
1農業・林業・水産業

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 （農業生産）

卸売市場整備計画 18.03 おおいたブランド推進課

第８次 10年 おおいたブランド推進課

園芸に関する資料 61.03 団体指導・金融課

昭和６１年３月～ 99年 団体指導・金融課

果樹栽培現況 10.03 団体指導・金融課

平成８年産 10年 流通園芸課

卸売市場整備計画 14.04 団体指導・金融課

第７次 10年 流通園芸課

主要農作物等奨励品種特性表 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

卸売市場整備計画 24.02 おおいたブランド推進課

第９次 10年 おおいたブランド推進課

果樹栽培現況 11.03 団体指導・金融課

平成９年産 10年 流通園芸課

養蜂関係資料 25.01 畜産技術室

平成２５年１月 10年 家畜衛生飼料室

協同農業普及事業の実施に関する方針 12.12 農林水産企画課

10年 農政企画課

緊急生産調整推進対策実績書 11.12 集落営農・水田対策室

平成１０年度 10年 農産課

緊急生産調整推進対策実績書 12.12 集落営農・水田対策室

平成１１年度 10年 農産課

主要農作物等奨励品種特性表 23.03 集落営農・水田対策室

平成２３年３月 10年 集落・水田対策室

七島い栽培・加工の手引き 10.03 集落営農・水田対策室

10年 農産課

主要農作物等奨励品種特性表 18.1 集落営農・水田対策室

平成１８年１０月 10年 水田農業振興室

主要農作物等奨励品種特性表 21.03 集落営農・水田対策室

平成２１年３月 10年 集落・水田対策室

大分の園芸：資料編 14.03 団体指導・金融課



2農業・林業・水産業

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３月 10年 流通園芸課

大分県の農林水産業 20.03 農林水産企画課

平成２０年３月 10年 農林水産企画課

大分県の農林水産業 21.06 農林水産企画課

平成２１年６月 10年 農林水産企画課

大分県の農林水産業 22.06 農林水産企画課

平成２２年６月 10年 農林水産企画課

大分県の農林水産業 23.06 農林水産企画課

平成２３年６月 10年 農林水産企画課

新農業プラン２１ 8.03 農林水産企画課

99年 農林水産企画課

大分県の農林水産業 24.06 農林水産企画課

平成２４年６月 10年 農林水産企画課

大分県の農林水産業 25.07 農林水産企画課

平成２５年７月 10年 農林水産企画課

大分の園芸：資料編 25.03 園芸振興室

平成２５年３月 10年 園芸振興室

大分の園芸：資料編 23.03 園芸振興室

平成２３年３月 10年 園芸振興室

大分の園芸：資料編 22.03 園芸振興室

平成２２年３月 10年 園芸振興室

大分県の農林水産業 19.03 農林水産企画課

平成１９年３月 10年 農林水産企画課

大分の園芸：資料編 13.03 団体指導・金融課

平成１３年３月 10年 流通園芸課

新生産調整推進対策実績書 10.07 集落営農・水田対策室

平成９年度 10年 農産課

大分の園芸：資料編 15.03 団体指導・金融課

平成１５年３月 10年 流通園芸課

大分の園芸：資料編 16.03 園芸振興室

平成１６年３月 10年 農産振興課園芸振興室

大分の園芸：資料編 17.03 園芸振興室

平成１７年３月 10年 園芸振興室



3農業・林業・水産業

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

大分の園芸：資料編 18.03 園芸振興室

平成１８年３月 10年 園芸振興室

大分の園芸：資料編 19.03 園芸振興室

平成１９年３月 10年 園芸振興室

大分の園芸：資料編 20.03 園芸振興室

平成２０年３月 10年 園芸振興室

水田農業経営確立対策実績書 17.02 集落営農・水田対策室

平成１５年度 10年 水田農業振興室

水田農業経営確立対策実績書 15.09 集落営農・水田対策室

平成１４年度 10年 農産課

水田農業経営確率対策実績書 14.11 集落営農・水田対策室

平成１３年度 10年 農産課

水田農業経営確率対策実績書 13.1 集落営農・水田対策室

平成１２年度 10年 農産課

知っちょるかえ？おおいたん野菜 18.03 園芸振興室

平成１８年３月 10年 園芸振興室

大分の園芸：資料編 12.03 団体指導・金融課

平成１２年３月 10年 流通園芸課

大分の園芸：資料編 21.03 園芸振興室

平成２１年３月 10年 園芸振興室

大分県の農林水産業 17.03 農林水産企画課

平成１７年３月 10年 農林水産企画課

大分県の農業・農村 12.11 農林水産企画課

10年 農政企画課

大分県の農業・農村 15.11 農林水産企画課

平成１５年１１月 10年 農政企画課

大分県の農業・農村 14.11 農林水産企画課

平成１４年１１月 10年 農政企画課

大分の米 8.09 集落営農・水田対策室

99年 農産課

大分の農業 9.04 農林水産企画課

平成９年４月 10年 農政企画課

大分県の農業・農村 13.12 農林水産企画課



4農業・林業・水産業

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１３年１１月 10年 農政企画課

大分の農業 8.04 農林水産企画課

平成８年４月 99年 農林水産企画課

大分の農業 11.04 農林水産企画課

平成１１年４月 10年 農政企画課

大分の農業 10.04 農林水産企画課

平成１０年４月 10年 農政企画課

大分県の農林水産業 18.03 農林水産企画課

平成１８年３月 10年 農林水産企画課

米に関する資料 2.02 集落営農・水田対策室

平成元年～ 99年 農産課

米・麦・大豆に関する資料 26.03 集落営農・水田対策室

平成２６年３月 10年 集落・水田対策室

豊の国農業・農村ビジョン２１：宇佐両院地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：臼津関地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：玖珠久重地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：佐伯南郡地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：大野地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：大分地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

特用農作物データブック 19.03 園芸振興室

平成１９年３月 10年 園芸振興室

豊の国農業・農村ビジョン２１：竹田直入地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

特用農作物データブック 16.1 園芸振興室

平成１６年１０月 10年 農産振興課園芸振興室

豊の国農業・農村ビジョン２１：西高地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課



5農業・林業・水産業

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

米に関する資料 9.1 集落営農・水田対策室

平成９年１０月 10年 農産課

豊の国農業・農村ビジョン２１ 12.06 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：別杵速見地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

特産農作物生産振興方針 11.04 集落営農・水田対策室

平成１１年度 10年 農産課

特産農作物生産振興方針 14.04 集落営農・水田対策室

平成１４年度 10年 農産課

特産農作物生産振興方針 13.04 集落営農・水田対策室

平成１３年度 10年 農産課

特産農作物生産振興方針 12.04 集落営農・水田対策室

平成１２年度 10年 農産課

豊の国農業・農村ビジョン２１：日田地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

豊の国農業・農村ビジョン２１：中津下毛地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

特用農作物データブック 18.03 園芸振興室

平成１８年３月 10年 園芸振興室

豊の国農業・農村ビジョン２１：東国東地域 12.04 農林水産企画課

10年 農政企画課

特産農作物生産振興方針 15.06 集落営農・水田対策室

平成１５年度 10年 農産課

農業白書：新農業レポ－ト大野地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

米・麦・大豆に関する資料 22.03 集落営農・水田対策室

平成２２年３月 10年 集落・水田対策室

麦に関する資料 11.04 集落営農・水田対策室

平成１１年４月 10年 農産課

麦に関する資料 10.04 集落営農・水田対策室

平成１０年４月 10年 農産課

麦・大豆に関する資料 20.03 集落営農・水田対策室



6農業・林業・水産業

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３月 10年 集落・水田対策室

麦・大豆に関する資料 19.03 集落営農・水田対策室

平成１９年３月 10年 集落・水田対策室

農業白書：新農業レポ－ト玖珠九重地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト佐伯南郡地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト佐伯南郡地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト西高地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト西高地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

麦に関する資料 15.02 集落営農・水田対策室

平成１５年２月 10年 農産課

農業白書：新農業レポ－ト大分地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

麦に関する資料 16.02 集落営農・水田対策室

平成１６年２月 10年 農産振興課

農業白書：新農業レポ－ト大野地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト竹田直入地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト別杵速見地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト別杵速見地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト日田地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト日田地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト東国東地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課



7農業・林業・水産業

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

農業白書：新農業レポ－ト東国東地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト中津下毛地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト中津下毛地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト大分地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

米・麦・大豆に関する資料 24.03 集落営農・水田対策室

平成２４年３月 10年 集落・水田対策室

米に関する資料 19.03 集落営農・水田対策室

平成１９年３月 10年 農産振興課

米に関する資料 18.03 集落営農・水田対策室

平成１８年３月 10年 水田農業振興室

米に関する資料 17.03 集落営農・水田対策室

平成１７年３月 10年 水田農業振興室

米に関する資料 16.03 集落営農・水田対策室

平成１６年３月 10年 農産課

米に関する資料 15.03 集落営農・水田対策室

平成１５年３月 10年 農産課

米に関する資料 14.03 集落営農・水田対策室

平成１４年３月 10年 農産課

米に関する資料 13.03 集落営農・水田対策室

平成１２年１２月 10年 農産課

米に関する資料 12.06 集落営農・水田対策室

平成１１年１２月 10年 農産課

米・麦・大豆に関する資料 23.04 集落営農・水田対策室

平成２３年３月 10年 集落・水田対策室

米・麦・大豆に関する資料 21.03 集落営農・水田対策室

平成２１年３月 10年 集落・水田対策室

麦に関する資料 13.02 集落営農・水田対策室

平成１３年２月 10年 農産課

米・麦・大豆に関する資料 25.03 集落営農・水田対策室



8農業・林業・水産業

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３月 10年 集落・水田対策室

米に関する資料 20.03 集落営農・水田対策室

平成２０年３月 10年 集落・水田対策室

農業白書：新農業レポ－ト 11.06 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト 10.06 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト宇佐両院地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト宇佐両院地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト臼津関地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト臼津関地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

農業白書：新農業レポ－ト玖珠九重地域 11.1 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

麦に関する資料 9.03 集落営農・水田対策室

平成９年３月 99年 農産課

麦に関する資料 18.03 集落営農・水田対策室

平成１８年３月 10年 水田農業振興室

麦に関する資料 17.03 集落営農・水田対策室

平成１７年３月 10年 水田農業振興室

農業白書：新農業レポ－ト竹田直入地域 10.1 農林水産企画課

平成９年度 10年 農政企画課

養ほう関係資料 22.04 県政情報課

平成２２年４月 10年 県政情報課

養ほう関係資料 21.03 家畜衛生飼料室

平成２１年３月 10年 家畜衛生飼料室

養ほう関係資料 20.03 家畜衛生飼料室

平成２０年３月 10年 家畜衛生飼料室

養ほう関係資料 19.03 家畜衛生飼料室

平成１９年３月 10年 家畜衛生飼料室



9農業・林業・水産業

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

葉たばこ生産に関する資料 10.03 園芸振興室

10年 農産課

02 （農地）

大原野地区事業概要：県営農免農道整備事業 21.05 西部振興局

平成２１年５月 10年 西部振興局

西部地域：農林基盤整備事業概要 21.05 西部振興局

平成２１年５月 10年 西部振興局

03 （営農指導）

カントリー田舎グルメ　おでかけガイド 8.11 営農指導課

99年
農山漁村女性起業誌発行委員
会

農山漁村活性化戦略２００５：アクションプラン２０１３ 25.03 農林水産企画課

２０１３ 10年 農林水産企画課

グリーンツーリズムその一歩 9.03 北部振興局

99年
中津下毛地方振興局農業振興
普及センター

おおいた高齢者イキイキ活動事例集 11.03 県政情報課

10年 農業振興対策協議会

のびゆく農林業：西部地区の農林業・農山村のうごき 19.05 西部振興局

平成１８年度 10年 西部振興局

のびゆく農林業：西部地区の農林業・農山村の動き 20.05 西部振興局

平成１９年度 10年 西部振興局

広域普及指導チーム農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 研究普及課

平成２５年度 10年 研究普及課

おおいたクリーン農業推進マニュアル：有機農産物等施肥
防除指針

13.03 営農指導課

平成１３年３月 10年 営農指導課

集落営農のすすめ 25.01 西部振興局

10年 西部振興局

広域普及指導チーム農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 研究普及課

平成２４年度 10年 研究普及課

果樹農業振興計画書 23.03 園芸振興室

平成２３年３月 10年 園芸振興室

いきいき生涯現役高齢者活動事例集 12.03 営農指導課



10農業・林業・水産業

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 営農指導課

花き病害虫防除の手引き 11.03 団体指導・金融課

10年 流通園芸課

おおいたの農村・くらしの景観 10.03 中部振興局

１９９７ 10年 大分農業改良普及センター

グ－リ－ンツ－リズムを考えよう：グリ－ンツ－リズム推進
用

11.03 北部振興局

テキスト 10年 高田農業改良普及センター

ブランドおおいた海外取引促進事業活動実績報告書 17.03 おおいたブランド推進課

平成１６年度 10年 おおいたブランド推進課

家庭菜園のしおり 11.09 北部振興局

10年 高田農業改良普及センター

ブランドおおいた海外取引促進事業活動実績報告書 18.03 おおいたブランド推進課

平成１７年度 10年 おおいたブランド推進課

農業青年・新規就農者の概要 25.07 農山漁村・担い手支援課

平成２５年７月 10年 農山漁村・担い手支援課

農業青年・新規就農者の概要 24.07 農山漁村・担い手支援課

平成２４年７月 10年 農山漁村・担い手支援課

果樹農業振興計画書 18.03 園芸振興室

平成１８年３月 10年 園芸振興室

農業制度資金のご案内 25.04 団体指導・金融課

平成２５年度版 10年 団体指導・金融課

農山漁村活性化戦略２００５：アクションプラン２０１２ 24.04 農林水産企画課

２０１２ 10年 農林水産企画課

農林業振興計画：普及指導計画書 CD-R 25.04 研究普及課

平成２５年度 10年 研究普及課

柑橘試験場試験研究年報 17.08
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１６年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

広域普及指導班農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 研究普及課

平成２２年度 10年 研究普及課

広域普及指導チーム農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 研究普及課

平成２３年度 10年 研究普及課

県南の米料理 9.03 中部振興局

99年
臼津関地方振興局農業振興普
及センター



11農業・林業・水産業

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

柑橘試験場試験研究年報 10.11
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成９年度 10年 柑橘試験場

柑橘試験場試験研究年報 17.01
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１５年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

柑橘試験場試験研究年報 15.1
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１４年度 10年 柑橘試験場

柑橘試験場試験研究年報 14.1
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１３年度 10年 柑橘試験場

柑橘試験場試験研究年報 13.1
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１２年度 10年 柑橘試験場

柑橘試験場試験研究年報 12.1
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１１年度 10年 柑橘試験場

柑橘試験場試験研究年報 11.1
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１０年度 10年 柑橘試験場

玖珠九重地域認定農業社のための農業雇用労働力確保
対策

地域農業活性化調査
研究事業

11.03 西部振興局

10年 玖珠農業改良普及センター

試験研究成果：普及カード 13.01 営農指導課

平成１１年度 10年 営農指導課

試験研究成果：普及カード 13.12 営農指導課

平成１２年度 10年 営農指導課

試験研究成果：普及カード 14.06 営農指導課

平成１３年度 10年 営農指導課

試験研究成果：普及カード 15.06 営農指導課

平成１４年度 10年 営農指導課

試験研究成果：普及カード 17.01 研究普及課

平成１５年度 10年 研究普及課

主要農作物施肥及び土壌改良指導指針 23.03 おおいたブランド推進課

平成２３年３月 10年 おおいたブランド推進課

大分地域の普及活動事例 15.03 中部振興局

平成１４年度 10年
大分地方振興局農業振興普及セ
ンター

植物防疫事業成績書：年報 14.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１３年度 10年 病害虫防除所

植物防疫に関する試験成績書 21.03
農林水産研究指導センター農業
研究部



12農業・林業・水産業

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
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫に関する試験成績書 22.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成２１年度 10年
農林水産研究指導センター農業
研究部

植物防疫に関する試験成績書 23.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成２２年度 10年
農林水産研究指導センター農業
研究部

植物防疫事業成績書：年報 13.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１２年度 10年 病害虫防除所

植物防疫事業成績書：年報 18.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１７年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫事業成績書：年報 17.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１６年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫事業成績書：年報 17.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１５年度 10年 病害虫防除所

植物防疫事業成績書：年報 15.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１４年度 10年 病害虫防除所

植物防疫事業成績書 11.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１０年度 10年 病害虫防除所

植物防疫に関する試験成績書 20.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１９年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫事業成績書：年報 19.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１８年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

大分地域の普及活動事例 14.03 中部振興局

平成１３年度 10年
大分地方振興局農業改良普及セ
ンター

植物防疫事業成績書：年報 22.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成２１年度 10年
農林水産研究指導センター農業
研究部

植物防疫に関する試験成績書 19.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１８年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫事業成績書：年報 20.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１９年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

大分のグリーン・ツーリズム 14.03 営農指導課

10年 営農指導課

大分地域の普及活動事例 16.03 中部振興局

平成１５年度 10年 大分農業改良普及センター



13農業・林業・水産業

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

大分地域の普及活動事例 12.03 中部振興局

平成１１年度 10年 大分農業改良普及センター

大分地域の普及活動事例 17.03 研究普及課

平成１６年度 10年
大分地方振興局農業振興普及セ
ンター

植物防疫事業成績書：年報 23.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成２２年度 10年
農林水産研究指導センター農業
研究部

植物防疫事業成績書：年報 24.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成２３年度 10年
農林水産研究指導センター農業
研究部

植物防疫に関する試験成績書 18.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１７年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫事業成績書：年報 21.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成２０年度 10年
農林水産研究センター安全農業
研究所

植物防疫事業成績書：年報 13.03
農林水産研究指導センター農業
研究部

平成１１年度 10年 病害虫防除所

農業技術センタ－研究報告 13.03 農林水産研究指導センター

第３１号 10年 農業技術センター

日田地域の農業・農村の動き：のびゆく農業 17.03 研究普及課

平成１６年度 10年
日田地方振興局農業振興普及セ
ンター

農業青年・新規就農者の概要 21.1 農山漁村・担い手支援課

平成２１年１０月 10年 農山漁村・担い手支援課

農業青年・新規就農者の概要 20.08 農山漁村・担い手支援課

平成２０年８月 10年 農山漁村・担い手支援課

農業青年・新規就農者の概要 20.03 農山漁村・担い手支援課

平成２０年３月 10年 農山漁村・担い手支援課

農業青年・新規就農者の概要 19.03 農山漁村・担い手支援課

平成１９年３月 10年 担い手室

農業試験研究推進構想 12.03 営農指導課

10年 営農指導課

農業技術センタ－研究報告 17.03 農林水産研究指導センター

第３５号 10年 農林水産研究センター

農業技術センタ－研究報告 16.03 農林水産研究指導センター

第３４号 10年 農業技術センター

農業青年・新規就農者の概要 22.07 農山漁村・担い手支援課



14農業・林業・水産業

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７月 10年 農山漁村・担い手支援課

農業技術センタ－研究報告 14.03 農林水産研究指導センター

第３２号 10年 農業技術センター

農業青年・新規就農者の概要 23.08 農山漁村・担い手支援課

平成２３年８月 10年 農山漁村・担い手支援課

農業技術センタ－研究報告 12.03 農林水産研究指導センター

第３０号 10年 農業技術センター

農業技術センタ－研究報告 11.03 農林水産研究指導センター

第２９号 10年 農業技術センター

農業関係試験研究の重点方針並びに試験研究計画概要
一覧

16.04 研究普及課

平成１６年度 10年 研究普及課

農業関係試験研究の重点方針並びに試験研究計画概要
一覧

15.02 営農指導課

平成１５年度 10年 営農指導課

農業関係試験研究の重点方針並びに試験研究計画概要
一覧

14.04 営農指導課

平成１４年度 10年 営農指導課

農業関係試験研究の重点方針及び試験研究計画概要一
覧

13.03 営農指導課

平成１３年度 10年 営農指導課

農業関係試験研究の重点方針及び試験研究計画概要一
覧

10.04 営農指導課

平成１０年度 10年 営農指導課

農業改良普及活動成果事例集 17.04 研究普及課

平成１６年度 10年 研究普及課

田舎グルメおでかけガイド：おおいた農産物直売所農産加
工品大百科

9.03 営農指導課

99年 営農指導課

農業技術センタ－研究報告 15.03 農林水産研究指導センター

第３３号 10年 農業技術センター

農山漁村女性起業活動マニュアル 11.03 営農指導課

１９９９年 10年 営農指導課

風を起こそう　きじ車の里：地域営農システム確率事業の
歩み

13.03 西部振興局

10年 玖珠農業改良普及センター

梅干し 13.03 産業科学技術センター

10年 農水産物加工総合指

農林水産研究センタ－研究報告（農業編） 22.03 農林水産研究指導センター

第４号 10年 農林水産研究指導センター



15農業・林業・水産業

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

農林水産研究センタ－研究報告（農業編） 21.03 農林水産研究指導センター

第３号 10年 農林水産研究センター

農林水産研究センタ－研究報告（農業編） 20.03 農林水産研究指導センター

第２号 10年 農林水産研究センター

農林水産研究センタ－研究報告（農業編） 19.03 農林水産研究指導センター

第１号 10年 農林水産研究センター

農林水産業振興計画改定版：おおいた農山漁村活性化戦
略２００５

23.12 農林水産企画課

平成２３年１２月改定 10年 農林水産企画課

農林水産業振興計画：おおいた農山漁村活性化戦略　概
要版

17.12 農林水産企画課

２００５ 10年 農林水産企画課

農山漁村女性起業活動優良事例集 12.03 営農指導課

平成１１年度 10年 営農指導課

農山漁村活性化戦略２００５：アクションプラン２０１１ 23.05 農林水産企画課

２０１１ 10年 農林水産企画課

農山漁村活性化戦略２００５：アクションプラン２０１０ 22.04 農林水産企画課

２０１０ 10年 農林水産企画課

農林水産業振興計画：おおいた農山漁村活性化戦略 17.12 農林水産企画課

２００５ 10年 農林水産企画課

〔農林水産研究指導センタ－〕研究報告 25.03 農林水産研究指導センター

第３号 10年 農林水産研究指導センター

〔日田地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 12.04 西部振興局

平成１２年度 10年 日田農業改良普及センター

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 10.03
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成９年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔農林水産研究センター果樹研究所〕試験研究年報 ＣＤ－ＲＯＭ 24.03
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成２２年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔農林水産研究指導センタ－〕研究報告 ＣＤ－ＲＯＭ付 24.03 農林水産研究指導センター

第２号 10年 農林水産研究指導センター

〔日田地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 11.04 西部振興局

平成１１年度 10年 日田農業改良普及センター

〔日田地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 13.04 西部振興局

平成１３年度 10年
日田地方振興局農業改良普及セ
ンター

〔日田地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 14.04 西部振興局



16農業・林業・水産業

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
日田地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔日田地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 15.04 西部振興局

平成１５年度 10年
日田地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔日田地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
日田地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 17.04
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１６年度 10年
農林水産研究センター花き研究
所

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 16.04
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１５年度 10年
農林水産研究センター花き研究
所

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 15.05
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１４年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 14.05
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１３年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 13.05
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１２年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔宇佐両院地方振興局農業改良普及センタ－〕普及活動こ
の一年

11.03 北部振興局

平成１０年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業改良普及センタ－〕普及活動こ
の一年

12.03 北部振興局

平成１１年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業改良普及センタ－〕普及活動こ
の一年

13.03 北部振興局

平成１２年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業改良普及センタ－〕普及指導計
画書

12.04 北部振興局

平成１２年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 12.07
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１１年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔日田地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 16.04 西部振興局

平成１６年度 10年
日田地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔玖珠九重地方振興局農業改良普及センタ－〕普及指導計
画書

13.04 西部振興局

平成１３年度 10年
玖珠九重地方振興局農業改良
普及センター

〔南部振興局〕農林業普及指導計画書 18.04 研究普及課

平成１８年度 10年 南部振興局

〔日出農業改良普及センタ－〕普及活動のあゆみ 11.03 東部振興局

平成１０年度 10年 日出農業改良普及センター



17農業・林業・水産業

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

〔日出農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 東部振興局

平成１０年度 10年 日出農業改良普及センター

〔日出農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 11.05 東部振興局

平成１１年度 10年 日出農業改良普及センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動の
あしあと

18.03 西部振興局

平成１７年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動の
あしあと

17.05 西部振興局

平成１６年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動の
あしあと

18.03 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農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

14.04 西部振興局

平成１４年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

15.04 西部振興局

平成１５年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔農業技術センター〕要覧 12.02 農林水産研究指導センター

１９９９ 10年 農業技術センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動の
あしあと

15.04 西部振興局

平成１４年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔農業技術センタ－〕業務年報 10.09 農林水産研究指導センター

平成９年度 10年 農業技術センター

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 南部振興局

平成２３年度 10年 南部振興局

〔宇佐農業改良普及センタ－〕業務概要書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 宇佐農業改良普及センター

〔宇佐農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 宇佐農業改良普及センター

〔農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ〕試
験研究年報

ＣＤ－ＲＯＭ版 26.02
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成２４年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ〕試
験研究年報

26.02
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成２４年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔宇佐農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 11.04 北部振興局

平成１１年度 10年 宇佐農業改良普及センター

〔高田農業改良普及センター〕普及指導計画書 12.04 研究普及課



18農業・林業・水産業

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 高田農業改良普及センター

〔高田農業改良普及センター〕普及指導計画書 11.04 研究普及課

平成１１年度 10年 高田農業改良普及センター

〔高田農業改良普及センター〕普及指導計画書 10.04 研究普及課

平成１０年度 10年 高田農業改良普及センター

〔玖珠九重地方振興局農業改良普及センタ－〕普及活動の
あしあと

14.03 西部振興局

平成１３年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

16.04 西部振興局

平成１６年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔日田農業改良普及センタ－〕業務概要書 10.04 西部振興局

平成１０年度 10年 日田農業改良普及センター

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕業務年報 11.06
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１０年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔農業技術センタ－〕業務年報 14.08 農林水産研究指導センター

平成１３年度 10年 農業技術センター

〔農業技術センタ－〕業務年報 13.11 農林水産研究指導センター

平成１２年度 10年 農業技術センター

〔農業技術センタ－〕業務年報 12.12 農林水産研究指導センター

平成１１年度 10年 農業技術センター

〔玖珠九重地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
玖珠九重地方振興局農業振興
普及センター

〔農業技術センタ－〕業務年報 11.1 農林水産研究指導センター

平成１０年度 10年 農業技術センター

〔農業技術センタ－〕概況書 16.04 農林水産研究指導センター

平成１６年度 10年 農林水産研究センター

〔農業技術センタ－〕概況書 15.06 農林水産研究指導センター

平成１５年度 10年 農業技術センター

〔農業技術センタ－〕概況書 14.06 農林水産研究指導センター

平成１４年度 10年 農業技術センター

〔農業技術センタ－〕概況書 13.11 農林水産研究指導センター

平成１３年度 10年 農業技術センター

〔農業技術センタ－〕概況書 12.06 農林水産研究指導センター

平成１２年度 10年 農業技術センター



19農業・林業・水産業

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

〔農林水産研究センター果樹研究所〕試験研究年報 19.09
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１８年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔農林水産研究センター果樹研究所〕試験研究年報 ＣＤーＲＯＭ付 21.03
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１９年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔農業技術センタ－〕業務年報 17.02 農林水産研究指導センター

平成１５年度 10年 農業技術センター

〔臼津関地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動実績
書：普及

15.03 中部振興局

平成１４年度 10年
臼津関地方振興局農業振興普
及センター

〔農林水産研究指導センター〕業務年報 23.1 農林水産研究指導センター

平成２２年度 10年 農林水産研究指導センター

〔臼杵農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 13.04 中部振興局

平成１３年度 10年
臼津関地方振興局農業改良普
及センター

〔臼杵農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 12.04 中部振興局

平成１２年度 10年 臼杵農業改良普及センター

〔臼杵農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 11.05 中部振興局

平成１１年度 10年 臼杵農業改良普及センター

〔臼杵農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 中部振興局

平成１０年度 10年 臼杵農業改良普及センター

〔農林水産研究センター果樹研究所〕試験研究年報 ＣＤーＲＯＭ有 22.03
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成２０年度 10年
農林水産研究指導センター果樹
グループ

〔臼津関地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動実績
書：普及

14.03 中部振興局

平成１３年度 10年
臼津関地方振興局農業振興普
及センター

〔日田農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 西部振興局

平成１０年度 10年 日田農業改良普及センター

〔臼津関地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計画
書

14.04 中部振興局

平成１４年度 10年
臼津関地方振興局農業振興普
及センター

〔臼津関地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画
書

17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
臼津関地方振興局農業振興普
及センター

〔農林水産研究センター果樹研究所〕要覧 17.06
農林水産研究指導センター果樹
グループ

10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔臼杵農業改良普及センタ－〕普及指導基本計画書 12.04 中部振興局

平成１２年～１６年 10年 臼杵農業改良普及センター

〔臼杵農業改良普及センタ－〕業務概要 10.04 中部振興局
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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１０年度 10年 臼杵農業改良普及センター

〔農業技術センタ－〕業務年報 17.03 農林水産研究指導センター

平成１６年度 10年 農業技術センター

〔臼津関地方振興局農業振興普及センタ－〕市町普及計画
書

14.04 中部振興局

平成１４年度 10年
臼津関地方振興局農業振興普
及センター

〔大分地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計画書 16.04 中部振興局

平成１６年度 10年
大分地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔農林水産研究指導センタ－〕研究報告 ＣＤ－ＲＯＭ付 23.03 農林水産研究指導センター

第１号 10年 農林水産研究指導センター

〔農林水産研究センター〕業務年報 20.01 農林水産研究指導センター

平成１８年度 10年 農林水産研究センター

〔玖珠農業改良普及センタ－〕業務概要書 10.04 西部振興局

平成１０年度 10年 玖珠農業改良普及センター

〔玖珠農業改良普及センタ－〕業務概要書 11.04 西部振興局

平成１１年度 10年 玖珠農業改良普及センター

〔玖珠農業改良普及センタ－〕普及活動のあしあと 12.03 西部振興局

平成１１年度 10年 玖珠農業改良普及センター

〔玖珠農業改良普及センタ－〕普及活動のあしあと 13.03 西部振興局

平成１２年度 10年
玖珠九重地方振興局農業改良
普及センター

〔玖珠農業改良普及センタ－〕普及指導基本計画書 12.04 西部振興局

平成１２年～１６年 10年 玖珠農業改良普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業改良普及センタ－〕普及指導計
画書

13.04 北部振興局

平成１３年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔玖珠農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 12.04 西部振興局

平成１２年度 10年 玖珠農業改良普及センター

〔農林水産研究センター〕業務年報 21.03 農林水産研究指導センター

平成１９年度 10年 農林水産研究センター

〔宇佐両院地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動こ
の一年

14.03 北部振興局

平成１３年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 北部振興局

平成２４年度 10年 北部振興局

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 北部振興局

平成２５年度 10年 北部振興局



21農業・林業・水産業

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

〔農業技術センタ－〕業務年報 16.03 農林水産研究指導センター

平成１４年度 10年 農業技術センター

〔別杵速見地方振興局農業振興普及センター〕普及指導基
本計画書

8.04 東部振興局

99年
別杵速見地方振興局農業振興
普及センター

〔農業技術センタ－〕業務年報 9.12 農林水産研究指導センター

平成８年度 10年 農業技術センター

〔研究普及課〕広域普及指導班普及活動計画書 17.04 研究普及課

平成１７年度 10年 研究普及課

〔農林水産研究センター果樹研究所〕試験研究年報 18.07
農林水産研究指導センター果樹
グループ

平成１７年度 10年
農林水産研究センター果樹研究
所

〔農林水産研究センター〕要覧 20.04 農林水産研究指導センター

10年 農林水産研究センター

〔農林水産研究センター〕要覧 18.06 農林水産研究指導センター

10年 農林水産研究センター

〔宇佐両院地方振興局農業振興普及センタ－〕普及活動こ
の一年

15.03 北部振興局

平成１４年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔農林水産研究センター〕業務年報 21.1 農林水産研究指導センター

平成２０年度 10年 農林水産研究指導センター

〔宇佐両院地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

14.04 北部振興局

平成１４年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔別杵速見地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計
画書

16.04 東部振興局

平成１６年度 10年
別杵速見地方振興局農業振興
普及センター

〔別杵速見地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計
画書

17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
別杵速見地方振興局農業振興
普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

16.04 北部振興局

平成１６年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔宇佐両院地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

15.04 北部振興局

平成１５年度 10年
宇佐両院地方振興局農業振興
普及センター

〔農林水産研究センター〕業務年報 19.03 農林水産研究指導センター

平成１７年度 10年 農林水産研究センター

〔農林水産研究センター〕業務年報 23.06 農林水産研究指導センター



22農業・林業・水産業

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 10年 農林水産研究指導センター

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 19.05 研究普及課

平成１９年度 10年 中部振興局

〔佐伯南郡地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計
画書

13.04 南部振興局

平成１３年度 10年
佐伯南郡地方振興局農業改良
普及センター

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 21.06 北部振興局

平成２１年度 10年 北部振興局

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 北部振興局

平成２２年度 10年 北部振興局

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 北部振興局

平成２３年度 10年 北部振興局

〔北部振興局〕農林業普及指導計画書 18.06 研究普及課

平成１８年度 10年 北部振興局

〔竹田直入地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計
画書

17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
竹田直入地方振興局農業振興
普及センター

〔竹田直入地方振興局農業振興普及センター〕普及指導活
動の実績

18.03 豊肥振興局

平成１７年度 10年 豊肥振興局

〔三重農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 12.04 豊肥振興局

平成１２年度 10年 三重農業改良普及センター

〔三重農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 11.04 豊肥振興局

平成１１年度 10年 三重農業改良普及センター

〔三重農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 豊肥振興局

平成１０年度 10年 三重農業改良普及センター

〔中津農業改良普及センタ－〕業務概要書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 中津農業改良普及センター

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 西部振興局

平成２３年度 10年 西部振興局

〔中津農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 12.04 北部振興局

平成１２年度 10年 中津農業改良普及センター

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 西部振興局

平成２２年度 10年 西部振興局

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 20.04 中部振興局

平成２０年度 10年 中部振興局



23農業・林業・水産業

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

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 21.06 中部振興局

平成２１年度 10年 中部振興局

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 中部振興局

平成２２年度 10年 中部振興局

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 中部振興局

平成２３年度 10年 中部振興局

〔中部振興局〕農林業普及指導計画書 18.06 研究普及課

平成１８年度 10年 中部振興局

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 西部振興局

平成２５年度 10年 西部振興局

〔東国東地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画
書

16.04 東部振興局

平成１６年度 10年
東国東地方振興局農業振興普
及センター

〔東国東地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画
書

17.04 東部振興局

平成１７年度 10年
東国東地方振興局農業振興普
及センター

〔竹田農業改良普及センタ－〕普及指導基本計画書 12.04 豊肥振興局

平成１２年～１６年 10年 竹田農業改良普及センター

〔佐伯南郡地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計
画書

17.04 南部振興局

平成１７年度 10年
佐伯南郡地方振興局農業振興
普及センター

〔佐伯南郡地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計
画書

15.05 南部振興局

平成１５年度 10年
佐伯南郡地方振興局農業振興
普及センター

〔佐伯南郡地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計
画書

14.04 南部振興局

平成１４年度 10年
佐伯南郡地方振興局農業振興
普及センター

〔中津農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 北部振興局

平成１０年度 10年 中津農業改良普及センター

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 20.04 北部振興局

平成２０年度 10年 北部振興局

〔竹田農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 12.04 豊肥振興局

平成１２年度 10年 竹田農業改良普及センター

〔北部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 19.05 研究普及課

平成１９年度 10年 北部振興局

〔豊肥振興局〕農林業普及指導計画書 18.04 豊肥振興局

平成１８年度 10年 豊肥振興局

〔中津下毛地方振興局農業改良普及センタ－〕普及指導計
画書

13.04 北部振興局



24農業・林業・水産業

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１３年度 10年
中津下毛地方振興局農業改良
普及センター

〔中津下毛地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

14.04 北部振興局

平成１４年度 10年
中津下毛地方振興局農業振興
普及センター

〔中津下毛地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

16.04 北部振興局

平成１６年度 10年
中津下毛地方振興局農業振興
普及センター

〔中津下毛地方振興局農業振興普及センター〕普及指導活
動成果事

17.03 研究普及課

平成１６年度 10年
中津下毛地方振興局農業振興
普及センター

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 西部振興局

平成２４年度 10年 西部振興局

〔中津下毛地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計
画書

17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
中津下毛地方振興局農業振興
普及センター

〔大野地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
大野地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔大野地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 16.04 豊肥振興局

平成１６年度 10年
大野地方振興局農業改良普及セ
ンター

〔西部振興局〕農林業普及指導計画書 18.04 研究普及課

平成１８年度 10年 西部振興局

〔竹田農業改良普及センタ－〕業務概要書 11.04 豊肥振興局

平成１１年度 10年 竹田農業改良普及センター

〔佐伯南郡地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計
画書

16.04 南部振興局

平成１６年度 10年
佐伯南郡地方振興局農業振興
普及センター

〔大野地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 14.04 豊肥振興局

平成１４年度 10年
大野地方振興局農業改良普及セ
ンター

〔大野地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 13.04 豊肥振興局

平成１３年度 10年
大野地方振興局農業改良普及セ
ンター

〔大分農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 11.05 中部振興局

平成１１年度 10年 大分農業改良普及センター

〔大分農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 中部振興局

平成１０年度 01年 大分農業改良普及センター

〔西高地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 13.04 研究普及課

平成１３年度 10年
西高地方振興局農業改良普及セ
ンター

〔西高地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 14.04 研究普及課

平成１４年度 10年
西高地方振興局農業振興普及セ
ンター



25農業・林業・水産業

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

〔西高地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 15.04 研究普及課

平成１５年度 10年
西高地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔西高地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 16.04 研究普及課

平成１６年度 10年
西高地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔西高地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計画書 17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
西高地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 19.05 研究普及課

平成１９年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 20.04 西部振興局

平成２０年度 10年 西部振興局

〔西部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 21.06 西部振興局

平成２１年度 10年 西部振興局

〔大野地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 15.04 豊肥振興局

平成１５年度 10年
大野地方振興局農業改良普及セ
ンター

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 東部振興局

平成２４年度 10年 東部振興局

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 南部振興局

平成２２年度 10年 南部振興局

〔農林水産研究指導センター〕業務年報 25.1 農林水産研究指導センター

平成２４年度 10年 農林水産研究指導センター

〔竹田直入地方振興局農業改良普及センタ－〕普及指導活
動成果概

13.04 豊肥振興局

平成１２年度 10年
竹田直入地方振興局農業改良
普及センター

〔佐伯農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 南部振興局

平成１０年度 10年 佐伯農業改良普及センター

〔大分地方振興局農業振興普及センター〕普及指導計画書 17.04 研究普及課

平成１７年度 10年
大分地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 豊肥振興局

平成２３年度 10年 豊肥振興局

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 豊肥振興局

平成２２年度 10年 豊肥振興局

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 中部振興局

平成２４年度 10年 中部振興局

〔中部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 中部振興局



26農業・林業・水産業

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 中部振興局

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 21.06 豊肥振興局

平成２１年度 10年 豊肥振興局

〔竹田直入地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

14.04 豊肥振興局

平成１４年度 10年
竹田直入地方振興局農業振興
普及センター

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 19.04 豊肥振興局

平成１９年度 10年 豊肥振興局

〔竹田直入地方振興局農業改良普及センタ－〕普及指導計
画書

13.04 豊肥振興局

平成１３年度 10年
竹田直入地方振興局農業改良
普及センター

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 東部振興局

平成２５年度 10年 東部振興局

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 南部振興局

平成２４年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 南部振興局

平成２５年度 10年 南部振興局

〔大分地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計画書 14.04 中部振興局

平成１４年度 10年
大分地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔大分地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計画書 15.05 中部振興局

平成１５年度 10年
大分地方振興局農業振興普及セ
ンター

〔農林水産研究指導センター〕業務年報 24.08 農林水産研究指導センター

平成２３年度 10年 農林水産研究指導センター

〔国東農業改良普及センタ－〕普及指導計画書 10.04 東部振興局

平成１０年度 10年 国東農業改良普及センター

〔国東農業改良普及センタ－〕普及活動のあしあと 10.04 東部振興局

平成９年度 10年 国東農業改良普及センター

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 19.04 研究普及課

平成１９年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 20.04 南部振興局

平成２０年度 10年 南部振興局

〔南部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 21.06 南部振興局

平成２１年度 10年 南部振興局

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 20.04 豊肥振興局

平成２０年度 10年 豊肥振興局
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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

〔東部振興局〕農林業普及指導計画書 18.06 研究普及課

平成１８年度 10年 東部振興局

〔佐伯南郡地方振興局農業改良普及センター〕普及指導計
画書

12.04 南部振興局

平成１２年度 10年 佐伯農業改良普及センター

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 19.05 研究普及課

平成１９年度 10年 東部振興局

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 20.04 東部振興局

平成２０年度 10年 東部振興局

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 21.06 東部振興局

平成２１年度 10年 東部振興局

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 22.07 東部振興局

平成２２年度 10年 東部振興局

〔東部振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 23.08 東部振興局

平成２３年度 10年 東部振興局

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 25.04 豊肥振興局

平成２５年度 10年 豊肥振興局

〔豊肥振興局〕農林業振興計画：普及指導計画書 24.04 豊肥振興局

平成２４年度 10年 豊肥振興局

〔竹田直入地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

16.04 豊肥振興局

平成１６年度 10年
竹田直入地方振興局農業振興
普及センター

〔竹田直入地方振興局農業振興普及センタ－〕普及指導計
画書

15.04 豊肥振興局

平成１５年度 10年
竹田直入地方振興局農業振興
普及センター

豊後高田市ふき活性化協議会のむらづくり 18.12 研究普及課

10年
豊後高田市・豊後高田市ふき活
性会協議会・北部振興局

04 （畜産）

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 20.03 家畜衛生飼料室

平成１９年度 10年 家畜衛生飼料室

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 24.03 家畜衛生飼料室

平成２３年度 10年 家畜衛生飼料室

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 23.03 家畜衛生飼料室

平成２２年度 10年 家畜衛生飼料室

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 25.03 畜産振興課
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分類
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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

平成２４年度 10年 家畜衛生飼料室

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 26.02 畜産振興課

第６２回 10年 畜産振興課

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 21.02 家畜衛生飼料室

平成２０年度 10年 家畜衛生飼料室

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 19.03 家畜衛生飼料室

平成１８年度 10年 家畜衛生飼料室

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する
法律関連通達

12.08 畜産課

平成１２年７月 10年 畜産課

家畜衛生飼料生産利用のしおり 19.03 家畜衛生飼料室

平成１９年３月 10年 家畜衛生飼料室

家畜保健衛生並びに畜産関係業績発表会：集録 22.03 家畜衛生飼料室

平成２１年度 10年 家畜衛生飼料室

飼料安全使用のてびき 18.03 家畜衛生飼料室

平成１８年３月 10年 家畜衛生飼料室

飼料安全使用のてびき 19.03 家畜衛生飼料室

平成１９年３月 10年 家畜衛生飼料室

飼料安全使用のてびき 21.03 家畜衛生飼料室

平成２１年３月 10年 家畜衛生飼料室

主要飼料作物栽培こよみと飼料作物奨励品種特性の概要 18.03 家畜衛生飼料室

平成１８年３月 10年 家畜衛生飼料室

飼料安全使用のてびき 22.03 家畜衛生飼料室

平成２２年３月 10年 家畜衛生飼料室

大分の畜産 24.03 畜産振興課

２０１１ 10年 畜産振興課

大分の畜産 21.02 畜産振興課

２００８ 10年 畜産振興課

大分の畜産 8.08 畜産課

１９９６ 99年 畜産課

大分の畜産 9.08 畜産課

１９９７ 10年 畜産課

大分の畜産 10.09 畜産課

１９９８ 10年 畜産課
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閲覧期間

所属名
発行所名

備考

大分の畜産 11.07 畜産課

１９９９ 10年 畜産課

大分の畜産 12.08 畜産課

２０００ 10年 畜産課

大分の畜産 13.08 畜産課

２００１ 10年 畜産課

大分の畜産 14.1 畜産課

２００２ 10年 畜産課

大分の畜産 15.11 畜産課

２００３ 10年 畜産課

大分の畜産 16.12 畜産振興課

２００４ 10年 畜産振興課

大分の畜産 18.03 畜産振興課

２００５ 10年 畜産振興課

大分の畜産 18.11 畜産振興課

２００６ 10年 畜産振興課

大分の畜産 20.01 畜産振興課

２００７ 10年 畜産振興課

大分の畜産 23.03 畜産振興課

２０１０ 10年 畜産振興課

大分の畜産 25.03 畜産振興課

２０１２ 10年 畜産振興課

大分の畜産 22.03 畜産振興課

２００９ 10年 畜産振興課

畜産振興施策並びに予算概要 23.09 畜産振興課

平成２３年９月 10年 畜産振興課

畜産振興施策並びに予算概要 22.04 畜産振興課

平成２２年４月 10年 畜産振興課

畜産振興施策並びに予算概要 21.04 畜産振興課

平成２１年４月 10年 畜産振興課

畜産振興施策並びに予算概要 20.04 畜産振興課

平成２０年４月 10年 畜産振興課

畜産振興施策並びに予算概要 19.07 畜産振興課
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発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１９年７月 10年 畜産振興課

肉用牛増頭戦略検討委員会の答申について 12.08 畜産課

平成１２年８月 10年 畜産課

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 10.04 宇佐家畜保健衛生所

平成１０年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔農林水産研究センター畜産試験場　畜産研修センター〕
業務概要

21.04
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成２１年度 10年
農林水産研究指導センター林業
研究部

〔農林水産研究センター畜産試験場　畜産研修センター〕
業務概要

19.05
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１９年度 10年
農林水産研究センター畜産試験
場

〔農林水産研究センター畜産試験場　畜産研修センター〕
業務概要

17.04
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１７年度 10年
農林水産研究センター畜産試験
場

〔農林水産研究センター畜産研究部　畜産研修センター〕
業務概要

22.04
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成２２年度 10年
農林水産研究指導センター林業
研究部

〔畜産試験場　畜産研修センター〕業務概要 13.05
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１３年度 10年 畜産試験場

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 21.06 宇佐家畜保健衛生所

平成２１年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔農林水産研究センター畜産試験場〕百年のあゆみ 18.09
農林水産研究指導センター畜産
研究部

２００６ 10年
農林水産研究センター畜産試験
場

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 19.06 宇佐家畜保健衛生所

平成１９年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔農林水産研究センター畜産試験場　畜産研修センター〕
業務概要

20.07
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成２０年度 10年
農林水産研究センター畜産試験
場

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 18.06 宇佐家畜保健衛生所

平成１８年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 15.06 宇佐家畜保健衛生所

平成１５年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔農林水産研究指導センター畜産研究部　畜産研修セン
ター〕業務概要

25.06
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成２５年度 10年
農林水産研究指導センター畜産
研究部

〔農林水産研究指導センター畜産研究部　畜産研修セン
ター〕業務概要

24.06
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成２４年度 10年
農林水産研究指導センター畜産
研究部

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 14.05 宇佐家畜保健衛生所

平成１４年度 10年 宇佐家畜保健衛生所
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〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 13.05 宇佐家畜保健衛生所

平成１３年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 12.05 宇佐家畜保健衛生所

平成１２年版 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 20.06 宇佐家畜保健衛生所

平成２０年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔大分家畜保健衛生所〕業務概要 20.06 大分家畜保健衛生所

平成２０年度 10年 大分家畜保健衛生所

〔畜産試験場　畜産研修センター〕業務概要 14.04
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１４年度 10年 畜産試験場

〔農林水産研究指導センター畜産研究部　畜産研修セン
ター〕業務概要

23.06
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成２３年度 10年
農林水産研究指導センター畜産
研究部

〔畜産試験場　畜産研修センター〕業務概要 16.04
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１６年度 10年 畜産試験場

〔畜産試験場　畜産研修センター〕業務概要 15.04
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１５年度 10年 畜産試験場

〔大分家畜保健衛生所〕業務概要 18.06 大分家畜保健衛生所

平成１８年度 10年 大分家畜保健衛生所

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 22.06 宇佐家畜保健衛生所

平成２２年度 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔大分家畜保健衛生所〕業務概要 22.04 大分家畜保健衛生所

平成２２年度 10年 大分家畜保健衛生所

〔大分家畜保健衛生所〕業務概要 21.04 大分家畜保健衛生所

平成２１年度 10年 大分家畜保健衛生所

〔宇佐家畜保健衛生所〕業務概要 11.05 宇佐家畜保健衛生所

平成１１年版 10年 宇佐家畜保健衛生所

〔大分家畜保健衛生所〕業務概要 19.06 大分家畜保健衛生所

平成１９年度 10年 大分家畜保健衛生所

〔豊後大野家畜保健衛生所〕業務概要 18.06 豊後大野家畜保健衛生所

平成１８年度 10年 豊後大野家畜保健衛生所

〔農林水産研究センター畜産試験場　畜産研修センター〕
業務概要

18.04
農林水産研究指導センター畜産
研究部

平成１８年度 10年
農林水産研究センター畜産試験
場

〔玖珠家畜保健衛生所〕業務概要 11.06 玖珠家畜保健衛生所
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平成１１年度 10年 玖珠家畜保健衛生所

〔玖珠家畜保健衛生所〕業務概要 18.06 玖珠家畜保健衛生所

平成１８年度 10年 玖珠家畜保健衛生所

05 （耕地）

農業農村白書：おおいたの農業農村整備
付：大分県の農業農村
整備２０１３

25.1 農村整備計画課

平成２５年度 10年 農村整備計画課

農業水利偉人伝：小笠原長胤 25.06 農村整備計画課

１１ 10年 農村整備計画課

棚田ハンドブック　豊の国棚田・疎水ガイド 24.03 農村整備計画課

平成２３年度版 10年 農村整備計画課

棚田ハンドブック　豊の国棚田・疎水ガイド 25.03 農村整備計画課

平成２４年度版 10年 農村整備計画課

棚田ハンドブック　豊の国棚田・疎水ガイド 26.03 農村整備計画課

平成２５年度版 10年 農村整備計画課

おおいたの農業水利施設　水は農の命 24.03 農村整備計画課

９ 10年 農村整備計画課

農業水利偉人伝：日根野吉明 24.04 農村整備計画課

１０ 10年 農村整備計画課

農業農村整備長期計画：おおいた農業農村整備推進プラ
ン

24.03 農村整備計画課

平成２4年３月 10年 農村整備計画課

農業農村白書：おおいたの農業農村整備
付：大分県の農業農村
整備２０１２

24.08 農村整備計画課

平成２４年度 10年 農村整備計画課

県営中山間地域総合整備事業大山地区事業概要 20.07 西部振興局

10年 西部振興局

小野地区県営農地環境整備事業計画概要書 20.12 西部振興局

平成２０年１２月 10年 西部振興局

農業農村整備事業の手引 14.04 農村整備計画課

平成１４年度版 10年 農業技術センター

農業農村整備事業概況 15.11 農村整備計画課

平成１４年度版 10年 農業技術センター

日田地区県営中山間地域総合整備事業概要書（生産基盤
型）

20.12 西部振興局

平成２０年１２月 10年 西部振興局



33農業・林業・水産業

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

農業農村整備事業概況 14.12 農村整備計画課

平成１３年度版 10年 農業技術センター

農業農村整備事業概況 13.12 農村整備計画課

平成１２年度版 10年 農業技術センター

農業農村整備事業概況 12.11 農村整備計画課

平成１１年度版 10年 農業技術センター

中部振興局の農業農村整備 18.05 中部振興局

平成１８年５月 10年 中部振興局

農業農村整備事業概況 23.03 農村整備計画課

平成２１年度版 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 17.12 農村整備計画課

平成１６年度版 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 19.03 農村整備計画課

平成１７年度版 10年 農村基盤整備課

農業農村整備事業の手引 12.03 農村整備計画課

平成１２年度版 10年 耕地課

農業農村整備事業概況 20.03 農村整備計画課

平成１８年度版 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 16.12 農村整備計画課

平成１５年度版 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 21.03 農村整備計画課

平成１９年度版 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 22.03 農村整備計画課

平成２０年度版 10年 農村整備計画課

農業農村白書：おおいたの農業農村整備
付録：大分県の農業農
村整備２０１１

24.01 農村整備計画課

平成２３年度 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 10.1 農村整備計画課

平成９年度版 10年 耕地課

農業農村整備事業の手引 19.04 農村整備計画課

平成１９年度版 10年 農村整備計画課

農業農村整備事業概況 11.11 農村整備計画課

平成１０年度版 10年 耕地課

〔大野川上流開発事業事務所〕業務概要書 12.04
豊肥振興局大野川上流開発事
業事務所



34農業・林業・水産業

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４月 10年 大野川上流開発事業

〔大野川上流開発事業事務所〕業務概要書 11.04
豊肥振興局大野川上流開発事
業事務所

平成１１年４月 10年 大野川上流開発事業

〔大野土地改良事業事務所〕事業概要 12.04 大野土地改良事業事務所

平成１２年４月 10年 大野土地改良事業事

〔西部振興局〕管内土地改良区の概要 20.07 西部振興局

10年 西部振興局

〔大野土地改良事業事務所〕農業農村整備事業概要 11.06 大野土地改良事業事務所

平成１１年度 10年 大野土地改良事業事

06 （林業）

水産制度資金のご案内 24.04 団体指導・金融課

平成２４年 10年 団体指導・金融課

水産制度資金のご案内 25.04 団体指導・金融課

平成２５年 10年 団体指導・金融課

ユリノキの森林育成技術 9.03 林業振興課

99年
大分県西部流域森林活性化セン
タ－

水産制度資金のご案内 26.03 団体指導・金融課

平成２６年 10年 団体指導・金融課

しいたけ振興緊急５箇年計画 14.03 林業振興課

第２次 10年 林業振興課

きのこ研究指導センタ－研究報告 17.03
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第４号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

林業・木材産業制度資金のご案内 24.04 団体指導・金融課

平成２４年 10年 団体指導・金融課

林業・木材産業制度資金のご案内 25.04 団体指導・金融課

平成２５年 10年 団体指導・金融課

大分県の木材需給と木材産業の現況 24.03 林産振興室

平成２２年版 10年 林産振興室

緑化基本計画 25.03 森との共生推進室

第５次 10年 森との共生推進室

大分北部地域森林計画概要書 21.01 林務管理課

平成２０年度 10年 林務管理課



35農業・林業・水産業

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

大分北部地域森林計画書 11.03 林政課

平成１１年４月 10年 林政課

大分北部地域森林計画書 16.02 林政課

平成１６～２６年 10年 林政課

大分北部地域森林計画書 21.01 林務管理課

平成２１～３１年 10年 林務管理課

大分北部地域森林計画変更計画書 12.02 林政課

平成１２年１月 10年 林政課

大分北部地域森林計画変更計画書 10.03 林政課

平成９年１２月変更 10年 林政課

全国育樹祭記念誌：みどりの祭典 53.03 知事室

第１回 99年 知事室

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 12.03 林務管理課

平成１２年３月 10年 林政課

全国植樹祭記録誌：第５１回 13.03 森林保全課

10年 森林保全課

大分南部地域森林計画書 22.03 林務管理課

平成２２～３２年 10年 林務管理課

森林・林業振興計画 12.03 林政課

10年 林政課

大分県の木材需給と木材産業の現況 19.03 林産振興室

平成１７年版 10年 林産振興室

森林文化教育フォ－ラム大分大会報告書 11.03 林業振興課

第７回 10年
森林文化教育フォ－ラム大分大
会報告書

大分西部地域森林計画概要書 15.02 林政課

平成１４年度 10年 林政課

第２０回全国都市緑化おおいたフェア：公式記録 15.11 公園・生活排水課

０３ 10年
第２０回全国都市緑化おおいた
フェア実行委員会

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 18.02 林務管理課

平成１６年度版 10年 林産振興室

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 25.03 林務管理課

平成２３年度版 10年 林務管理課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 22.03 林務管理課



36農業・林業・水産業

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 林務管理課

大分南部地域森林計画変更計画書 11.03 林政課

平成１１年４月 10年 林政課

大分南部地域森林計画変更計画書 10.03 林政課

平成９年１２月変更 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 22.03 林務管理課

平成２０年度版 10年 林務管理課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 21.03 林務管理課

平成１９年度版 10年 林務管理課

大分北部地域森林計画概要書 16.02 林政課

平成１５年度 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 19.03 林務管理課

平成１７年度版 10年 林務管理課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 11.03 林務管理課

平成１１年３月 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 17.03 林務管理課

平成１５年度版 10年 林務管理課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 16.03 林務管理課

平成１４年度版 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 15.03 林務管理課

平成１３年度版 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 13.03 林務管理課

平成１３年３月 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 14.03 林務管理課

平成１２年度版 10年 林政課

森林土木事業木材利用促進事業手引き書：既存工法編 10.03 林政課

平成９年度 10年 林政課

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 20.03 林務管理課

平成１８年度版 10年 林務管理課

大分の林道：事業概要 12.04 林業振興課

２０００ 10年 林業振興課

大分中部地域森林計画概要書 19.03 林務管理課

平成１８年度 10年 林務管理課



37農業・林業・水産業

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

大分中部地域森林計画書 14.02 林政課

平成１４～２４年 10年 林政課

大分中部地域森林計画書 19.03 林務管理課

平成１９～２９年 10年 林務管理課

大分中部地域森林計画変更計画書 11.03 林政課

平成１１年４月 10年 林政課

大分中部地域森林計画変更計画書 12.02 林政課

平成１２年１月 10年 林政課

大分中部地域森林計画変更計画書 10.03 林政課

平成９年１２月変更 10年 林政課

大分南部地域森林計画概要書 17.03 林務管理課

平成１６年度 10年 林務管理課

大分南部地域森林計画概要書 22.03 林務管理課

平成２１年度 10年 林務管理課

大分西部地域森林計画変更計画書 11.03 林政課

平成１１年４月 10年 林政課

大分西部地域森林計画書 ＣＤ－Ｒ 19.12 林務管理課

平成２０～３０年 10年 林務管理課

大分県の漁業権 11.06 漁業管理課

平成１１年４月現在 10年 魚政課

大分の林道：事業概要 17.03 林業振興課

２００５ 10年 林業振興課

大分西部地域森林計画変更計画書 12.02 林政課

平成１２年１月 10年 林政課

大分の林道：事業概要 13.05 林業振興課

２００１ 10年 林業振興課

大分西部地域森林計画概要書 ＣＤ－Ｒ 19.12 林務管理課

平成１９年度 10年 林務管理課

大分県の木材需給と木材産業の現況 23.03 林産振興室

平成２１年暫定版 10年 林産振興室

大分の森林・林業、木材産業の現況：図説・ガイド 10.02 林務管理課

10年 林政課

大分県の木材需給と木材産業の現況 22.03 林産振興室



38農業・林業・水産業

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年版 10年 林産振興室

大分県の木材需給と木材産業の現況 18.03 林産振興室

平成１６年版 10年 林産振興室

大分県の木材需給と木材産業の現況 21.03 林産振興室

平成１９年版 10年 林産振興室

大分南部地域森林計画書 17.03 林務管理課

平成１７～２７年 10年 林務管理課

大分の林道：事業概要 15.08 林業振興課

２００３ 10年 林業振興課

大分県の木材需給と木材産業の現況 20.03 林産振興室

平成１８年版 10年 林産振興室

大分県の農業：世界農林業センサス結果報告書

１９９０年世界農林業セ
ンサスの調査結果よ
り、大分県農林業の基
本講造の現状とその動
向を明らかにしたもの

3.03 統計調査課

１９９０年 99年 統計調査課

大分西部地域森林計画書 10.03 林政課

平成１０年 10年 林政課

大分西部地域森林計画書 15.02 林政課

平成１５～２４年 10年 林政課

大分南部地域森林計画書 12.02 林政課

平成１２年４月 10年 林政課

大分の里やま：郷土の森林保全活動推進事業 11.03 林政課

10年 林政課

特用林産物の生産の現状と振興対策 18.03 林産振興室

平成１７年度 10年 林産振興室

地域森林計画変更計画書 21.01 林務管理課

平成２０年度 10年 林務管理課

特用林産物需給表 10.11 林業振興課

平成９年 10年 林業振興課

特用林産物需給表 22.09 林産振興室

平成２１年次 10年 林産振興室

特用林産物需給表 21.1 林産振興室

平成２０年次 10年 林産振興室

特用林産物需給表 20.1 林産振興室



39農業・林業・水産業

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年次 10年 林産振興室

特用林産物需給表 20.02 林産振興室

平成１８年次 10年 林産振興室

特用林産物需給表 18.1 林産振興室

平成１７年 10年 林産振興室

特用林産物需給表 17.11 林産振興室

平成１６年 10年 林産振興室

特用林産物需給表 16.1 林業振興課

平成１５年 10年 林業振興課

特用林産物需給表 16.03 林業振興課

平成１４年 10年 林業振興課

特用林産物需給表 15.02 林業振興課

平成１３年 10年 林業振興課

特用林産物需給表 14.02 林業振興課

平成１２年 10年 林業振興課

地域森林計画変更計画書 ＣＤ－Ｒ 19.12 林務管理課

平成１９年度 10年 林務管理課

特用林産物需給表 12.02 林業振興課

平成１０年 10年 林業振興課

特用林産物の生産の現状 19.03 林産振興室

平成１８年度 10年 林産振興室

特用林産物の生産の現状と振興対策 17.03 林業振興課

平成１６年度 10年 林業振興課

特用林産物の生産の現状と振興対策 16.04 林業振興課

平成１５年度 10年 林業振興課

特用林産物の生産の現状と振興対策 15.05 林業振興課

平成１４年度 10年 林業振興課

特用林産物の生産の現状と振興対策 14.03 林業振興課

平成１３年度 10年 林業振興課

特用林産物の生産の現状 22.02 林産振興室

平成２１年度 10年 林産振興室

特用林産物の生産の現状 21.03 林産振興室

平成２０年度 10年 林産振興室



40農業・林業・水産業

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

特用林産物の生産の現状 20.03 林産振興室

平成１９年度 10年 林産振興室

特用林産振興基本計画書 10.04 林業振興課

10年 林業振興課

地域森林計画変更計画書 22.03 林務管理課

平成２１年度 10年 林務管理課

農林水産研究センターきのこ研究所研究報告 18.03
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第５号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

農林水産研究センターきのこ研究所研究報告 19.03
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第６号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

農林水産研究センターきのこ研究所研究報告 21.11
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第７号 10年
農林水産研究指導センターきの
こグループ

特用林産物需給表 13.02 林業振興課

平成１１年 10年 林業振興課

竹林等実態調査報告書 21.03 林産振興室

平成２０年度 10年 林産振興室

地域森林計画変更計画書 18.03 林務管理課

平成１７年度 10年 林務管理課

地域森林計画変更計画書 17.03 林務管理課

平成１６年度 10年 林務管理課

地域森林計画変更計画書 16.02 林政課

平成１５年度 10年 林政課

地域森林計画変更計画書 15.02 林政課

平成１４年度 10年 林政課

地域森林計画変更計画書 14.02 林政課

平成１３年度 10年 林政課

地域森林計画変更計画書 19.03 林務管理課

平成１８年度 10年 林務管理課

〔林業試験場〕研究時報 12.03
農林水産研究指導センター林業
研究部

第２８号 10年 林業試験場

〔きのこ研究所〕業務年報 21.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第２０号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔農林水産研究センターきのこ研究所〕業務概要 17.04
農林水産研究指導センターきの
こグループ



41農業・林業・水産業

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
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔林業試験場〕研究時報 10.11 林業振興課

第２７号 10年 林業振興課

〔きのこ研究指導センター〕研究報告 12.03
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第２号 10年 きのこ研究指導センター

〔林業試験場〕研究時報 15.02
農林水産研究指導センター林業
研究部

第２８号 10年 林業試験場

〔農林水産研究センターきのこ研究所〕業務概要 18.04
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１８年度 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔林業試験場〕研究時報 10.11 林業振興課

第２６号 10年 林業振興課

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 12.06
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１２年度 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこグループ〕業務年報 22.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第２１号 10年
農林水産研究指導センターきの
こグループ

〔きのこグループ〕業務年報 23.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第２２号 10年
農林水産研究指導センターきの
こグループ

〔きのこグループ〕業務年報 24.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第２３号 10年
農林水産研究指導センターきの
こグループ

〔きのこグループ〕業務年報 25.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第２４号 10年
農林水産研究指導センターきの
こグループ

〔きのこ研究所〕業務年報 17.09
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１６号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 11.06
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１１年度 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 13.05
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１３年度 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 14.06
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１４年度 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 15.06
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１５年度 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 16.06
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１６年度 10年 きのこ研究指導センター



42農業・林業・水産業

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

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 11.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１０号 10年 きのこ研究指導センター

〔農林水産研究指導センター水産研究部〕研究報告 23.04
農林水産研究指導センター水産
研究部

第１号 10年
農林水産研究指導センター水産
研究部

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 12.11
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１１号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究所〕業務年報 18.09
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１７号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔きのこ研究指導センタ－〕業務概要 10.04
農林水産研究指導センターきの
こグループ

平成１０年度 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 13.1
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１２号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究所〕業務年報 20.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１９号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔きのこ研究所〕業務年報 19.12
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１８号 10年
農林水産研究センターきのこ研
究所

〔きのこ研究指導センター〕研究報告 15.03
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第３号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 16.09
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１５号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 14.1
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１３号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 15.1
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１４号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センター〕研究報告 11.02
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第１号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 研究報告書 10.02
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第８号 10年 きのこ研究指導センター

〔きのこ研究指導センタ－〕業務年報 10.03
農林水産研究指導センターきの
こグループ

第９号 10年 きのこ研究指導センター

林業試験場年報 14.09
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４４号平成１３年度 10年 林業試験場

林業試験場年報 22.08
農林水産研究指導センター林業
研究部



43農業・林業・水産業

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５２号平成２１年度 10年
農林水産研究指導センター林業
研究部

林業試験場年報 21.11
農林水産研究指導センター林業
研究部

第５１号平成２０年度 10年
農林水産研究センター林業試験
場

林業試験場年報 20.1
農林水産研究指導センター林業
研究部

第５０号平成１９年度 10年
農林水産研究センター林業試験
場

林業試験場年報 19.08
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４９号平成１８年度 10年
農林水産研究センター林業試験
場

林業試験場年報
「林業研究部年報」へ
継続

23.07
農林水産研究指導センター林業
研究部

第５３号平成２２年度 10年
農林水産研究指導センター林業
研究部

林業試験場年報 18.07
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４８号平成１７年度 10年
農林水産研究センター林業試験
場

林業試験場年報 17.07
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４７号平成１６年度 10年
農林水産研究センター林業試験
場

林業統計

県民に本県の森林・林
業、木材産業の現状を
正しく認識してもらうた
め、現況と実績をとりま
とめた統計資料

1.02 林政課

昭和６２年度版～ 99年 林政課

林業試験場年報 15.08
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４５号平成１４年度 10年 林業試験場

林業統計 16.03 林政課

平成１４年度 10年 林政課

林業試験場年報 13.09
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４３号平成１２年度 10年 林業試験場

林業試験場年報 12.08
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４２号平成１１年度 10年 林業試験場

林業試験場年報 11.11
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４１号平成１０年度 10年 林業試験場

林業試験場年報 16.07
農林水産研究指導センター林業
研究部

第４６号平成１５年度 10年 林業試験場

林業統計 20.03 林務管理課

平成１８年度 10年 林務管理課

林業統計 11.02 林政課

平成９年度版 10年 林政課

林業統計 9.12 林政課



44農業・林業・水産業

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年度版 10年 林政課

林業統計 9.01 林政課

平成７年度版 99年 林政課

林業統計 25.03 林務管理課

平成２３年度 10年 林務管理課

林業統計 24.03 林務管理課

平成２２年度 10年 林務管理課

林業統計 22.03 林務管理課

平成２１年度 10年 林務管理課

林業統計 14.03 林政課

平成１２年度 10年 林政課

林業統計 21.03 林務管理課

平成１９年度 10年 林務管理課

林業統計 12.03 林政課

平成１０年度版 10年 林政課

林業統計 19.03 林務管理課

平成１７年度 10年 林務管理課

林業統計 18.03 林産振興室

平成１６年度 10年 林産振興室

林業統計 17.03 林務管理課

平成１５年度 10年 林務管理課

林業試験場の概要 15.06
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１５年度 10年 林業試験場

林業統計 15.03 林政課

平成１３年度 10年 林政課

林業試験場年報 10.1 林業振興課

第４０号平成９年度 10年 林業振興課

林業統計 13.03 林政課

平成１１年度版 10年 林政課

林業統計 22.03 林務管理課

平成２０年度 10年 林務管理課

林業・水産業施策の概要 14.04 林政課

平成１４年度 10年 林政課



45農業・林業・水産業

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

林業研修計画 11.04 林業研修所

平成１１年度 10年 林業研修所

林業研究部の概要 22.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成２２年度 10年 林業試験場

林業研究部年報 25.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

第５５号平成２４年度 10年
農林水産研究指導センター林業
研究部

林業研究部年報
「林業試験場年報」改
題

24.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

第５４号平成２３年度 10年
農林水産研究指導センター林業
研究部

林業・水産業施策の概要 9.04 林政課

平成９年度 10年 林政課

林業試験場の概要 17.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１７年度 10年 林業試験場

林業・水産業施策の概要 15.08 林政課

平成１５年度 10年 林政課

林業研修要領 15.07 林業振興課

平成１５年度 10年 林業振興課

林業・水産業施策の概要 13.04 林政課

平成１３年度 10年 林政課

林業・水産業施策の概要 12.04 林政課

平成１２年度 10年 林政課

林業・水産業施策の概要 11.08 林政課

平成１１年度 10年 林政課

林業・水産業施策の概要 10.04 林政課

平成１０年度 10年 林政課

林業・水産業施策の概要

昭和６３年度大分県林
業及び水産業の施策
の概要、行政組織・予
算の概要

63.08 林政課

昭和５９年度～ 99年 林政課

緑化基本計画 15.05 森林保全課

第４次 10年 森林保全課

林業・水産業施策の概要 8.04 林政課

平成８年度 99年 林政課

林業研修要領 22.04 林務管理課

平成２２年度 10年 林務管理課

林業試験場の概要 20.05
農林水産研究指導センター林業
研究部



46農業・林業・水産業

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 林業試験場

林業試験場の概要 19.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１９年度 10年 林業試験場

林業試験場の概要 18.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１８年度 10年 林業試験場

林試研報：大分県の貴重な天然林及び代表的な人工林の
総合調査

14.03
農林水産研究指導センター林業
研究部

第１４号 10年
農林水産研究センター林業試験
場

林業試験場の概要 16.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１６年度 10年 林業試験場

林業試験場の概要 11.06
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１１年度 10年 林業試験場

林業研修要領 13.06 林業研修所

平成１３年度 10年 林業研修所

林業試験場の概要 10.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１０年度 10年 林業試験場

林業研修要領 14.06 林業振興課

平成１４年度 10年 林業振興課

林業研修要領 21.04 林務管理課

平成２１年度 10年 林務管理課

林業研修要領 20.04 林務管理課

平成２０年度 10年 林務管理課

林業研修要領 19.04 林産振興室

平成１９年度 10年 林産振興室

林業研修要領 18.05 林産振興室

平成１８年度 10年 林産振興室

林業研修要領 16.05 林業振興課

平成１６年度 10年 林業振興課

林業試験場の概要 21.05
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成２１年度 10年 林業試験場

林業試験場の概要 12.04
農林水産研究指導センター林業
研究部

平成１２年度 10年 林業試験場

林試研報：品質管理型林業の実践に向けたスギおよびヒノ
キの成長

18.03
農林水産研究指導センター林業
研究部

第１６号 10年
農林水産研究センター林業試験
場



47農業・林業・水産業

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

林地開発許可申請の手引 12.04 森林保全課

平成１２年４月改正 10年 森林保全課

林地開発許可申請の手引 16.03 森林保全課

平成１６年３月 10年 森林保全課

林業研修要領 23.04 林務管理課

平成２３年度 10年 林務管理課

林試研報：土木用木製構造物の耐久性に関する研究 15.09
農林水産研究指導センター林業
研究部

第１５号 10年
農林水産研究センター林業試験
場

07 （水産業）

海洋水産研究センタ－事業報告 13.01
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１０年度 10年 内水面研究所

海洋水産研究センター内水面研究所事業報告 10.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成８年度 10年 内水面研究所

海洋水産研究センタ－浅海研究所事業報告 11.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成９年度 10年 浅海研究所

海洋水産研究センタ－内水面研究所事業報告 13.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１１年度 10年 内水面研究所

海洋水産研究センタ－内水面研究所事業報告 12.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１０年度 10年 内水面研究所

水産業改良普及活動実績報告書 25.02 水産振興課

平成２２，２３年度 10年 水産振興課

海洋水産研究センタ－調査研究報告 17.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

第６号平成１７年 10年
農林水産研究センター水産試験
場

海洋水産研究センタ－調査研究報告 16.11
農林水産研究指導センター水産
研究部

第５号平成１６年 10年 海洋水産研究センター

海洋水産研究センタ－調査研究報告 13.12
農林水産研究指導センター水産
研究部

第３号平成１３年 10年 海洋水産研究センター

海洋水産研究センタ－内水面研究所事業報告 14.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１２年度 10年 内水面研究所

水産業改良普及活動実績報告書 25.09 水産振興課

平成２４年度 10年 水産振興課

海洋水産研究センタ－調査研究報告 15.06
農林水産研究指導センター水産
研究部



48農業・林業・水産業

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４号平成１５年 10年 海洋水産研究センター

海洋水産研究センタ－事業報告 18.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１６年度 10年
農林水産研究センター水産試験
場

海洋水産研究センタ－事業報告 11.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成９年度 10年 内水面研究所

海洋水産研究センタ－浅海研究所事業報告 12.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１０年度 10年 浅海研究所

海洋水産研究センタ－浅海研究所事業報告 15.05
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１４年度 10年 浅海研究所

海洋水産研究センタ－浅海研究所事業報告 13.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１１年度 10年 浅海研究所

海洋水産研究センタ－浅海研究所事業報告 15.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１３年度 10年 浅海研究所

海洋水産研究センタ－浅海研究所事業報告 14.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１２年度 10年 浅海研究所

海洋水産研究センタ－調査研究報告 11.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

第２号 10年 海洋水産研究センター

海洋水産研究センタ－事業報告 13.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１１年度 10年 海洋水産研究センター

海洋水産研究センタ－事業報告 15.08
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１４年度 10年 海洋水産研究センター

海洋水産研究センタ－事業報告 17.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１５年度 10年
農林水産研究センター水産試験
場

海洋水産研究センタ－事業報告 14.12
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１３年度 10年 海洋水産研究センター

文部科学統計要覧 24.06 統計調査課

平成２４年版 10年 文部科学省

海洋水産研究センタ－内水面研究所事業報告 11.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成９年度１ 10年 内水面研究所

海洋水産研究センタ－内水面研究所事業報告 15.07
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１４年度 10年 内水面研究所

海洋水産研究センタ－内水面研究所事業報告 14.12
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１３年度 10年 内水面研究所



49農業・林業・水産業

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

海洋水産研究センタ－事業報告 14.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１２年度 10年 海洋水産研究センター

漁況海況予報事業結果報告書 12.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１１年度 10年 海洋水産研究センター

漁況海況予報事業結果報告書 15.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１４年度 10年 海洋水産研究センター

漁況海況予報事業結果報告書 11.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１０年度 10年 海洋水産研究センター

漁況海況予報事業結果報告書 16.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１５年度 10年 海洋水産研究センター

漁況海況予報事業結果報告書 17.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１６年度 10年
農林水産研究センター水産試験
場

漁況海況予報事業結果報告書 18.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１７年度 10年
農林水産研究センター水産試験
場

漁業士連絡協議会誌 12.03 水産振興課

創刊号平成１２年 10年 水産振興課

漁船・小型船舶関係事務の手引き 15.03 漁業管理課

平成１５年３月 10年 魚政課

漁況海況予報事業結果報告書 14.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１３年度 10年 海洋水産研究センター

漁況海況予報事業結果報告書 13.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１２年度 10年 海洋水産研究センター

資源増大技術開発事業報告書 14.07
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１３年度 10年 海洋水産研究センター

大分県の漁業権 16.04 漁業管理課

平成１６年４月現在 10年 漁業管理課

大分の水産 11.03 林政課

平成１０年度版 10年 林政課

大分の水産 13.03 林政課

平成１２年度版 10年 林政課

新水産振興計画 12.03 林政課

10年 林政課

大分県漁業調整規則・大分県内水面漁業調整規則 16.03 漁業管理課



50農業・林業・水産業

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３月 10年 漁業管理課

全国豊かな海づくり大会記念誌：そだてよう豊かな海をふ
るさとを

57.03 知事室

第１回 99年 知事室

大分の水産 16.03 林政課

平成１４年度版 10年 林政課

大分の水産 15.04 林政課

平成１５年４月 10年 林政課

大分の水産 17.06 農林水産企画課

平成１５年度資料版 10年 農林水産企画課

大分県漁業調整規則・大分県内水面漁業調整規則 22.07 漁業管理課

平成２２年７月 10年 漁業管理課

大分県水産研究百年のあゆみ 12.11
農林水産研究指導センター水産
研究部

10年 海洋水産研究センター

大分の水産 12.03 林政課

平成１１年度版 10年 林政課

大分県の漁業権 21.04 漁業管理課

平成２１年４月現在 10年 漁業管理課

水産業改良普及活動関係実績報告集 15.03 水産振興課

平成１３年度 10年 水産振興課

大分の水産 14.03 林政課

平成１３年度版 10年 林政課

水産業改良普及活動関係実績報告集 16.01 水産振興課

平成１４年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動関係実績報告集 13.03 水産振興課

平成１１年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動関係実績報告集 17.03 水産振興課

平成１５年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動関係実績報告書 18.02 水産振興課

平成１６年度 10年 水産振興課

大分の漁港 15.03 漁港漁村整備課

平成１５年３月 10年 漁港漁村整備課

大分の漁港 20.03 漁港漁村整備課

平成２０年３月 10年 漁港漁村整備課



51農業・林業・水産業

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

水産業改良普及活動関係実績報告書 12.05 水産振興課

平成９年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動実績報告書 22.01 水産振興課

平成２０年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動実績報告書 23.02 水産振興課

平成２１年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動実績報告書 19.08 水産振興課

平成１７・１８年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動実績報告書 20.12 水産振興課

平成１９年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動関係実績報告集 14.03 水産振興課

平成１２年度 10年 水産振興課

水産業改良普及活動関係実績報告書 12.05 水産振興課

平成１０年度 10年 水産振興課

農林水産研究センタ－水産試験場事業報告 22.11
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成２１年度 10年
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

伝統的漁村文化等収集伝達事業：豊前海ノリ養殖の歴史 12.03 北部振興局

平成１１年度 10年 宇佐両院地方振興局

放流技術開発事業報告書：スズキ 13.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成１０年～１１年度 10年 浅海研究所

農林水産研究センタ－水産試験場事業報告 19.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１７年度 10年
農林水産研究センター水産試験
場

農林水産研究センタ－水産試験場事業報告 20.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１８年度 10年
農林水産研究センター水産試験
場

農林水産研究センタ－水産試験場事業報告 22.03
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成２０年度 10年
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

農林水産研究センタ－水産試験場調査研究報告 19.03
農林水産研究指導センター水産
研究部

第１号 10年
農林水産研究センター水産試験
場

農林水産研究センタ－水産試験場調査研究報告 21.1
農林水産研究指導センター水産
研究部

第２号 10年
農林水産研究センター水産試験
場

内水面漁業試験場事業報告 9.06
水産研究部浅海・内水面グルー
プ

平成７年度 10年 海洋水産研究センタ

農林水産研究センタ－水産試験場事業報告 21.08
農林水産研究指導センター水産
研究部



52農業・林業・水産業

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
農林水産研究センター水産試験
場

〔農林水産研究指導センター〕研究報告（水産研究部編） 24.05
農林水産研究指導センター水産
研究部

第２号 10年
農林水産研究指導センター水産
研究部

〔海洋水産研究センタ－〕要覧 12.06
農林水産研究指導センター水産
研究部

10年 海洋水産研究センター

〔海洋水産研究センタ－〕事業概要 10.05
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１０年度 10年 海洋水産研究センター

〔海洋水産研究センタ－〕事業概要 11.06
農林水産研究指導センター水産
研究部

平成１１年度 10年 海洋水産研究センター

〔農林水産研究指導センター〕研究報告（水産研究部編） 25.05
農林水産研究指導センター水産
研究部

第３号 10年
農林水産研究指導センター水産
研究部

08 （その他）

大分の食彩：Ｔｈｅ　おおいたブランド「農林水産」カタログ 25.03 おおいたブランド推進課

〔平成２５年４月〕 10年 おおいたブランド推進課

工事成績評定点（農林水産部） 24.05 工事技術管理室

平成２３年度 10年 工事技術管理室

工事成績評定点（農林水産部） 25.05 工事技術管理室

平成２４年度 10年 工事技術管理室

安全で衛生的な浅漬けづくりのポイント 16.03 産業科学技術センター

10年 産業科学技術センター

おいしいおおいた：とよの食彩愛用店ガイド 18.03 おおいたブランド推進課

10年 おおいたブランド推進課

米粉料理コンテストレシピ集 25.03 集落営農・水田対策室

ｖｏｌ．２ 10年 集落・水田対策室

米粉料理コンテストレシピ集 24.03 集落営農・水田対策室

平成２３年度 10年 集落・水田対策室

京阪神地域に於ける大分県産農畜産物の流通概要 11.04 大阪事務所

平成１１年４月 10年 大阪事務所

工事成績評定点（農林水産部） 23.05 工事技術管理室

平成２２年度 10年 工事技術管理室

工事成績評定点（農林水産部） 22.08 工事技術管理室

平成２１年度 10年 工事技術管理室



53農業・林業・水産業

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

京浜地域における農畜産物の流通概況 18.03 東京事務所

平成１８年３月 10年 東京事務所

京浜地域における農畜産物の流通概況 17.03 東京事務所

平成１７年３月 10年 東京事務所

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 13.04 大阪事務所

平成１３年４月 10年 大阪事務所

京浜地域における農畜産物の流通概況 15.03 東京事務所

平成１５年３月 10年 東京事務所

京浜地域における農畜産物の流通概況 14.03 東京事務所

平成１４年３月 10年 東京事務所

京浜地域における農畜産物の流通概況 12.08 東京事務所

平成１２年８月 10年 東京事務所

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 12.04 大阪事務所

平成１２年４月 10年 大阪事務所

京浜地域における農畜産物の流通概況 11.03 東京事務所

平成１１年３月 10年 東京事務所

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 17.03 大阪事務所

平成１７年３月 10年 大阪事務所

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 18.03 大阪事務所

平成１８年３月 10年 大阪事務所

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 18.12 大阪事務所

平成１８年１２月 10年 大阪事務所

工事成績評定点（農林水産部） 22.08 工事技術管理室

平成２０年度 10年 工事技術管理室

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 16.03 大阪事務所

平成１６年３月 10年 大阪事務所

工事成績評定点（農林水産部） 22.08 工事技術管理室

平成１９年度 10年 工事技術管理室

工事成績評定点（農林水産部） 22.08 工事技術管理室

平成１８年度 10年 工事技術管理室

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 15.03 大阪事務所

平成１５年３月 10年 大阪事務所

工事成績評定点（農林水産部） 22.08 工事技術管理室



54農業・林業・水産業

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 10年 工事技術管理室

京浜地域における農畜産物の流通概況 12.01 東京事務所

平成１２年１月 10年 東京事務所

京阪神地域における大分県産農畜産物の流通概要 16.03 大阪事務所

平成１６年３月 10年 大阪事務所

国土調査 22.08 農村整備計画課

２０１０ 10年 農村整備計画課

国土調査 21.08 農村整備計画課

２００９ 10年 農村整備計画課

国土調査 21.01 農村整備計画課

２００８ 10年 農村整備計画課

国土調査 19.08 農村整備計画課

２００７ 10年 農村整備計画課

手軽にできる野菜料理：ふるさとおおいたの味を食卓へ 12.08 団体指導・金融課

10年 流通園芸課

総合農協の概要 17.02 団体指導・金融課

平成１５事業年度 10年 農山漁村支援課団体指導室

総合農協の概要 13.01 農業経済課

平成１３年 10年 農業経済課

新農業プラン２１：新農業振興計画　要約版 9.05 農林水産企画課

10年 農政企画課

浅漬けづくり：基礎と応用 16.03 産業科学技術センター

10年 産業科学技術センター

大分かぼす：プロのためのカボス料理レシピ集 11.03 団体指導・金融課

10年 流通園芸課

総合農協の概要 8.12 農業経済課

平成８年１２月 99年 農業経済課

総合農協の概要 16.01 農業経済課

平成１４事業年度 10年 農業経済課

総合農協の概要 10.1 農業経済課

平成１０年 10年 農業経済課

総合農協の概要 12.01 農業経済課

平成１２年 10年 農業経済課



55農業・林業・水産業

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

大分の食彩：Ｔｈｅ　おおいたブランド「農林水産」カタログ 18.04 おおいたブランド推進課

〔平成１８年４月〕 10年 おおいたブランド推進課

総合農協の概要 15.03 農業経済課

平成１３事業年度 10年 農業経済課

総合農協の概要 14.03 農業経済課

平成１２事業年度 10年 農業経済課

総合農協の概要 9.12 農業経済課

平成９年１２月 10年 農業経済課

農畜産物流通デ－タブック 16.03 おおいたブランド推進課

平成１６年３月 10年 農政部流通園芸課

農政施策の概要 12.04 農林水産企画課

平成１２年 10年 農政企画課

農林水産施策の概要：林業・水産業編 16.08 農林水産企画課

平成１６年度 10年 農林水産企画課

農林畜産物流通デ－タブック 17.03 おおいたブランド推進課

平成１７年３月 10年 おおいたブランド推進課

農林水産施策の概要：農業編 17.03 農林水産企画課

平成１７年度 10年 農林水産企画課

土地分類基本調査 8.03 農村整備計画課

蒲江 99年 農村整備課

農政施策の概要 15.08 農林水産企画課

平成１５年度 10年 農政企画課

農政施策の概要 9.04 農林水産企画課

平成９年４月 10年 農政企画課

農畜産物流通デ－タブック 11.03 団体指導・金融課

平成１１年３月 10年 流通園芸課

農畜産物流通デ－タブック 12.03 団体指導・金融課

平成１２年３月 10年 流通園芸課

農畜産物流通デ－タブック 13.03 団体指導・金融課

平成１３年３月 10年 流通園芸課

農畜産物流通デ－タブック 15.03 団体指導・金融課

平成１５年３月 10年 流通園芸課

農林水産施策の概要 20.03 農林水産企画課



56農業・林業・水産業

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 農林水産企画課

農畜産物流通デ－タブック 18.03 おおいたブランド推進課

平成１８年３月 10年 農林水産部安全流通室

土地分類基本調査 2.03 農村整備計画課

臼杵・保戸島 99年 農村整備課

農林水産施策の概要：農業編 16.08 農林水産企画課

平成１６年度 10年 農林水産企画課

農林水産施策の概要 25.03 農林水産企画課

平成２５年度 10年 農林水産企画課

農林水産施策の概要 24.03 農林水産企画課

平成２４年度 10年 農林水産企画課

農林水産施策の概要 23.08 農林水産企画課

平成２３年度 10年 農林水産企画課

農政施策の概要 11.07 農林水産企画課

平成１１年 10年 農政企画課

農林水産施策の概要 22.03 農林水産企画課

平成２２年度 10年 農林水産企画課

農林水産施策の概要 21.03 農林水産企画課

平成２１年度 10年 農林水産企画課

農林水産施策の概要 18.03 農林水産企画課

平成１８年度 10年 農林水産企画課

農林水産施策の概要 19.07 農林水産企画課

平成１９年度 10年 農林水産企画課

農畜産物流通デ－タブック 14.03 団体指導・金融課

平成１４年３月 10年 流通園芸課

土地分類基本調査 2.03 農村整備計画課

日田 99年 農村整備課

土地分類基本調査 47.03 農村整備計画課

後藤寺 99年 農村整備課

土地分類基本調査 9.03 農村整備計画課

佐伯・鶴御崎 99年 農村整備課

土地分類基本調査 10.03 農村整備計画課

三重町 10年 農村整備課



57農業・林業・水産業

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

土地分類基本調査 47.03 農村整備計画課

森 99年 農村整備課

農政施策の概要 14.04 農林水産企画課

平成１４年度 10年 農政企画課

土地分類基本調査 10.03 農村整備計画課

熊田・三田井 10年 農村整備課

農政施策の概要 13.04 農林水産企画課

平成１３年度 10年 農政企画課

中山間地域指定図：五法指定地域図 8.05 農村整備計画課

99年 農村整備課

土地分類基本調査 52.03 農村整備計画課

豊後杵築 99年 農村整備課

土地分類基本調査 6.03 農村整備計画課

耶馬渓 99年 農村整備課

農政施策の概要

農政部各課が行う事業
について、事業の趣
旨、予算額、事業内容
及び補助条件等を説明
したもの

63.04 農林水産企画課

昭和５９年度～ 99年 農林水産企画課

土地分類基本調査 10.03 農村整備計画課

宮原・阿蘇山・八方岳 10年 農村整備課

福岡県における大分県産青果物及び花きの流通概要 19.03 福岡事務所

平成１７年次 10年 福岡事務所

農政施策の概要 10.04 農林水産企画課

平成１０年度 10年 農政企画課

農業委員会会長研修会講演会：農業委員会に期待するこ
と

23.03 農地農振室

平成２２年１２月１０ 10年 農地農振室

農林水産施策の概要：林業・水産業編 17.03 農林水産企画課

平成１７年度 10年 農林水産企画課

〔大分農業文化公園〕講座のご案内 25.02 農山漁村・担い手支援課

平成２５年度 10年 農山漁村・担い手支援課

〔農水産物加工総合指導センター〕業務概要書 15.06 産業科学技術センター

平成１５年度 10年 産業科学技術センター

〔農水産物加工総合指導センター〕業務概要書 16.04 産業科学技術センター

平成１６年度 10年 産業科学技術センター



58農業・林業・水産業

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

〔農水産物加工総合指導センター〕業務報告書 11.06 産業科学技術センター

平成１０年度 10年 農水産物加工総合指

〔農水産物加工総合指導センター〕試験成績報告書 11.05 産業科学技術センター

平成１０年度 10年 農水産物加工総合指

〔農水産物加工総合指導センタ－〕試験成績報告書 15.06 産業科学技術センター

平成１４年度 10年 産業科学技術センター

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験成績書 10.08
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成９年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験成績書 13.05
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１２年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験成績書 12.1
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１１年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験成績書 12.03
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１０年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験研究成績概要集 17.03
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１６年度 10年
農林水産研究センター花き研究
所

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験研究成績概要集 15.04
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１４年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔農林水産研究センター花き研究所〕業務年報 19.05
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１８年度 10年
農林水産研究センター花き研究
所

〔農林水産研究センター花き研究所〕業務年報 18.04
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１７年度 10年
農林水産研究センター花き研究
所

〔農業大学校〕要覧 12.06 農業大学校

平成１２年度 10年 農業大学校

〔温泉熱花き研究指導センタ－〕試験研究成績概要集 16.04
農林水産研究指導センター花き
グループ

平成１５年度 10年 温泉熱花き研究指導

〔農業大学校〕要覧 17.05 農業大学校

平成１７年度 10年 農業大学校

〔農業大学校〕要覧 14.05 農業大学校

平成１４年度 10年 農業大学校

〔農業大学校〕要覧 13.05 農業大学校

平成１３年度 10年 農業大学校

〔農業大学校〕要覧 16.05 農業大学校



59農業・林業・水産業

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 農業大学校

〔農業大学校〕要覧 18.05 農業大学校

平成１８年度 10年 農業大学校

〔農水産物加工総合指導センタ－〕試験成績報告書 14.06 産業科学技術センター

平成１３年度 10年 農水産物加工総合指

〔農業大学校〕要覧 19.05 農業大学校

平成１９年度 10年 農業大学校

〔農業大学校〕要覧 20.05 農業大学校

平成２０年度 10年 農業大学校

〔農業大学校〕要覧 22.04 農業大学校

平成２２年度 10年 農業大学校

〔農水産物加工総合指導センタ－〕研究報告　第１２号 12.04 産業科学技術センター

平成１２年 10年 農水産物加工総合指

〔農業大学校〕要覧 15.05 農業大学校

平成１５年度 10年 農業大学校

〔農水産物加工総合指導センタ－〕試験成績報告書 12.05 産業科学技術センター

平成１１年度 10年 農水産物加工総合指

〔農水産物加工総合指導センタ－〕試験成績報告書 13.06 産業科学技術センター

平成１２年度 10年 農水産物加工総合指

〔農水産物加工総合指導センタ－〕試験成績報告書 14.06 産業科学技術センター

平成１３年度 10年 産業科学技術センター

〔農水産物加工総合指導センタ－〕業務報告書 12.04 産業科学技術センター

平成１１年度 10年 農水産物加工総合指

〔農水産物加工総合指導センタ－〕業務概要書 14.05 産業科学技術センター

平成１４年度 10年 農水産物加工総合指

〔農水産物加工総合指導センタ－〕業務概要書 13.05 産業科学技術センター

平成１３年度 10年 農水産物加工総合指


