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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

01 （道路）

東九州自動車道ＯＩＴＡ’１３ 25.03 高速道対策局

平成２５年３月 10年
高速道対策局／東九州自動車
道建設促進協議会

東九州自動車道ＯＩＴＡ’１２ 24.07 高速道対策局

平成２４年７月 10年
高速道対策局／東九州自動車
道建設促進協議会

おおいたの１．５車線的道路整備について：地域とともに進
める道

17.12 道路課

平成１７年１２月 10年 道路課

橋梁長寿命化維持管理計画 22.05 中部振興局

平成２２年５月 10年 中部振興局

大分県の高速道路 11.01 高速道対策局

平成１１年１月作成 10年 高速道対策局

道路現況調書 Ｂ４判 17.04 道路課

平成１６年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 24.04 道路課

平成２３年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 23.04 道路課

平成２２年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 22.04 道路課

平成２１年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 Ｂ４判 21.03 道路課

平成２０年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 Ｂ４判 20.04 道路課

平成１９年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 Ｂ４判 18.04 道路課

平成１７年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 25.04 道路課

平成２４年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 Ｂ４判 16.04 道路課

平成１５年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 Ｂ４判 15.04 道路課

平成１４年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 11.01 道路課
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平成１０年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 12.02 道路課

平成１１年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 12.12 道路課

平成１２年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 14.04 道路課

平成１３年４月現在 10年 道路課

道路現況調書 Ｂ４判 19.04 道路課

平成１８年４月現在 10年 道路課

02 （河川）

河川事業実務便覧 16.07 河川課

平成１６年７月 10年 河川課

大分の河川 25.11 河川課

平成２５年作成 10年 河川課

裏川河川再生整備計画書 11.03 河川課

10年 河川課

03 （海岸）

海岸保全施設整備基本計画書：別冊 15.03 港湾課

平成１５年３月 10年 港湾課

海岸保全基本計画書 15.03 港湾課

平成１５年３月 10年 港湾課

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 10.04 宇佐土木事務所

平成１０年度 10年 宇佐土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 10.04 玖珠土木事務所

平成１０年度 10年 玖珠土木事務所

04 （砂防）

土砂災害から身を守る　砂防読本 24.03 砂防課

２０１２ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 19.03 砂防課

２００７ 10年 砂防課
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〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 18.03 砂防課

２００６ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 17.03 砂防課

２００５ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 16.03 砂防課

２００４ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 13.03 砂防課

２００１ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：おおいたの砂防 12.06 砂防課

２０００ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 22.04 砂防課

２０１０ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 21.03 砂防課

２００９ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 24.03 砂防課

２０１２ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 20.03 砂防課

２００８ 10年 砂防課

〔砂防課〕事業概要：大分の砂防 23.04 砂防課

２０１１ 10年 砂防課

05 （建築）

豊の国木造建築賞受賞作品集 24.1 建築住宅課

平成２４年度 10年 建築住宅課

ふるさとのすまい：おおいたの特定公共賃貸住宅事例集 13.04 建築住宅課

10年 建築住宅課

豊の国木造建築賞受賞作品集 25.1 建築住宅課

平成２５年度 10年 建築住宅課

住宅マスタープランフォローアップ報告書 13.05 建築住宅課

平成１３年３月 10年 建築住宅課

住宅マスタープランフォローアップ報告書：資料編 13.05 建築住宅課

平成１３年３月 10年 建築住宅課

住宅建設五箇年計画：平成１３年度～１７年度 14.1 建築住宅課
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第八期 10年 建築住宅課

豊の国木造住宅賞作品集：木のよさを生かしたおおいたの
すまい

11.03 建築住宅課

１９８６～１９９７年 10年 建築住宅課

06 （治山）

おおいたの治山 9.08 森林保全課

１９９７ 10年 森林保全課

07 （治水）

行入ダム工事誌 10.03 国東土木事務所

10年 行入ダム管理事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 13.05 玉来ダム建設事務所

平成１３年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 21.07 玉来ダム建設事務所

平成２１年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 24.06 玉来ダム建設事務所

平成２４年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 22.06 玉来ダム建設事務所

平成２２年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 20.05 玉来ダム建設事務所

平成２０年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 19.06 玉来ダム建設事務所

平成１９年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 18.06 玉来ダム建設事務所

平成１８年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 17.06 玉来ダム建設事務所

平成１７年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 16.06 玉来ダム建設事務所

平成１６年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 15.06 玉来ダム建設事務所

平成１５年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 23.07 玉来ダム建設事務所

平成２３年度 10年 竹田ダム建設事務所
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08 （その他）

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 25.04 土木建築企画課

平成２５年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 24.04 土木建築企画課

平成２４年度 10年 土木建築企画課

おおいた土木未来プラン２００５　達成度報告書 21.09 建設政策課

平成２０年度 10年 建設政策課

おおいた土木未来プラン：生命を紡ぐ県土づくり 18.03 建設政策課

２００５ 10年 建設政策課

宇佐土木事務所管内図 19.03 宇佐土木事務所

平成１９年３月 10年 宇佐土木事務所

おおいた土木未来プラン２００５　達成度報告書 20.01 建設政策課

平成１８年度 10年 建設政策課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 24.04 土木建築企画課

平成２４年度 10年 土木建築企画課

おおいた土木未来プラン２００５　達成度報告書 23.09 建設政策課

平成２２年度 10年 建設政策課

宇佐土木事務所管内図 12.03 宇佐土木事務所

平成１２年３月 10年 宇佐土木事務所

建設業者競争入札参加資格一覧表：コンサル 25.04 土木建築企画課

平成２５年度 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 25.02 土木建築企画課

平成２５年１月現在 10年 土木建築企画課

おおいた土木未来プラン２００５（改訂）生命を紡ぐ県土づく
り

24.03 建設政策課

10年 建設政策課

おおいた土木未来プラン２００５　実施状況 24.09 建設政策課

平成２３年度 10年 建設政策課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 25.02 土木建築企画課

平成２６年１月現在 10年 土木建築企画課

臼杵土木事務所管内図 13.03 臼杵土木事務所

平成１３年３月 10年 臼杵土木事務所

臼杵土木事務所管内図 17.01 臼杵土木事務所
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平成１７年１月 10年 臼杵土木事務所

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 24.04 土木建築企画課

平成２４年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 25.04 土木建築企画課

平成２５年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 17.04 土木建築企画課

平成１７年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 23.04 土木建築企画課

平成２３年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 16.04 土木建築企画課

平成１６年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 12.04 土木建築企画課

平成１２年度 10年 監理課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 14.04 土木建築企画課

平成１４年度 10年 監理課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 13.04 土木建築企画課

平成１３年度 10年 監理課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 22.04 土木建築企画課

平成２２年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 15.04 土木建築企画課

平成１５年度 10年 監理課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 18.05 土木建築企画課

平成１８年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 19.04 土木建築企画課

平成１９年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 23.04 土木建築企画課

平成２３年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 21.04 土木建築企画課

平成２１年度 10年 土木建築企画課

玖珠土木事務所管内図 18.06 玖珠土木事務所

平成１８年６月 10年 玖珠土木事務所

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 22.04 土木建築企画課

平成２２年度 10年 土木建築企画課
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経常建設共同企業体競争入札参加資格一覧表 18.06 土木建築企画課

平成１８年度 10年 土木建築企画課

経常建設共同企業体競争入札参加資格一覧表 14.07 土木建築企画課

平成１４年度 10年 監理課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県内業者 20.04 土木建築企画課

平成２０年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 19.04 土木建築企画課

平成１９・２０年度 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 19.03 土木建築企画課

平成１９年１月現在 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 18.03 土木建築企画課

平成１８年１月現在 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 17.01 土木建築企画課

平成１７年１月現在 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 23.04 土木建築企画課

平成２３年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 22.04 土木建築企画課

平成２２年度 10年 土木建築企画課

経常建設共同企業体競争入札参加資格一覧表 16.06 土木建築企画課

平成１６年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 20.04 土木建築企画課

平成２０年度 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 21.02 土木建築企画課

平成２１年１月現在 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 18.05 土木建築企画課

平成１８年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 17.04 土木建築企画課

平成１７・１８年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 16.04 土木建築企画課

平成１６年度 10年 土木建築企画課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 15.04 土木建築企画課

平成１５・１６年度 10年 監理課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 14.04 土木建築企画課
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平成１４年度 10年 監理課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 13.04 土木建築企画課

平成１３年度 10年 監理課

建設コンサルタント等登録業者一覧表 21.04 土木建築企画課

平成２１年度 10年 土木建築企画課

経常建設共同企業体競争入札参加資格一覧表 15.06 土木建築企画課

平成１５年度 10年 監理課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 20.04 土木建築企画課

平成２０年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 19.04 土木建築企画課

平成１９・２０年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 18.05 土木建築企画課

平成１８年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 17.04 土木建築企画課

平成１７・１８年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 16.04 土木建築企画課

平成１６年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 15.04 土木建築企画課

平成１５・１６年度 10年 監理課

玖珠土木事務所管内図 20.04 玖珠土木事務所

平成２０年４月 10年 玖珠土木事務所

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 13.04 土木建築企画課

平成１３・１４年度 10年 監理課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 20.02 土木建築企画課

平成２０年１月現在 10年 土木建築企画課

経常建設共同企業体競争入札参加資格一覧表 17.06 土木建築企画課

平成１７年度 10年 土木建築企画課

経常建設共同企業体競争入札参加資格一覧表 19.06 土木建築企画課

平成１９年度 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 24.02 土木建築企画課

平成２４年１月現在 10年 土木建築企画課

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 23.02 土木建築企画課

平成２３年１月現在 10年 土木建築企画課
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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

建設業者許可名簿 ＣＤ－ＲＯＭ付 22.02 土木建築企画課

平成２２年１月現在 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 21.04 土木建築企画課

平成２１年度 10年 土木建築企画課

建設業者競争入札参加資格一覧表：県外業者 14.04 土木建築企画課

平成１４年度 10年 監理課

高田土木事務所管内図 13.11 豊後高田土木事務所

平成１３年１１月 10年 高田土木事務所

玖珠土木事務所管内図 13.04 玖珠土木事務所

平成１３年４月 10年 玖珠土木事務所

社会基盤整備の紹介：別杵速見地区 18.03 別府土木事務所

10年 別府土木事務所

佐伯土木事務所管内図 18.09 佐伯土木事務所

平成１８年９月調製 10年 佐伯土木事務所

国東土木事務所管内図 19.03 国東土木事務所

平成１９年３月 10年 国東土木事務所

国東土木事務所管内図 25.03 国東土木事務所

平成２５年３月 10年 国東土木事務所

国東土木事務所管内図 13.11 国東土木事務所

平成１３年１１月 10年 国東土木事務所

佐伯土木事務所管内図 13.01 佐伯土木事務所

平成１３年１月調製 10年 佐伯土木事務所

三重土木事務所管内図 11.08 豊後大野土木事務所

平成１１年８月調製 10年 三重土木事務所

水防計画 24.07 河川課

平成２４年度版 10年 河川課

大分土木事務所管内図 13.07 大分土木事務所

平成１３年７月調製 10年 大分土木事務所

大分土木事務所管内図 18.03 大分土木事務所

平成１８年３月 10年 大分土木事務所

大分土木事務所管内図 20.05 大分土木事務所

平成２０年５月 10年 大分土木事務所

水防計画書 12.05 河川課
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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年度版 10年 河川課

水防計画書 11.08 河川課

平成１１年度版 10年 河川課

水防計画書 10.07 河川課

平成１０年度版 10年 河川課

水防計画書 25.09 河川課

平成２５年度版 10年 河川課

西部振興局管内図 20.03 西部振興局

平成２０年３月 10年 西部振興局

水防計画 8.07 河川課

平成８年度 99年 河川課

水防計画 18.06 河川課

平成１８年度版 10年 河川課

水防計画

水防法第７条に基づ
き、水防事務の調整及
びその円滑な実施のた
め、水防協議会に図
り、水防計画を定めて
いる

63.05 河川課

昭和６２年度～ 99年 河川課

水防計画 13.06 河川課

平成１３年度版 10年 河川課

水防計画 14.06 河川課

平成１４年度版 10年 河川課

水防計画 15.06 河川課

平成１５年度版 10年 河川課

水防計画 9.09 河川課

平成９年度 01年 河川課

水防計画 17.07 河川課

平成１７年度版 10年 河川課

水防計画 23.09 河川課

平成２３年度版 10年 河川課

水防計画 19.06 河川課

平成１９年度版 10年 河川課

水防計画 20.06 河川課

平成２０年度版 10年 河川課

水防計画 21.06 河川課
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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２１年度版 10年 河川課

水防計画 22.06 河川課

平成２２年度版 10年 河川課

水防計画 16.06 河川課

平成１６年度版 10年 河川課

土木建築行政の概要 23.08 建設政策課

平成２３年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 14.06 建設政策課

平成１４年度 10年 企画検査室

日田土木事務所管内図 13.11 日田土木事務所

平成１３年１１月作成 10年 日田土木事務所

中部振興局管内図 20.05 中部振興局

10年 中部振興局

農業研究１００年のあゆみ 20.12 農林水産研究指導センター

平成２０年 10年 農林水産研究センター

土木建築行政の概要 15.08 建設政策課

平成１５年度 10年 企画検査室

土木建築行政の概要 16.06 建設政策課

平成１６年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 17.06 建設政策課

平成１７年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 18.06 建設政策課

平成１８年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 19.09 建設政策課

平成１９年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 20.07 建設政策課

平成２０年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 13.06 建設政策課

平成１３年度 10年 企画検査室

土木建築行政の概要 22.06 建設政策課

平成２２年度 10年 建設政策課

日田土木事務所管内図 19.05 日田土木事務所

平成１９年５月 10年 日田土木事務所
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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

道路管内図 13.11 道路課

平成１３年１１月 10年 道路課

道路管内図 17.03 道路課

平成１７年３月 10年 道路課

道路管内図 20.09 道路課

平成２０年９月 10年 道路課

土木建築行政の概要 24.07 建設政策課

平成２４年度 10年 建設政策課

土木建築行政の概要 25.07 建設政策課

平成２５年度 10年 建設政策課

別府土木事務所管内図 19.1 別府土木事務所

平成１９年１０月調製 10年 別府土木事務所

別府土木事務所管内図 11.09 別府土木事務所

平成１１年９月調製 10年 別府土木事務所

南部振興局管内図 18.12 南部振興局

平成１８年１２月 10年 南部振興局

土木建築行政の概要 8.09 土木建築企画課

平成８年度 99年 土木建築企画課

土木建築行政の概要 9.1 建設政策課

平成９年度 10年 企画検査室

土木建築行政の概要 21.06 建設政策課

平成２１年度 10年 建設政策課

中津土木事務所管内図 17.07 中津土木事務所

平成１７年７月 10年 中津土木事務所

竹田土木事務所管内図 19.03 竹田土木事務所

平成１９年３月 10年 竹田土木事務所

東部振興局管内図 18.07 東部振興局

平成１８年７月 10年 東部振興局

中津土木事務所管内図 12.08 中津土木事務所

平成１２年８月 10年 中津土木事務所

土木建築部事業概要 24.07 建設政策課

２０１２ 10年 建設政策課

土木建築部事業概要 25.07 建設政策課
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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

２０１３ 10年 建設政策課

土木建築行政の概要
土木建築部の行政組
織・予算・業務内容等
を紹介したもの

63.06 建設政策課

昭和６１年度～ 99年 建設政策課

土木建築行政の概要 10.08 建設政策課

平成１０年度 10年 企画検査室

土木建築行政の概要 11.08 建設政策課

平成１１年度 10年 企画検査室

土木建築行政の概要 12.06 建設政策課

平成１２年度 10年 企画検査室

竹田土木事務所管内図 12.1 竹田土木事務所

平成１２年１０月 10年 竹田土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 13.06 豊後大野土木事務所

平成１３年度 10年 三重土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 9.06 日田土木事務所

平成９年度 10年 日田土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 14.06 豊後大野土木事務所

平成１４年度 10年 三重土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 21.07 中津土木事務所

平成２１年度 10年 中津土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 9.06 豊後大野土木事務所

平成９年度 10年 三重土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 8.06 豊後大野土木事務所

平成８年度 99年 豊後大野土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 17.06 豊後大野土木事務所

平成１７年度 10年 豊後大野土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 16.06 豊後大野土木事務所

平成１６年度 10年 三重土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 15.07 豊後大野土木事務所

平成１５年度 10年 三重土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 20.06 中津土木事務所

平成２０年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 19.06 中津土木事務所

平成１９年度 10年 中津土木事務所
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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

〔中津土木事務所〕事業概要書 18.06 中津土木事務所

平成１８年度 10年 中津土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 10.04 豊後大野土木事務所

平成１０年度 10年 三重土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 9.06 玖珠土木事務所

平成９年度 10年 玖珠土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 12.06 豊後大野土木事務所

平成１２年度 10年 三重土木事務所

〔三重土木事務所〕事業概要書 11.07 豊後大野土木事務所

平成１１年度 10年 三重土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 16.06 中津土木事務所

平成１６年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 17.06 中津土木事務所

平成１７年度 10年 中津土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 11.06 玖珠土木事務所

平成１１年度 10年 玖珠土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 19.05 豊後高田土木事務所

平成１９年度 10年 豊後高田土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 17.06 玖珠土木事務所

平成１７年度 10年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 16.06 玖珠土木事務所

平成１６年度 10年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 15.06 玖珠土木事務所

平成１５年度 10年 玖珠土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 9.06 竹田土木事務所

平成９年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 8.06 竹田土木事務所

平成８年度 99年 竹田土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 14.06 玖珠土木事務所

平成１４年度 10年 玖珠土木事務所

〔豊肥振興局豊後大野事務所〕事業概要（管内図） 18.09 豊肥振興局

平成１８年９月 10年 豊肥振興局

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 12.06 玖珠土木事務所



15建設

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 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 19.06 玖珠土木事務所

平成１９年度 10年 玖珠土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 22.05 県政情報課

平成２２年度 10年 県政情報課

〔竹田土木事務所〕事業概要書 24.06 竹田土木事務所

平成２４年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 23.07 竹田土木事務所

平成２３年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 22.06 竹田土木事務所

平成２２年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 21.06 竹田土木事務所

平成２１年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 20.07 竹田土木事務所

平成２０年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 19.06 竹田土木事務所

平成１９年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 18.06 竹田土木事務所

平成１８年度 10年 竹田土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 13.05 玖珠土木事務所

平成１３年度 10年 玖珠土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 12.07 中津土木事務所

平成１２年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 14.05 中津土木事務所

平成１４年度 10年 中津土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 23.08 豊後高田土木事務所

平成２３年度 10年 豊後高田土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 22.06 豊後高田土木事務所

平成２２年度 10年 豊後高田土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 21.07 豊後高田土木事務所

平成２１年度 10年 豊後高田土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 20.07 豊後高田土木事務所

平成２０年度 10年 豊後高田土木事務所
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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

〔中津土木事務所〕事業概要書 22.06 県政情報課

平成２２年度 10年 県政情報課

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 18.04 豊後高田土木事務所

平成１８年度 10年 豊後高田土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 18.06 玖珠土木事務所

平成１８年度 10年 玖珠土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 13.06 中津土木事務所

平成１３年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 15.07 中津土木事務所

平成１５年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 11.06 中津土木事務所

平成１１年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 10.04 中津土木事務所

平成１０年度 10年 中津土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 8.06 玖珠土木事務所

平成８年度 99年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 24.06 玖珠土木事務所

平成２４年度 10年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 23.1 玖珠土木事務所

平成２３年度 10年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 22.06 玖珠土木事務所

平成２２年度 10年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 21.06 玖珠土木事務所

平成２１年度 10年 玖珠土木事務所

〔玖珠土木事務所〕事業概要書 20.06 玖珠土木事務所

平成２０年度 10年 玖珠土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 20.09 日田土木事務所

平成２０年度 10年 日田土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 11.06 豊後高田土木事務所

平成１１年度 10年 豊後高田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 22.06 県政情報課

平成２２年度 10年 県政情報課

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 23.06 豊後大野土木事務所



17建設

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 豊後大野土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 17.05 豊後高田土木事務所

平成１７年度 10年 豊後高田土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 16.04 豊後高田土木事務所

平成１６年度 10年 豊後高田土木事務所

〔豊肥振興局〕管内図 18.06 豊肥振興局

平成１８年６月 10年 豊肥振興局

〔高田土木事務所〕事業概要書 15.07 豊後高田土木事務所

平成１５年度 10年 豊後高田土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 14.05 豊後高田土木事務所

平成１４年度 10年 豊後高田土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 9.06 豊後高田土木事務所

平成９年度 10年 豊後高田土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 12.06 豊後高田土木事務所

平成１２年度 10年 豊後高田土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 18.05 宇佐土木事務所

平成１８年度 10年 宇佐土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 10.05 豊後高田土木事務所

平成１０年度 10年 豊後高田土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 10.04 佐伯土木事務所

平成１０年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 11.06 佐伯土木事務所

平成１１年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 12.06 佐伯土木事務所

平成１２年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 13.06 佐伯土木事務所

平成１３年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 14.06 佐伯土木事務所

平成１４年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 15.06 佐伯土木事務所

平成１５年度 10年 佐伯土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 13.05 豊後高田土木事務所

平成１３年度 10年 豊後高田土木事務所
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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

〔国東土木事務所〕事業概要書 19.06 国東土木事務所

平成１９年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 10.04 国東土木事務所

平成１０年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 11.06 国東土木事務所

平成１１年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 12.06 国東土木事務所

平成１２年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 13.06 国東土木事務所

平成１３年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 14.04 国東土木事務所

平成１４年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 15.06 国東土木事務所

平成１５年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 16.07 国東土木事務所

平成１６年度 10年 国東土木事務所

〔高田土木事務所〕事業概要書 8.06 豊後高田土木事務所

平成８年度 99年 豊後高田土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 18.06 国東土木事務所

平成１８年度 10年 国東土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 18.06 佐伯土木事務所

平成１８年度 10年 佐伯土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 20.06 国東土木事務所

平成２０年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 21.07 国東土木事務所

平成２１年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 22.04 国東土木事務所

平成２２年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 23.1 国東土木事務所

平成２３年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 24.05 国東土木事務所

平成２４年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 25.06 国東土木事務所
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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２５年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 9.06 国東土木事務所

平成９年度 10年 国東土木事務所

〔国東土木事務所〕事業概要書 17.06 国東土木事務所

平成１７年度 10年 国東土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 21.07 日田土木事務所

平成２１年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 11.06 日田土木事務所

平成１１年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 12.06 日田土木事務所

平成１２年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 13.06 日田土木事務所

平成１３年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 14.05 日田土木事務所

平成１４年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 15.06 日田土木事務所

平成１５年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 16.04 日田土木事務所

平成１６年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 17.04 日田土木事務所

平成１７年度 10年 日田土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 16.06 佐伯土木事務所

平成１６年度 10年 佐伯土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 19.04 日田土木事務所

平成１９年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 24.06 日田土木事務所

平成２４年版 10年 日田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 17.06 竹田土木事務所

平成１７年度 10年 竹田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 23.08 日田土木事務所

平成２３年度 10年 日田土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 8.06 日田土木事務所

平成８年度 99年 日田土木事務所
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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

〔中津土木事務所〕事業概要書 9.06 中津土木事務所

平成９年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 8.06 中津土木事務所

平成８年度 99年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 25.1 中津土木事務所

平成２５年度 10年 中津土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 24.06 中津土木事務所

平成２４年度 10年 中津土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 18.04 日田土木事務所

平成１８年度 10年 日田土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 25.1 豊後大野土木事務所

平成２５年度 10年 豊後大野土木事務所

〔中津土木事務所〕事業概要書 23.07 中津土木事務所

平成２３年度 10年 中津土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 19.09 佐伯土木事務所

平成１９年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 20.08 佐伯土木事務所

平成２０年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 21.07 佐伯土木事務所

平成２１年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 22.07 佐伯土木事務所

平成２２年度 10年 家畜衛生飼料室

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 23.08 佐伯土木事務所

平成２３年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 24.08 佐伯土木事務所

平成２４年度 10年 佐伯土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 10.04 日田土木事務所

平成１０年度 10年 日田土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 9.06 佐伯土木事務所

平成９年度 10年 佐伯土木事務所

〔日田土木事務所〕事業概要書 25.1 日田土木事務所

平成２５年度 10年 日田土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 24.06 豊後大野土木事務所



21建設

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 10年 豊後大野土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 24.06 豊後高田土木事務所

平成２４年度 10年 豊後高田土木事務所

〔豊後高田土木事務所〕事業概要書 25.1 豊後高田土木事務所

平成２５年度 10年 豊後高田土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 21.06 豊後大野土木事務所

平成２１年度 10年 豊後大野土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 20.07 豊後大野土木事務所

平成２０年度 10年 豊後大野土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 19.06 豊後大野土木事務所

平成１９年度 10年 豊後大野土木事務所

〔豊後大野土木事務所〕事業概要書 18.06 豊後大野土木事務所

平成１８年度 10年 豊後大野土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 17.06 佐伯土木事務所

平成１７年度 10年 佐伯土木事務所

〔佐伯土木事務所〕事業概要書 8.06 佐伯土木事務所

平成８年度 99年 佐伯土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 19.06 大分土木事務所

平成１９年度 10年 大分土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 12.07 臼杵土木事務所

平成１２年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 11.06 臼杵土木事務所

平成１１年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 10.04 臼杵土木事務所

平成１０年度 10年 臼杵土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 13.05 宇佐土木事務所

平成１３年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 14.06 宇佐土木事務所

平成１４年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 15.06 宇佐土木事務所

平成１５年度 10年 宇佐土木事務所

〔大分土木事務所・スポーツ公園建設部〕事業概要書 14.06 大分土木事務所

平成１４年度 10年 大分土木事務所
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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

〔大分土木事務所〕事業概要書 20.06 大分土木事務所

平成２０年度 10年 大分土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 15.06 臼杵土木事務所

平成１５年度 10年 臼杵土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 16.04 宇佐土木事務所

平成１６年度 10年 宇佐土木事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 25.06 大分駅周辺総合整理事務所

平成２５年度 10年 大分駅周辺総合整備事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 24.06 大分駅周辺総合整理事務所

平成２４年度 10年 大分駅周辺総合整備事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 14.07 大分駅周辺総合整理事務所

平成１４年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 15.06 大分駅周辺総合整理事務所

平成１５年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 16.06 大分駅周辺総合整理事務所

平成１６年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 17.05 大分駅周辺総合整理事務所

平成１７年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 21.07 大分土木事務所

平成２１年度 10年 大分土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 23.08 臼杵土木事務所

平成２３年度 10年 臼杵土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 9.06 大分土木事務所

平成９年度 10年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 8.06 大分土木事務所

平成８年度 99年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 24.06 大分土木事務所

平成２４年度 10年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 23.06 大分土木事務所

平成２３年度 10年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 22.06 市町村振興課

平成２２年度 10年 市町村振興課

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 9.06 臼杵土木事務所
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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９年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 8.06 臼杵土木事務所

平成８年度 99年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 13.05 臼杵土木事務所

平成１３年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 24.07 臼杵土木事務所

平成２４年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 14.05 臼杵土木事務所

平成１４年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 22.06 臼杵土木事務所

平成２２年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 21.07 臼杵土木事務所

平成２１年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 20.05 臼杵土木事務所

平成２０年度 10年 臼杵土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 19.05 臼杵土木事務所

平成１９年度 10年 臼杵土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 16.05 竹田土木事務所

平成１６年度 10年 竹田土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 17.07 臼杵土木事務所

平成１７年度 10年 臼杵土木事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 20.05 大分駅周辺総合整理事務所

平成２０年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 25.1 臼杵土木事務所

平成２５年度 10年 臼杵土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 14.06 大分土木事務所

平成１４年度 10年 大分土木事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 18.05 大分駅周辺総合整理事務所

平成１８年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 17.04 宇佐土木事務所

平成１７年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 9.06 宇佐土木事務所

平成９年度 10年 宇佐土木事務所
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〔宇佐土木事務所〕事業概要書 8.06 宇佐土木事務所

平成８年度 99年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 23.07 宇佐土木事務所

平成２３年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 22.06 宇佐土木事務所

平成２２年度 10年 宇佐土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 17.07 大分土木事務所

平成１７年度 10年 大分土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 20.07 別府土木事務所

平成２０年度 10年 別府土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 15.06 大分土木事務所

平成１５年度 10年 大分土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 19.06 別府土木事務所

平成１９年度 10年 別府土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 13.06 大分土木事務所

平成１３年度 10年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 12.05 大分土木事務所

平成１２年度 10年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 11.06 大分土木事務所

平成１１年度 10年 大分土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 10.04 大分土木事務所

平成１０年度 10年 大分土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 21.06 宇佐土木事務所

平成２１年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 20.06 宇佐土木事務所

平成２０年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 19.07 宇佐土木事務所

平成１９年度 10年 宇佐土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 16.06 大分土木事務所

平成１６年度 10年 大分土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 11.06 別府土木事務所

平成１１年度 10年 別府土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 18.07 臼杵土木事務所
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平成１８年度 10年 臼杵土木事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 21.07 大分駅周辺総合整理事務所

平成２１年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 22.06 大分駅周辺総合整理事務所

平成２２年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 23.07 大分駅周辺総合整理事務所

平成２３年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 24.06 別府土木事務所

平成２４年版 10年 別府土木事務所

〔大分土木事務所〕事業概要書 18.06 大分土木事務所

平成１８年度 10年 大分土木事務所

〔大分港湾事務所〕事業概要書 14.05 大分土木事務所

平成１４年度 10年 大分港湾事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 21.07 別府土木事務所

平成２１年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 10.04 別府土木事務所

平成１０年度 10年 別府土木事務所

〔大分駅周辺総合整備事務所〕事業概要書 19.05 大分駅周辺総合整理事務所

平成１９年度 10年 大分駅周辺総合整理事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 12.06 別府土木事務所

平成１２年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 13.05 別府土木事務所

平成１３年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 14.06 別府土木事務所

平成１４年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 15.07 別府土木事務所

平成１５年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 16.06 別府土木事務所

平成１６年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 17.06 別府土木事務所

平成１７年度 10年 別府土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 18.06 別府土木事務所

平成１８年度 10年 別府土木事務所
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〔別府土木事務所〕事業概要書 25.07 別府土木事務所

平成２５年度 10年 別府土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 10.04 竹田土木事務所

平成１０年度 10年 竹田土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 24.1 宇佐土木事務所

平成２４年度 10年 宇佐土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 9.06 別府土木事務所

平成９年度 10年 別府土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 11.07 宇佐土木事務所

平成１１年度 10年 宇佐土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 12.04 宇佐土木事務所

平成１２年度 10年 宇佐土木事務所

〔臼杵土木事務所〕事業概要書 16.06 臼杵土木事務所

平成１６年度 10年 臼杵土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 11.06 竹田土木事務所

平成１１年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 12.07 竹田土木事務所

平成１２年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 13.04 竹田土木事務所

平成１３年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 14.05 竹田土木事務所

平成１４年度 10年 竹田土木事務所

〔竹田土木事務所〕事業概要書 15.07 竹田土木事務所

平成１５年度 10年 竹田土木事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 23.07 別府土木事務所

平成２３年度 10年 別府土木事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 14.07 玉来ダム建設事務所

平成１４年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔竹田ダム建設事務所〕事業概要書 11.06 玉来ダム建設事務所

平成１１年度 10年 竹田ダム建設事務所

〔別府土木事務所〕事業概要書 22.05 別府土木事務所

平成２２年度 10年 別府土木事務所

〔宇佐土木事務所〕事業概要書 25.1 宇佐土木事務所
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平成２５年度 10年 宇佐土木事務所

豊後大野土木事務所管内図 19.05 豊後大野土木事務所

平成１９年５月 10年 豊後大野土木事務所

野津ダム工事誌 ＣＤ－ＲＯＭ付 13.09 河川課

平成１３年９月 10年 河川課

北部振興局管内図 18.04 北部振興局

平成１８年４月 10年 北部振興局

豊後高田土木事務所管内図 18.01 豊後高田土木事務所

平成１８年１月 10年 豊後高田土木事務所


