

平成９年第４回 10年 財政課

定例県議会：平成９年度補正予算提案理由説明要旨 10.03 財政課

平成１０年第１回 10年 財政課

定例県議会：平成９年度予算に関する説明書 9.02 財政課

平成９年第１回 99年 財政課

定例県議会：平成８年度補正予算に関する説明書 9.04 財政課

平成９年第２回 10年 財政課

適正共生社会めざして：２１世紀の大分創造 10.04 県政情報課

10年 内外情勢調査会

定例県議会：平成８年度補正予算に関する説明書 9.02 財政課

平成９年第１回 99年 財政課

当初予算：予算資料 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

定例県議会：平成８年度補正予算に関する説明書 8.12 財政課

平成８年第４回 99年 財政課

農林水産部予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 16.12 財政課

平成１６年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 16.09 財政課

平成１６年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 16.06 財政課

平成１６年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成７年度予算繰越説明書 8.06 財政課

平成８年第２回 99年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 12.06 財政課

平成１２年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 12.09 財政課

平成１２年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 10.02 財政課

平成１０年第１回 10年 財政課



86県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

適正共生社会めざして：知事のことばより 11.03 広報広聴課

10年 広報広聴課

平成２２年度における主要な施策の成果：各部評価結果一
覧表

23.09 財政課

平成２２年度 10年 財政課

平成１０年度における主要な施策の成果 11.12 財政課

10年 財政課

福祉保健部予算概要 23.07 財政課

平成２３年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨６月１６日追加提案 22.06 北部振興局

平成２２年第２回 10年 北部振興局

定例県議会：平成１１年度補正予算に関する説明書 11.09 財政課

平成１１年第３回 10年 財政課

土地開発基金運用状況書 9.12 財政課

平成８年度 10年 財政課

土地開発基金運用状況書 8.12 財政課

平成７年度 99年 財政課

二十一世紀大分の課題　地域力と人間力：平松知事のこと
ばより

15.03 広報広聴課

10年 広報広聴課

電磁的記録目録 16.09 県政情報課

平成１５年度 10年 県政情報課

平成９年度における主要な施策の成果 10.12 財政課

10年 財政課

平成８年度における主要な施策の成果 9.12 財政課

10年 財政課

平成７年度における主要な施策の成果 8.12 財政課

99年 財政課

平成２４年度における主要な施策の成果：各部評価結果一
覧表

25.09 財政課

平成２４年度 10年 財政課

平成２４年度における主要な施策の成果 25.09 財政課

平成２４年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨（１１月３０日追加提案） 22.11 財政課

平成２２年第４回 10年 財政課

平成１７年度における主要な施策の成果 19.09 財政課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

10年 財政課

平成１１年度における主要な施策の成果 12.11 財政課

10年 財政課

平成１２年度における主要な施策の成果 13.12 財政課

10年 財政課

平成１３年度における主要な施策の成果 14.12 財政課

10年 財政課

平成１４年度における主要な施策の成果 15.09 財政課

10年 財政課

平成１５年度における主要な施策の成果 16.09 財政課

10年 財政課

平成２３年度における主要な施策の成果：各部評価結果一
覧表

24.09 財政課

平成２３年度 10年 財政課

平成１７年度における主要な施策の成果 18.09 財政課

10年 財政課

平成２３年度における主要な施策の成果 24.09 財政課

平成２３年度 10年 財政課

平成１９年度における主要な施策の成果 20.08 財政課

10年 財政課

平成２０年度における主要な施策の成果 21.09 財政課

10年 財政課

平成２１年度における主要な施策の成果 22.09 財政課

平成２１年度 10年 財政課

平成２１年度における主要な施策の成果：各部評価結果一
覧表

22.09 財政課

平成２１年度 10年 財政課

平成２２年度における主要な施策の成果 23.09 財政課

10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 9.12 財政課

平成９年第４回 10年 財政課

平成１６年度における主要な施策の成果 17.09 財政課

10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 22.02 財政課

平成２２年第１回 10年 財政課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

定例県議会：提案理由説明要旨 17.06 財政課

平成１７年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 17.09 財政課

平成１７年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 17.12 財政課

平成１７年第４回 10年 財政課

豊の国づくり塾　十年のあゆみ 6.03 広報広聴課

99年 広報広聴課

豊の国づくりいきいきエコーライン：エコーレポート：県政モ
ニタ

9.05 広報広聴課

平成８年度 10年 広報公聴課

豊の国づくり・いきいきエコ－ライン 10.03 広報広聴課

平成９年度 10年 広報広聴課

定例県議会：提案理由説明要旨 18.02 財政課

平成１８年第１回 10年 財政課

豊かさのシンフォニー 9.03 広報広聴課

Ｖｏｌ．３ 99年 豊の国づくり運動推進協議会

豊かさのシンフォニ－ 10.03 広報広聴課

Ｖｏｌ．４ 10年 豊の国づくり運動推進協議会

定例県議会：提案理由説明要旨 19.07 財政課

平成１９年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 20.02 財政課

平成２０年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 20.05 財政課

平成２０年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 21.06 財政課

平成２１年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨（２月２８日追加提案） 23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 23.11 財政課

平成２３年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 9.09 財政課

平成９年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 9.06 財政課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成９年第２回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 9.02 財政課

平成９年第１回 99年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 8.12 財政課

平成８年第４回 99年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 8.09 財政課

平成８年第３回 99年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 21.09 財政課

平成２１年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 24.02 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 21.11 財政課

平成２１年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 23.09 財政課

平成２３年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 23.02 財政課

平成２３年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 22.11 財政課

平成２２年第４回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 22.09 財政課

平成２２年第３回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 22.06 財政課

平成２２年第２回 10年 財政課

定例県議会：平成１０年度予算に関する説明書 10.02 財政課

平成１０年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 8.06 財政課

平成８年第２回 99年 財政課

文書管理事務の手てびき 22.03 県政情報課

平成２２年３月 10年 県政情報課

福祉保健部予算概要 24.03 財政課

平成２４年度 10年 財政課

分権改革と都道府県 12.02 職員研修所

10年 職員研修所



90県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

福祉保健部予算概要 22.03 財政課

平成２２年度 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨 12.02 財政課

平成１２年第１回 10年 財政課

定例県議会：提案理由説明要旨（定例第２回：７月） 23.07 財政課

平成２３年定例第２回 10年 財政課

福祉保健部予算概要 20.03 財政課

平成２０年度 10年 財政課

福祉保健部予算概要 19.07 財政課

平成１９年度 10年 財政課

福祉保健部予算概要 21.03 財政課

平成２１年度 10年 財政課

福祉保健部予算概要 17.03 財政課

平成１７年度 10年 財政課

福祉保健部予算概要 18.03 財政課

平成１８年度 10年 財政課

〔議会資料〕長期総合計画（改訂案） 23.11 財政課

平成２３年第４回 10年 財政課

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 11.05 西部振興局

平成１１年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 10.04 西部振興局

平成１０年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔教育センター〕要覧 23.04 教育センター

平成２３年度 10年 教育センター

〔教育センター〕要覧 22.05 教育センター

平成２２年度 10年 教育センター

〔教育センター〕要覧 21.05 教育センター

平成２１年度 10年 教育センター

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 12.05 西部振興局

平成１２年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔議会資料〕農林水産業振興計画（改定案） 23.11 財政課

平成２３年第４回 10年 財政課

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 16.06 西部振興局
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１６年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔議会資料〕大分県新環境基本計画（改訂案） 24.02 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

〔議会資料〕新大分県総合教育計画（改訂案） 24.02 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

〔議会資料〕おおいた土木未来プラン２００５（改定案） 24.02 財政課

平成２４年第１回 10年 財政課

〔教育センター〕要覧 20.05 教育センター

平成２０年度 10年 教育センター

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 13.05 西部振興局

平成１３年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔東部振興局〕業務概要書 21.05 東部振興局

平成２１年度 10年 東部振興局

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 15.06 西部振興局

平成１５年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 17.07 西部振興局

平成１７年度 10年 西部振興局玖珠事務所

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 9.05 西部振興局

平成６年度 10年 大分県玖珠九重地方振興局

〔研修所内大学・行政経営スクール〕研究報告書 17.03 職員研修所

平成１６年度 10年 職員研修所

〔研修所内大学・行政経営スクール〕研究報告書 18.03 職員研修所

平成１７年度 10年 職員研修所

〔研修所内大学・行政経営スクール〕研究報告書 19.03 職員研修所

平成１８年度 10年 職員研修所

〔研修所内大学・地域政策いきいきカレッジ〕研究報告書 16.03 職員研修所

平成１５年度 10年 職員研修所

〔研修所内大学・地域政策スクール〕研究報告書 24.03 職員研修所

平成２３年度 10年 職員研修所

〔研修所内大学・地域政策スクール〕研究報告書 25.03 職員研修所

平成２４年度 10年 職員研修所

〔研修所内大学・地域政策スクール〕研究報告書 20.03 職員研修所

平成１９年度 10年 職員研修所
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔玖珠九重地方振興局〕業務概要書 14.06 西部振興局

平成１４年度 10年 玖珠九重地方振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 12.04 豊肥振興局

平成１２年度 10年 竹田直入地方振興局

〔臼津関地方振興局〕業務概要 11.05 中部振興局

平成１１年度 10年 臼津関地方振興局

〔臼津関地方振興局〕業務概要 12.06 中部振興局

平成１２年度 10年 臼津関地方振興局

〔ＩＴ推進課〕事務概要 13.07 情報政策課

平成１３年度 10年 ＩＴ推進課

〔臼津関地方振興局〕業務概要 14.06 中部振興局

平成１４年度 10年 臼津関地方振興局

〔臼津関地方振興局〕業務概要 16.04 中部振興局

平成１６年度 10年 中部振興局臼杵事務所

〔臼津関地方振興局〕業務概要 17.04 中部振興局

平成１７年度 10年 中部振興局臼杵事務所

〔臼津関地方振興局〕業務概要 9.06 中部振興局

平成９年度 10年 大分県臼津関地方振興局

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 14.06 北部振興局

平成１４年度 10年 中津下毛地方振興局

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 15.07 北部振興局

平成１５年度 10年 中津下毛地方振興局

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 15.05 北部振興局

平成１６年度 10年 北部振興局中津事務所

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 17.05 北部振興局

平成１７年度 10年 北部振興局中津事務所

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 11.05 豊肥振興局

平成１１年度 10年 竹田直入地方振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 13.04 豊肥振興局

平成１３年度 10年 竹田直入地方振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 10.04 豊肥振興局

平成１０年度 10年 竹田直入地方振興局

〔統計情報課・情報企画室〕事務概要 11.05 統計調査課



93県政一般

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１１年度 10年 統計情報課

〔統計調査課〕事務概要 13.06 統計調査課

平成１３年度 10年 統計調査課

〔ＩＴ推進課〕事務概要 16.04 情報政策課

平成１６年度 10年 ＩＴ推進課

〔統計調査課〕事務概要 19.05 統計調査課

平成１９年度 10年 統計調査課

〔ＩＴ推進課〕事務概要 14.09 情報政策課

平成１４年度 10年 ＩＴ推進課

〔東部振興局〕業務概要書 22.07 東部振興局

平成２３年度 10年 東部振興局

〔統計調査課〕事務概要 20.06 統計調査課

平成２０年度 10年 統計調査課

〔統計調査課〕事務概要 21.08 統計調査課

平成２１年度 10年 統計調査課

〔統計調査課〕事務概要 22.08 統計調査課

平成２２年度 10年 統計調査課

〔東部振興局〕業務概要書 19.05 東部振興局

平成１９年度 10年 東部振興局

〔統計調査課〕事務概要 23.05 統計調査課

平成２３年度 10年 統計調査課

〔研修所内大学・地域政策スクール〕研究報告書 21.03 職員研修所

平成２０年度 10年 職員研修所

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 9.06 北部振興局

平成９年度 10年 大分県中津下毛地方振興局

〔公文書館〕事業年報 25.07 公文書館

平成２４年度 10年 公文書館

〔研修所内大学・地域政策スクール〕研究報告書 23.03 職員研修所

平成２２年度 10年 職員研修所

〔日田地方振興局〕業務概要書 13.05 西部振興局

平成１３年度 10年 日田地方振興局

〔日田地方振興局〕業務概要書 12.05 西部振興局

平成１２年度 10年 日田地方振興局
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔日田地方振興局〕業務概要書 11.05 西部振興局

平成１１年度 10年 日田地方振興局

〔日田地方振興局〕業務概要書 10.04 西部振興局

平成１０年度 10年 日田地方振興局

〔日田地方振興局〕業務概要書 9.06 西部振興局

平成９年度 10年 大分県日田地方振興局

〔公文書館〕事業年報 18.06 公文書館

平成１７年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 19.06 公文書館

平成１８年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 20.05 公文書館

平成１９年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 21.06 公文書館

平成２０年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 22.06 公文書館

平成２１年度 10年 公文書館

〔日田地方振興局〕業務概要書 15.05 西部振興局

平成１５年度 10年 日田地方振興局

〔公文書館〕事業年報 24.07 公文書館

平成２３年度 10年 公文書館

〔日田地方振興局〕業務概要書 16.05 西部振興局

平成１６年度 10年 日田地方振興局

〔公文書館〕事業年報 9.05 公文書館

平成８年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 10.05 公文書館

平成９年度 10年 公文書館

〔行政改革〕推進計画 11.03 人事課

平成１１年度 10年 人事課

〔行政改革〕推進計画 11.08 人事課

平成１１年度改訂版 10年 人事課

〔東国東地方振興局〕業務概要書 10.04 東部振興局

平成１０年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 11.07 東部振興局
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閲覧期間

所属名
発行所名
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平成１１年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 12.06 東部振興局

平成１２年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 13.05 東部振興局

平成１３年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 14.04 東部振興局

平成１４年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 15.05 東部振興局

平成１５年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 16.05 東部振興局

平成１６年度 10年 東国東地方振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 17.04 東部振興局

平成１７年度 10年 東部振興局

〔公文書館〕事業年報 23.07 公文書館

平成２２年度 10年 公文書館

〔中部振興局〕業務概要書 21.05 中部振興局

平成２１年度 10年 中部振興局

〔臼津関地方振興局〕業務概要 10.04 中部振興局

平成１０年度 10年 臼津関地方振興局

〔東部振興局〕業務概要書 20.05 東部振興局

平成２０年度 10年 東部振興局

〔臼津関地方振興局〕業務概要 13.06 中部振興局

平成１３年度 10年 臼津関地方振興局

〔南部振興局〕業務概要書 18.04 南部振興局

平成１８年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕業務概要書 19.04 南部振興局

平成１９年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕業務概要書 20.05 南部振興局

平成２０年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕業務概要書 21.09 南部振興局

平成２１年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕業務概要書 22.07 研究普及課

平成２２年度 10年 研究普及課
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〔南部振興局〕業務概要書 23.07 南部振興局

平成２３年度 10年 南部振興局

〔東部振興局〕業務概要書 19.03 東部振興局

平成１８年度 10年 東部振興局

〔中部振興局〕業務概要書 18.04 中部振興局

平成１８年度 10年 中部振興局

〔日田地方振興局〕業務概要書 14.05 西部振興局

平成１４年度 10年 日田地方振興局

〔中部振興局〕業務概要書 20.05 中部振興局

平成２０年度 10年 中部振興局

〔研修所内大学・地域政策スクール〕研究報告書 22.03 職員研修所

平成２１年度 10年 職員研修所

〔中部振興局〕業務概要書 22.04 中部振興局

平成２２年度 10年 中部振興局

〔中部振興局〕業務概要書 23.05 中部振興局

平成２３年度 10年 中部振興局

〔大分地方振興局〕業務概要書 17.04 中部振興局

平成１７年度 10年 中部振興局

〔東国東地方振興局〕業務概要書 9.05 東部振興局

平成９年度 10年 大分県東国東地方振興局

〔公文書館〕事業年報 11.05 公文書館

平成１０年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 12.05 公文書館

平成１１年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 13.05 公文書館

平成１２年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 14.11 公文書館

平成１３年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 15.07 公文書館

平成１４年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 16.1 公文書館

平成１５年度 10年 公文書館

〔公文書館〕事業年報 17.07 公文書館
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平成１６年度 10年 公文書館

〔日田地方振興局〕業務概要書 17.05 西部振興局

平成１７年度 10年 西部振興局

〔中部振興局〕業務概要書 19.06 中部振興局

平成１９年度 10年 中部振興局

〔北部振興局〕業務概要書 25.06 北部振興局

平成２４年度 10年 北部振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 11.05 豊肥振興局

平成１１年度 10年 大野地方振興局

〔豊肥振興局〕業務概要書 19.08 豊肥振興局

平成１９年度 10年 豊肥振興局

〔豊肥振興局〕業務概要書 18.09 豊肥振興局

平成１８年度 10年 豊肥振興局

〔西部振興局〕業務概要書 23.07 西部振興局

平成２３年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 22.07 西部振興局

平成２２年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 21.06 西部振興局

平成２１年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 20.05 西部振興局

平成２０年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 19.05 西部振興局

平成１９年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 18.11 西部振興局

平成１８年度 10年 西部振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 15.04 南部振興局

平成１５年度 10年 佐伯南郡地方振興局

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 中津下毛地方振興局

〔南部振興局〕業務概要書 25.1 南部振興局

平成２５年度 10年 南部振興局

〔豊肥振興局〕業務概要書 21.09 豊肥振興局

平成２１年度 10年 豊肥振興局
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〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 12.05 北部振興局

平成１２年度 10年 中津下毛地方振興局

〔豊肥振興局〕業務概要書 22.06 豊肥振興局

平成２２年度 10年 豊肥振興局

〔北部振興局〕業務概要書 25.06 北部振興局

平成２５年度 10年 北部振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 9.06 北部振興局

平成９年度 10年 大分県西高地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 17.06 北部振興局

平成１７年度 10年 北部振興局豊後高田事務所

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 14.04 南部振興局

平成１４年度 10年 佐伯南郡地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 13.04 南部振興局

平成１３年度 10年 佐伯南郡地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 12.05 南部振興局

平成１２年度 10年 佐伯南郡地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 11.06 南部振興局

平成１１年度 10年 佐伯南郡地方振興局

〔臼津関地方振興局〕業務概要 15.07 中部振興局

平成１５年度 10年 臼津関地方振興局

〔消費生活・男女共同参画プラザ　アイネス〕事業概要 20.08 消費生活・男女共同参画プラザ

平成２０年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 13.08 北部振興局

平成１３年度 10年 中津下毛地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 16.05 北部振興局

平成１６年度 10年 西高地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 15.06 北部振興局

平成１５年度 10年 西高地方振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 10.04 豊肥振興局

平成１０年度 10年 大野地方振興局

〔中津下毛地方振興局〕業務概要書 11.05 北部振興局

平成１１年度 10年 中津下毛地方振興局

〔大分地方振興局〕業務概要書 13.05 中部振興局
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平成１３年度 10年 大分地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 9.06 南部振興局

平成９年度 10年 大分県佐伯南部地方振興局

〔消費生活・男女共同参画プラザ　アイネス〕事業概要 22.08 消費生活・男女共同参画プラザ

平成２２年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

〔消費生活・男女共同参画プラザ　アイネス〕事業概要 23.08 消費生活・男女共同参画プラザ

平成２３年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

〔消費生活・男女共同参画プラザ　アイネス〕事業概要 24.08 消費生活・男女共同参画プラザ

平成２４年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

〔大分地方振興局〕業務概要書 16.05 中部振興局

平成１６年度 10年 大分地方振興局

〔大分地方振興局〕業務概要書 15.04 中部振興局

平成１５年度 10年 大分地方振興局

〔大分地方振興局〕業務概要書 14.04 中部振興局

平成１４年度 10年 大分地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 17.04 南部振興局

平成１７年度 10年 南部振興局

〔北部振興局〕業務概要書 23.08 北部振興局

平成２３年度 10年 北部振興局

〔北部振興局〕業務概要書 22.07 豊後大野土木事務所

平成２２年度 10年 豊後大野土木事務所

〔北部振興局〕業務概要書 21.06 北部振興局

平成２１年度 10年 北部振興局

〔北部振興局〕業務概要書 20.05 北部振興局

平成２０年度 10年 北部振興局

〔豊肥振興局〕業務概要書 20.09 豊肥振興局

平成２０年度 10年 豊肥振興局

〔北部振興局〕業務概要書 18.04 北部振興局

平成１８年度 10年 北部振興局

〔消費生活・男女共同参画プラザ　アイネス〕事業概要 21.08 消費生活・男女共同参画プラザ

平成２１年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

〔大分地方振興局〕業務概要書 12.05 中部振興局

平成１２年度 10年 大分地方振興局
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〔大分地方振興局〕業務概要書 11.05 中部振興局

平成１１年度 10年 大分地方振興局

〔大分地方振興局〕業務概要 9.05 中部振興局

平成９年度 10年 大分県大分地方振興局

〔大分地方振興局〕業務概要 10.04 中部振興局

平成１０年度 10年 大分地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 16.05 南部振興局

平成１６年度 10年 南部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 24.1 西部振興局

平成２４年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕業務概要書 25.1 西部振興局

平成２５年度 10年 西部振興局

〔先哲史料館〕運営の概要 22.03 先哲史料館

平成２２年度 10年 先哲史料館

〔先哲史料館〕運営の概要 21.03 先哲史料館

平成２１年度 10年 先哲史料館

〔統計調査課〕事務概要 24.06 統計調査課

平成２４年度 10年 統計調査課

〔統計調査課〕事務概要 25.04 統計調査課

平成２５年度 10年 統計調査課

〔先哲史料館〕運営の概要 20.03 先哲史料館

平成２０年度 10年 先哲史料館

〔豊肥振興局〕業務概要書 23.06 豊肥振興局

平成２３年度 10年 豊肥振興局

〔北部振興局〕業務概要書 19.04 北部振興局

平成１９年度 10年 北部振興局

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 9.06 東部振興局

平成９年度 10年 大分県別杵速見地方振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 15.07 豊肥振興局

平成１５年度 10年 大野地方振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 15.06 豊肥振興局

平成１５年度 10年 竹田直入地方振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 14.06 豊肥振興局
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平成１４年度 10年 竹田直入地方振興局

〔教育センター〕要覧 25.04 教育センター

平成２５年度 10年 教育センター

〔大野地方振興局〕業務概要書 16.05 豊肥振興局

平成１６年度 10年 豊肥振興局豊後大野事務所

〔情報企画室〕事務概要 12.01 情報政策課

平成１１年度 10年 情報企画室

〔大野地方振興局〕業務概要書 9.06 豊肥振興局

平成９年度 10年 大分県大野地方振興局

〔佐伯南郡地方振興局〕業務概要書 10.04 南部振興局

平成１０年度 10年 佐伯南郡地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 13.04 北部振興局

平成１３年度 10年 西高地方振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 14.05 豊肥振興局

平成１４年度 10年 大野地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 11.05 北部振興局

平成１１年度 10年 西高地方振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 17.05 豊肥振興局

平成１７年度 10年 豊肥振興局豊後大野事務所

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 17.08 東部振興局

平成１７年度 10年 東部振興局別府事務所

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 16.05 東部振興局

平成１６年度 10年 東部振興局別府事務所

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 15.05 東部振興局

平成１５年度 10年 別杵速見地方振興局

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 14.04 東部振興局

平成１４年度 10年 別杵速見地方振興局

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 13.04 東部振興局

平成１３年度 10年 別杵速見地方振興局

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 12.04 東部振興局

平成１２年度 10年 別杵速見地方振興局

〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 11.05 東部振興局

平成１１年度 10年 別杵速見地方振興局
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〔別杵速見地方振興局〕業務概要書 10.04 東部振興局

平成１０年度 10年 別杵速見地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 西高地方振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 12.05 北部振興局

平成１２年度 10年 西高地方振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 13.06 豊肥振興局

平成１３年度 10年 大野地方振興局

〔情報企画室〕事務概要 12.08 情報政策課

平成１２年度 10年 情報企画室

〔東部振興局〕業務概要書 22.05 東部振興局

平成２２年度 10年 東部振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 9.06 豊肥振興局

平成９年度 10年 大分県竹田直入地方振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 17.04 豊肥振興局

平成１７年度 10年 豊肥振興局

〔西高地方振興局〕業務概要書 14.06 北部振興局

平成１４年度 10年 西高地方振興局

〔大野地方振興局〕業務概要書 12.05 豊肥振興局

平成１２年度 10年 大野地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 9.05 北部振興局

平成９年度 10年 大分県宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 11.05 北部振興局

平成１１年度 10年 宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 12.05 北部振興局

平成１２年度 10年 宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 13.04 北部振興局

平成１３年度 10年 宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 14.04 北部振興局

平成１４年度 10年 宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 15.05 北部振興局
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平成１５年度 10年 宇佐両院地方振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 17.04 北部振興局

平成１７年度 10年 北部振興局

〔竹田直入地方振興局〕業務概要書 16.04 豊肥振興局

平成１６年度 10年 豊肥振興局

〔宇佐両院地方振興局〕業務概要書 16.04 北部振興局

平成１６年度 10年 宇佐両院地方振興局

臨時県議会：提案理由説明要旨（臨時第１回：５月） 23.05 財政課

平成２３年臨時第１回 10年 財政課

臨時県議会：提案理由説明要旨 15.05 財政課

平成１５年５月 10年 財政課

臨時県議会：提案理由説明要旨 11.05 財政課

平成１１年５月 10年 財政課


