
1社会福祉

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 （老人福祉）

豊の国ゴールドプラン２１ 24.03 高齢者福祉課

第５期 10年 高齢者福祉課

シルバー相談の手引き：高齢者相談事例集 11.03 高齢者福祉課

平成１１年３月 10年 大分県高齢者総合相談センター

豊の国ゴールドプラン２１：概要版 24.03 高齢者福祉課

第５期 10年 高齢者福祉課

高齢者権利擁護関連制度の手引き 20.03 高齢者福祉課

平成２０年３月 10年 高齢者福祉課

高齢者虐待対応の手引き 18.04 高齢者福祉課

平成１８年４月 10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１：概要版 18.04 高齢者福祉課

第３期 10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１ 15.04 高齢者福祉課

第２期 10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１ 18.04 高齢者福祉課

第３期 10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１ 21.04 高齢者福祉課

第４期 10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１ 12.07 高齢者福祉課

10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１：概要版 15.04 高齢者福祉課

第２期 10年 高齢者福祉課

豊の国ゴールドプラン２１：概要版 21.04 高齢者福祉課

第４期 10年 高齢者福祉課

02 （児童・母子福祉）

おおいた子ども育成計画：エンゼルプラン

子どもが健やかに生ま
れ育つための保育・健
全育成環境の整備に
関する計画（大分県版
のエンゼルプラン）

8.03 こども子育て支援課

平成８年 99年 少子化対策課

おおいた子ども・子育て応援プラン：次世代育成支援行動
計画

17.03 こども子育て支援課

10年 少子化対策課



2社会福祉

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

おおいた子ども育成プラン２１ 13.03 こども子育て支援課

10年 子育て支援課

ひとり親家庭等自立促進計画 17.03 こども子育て支援課

10年 少子化対策課

ひとり親家庭等実態調査報告書 16.1 こども子育て支援課

平成１６年度 10年 子育て支援課

いつでも子育てほっとライン：相談事例集 24.1 こども・女性相談支援センター

平成２４年１０月 10年 こども・女性相談支援センター

いつでも子育てほっとライン：報告書 24.1 こども・女性相談支援センター

平成２３年度 10年 こども・女性相談支援センター

ひとり親家庭等自立促進計画　第２次計画 23.08 こども子育て支援課

平成２３年 10年 こども子育て支援課

子育て支援フォーラム豊肥のつどい記録集 13.03 豊肥保健所

10年 三重福祉事務所

新おおいた子ども・子育て応援プラン：次世代育成支援後
期行動計

22.03 こども子育て支援課

２０１０ 10年 こども子育て支援課

〔中津児童相談所〕業務概要 20.04 中津児童相談所

平成２０年４月 10年 中津児童相談所

〔中津児童相談所〕業務概要 19.04 中津児童相談所

平成１９年４月 10年 中津児童相談所

〔中津児童相談所〕業務概要 11.04 中津児童相談所

平成１１年４月 10年 中津児童相談所

里親養育ハンドブック 22.03 こども子育て支援課

平成２２年 10年 少子対策課

03 （心身障害者福祉）

臼津圏域障害者計画 12.02
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１１年～１５年度 10年 大分福祉事務所

自殺対策のための相談の手引き：保健医療介護従事者の
ために

24.04
こころとからだの相談支援セン
ター

10年
こころとからだの相談支援セン
ター

宇佐高田圏域障害者計画 12.03 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

心の健康 25.03
こころとからだの相談支援セン
ター



3社会福祉

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

Ｎｏ．４２ 10年
こころとからだの相談支援セン
ター

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 23.11 健康対策課

平成２３年１１月 10年 健康対策課

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 23.01 健康対策課

２０１１ 10年 健康対策課

おおいたユニバーサルデザイン推進基本指針 18.05 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 21.03 健康対策課

２０１０ 10年 健康対策課

障がい福祉計画 24.03 障害福祉課

第３期 10年 障害福祉課

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 26.01 健康対策課

平成２６年１月 10年 健康対策課

自殺対策のための相談の手引き：一般住民と接する職員
のために

24.03
こころとからだの相談支援セン
ター

10年
こころとからだの相談支援セン
ター

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 24.11 健康対策課

平成２４年１１月 10年 健康対策課

自殺実態調査報告書 21.03 障害福祉課

平成２０年度 10年 障害福祉課

佐伯圏域障害者計画 12.02 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

障害者基本計画 16.03 障害福祉課

第３期 10年 障害福祉課・健康対策課

障害者福祉のしおり 16.03 障害福祉課

平成１６年３月 10年 障害福祉課

障がい福祉計画 21.03 障害福祉課

第２期 10年 障害福祉課

障害者福祉のしおり 11.09 障害福祉課

平成１１年度 10年 障害福祉課

障害者福祉のしおり 12.1 障害福祉課

平成１２年度 10年 障害福祉課

障害者福祉のしおり 14.12 障害福祉課

平成１４年度 10年 障害福祉課



4社会福祉

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

大分圏域障害者計画 12.02
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１１年～１５年度 10年 大分福祉事務所

障害者福祉のしおり 17.03 障害福祉課

平成１７年３月 10年 障害福祉課

障がい者福祉計画 19.03 障害福祉課

第１期 10年 障害福祉課

障害者福祉のしおり 13.1 障害福祉課

平成１３年度 10年 障害福祉課

精神保健福祉センター所報 21.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成２０年度版 10年
こころとからだの相談支援セン
ター

大分国際車いすマラソン　記念誌 24.03 障害福祉課

第３１回２０１１ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 20.03 障害福祉課

第２８回２００８ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 22.03 障害福祉課

第２９回２００９ 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 20.03 障害福祉課

〔平成２０年３月〕 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 23.04 障害福祉課

第３０回２０１０ 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 19.03 障害福祉課

〔平成１９年３月〕 10年 障害福祉課

精神保健福祉センター所報 17.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１６年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉センター所報 16.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１５年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉センター所報 15.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１４年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉センター所報 20.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１９年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉センター所報 13.04
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１２年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉センター所報 19.06
こころとからだの相談支援セン
ター



5社会福祉

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年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉センター所報 12.05
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１１年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健福祉ガイドブック 12.12
こころとからだの相談支援セン
ター

10年 精神保健福祉センター

大分国際車いすマラソン　記念誌 61.1 知事室

第５回 99年 知事室

身体・知的障害者施策実施計画 12.03 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

身体障害者・精神薄弱者福祉のしおり 10.1 障害福祉課

平成１０年度 10年 障害福祉課

親の会・子育てサークルガイドすくすく 21.03 健康対策課

２００９ 10年 健康対策課

大野圏域障害者計画 12.02 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 11.05 障害福祉課

第１８回 10年 障害福祉課

精神保健福祉センター所報 14.04
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１３年度版 10年 精神保健福祉センター

大分国際車いすマラソン  記念誌 25.03 障害福祉課

第３２回２０１２ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 10.03 福祉保健企画課

第１７回１９９７ 10年
大分国際車いすマラソン大会事
務局

障がい者福祉のしおり 25.04 障害福祉課

〔平成２５年４月〕 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 24.04 障害福祉課

〔平成２４年４月〕 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 23.03 障害福祉課

〔平成２３年３月〕 10年 障害福祉課

精神保健福祉センター所報 18.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１７年度版 10年 精神保健福祉センター

大分国際車いすマラソン  記念誌 26.03 障害福祉課

第３３回２０１３ 10年 障害福祉課



6社会福祉

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

大分国際車いすマラソン　記念誌 12.03 障害福祉課

第１９回 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 13.03 障害福祉課

第２０回 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 14.03 障害福祉課

第２１回 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 15.03 障害福祉課

第２２回２００２ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 16.03 障害福祉課

第２３回２００３ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 17.03 障害福祉課

第２４回２００４ 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 22.04 障害福祉課

〔平成２２年３月〕 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン  誌念誌 9.03 障害福祉課

第１６回１９９７ 99年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 19.03 障害福祉課

第２６回２００６ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 18.03 障害福祉課

第２５回２００５ 10年 障害福祉課

大分国際車いすマラソン　記念誌 20.03 障害福祉課

第２７回２００７ 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 18.03 障害福祉課

平成１８年３月 10年 障害福祉課

障がい者福祉のしおり 21.03 障害福祉課

〔平成２１年３月〕 10年 障害福祉課

日田玖珠圏域障害者計画 12.03 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

竹田直入圏域障害者計画 12.02 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

点字図書館の概要 17.04 点字図書館

平成１７年度 10年 点字図書館

難病患者のための災害時準備ガイドブック 24.03 健康対策課



7社会福祉

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３月発行 10年 健康対策課

点字図書館概要 11.05 点字図書館

平成１１年度 10年 点字図書館

東国東圏域障害者計画 12.03 東部保健所地域福祉室

平成１１年～１５年度 10年 日出福祉事務所

点字図書館の概要 18.04 点字図書館

平成１８年度 10年 点字図書館

別杵速見圏域障害者計画 12.03 東部保健所地域福祉室

平成１１年～１５年度 10年 日出福祉事務所

点字図書館概要 12.05 点字図書館

平成１２年度 10年 点字図書館

中津下毛圏域障害者計画 12.03 障害福祉課

平成１１～１５年度 10年 障害福祉課

点字図書館の概要 13.04 点字図書館

平成１３年度 10年 点字図書館

点字図書館の概要 16.04 点字図書館

平成１６年度 10年 点字図書館

点字図書館の概要 15.04 点字図書館

平成１５年度 10年 点字図書館

点字図書館の概要 14.04 点字図書館

平成１４年度 10年 点字図書館

〔身体障害者厚生相談所〕事業概要 11.04 こども・女性相談支援センター

平成１１年度 10年 社会福祉センター

〔身体障害者厚生相談所〕事業概要 10.07 こども・女性相談支援センター

平成１０年度 10年
福祉保健部身体障害者更生相
談所

「ひきこもり」実態調査報告書 16.03
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１６年３月 10年 精神保健福祉センター

〔知的障害者厚生相談所〕事業概要 11.07 こども・女性相談支援センター

平成１１年度 10年 社会福祉センター

〔精神薄弱者厚生相談所〕事業概要 10.06 こども・女性相談支援センター

平成１０年度 10年 社会福祉センター

〔こころとからだの相談支援センター〕業務概要書 23.07
こころとからだの相談支援セン
ター

平成２３年度 10年
こころとからだの相談支援セン
ター



8社会福祉

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

〔こころとからだの相談支援センター〕業務概要書 22.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成２２年度 10年
こころとからだの相談支援セン
ター

〔こころとからだの相談支援センター〕業務概要書 24.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成２４年度 10年
こころとからだの相談支援セン
ター

〔身体障害者厚生相談所〕事業概要 12.07 こども・女性相談支援センター

平成１２年度 10年 社会福祉センター

04 （社会保険）

障がい福祉計画：点字版 24.03 障害福祉課

第３期 10年 障害福祉課

社会保険事業年報 12.1 県政情報課

平成１１年度 10年 大分社会保険事務局

社会保険事業年報 13.11 県政情報課

平成１２年度 10年 大分社会保険事務局

社会保険事業年報 14.12 県政情報課

平成１３年度 10年 大分社会保険事務局

社会保険事業年報 15.12 県政情報課

平成１４年度 10年 大分社会保険事務局

社会保険事業年報 16.12 県政情報課

平成１５年度 10年 大分社会保険事務局

国民健康保険事業状況 12.02 医療政策課

平成１０年度 10年 保険課

国民健康保険事業状況 13.03 高齢者福祉課

平成１１年度 10年 高齢者福祉課

国民健康保険・後期高齢者医療疾病分類別統計表 21.11 国保医療室

平成２１年５月診療分 10年 国民健康保険団体連合会

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 20.03 国保医療室

平成１８年度 10年 国保医療室

国民健康保険事業状況 62.1 医療政策課

昭和６１年度～ 99年 医務課

国民健康保険事業状況
平成７年度の県内の国
民健康保険事業に関
する統計、分析

9.02 医療政策課

平成７年度 99年 医務課

国民健康保険事業状況
平成８年度の県内の国
民健康保険事業に関
する統計，分析

10.01 医療政策課



9社会福祉

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８年度 10年 保険課

国民健康保険事業状況
平成９年度の県内の国
民健康保険事業に関
する統計

11.02 医療政策課

平成９年度 10年 保険課

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 15.03 高齢者福祉課

平成１３年度 10年 高齢者福祉課

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 16.03 高齢者福祉課

平成１４年度 10年 高齢者福祉課

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 17.03 高齢者福祉課

平成１５年度 10年 高齢者福祉課

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 21.04 国保医療室

平成１９年度 10年 国保医療室

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 19.03 国保医療室

平成１７年度 10年 国保医療室

国民健康保険事業状況　老人医療事業状況 18.03 高齢者福祉課

平成１６年度 10年 高齢者福祉課

国民健康保険疾病分類別統計表 13.1 県政情報課

平成１３年５月診療分 10年 国民健康保険団体連合会

国民健康保険疾病分類別統計表 17.1 県政情報課

平成１７年５月診療分 10年 国民健康保険団体連合会

国民健康保険疾病分類別統計表 16.1 県政情報課

平成１６年５月診療分 10年 国民健康保険団体連合会

国民健康保険疾病分類別統計表 14.1 県政情報課

平成１４年５月診療分 10年 国民健康保険団体連合会

国民健康保険事業状況 14.03 高齢者福祉課

平成１２年度 10年 高齢者福祉課

大分県の国民年金 8.1 国民年金課

平成７年度 99年 国民年金課

大分県の国民年金 9.1 国民年金課

平成８年度 10年 国民年金課

大分県の国民年金 10.1 国民年金課

平成９年度 10年 国民年金課

大分県の国民年金 欠号：昭和５９年度 63.07 国民年金課

昭和５５年度～ 99年 国民年金課
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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

大分県の国民年金 11.1 国民年金課

平成１０年度 10年 国民年金課

05 （同和）

やさしく生きよう：マンガで考える「人権」 12.03 人権・同和対策課

10年 同和対策室

ヒューマンフェスタ２００６おおいた報告書：人権啓発フェス
ティ

19.02 人権・同和対策課

平成１８年度 10年 人権・同和対策課

人権行政の手引 24.04 人権・同和対策課

平成２４年度 10年 人権・同和対策課

人権の講座をはじめるあなたへ：講座づくりのコツ 19.03 人権・同和教育課

平成１８年度 10年 人権・同和教育課

人権教育のための国連１０年大分県行動計画 10.03 人権・同和対策課

要約版 10年 同和対策室

人権に関する県民意識調査報告書：概要版 21.03 人権・同和対策課

平成２１年 10年 人権・同和対策課

人権教育のための国連１０年大分県行動計画 10.03 人権・同和対策課

10年 同和対策室

人権に関する県民意識調査報告書 21.03 人権・同和対策課

平成２１年 10年 人権・同和対策課

人権教育のための国連１０年：大分県行動計画後期推進
計画

13.03 人権・同和対策課

10年 人権・同和対策課

人権Ｑ＆Ａ 24.03 人権・同和教育課

平成２４年度版 10年 人権・同和教育課

人権Ｑ＆Ａ 23.03 人権・同和教育課

平成２３年度版 10年 人権・同和教育課

人権Ｑ＆Ａ 22.03 人権・同和教育課

平成２２年度版 10年 人権・同和教育課

人権Ｑ＆Ａ 20.03 人権・同和教育課

平成２０年 10年 人権・同和教育課

人権Ｑ＆Ａ 19.03 人権・同和教育課

平成１９年度版 10年 人権・同和教育課

人権Ｑ＆Ａ 16.02 人権・同和教育課
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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１８年度版 10年 人権・同和教育課

人権Ｑ＆Ａ 17.02 人権・同和教育課

平成１７年度版 10年 人権・同和教育課

人権問題に関する県民意識調査報告書概要版 16.06 人権・同和対策課

平成１６年 10年 人権・同和対策課

人権行政の手引 17.03 人権・同和対策課

平成１７年度 10年 人権・同和対策課

人権Ｑ＆Ａ 21.03 人権・同和教育課

平成２１年度版 10年 人権・同和教育課

人権行政の手引 23.07 人権・同和対策課

平成２３年度 10年 人権・同和対策課

人権施策基本計画 17.01 人権・同和対策課

10年 人権・同和対策課

人権問題に関する県民意識調査報告書 12.03 人権・同和対策課

平成１２年 10年 同和対策室

人権尊重施策基本方針：人権施策基本計画改定版 23.01 人権・同和対策課

平成２３年１月 10年 人権・同和対策課

人権問題に関する県民意識調査：要約版 12.03 人権・同和対策課

平成１２年 10年 同和対策室

人権問題に関する県民意識調査報告書 16.05 人権・同和対策課

平成１６年 10年 人権・同和対策課

人権行政の手引 18.03 人権・同和対策課

平成１８年度 10年 人権・同和対策課

分野別人権教育・啓発・研修資料：子どもの人権 24.01 人権・同和対策課

平成２４年１月発行 10年 人権・同和対策課

同和行政の手引 12.03 人権・同和対策課

平成１２年度 10年 同和対策室

分野別人権教育・啓発・研修資料：女性の人権 23.02 人権・同和対策課

２０１１ 10年 人権・同和対策課

分野別人権教育・啓発・研修資料：同和問題 23.02 人権・同和対策課

２０１１ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕外国人の人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課
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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

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕医療をめぐる人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕子どもの人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕女性の人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕様々な人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕高齢者の人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕障がいのある人の人権 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

〔分野別人権Ｑ＆Ａ〕人権全般・同和問題 20.03 人権・同和対策課

２００８ 10年 人権・同和対策課

06 （その他）

介護保険指定事業所等一覧（指定介護予防サービス） 24.07 高齢者福祉課

平成２４年４月現在 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（指定介護予防サービス） 19.04 高齢者福祉課

平成１９年４月 10年 高齢者福祉課

介護保健法の指定居宅サ－ビス事業者及び指定居宅介
護支援事業者

11.12 高齢者福祉課

10年 介護保険準備室

介護保険指定事業所等一覧（地域密着型） 24.07 高齢者福祉課

平成２４年４月現在 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（地域密着型） 22.06 高齢者福祉課

平成２２年４月現在 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（指定介護予防サービス） 22.06 高齢者福祉課

平成２２年４月現在 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（指定居宅サービス・施設） 19.04 高齢者福祉課

平成１９年４月 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（指定居宅サービス・施設） 22.06 高齢者福祉課

平成２２年４月現在 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（地域密着型） 19.04 高齢者福祉課



13社会福祉

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４月 10年 高齢者福祉課

介護保険指定事業所等一覧（指定居宅サービス・施設） 24.07 高齢者福祉課

平成２４年４月現在 10年 高齢者福祉課

街中での案内・介助の手引き、わかりやすい印刷物のつく
りかた

点字訳 19.06 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

おおいた・ユニバーサルデザイン推進基本指針 23.03 地域福祉推進室

２０１０ 10年 地域福祉推進室

わかりやすい案内・誘導サイン等の手引き・ユニバーサル
デザイン

19.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

わかりやすい印刷物のつくりかた：ユニバーサルデザイン
の視点か

19.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

介護保健関係資料目録：含大分県全公立図書館所蔵図書 11.07 県立図書館

10年 県立図書館

大分県の生活保護：平成２１年度実績報告 23 .03 地域福祉推進室

平成２２年度作成 10年 地域福祉推進室

介護保険指定事業所等一覧 17.04 高齢者福祉課

平成１７年４月現在 10年 介護保健室

街中での案内・介助の手引き：ユニバーサルデザインの視
点から

19.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

大分県民福祉基本計画　改訂版 22.03 地域福祉推進室

２０１０ 10年 地域福祉推進室

施設整備マニュアル（建築物編） 24.03 地域福祉推進室

平成２４年３月 10年 地域福祉推進室

市町村福祉の現況：平成９年度実績に見る 10.1 福祉保健企画課

平成１０年度 10年 福祉保健課

市町村福祉の現況：平成１０年度実績に見る 11.1 福祉保健企画課

平成１１年度 10年 福祉保健課

市町村福祉の現況：平成８年度実績に見る 9.09 福祉保健企画課

平成９年度 10年 福祉保健課

社会福祉のあゆみ 16.03 福祉保健企画課

10年 大分県社会福祉協議会

市町村福祉の現況：平成１１年度実績に見る 12.09 福祉保健企画課

平成１２年度 10年 福祉保健課
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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

社会福祉施設名簿 11.08 福祉保健企画課

平成１１年度版 10年 福祉保健課

社会福祉施設名簿 13.01 福祉保健企画課

平成１２年度版 10年 福祉保健課

社会福祉施設名簿 13.04 福祉保健企画課

平成１３年度版 10年 福祉保健課

社会福祉施設名簿 14.11 福祉保健企画課

平成１４年度版 10年 福祉保健課

社会福祉施設名簿 15.11 福祉保健企画課

平成１５年度版 10年 福祉保健課

社会福祉施設名簿 16.01 福祉保健企画課

平成１６年度版 10年 福祉保健企画課

社会福祉施設名簿 18.04 福祉保健企画課

平成１７年度版 10年 福祉保健企画課

社会福祉施設名簿 19.03 福祉保健企画課

平成１８年度版 10年 福祉保健企画課

社会福祉施設名簿 10.07 福祉保健企画課

平成１０年度 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１８年度実績報告 20.02 地域福祉推進室

平成１９年度作成 10年 地域福祉推進室

大分県民福祉基本計画：ユニバーサル社会の実現に向け
て

17.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

大分県の生活保護：実績報告 10.03 福祉保健企画課

平成８年度 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１１年度実績報告 13.02 福祉保健企画課

平成１２年度作成 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１２年度実績報告 14.02 福祉保健企画課

平成１３年度作成 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１３年度実績報告 15.02 福祉保健企画課

平成１４年度作成 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１４年度実績報告 16.02 福祉保健企画課

平成１５年度作成 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１５年度実績報告 17.03 監査指導室
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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年度作成 10年
福祉保健企画課保護・監査指導
室

大分県の生活保護：平成１７年度実績報告 19.03 監査指導室

平成１８年度作成 10年 保護・監査指導室

生まれも、育ちも？男です：男女共同参画社会の実現のカ
ギを握る

11.03 青少年・男女共同参画課

10年 女性青少年課

大分県の生活保護：平成１９年度実績報告 21.04 地域福祉推進室

平成２０年度作成 10年 地域福祉推進室

大分県の生活保護：平成２０年度実績報告 22.03 地域福祉推進室

平成２１年度作成 10年 地域福祉推進室

大分県の生活保護：平成２１年度実績報告 23.03 地域福祉推進室

平成２２年度作成 10年 地域福祉推進室

大分県の生活保護：平成２２年度実績報告 24.03 地域福祉推進室

平成２３年度作成 10年 地域福祉推進室

大分県の生活保護：平成９年度実績報告 11.02 福祉保健企画課

平成１０年度作成 10年 福祉保健課

大分県の生活保護：平成１６年度実績報告 18.03 監査指導室

平成１７年度作成 10年 保護・監査指導室

福祉生活行政の現況 8.09 福祉保健企画課

平成８年度 99年 福祉保健企画課

福祉保健行政の概況 12.12 福祉保健企画課

平成１２年度 10年 福祉保健課

福祉保健行政の概況 11.1 福祉保健企画課

平成１１年度 10年 福祉保健課

福祉保健行政の現況 19.09 福祉保健企画課

平成１９年度 10年 福祉保健企画課

福祉保健行政の現況 9.09 福祉保健企画課

平成９年度 10年 福祉保健課

福祉生活行政の現況

福祉生活部の事業の
概要、組織その他関係
資料を取りまとめたも
の

63.09 福祉保健企画課

昭和５４年度～ 99年 福祉保健企画課

福祉保健行政の概況 14.07 福祉保健企画課

平成１４年度 10年 福祉保健課

福祉保健行政の現況 18.09 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課
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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

福祉保健行政の概況 15.08 福祉保健企画課

平成１５年度 10年 福祉保健課

二豊学園１００年の歩み 20.1 二豊学園

平成２０年１０月 10年 二豊学園

福祉保健行政の現況 10.09 福祉保健企画課

平成１０年度 10年 福祉保健課

福祉保健行政の現況 16.08 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

福祉保健行政の現況 17.1 福祉保健企画課

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

福祉保健行政の概況 13.1 福祉保健企画課

平成１３年度 10年 福祉保健課

〔日出福祉事務所〕管内福祉の概要 12.05 東部保健所地域福祉室

平成１２年５月 10年 日出福祉事務所

〔社会福祉センター〕事業概要 9.05 こども・女性相談支援センター

平成９年４月 10年 社会福祉センター

〔社会福祉センター〕事業概要 21.04 こども・女性相談支援センター

平成２１年４月 10年 こども・女性相談支援センター

〔社会福祉センター〕事業概要 20.04 こども・女性相談支援センター

平成２０年４月 10年 社会福祉センター

〔日出福祉事務所〕管内福祉の概要 9.05 東部保健所地域福祉室

平成９年５月 10年 日出福祉事務所

〔日出福祉事務所〕福祉の現況 14.06 東部保健所地域福祉室

平成１４年度 10年 日出福祉事務所

〔日出福祉事務所〕管内福祉の概要 11.05 東部保健所地域福祉室

平成１１年５月 10年 日出福祉事務所

〔日出福祉事務所〕管内福祉の概要 10.05 東部保健所地域福祉室

平成１０年５月 10年 日出福祉事務所

〔佐伯福祉事務所〕業務の概要 15.06 南部保健所

平成１５年度 10年 佐伯保健所

〔社会福祉センター〕事業概要 19.05 こども・女性相談支援センター

平成１９年５月 10年 社会福祉センター

〔佐伯福祉事務所〕福祉の現況 10.06 南部保健所
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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

平成１０年度 10年 佐伯保健所

〔日出福祉事務所〕福祉の現況 13.05 東部保健所地域福祉室

平成１３年度 10年 日出福祉事務所

〔宇佐福祉事務所〕福祉の現況 10.06 北部保健所

平成１０年度 10年 宇佐福祉事務所

〔介護保険法〕指定事業者一覧 16.04 高齢者福祉課

平成１６年４月現在 10年 高齢者福祉課

〔介護保険法〕指定事業者一覧 13.1 高齢者福祉課

平成１３年１０月現在 10年 介護保険室

〔社会福祉センター〕事業概要 11.04 こども・女性相談支援センター

平成１１年度 10年 社会福祉センター

〔社会福祉センター〕事業概要 12.04 こども・女性相談支援センター

平成１２年４月 10年 社会福祉センター

〔社会福祉センター〕事業概要 13.04 こども・女性相談支援センター

平成１３年４月 10年 社会福祉センター

〔社会福祉センター〕事業概要 14.04 こども・女性相談支援センター

平成１４年４月 10年 社会福祉センター

〔別府県民保健福祉センター大分地域福祉部〕福祉の現況 17.06
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１７年度 10年
別府県民保険福祉センター大分
地域福祉課

〔別府県民保健福祉センター日出地域福祉部〕福祉の現況 17.05 東部保健所地域福祉室

平成１７年度 10年
別府県民保険福祉センター日出
地域福祉室

〔宇佐福祉事務所〕福祉の現況 9.06 北部保健所

平成９年度 10年 宇佐福祉事務所

〔宇佐福祉事務所〕福祉の現況 16.08 北部保健所

平成１６年度 10年 宇佐福祉事務所

〔宇佐福祉事務所〕福祉の現況 15.09 北部保健所

平成１５年度 10年 宇佐福祉事務所

〔介護保険法〕指定事業者一覧 13.08 高齢者福祉課

平成１３年８月現在 10年 介護保険室

〔宇佐福祉事務所〕福祉の現況 11.06 北部保健所

平成１１年度 10年 宇佐福祉事務所

〔介護保険法〕指定事業者一覧 14.02 高齢者福祉課

平成１４年２月現在 10年 介護保険室



18社会福祉

分類
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〔大分福祉事務所〕福祉の現況
大分福祉事務所の管
内の福祉の現況につい
て作成したもの

9.05
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成９年５月 10年
大分福祉事務所・大北郡社会福
祉協議会

〔大分福祉事務所〕福祉の現況 16.06
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１６年度 10年 大分福祉事務所

〔大分福祉事務所〕福祉の現況 15.06
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１５年度 10年 大分福祉事務所

〔大分福祉事務所〕福祉の現況 14.06
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１４年度 10年 大分福祉事務所

〔大分福祉事務所〕福祉の現況 12.05
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１２年５月 10年 大分福祉事務所

〔大分福祉事務所〕福祉の現況 11.05
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１１年５月 10年 大分福祉事務所

〔大分福祉事務所〕福祉の現況 10.05
別府県民保健福祉センター大分
地域福祉課

平成１０年５月 10年 大分福祉事務所

〔社会福祉センター〕事業概要 17.04 こども・女性相談支援センター

平成１７年４月 10年 社会福祉センター

〔こども・女性相談支援センタ－〕事業概要 22.04 こども・女性相談支援センター

平成２２年４月 10年 こども・女性相談支援センター

〔社会福祉センター〕事業概要 16.04 こども・女性相談支援センター

平成１６年４月 10年 社会福祉センター

〔こども・女性相談支援センタ－〕事業概要 23.05 こども・女性相談支援センター

平成２３年５月 10年 こども・女性相談支援センター

〔宇佐福祉事務所〕福祉の現況 12.07 北部保健所

平成１２年度 10年 宇佐福祉事務所

〔日田福祉事務所〕福祉の現況 15.06 西部保健所

平成１５年度 10年 日田福祉事務所

〔社会福祉センター〕事業概要 18.04 こども・女性相談支援センター

平成１８年４月 10年 社会福祉センター

〔介護保険法〕指定事業者一覧 13.04 高齢者福祉課

平成１３年４月現在 10年 介護保険室

〔日出福祉事務所〕福祉の現況 15.07 東部保健所地域福祉室

平成１５年度 10年 日出福祉事務所

〔佐伯福祉事務所〕福祉の現況 9.06 南部保健所
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平成９年度 10年 佐伯福祉事務所

〔佐伯福祉事務所〕福祉の現況 11.06 南部保健所

平成１１年度 10年 佐伯福祉事務所

〔社会福祉センター〕事業概要 15.05 こども・女性相談支援センター

平成１５年５月 10年 社会福祉センター

〔日田福祉事務所〕福祉の現況 16.06 西部保健所

平成１６年度 10年 日田福祉事務所

〔三重福祉事務所〕福祉の現況 15.05 豊肥保健所

平成１５年５月 10年 三重福祉事務所

〔三重福祉事務所〕福祉の現況 16.05 豊肥保健所

平成１６年５月 10年 豊後大野県民保健福祉センター

〔三重福祉事務所〕福祉の現況 9.05 豊肥保健所

平成９年 10年 三重福祉事務所

〔日出福祉事務所〕福祉の現況 16.06 東部保健所地域福祉室

平成１６年度 10年 日出福祉事務所

〔介護保険法〕指定事業者一覧 12.08 高齢者福祉課

平成１２年８月現在 10年 介護保険室

〔介護保険法〕指定事業者一覧 15.04 高齢者福祉課

平成１５年４月現在 10年 高齢者福祉課

〔介護保険法〕指定事業者一覧 14.04 高齢者福祉課

平成１４年４月現在 10年 高齢者福祉課

〔佐伯福祉事務所〕福祉の現況 16.06 南部保健所

平成１６年度 10年 佐伯福祉事務所

民生委員・児童委員活動の手引 19.12 福祉保健企画課

平成１９年度版 10年 福祉保健企画課

民生委員・児童委員活動の手引 22.12 地域福祉推進室

平成２２年度版 10年 地域福祉推進室

民生委員・児童委員活動の手引 16.12 福祉保健企画課

平成１６年度版 10年 福祉保健企画課

民生委員・児童委員活動の手引 10.12 福祉保健企画課

平成１０年度版 10年 福祉保健課

民生委員・児童委員活動の手引 25.12 地域福祉推進室

平成２５年度版 10年 地域福祉推進室


