
1生活・文化

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 （スポーツ・レクレーション）

おおいた国体：開・閉会式会場整備実施設計成果品 21.02 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

おおいた国体：第６３回国民体育大会クレー射撃競技会報
告書

21.02 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

おおいた国体：第６３回国民体育大会ボート競技会報告書 21.02 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

ＭＥＭＯＲＩＡＬ：２００２　ＦＩＦＡ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃｕｐ 15.03 ワ－ルドカップ推進局

10年 ワールドカップ推進局

スポーツ推進計画：チャレンジ！おおいたスポーツプラン 21.07 体育保健課

２００９ 10年 体育保健課

おおいた国体：第６３回国民体育記録映像 ＣＤーＲＯＭ付 21.03 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

県民のスポーツに関する実態調査報告書 25.11 体育保健課

平成２５年１０月 10年 体育保健課

おおいた国体：第６３回国民体育大会報告書 ＣＤーＲＯＭ付 21.03 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

国民体育大会：クレー射撃協議会 20.09 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会：クレー射撃競技実施要項 20.04 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会：ボート競技リハーサル大会 19.04 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会：ボート競技会 20.04 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会：ボート競技実施要項 20.04 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会開・閉会式会場仮設施設設営管理業務：竣
工図

ＣＤ－Ｒ付 21.02 総務企画課

第６３回 99年 総務企画課

国民体育大会開催基本構想 14.03 体育保健課

第６３回２００８ 10年 体育保健課

国民体育大会開催基本構想：概要版 14.03 体育保健課
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分類
番号

行政資料名 概要
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閲覧期間

所属名
発行所名

備考

第６３回２００８ 10年 体育保健課

国民体育大会実施要項 20.03 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会総合プログラム 20.09 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

国民体育大会：クレー射撃競技リハーサル大会 19.04 総務企画課

第６３回 10年 総務企画課

実践事例集：総合型地域スポーツクラブを核とした活力あ
る地域づ

22.02 総合体育館

平成２１年度 10年 総合体育館

実践事例集 21.02 総合体育館

平成２０年度 10年 総合体育館

第８回全国障害者スポーツ大会記録映像 ＣＤーＲＯＭ付 21.03 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

第８回全国障害者スポーツ大会報告書 ＣＤーＲＯＭ付 21.03 総務企画課

２００８ 99年 総務企画課

大分県民体育大会競技記録 15.03 体育保健課

第５５回平成１４年度 10年 体育保健課

全国障害者スポーツ大会リハーサル大会プログラム３ 20.05 総務企画課

第８回 10年 総務企画課

全国障害者スポーツ大会「チャレンジ！おおいた大会」選
手強化計

17.12 障害福祉課

第８回 10年 障害福祉課

大分県民体育大会競技記録 13.03 体育保健課

第５３回平成１２年度 10年 体育保健課

大分県民体育大会競技記録 14.03 体育保健課

第５４回平成１３年度 10年 体育保健課

大分県民体育大会競技記録 16.02 体育保健課

第５６回平成１５年度 10年 体育保健課

大分県民体育大会競技記録 16.03 体育保健課

第５７回平成１６年度 10年 体育保健課

大分県民体育大会競技記録 18.03 体育保健課

第５８回平成１７年度 10年 体育保健課

大分県民体育大会競技記録 19.12 体育保健課

第５９回平成１８年度 10年 体育保健課
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全国障害者スポーツ大会リハーサル大会プログラム１ 20.05 総務企画課

第８回 10年 総務企画課

全国障害者スポーツ大会開・閉会式会場仮設施設設営管
理業務（図

ＣＤ－Ｒ付 21.02 総務企画課

第８回 99年 総務企画課

全国障害者スポーツ大会リハーサル大会プログラム２ 20.05 総務企画課

第８回 10年 総務企画課

大分県民体育大会競技記録 19.12 体育保健課

第６０回平成１９年度 10年 体育保健課

〔総合体育館〕概要と事業報告書 21.07 総合体育館

平成２１年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 13.05 総合体育館

平成１２年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 12.04 総合体育館

平成１１年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 15.05 総合体育館

平成１４年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告 10.05 総合体育館

平成９年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 廃刊 22.03 体育保健課

平成２２年度 10年 体育保健課

〔総合体育館〕概要と事業報告書 18.05 総合体育館

平成１８年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 16.05 総合体育館

平成１５年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 14.05 総合体育館

平成１３年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 17.05 総合体育館

平成１７年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 20.07 総合体育館

平成２０年度 10年 総合体育館

〔総合体育館〕概要と事業報告書 19.05 総合体育館

平成１９年度 10年 総合体育館

明日を拓く「大分スピリッツ」：ワールドカップ大分開催を継
承し

15.03 ワ－ルドカップ推進局
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
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10年 ワールドカップ推進局

02 （芸術・文化）

芸術会館年報 24.07 芸術会館

平成２３年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 25.06 芸術会館

平成２４年度 10年 芸術会館

収蔵品目録：考古 24.03 歴史博物館

平成２４年３月 10年 歴史博物館

収蔵品目録：歴史３ 24.03 歴史博物館

平成２４年３月 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕特別展：大相撲展　相撲の歴史と名横綱双
葉山伝説

20.09 歴史博物館

〔２００８〕 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：志津里遺跡Ｂ地区 25.03 埋蔵文化財センター

第６９集 10年 埋蔵文化財センター

宇佐風土記の丘歴史民俗資料館報告書 10.03 芸術会館

第２１集 10年 芸術会館

埋蔵文化財センター調査報告書：津留遺跡 25.03 埋蔵文化財センター

第６６集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：藤原友田遺跡 24.03 埋蔵文化財センター

第５９集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１７（第１分冊） 25.03 埋蔵文化財センター

第６３集 10年 埋蔵文化財センター

〔歴史博物館〕研究紀要 25.03 歴史博物館

１４ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１７（第２分冊） 25.03 埋蔵文化財センター

第６３集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１８ 25.03 埋蔵文化財センター

第６４集 10年 埋蔵文化財センター

〔歴史博物館〕特別展：おおいた蘭学事始：文明開化への
道

17.1 歴史博物館

平成１７年度 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：小河内遺跡 菅ヶ谷遺跡 25.03 埋蔵文化財センター

第６５集 10年 埋蔵文化財センター
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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
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埋蔵文化財センター調査報告書：横尾貝塚 24.03 埋蔵文化財センター

第５８集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：志津里遺跡発掘調査報
告書

24.03 埋蔵文化財センター

第６１集 10年 埋蔵文化財センター

〔歴史博物館〕特別展：大分発掘ものがたり　よみがえる郷
土の歴

19.1 歴史博物館

〔２００７〕 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕特別展：南無阿弥陀仏　浄土への道 16.1 歴史博物館

平成１６年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕特別展：二千年の鼓動　弥生土器の世界 15.1 歴史博物館

２００３ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕特別展：仏さまのひみつ 23.1 歴史博物館

〔２０１１〕 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕壁画再現：富貴寺大堂壁画の復元 16.03 歴史博物館

10年 歴史博物館

うさ・くにさきの歴史と文化 56.1 歴史博物館

99年 歴史博物館

大分県内遺跡発掘調査概報 24.03 埋蔵文化財センター

１５ 10年 埋蔵文化財センター

大分県内遺跡発掘調査概報 25.03 埋蔵文化財センター

１６ 10年 埋蔵文化財センター

宇佐風土記の丘歴史民俗資料館報告書 10.03 芸術会館

第２０集 10年 芸術会館

〔歴史博物館〕特別展：加来家・華麗なる一族 21.1 歴史博物館

〔２００９〕 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 16.03 歴史博物館

５ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 21.04 歴史博物館

平成２１年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕企画展：おはなしの絵 17.07 歴史博物館

平成１７年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕企画展：殿様のコレクション；臼杵藩と絵図 17.12 歴史博物館

平成１７年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 12.03 歴史博物館
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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

１ 10年 歴史博物館

地域文化財展　瑠璃浄土 24.03 歴史博物館

平成２３年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 13.03 歴史博物館

２ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：福島遺跡平塚 25.03 埋蔵文化財センター

第６７集 10年 埋蔵文化財センター

〔歴史博物館〕研究紀要 15.03 歴史博物館

４ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：香柴庵遺跡 25.03 埋蔵文化財センター

第６８集 10年 埋蔵文化財センター

〔歴史博物館〕研究紀要 17.03 歴史博物館

６ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 18.03 歴史博物館

７ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 24.03 歴史博物館

１３ 10年 歴史博物館

ペトロ岐部カスイ：大分先哲叢書 7.03 先哲史料館

99年 先哲史料館

〔歴史博物館〕研究紀要 20.03 歴史博物館

９ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 20.04 歴史博物館

平成２０年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 21.03 歴史博物館

１０ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 22.03 歴史博物館

１１ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕研究紀要 23.03 歴史博物館

１２ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：雄方後遺跡 24.03 埋蔵文化財センター

第６０集 10年 埋蔵文化財センター

〔歴史博物館〕研究紀要 19.03 歴史博物館

８ 10年 歴史博物館
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閲覧期間
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発行所名
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〔歴史博物館〕研究紀要 14.04 歴史博物館

３ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：相原遺跡下坂田西遺跡 24.03 埋蔵文化財センター

第６２集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：大分の中世石造遺物第
１集（上）

25.03 埋蔵文化財センター

第７０集 10年 埋蔵文化財センター

芸術会館年報 15.05 芸術会館

平成１４年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 21.07 芸術会館

平成２０年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 20.03 芸術会館

平成１９年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 19.06 芸術会館

平成１８年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 18.07 芸術会館

平成１７年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 17.08 芸術会館

平成１６年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 16.08 芸術会館

平成１５年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 14.03 芸術会館

平成１３年度 10年 芸術会館

芸術会館年報 13.03 芸術会館

平成１２年度 10年 芸術会館

芸術会館所蔵作品選 9.06 芸術会館

10年 芸術会館

芸術会館研究紀要 14.09 芸術会館

第１号 10年 芸術会館

芸術会館年報 22.05 芸術会館

平成２１年度 10年 芸術会館

合唱曲　ふるさとの友：二十一世紀に伝えたいふるさと大
分の情景

13.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

10年 文化振興課

芸術会館年報 11.03 芸術会館
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発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名
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平成１０年度 10年 芸術会館

古文書にみる臼杵藩稲葉氏五百年 10.1 先哲史料館

10年 先哲史料館

芸術会館海外美術品調査報告書 16.02 芸術会館

２００３ 10年 芸術会館

企画展：陸の道・海の道　人・もの・文化の大動脈 17.1 先哲史料館

２００５年秋季 10年 先哲史料館

企画展：大友水軍 15.1 先哲史料館

２００３年秋季 10年 先哲史料館

芸術会館年報 23.04 芸術会館

平成２２年度 10年 芸術会館

企画展：豊の国モノづくり 16.1 先哲史料館

２００４年秋季 10年 先哲史料館

芸術会館研究紀要 17.03 芸術会館

第２号 10年 芸術会館

芸術会館年報 10.03 芸術会館

平成９年度 10年 芸術会館

企画展：知ってるつもり？小藩分立 14.1 歴史博物館

２００２年秋季 10年 歴史博物館

近代化遺産一覧 5.03 文化課

99年 文化課

国民文化祭・おおいた９８：別府市報告書 11.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭別府市実行委員会

国民文化祭・おおいた９８：〔各会場プログラム集〕 10.1
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭大分県実行委員会

収蔵品目録：美術・工芸１ 23.03 歴史博物館

平成２３年３月 10年 歴史博物館

収蔵品目録：歴史１ 23.03 歴史博物館

平成２３年３月 10年 歴史博物館

収蔵品目録：歴史２ 23.03 歴史博物館

平成２３年３月 10年 歴史博物館

国民文化祭・基本構想 8.09
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

99年 文化スポーツ振興課
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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

国民文化祭・おおいた９８：八幡フェスティバル開催記録集 11.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭宇佐市実行委員会

国民文化祭・おおいた９８：南蛮文化フェスティバル講演／
記録集

11.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭大分県実行委員会

国民文化祭・おおいた９８：総合プログラム 10.09
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭大分県実行委員会

国民文化祭・おおいた９８：事業別実施計画（開催要項・募
集要項

10.04
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭大分県実行委員会

国民文化祭・おおいた９８：公式記録 11.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭大分県実行委員会

国民文化祭・おおいた９８：アジア竹文化の祭典 10.11
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１３回 10年 国民文化祭別府市実行委員会

国民文化祭・実施計画大綱 8.09
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

99年 文化スポーツ振興課

大友宗麟：大分県先哲叢書 7.03 先哲史料館

99年 先哲史料館

瀧廉太郎：大分県先哲叢書 7.03 先哲史料館

99年 先哲史料館

大分県内遺跡発掘調査概報 10.03 埋蔵文化財センター

６ 10年 埋蔵文化財センター

大分縣の民俗宗教 6.06 県政情報課

99年 修学社

大友宗麟：大分県先哲叢書 5.03 文化課

第１巻 99年 文化課

大友宗麟：大分県先哲叢書 5.03 文化課

第２巻 99年 文化課

大友宗麟：大分県先哲叢書 7.03 先哲史料館

第３巻 99年 先哲史料館

大友宗麟：大分県先哲叢書 7.03 先哲史料館

第４巻 99年 先哲史料館

大分県内遺跡発掘調査概報 9.03 埋蔵文化財センター

５ 99年 埋蔵文化財センター

大友宗麟：大分県先哲叢書 8.03 先哲史料館
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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

普及版 99年 先哲史料館

大友府内：よみがえる中世国際都市 13.08 先哲史料館

10年 先哲史料館

大分県内遺跡発掘調査概報 11.03 埋蔵文化財センター

７ 10年 埋蔵文化財センター

滝廉太郎：大分県先哲叢書 8.03 先哲史料館

普及版 99年 先哲史料館

大分県内遺跡発掘調査概報 22.03 埋蔵文化財センター

１４ 10年 埋蔵文化財センター

大分県内遺跡発掘調査概報 8.03 埋蔵文化財センター

４ 99年 埋蔵文化財センター

大分県内遺跡発掘調査概報 6.03 埋蔵文化財センター

２ 99年 埋蔵文化財センター

大分県内遺跡発掘調査概報 7.03 埋蔵文化財センター

３ 99年 埋蔵文化財センター

大友宗麟：大分県先哲叢書 7.03 先哲史料館

第５巻 99年 先哲史料館

大分県民芸術文化祭記録集：豊の国新たな出発 12.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１回 10年 文化振興課

大分県の文化財：続 44.1 文化課

99年 文化課

大分県内遺跡発掘調査概報 18.03 埋蔵文化財センター

９ 10年 埋蔵文化財センター

大分県内遺跡発掘調査概報 17.03 埋蔵文化財センター

８ 10年 埋蔵文化財センター

大分県民芸術文化祭記録集：豊の国新たな出発２０００ 13.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第２回 10年 文化振興課

大分県の近代化遺産 6.03 芸術会館

99年 芸術会館

大分県民芸術文化祭記録集：世紀をつむぐ文化の風２００
２

15.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第４回 10年 文化振興課

川部・高森古墳群発掘調査報告書 23.03 歴史博物館

平成２３年３月 10年 歴史博物館
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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

戦場の風景：大友氏の合戦を読む 12.1 先哲史料館

10年 先哲史料館

大分県民芸術文化祭記録集：世紀をつむぐ文化の風 14.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第３回 10年 文化振興課

大分県民芸術文化祭：記録集 12.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

第１回 10年 文化振興課

大分県文化財一覧 7.03 文化課

99年 文化課

大分県内遺跡発掘調査概報 22.03 埋蔵文化財センター

１３ 10年 埋蔵文化財センター

文化財年報１０ 14.03 文化課

平成１２年度版 10年 文化課

文化財調査報告書：寺畑遺跡 15.05 文化課

第１５９輯 10年 文化課

文化財調査報告書：八坂の遺跡 15.05 文化課

第１５０輯 10年 文化課

文化財年報１２ 16.03 文化課

平成１４年度版 10年 文化課

文化年鑑 9.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

１９９６ 99年 芸術文化振興会議

文化財調査報告書：野村台遺跡 15.05 文化課

第１５６輯 10年 文化課

文化財調査報告書：又江遺跡 15.05 文化課

第１５５輯 10年 文化課

文化財調査報告書：槙遺跡 15.05 文化課

第１５３輯 10年 文化課

文化財調査報告書：大分県のシシ垣 13.05 文化課

第１２６輯 10年 文化課

文化財調査報告書：大分の中世城館　第二集 15.05 文化課

第１６０輯 10年 文化課

文化財調査報告書：大分の中世城館　第三集 15.05 文化課

第１６１輯 10年 文化課

文化年鑑 10.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課
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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

１９９７ 10年 芸術文化振興会議

文化財調査報告書：照湯遺跡 15.05 文化課

第１５４輯 10年 文化課

文化財年報１１ 15.03 文化課

平成１３年度版 10年 文化課

文化財調査報告書：坂手前遺跡 15.05 文化課

第１５８輯 10年 文化課

文化財調査報告書：古田遺跡 15.05 文化課

第１５７輯 10年 文化課

文化財調査報告書：葛木遺跡 15.05 文化課

第１４９輯 10年 文化課

文化財一覧 16.03 文化課

平成１６年度 10年 文化課

豊の国・おおいたの歴史と文化：くらしと祈り 10.1 歴史博物館

10年 歴史民族資料館

豊の国文化立県２１ビジョン：文化立県大分の実現に向け
て

11.11
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

10年 文化振興課

湯欲み：湯の歴史と文化 11.1 歴史博物館

10年 歴史博物館

文化財調査報告書：上松岡遺跡 15.05 文化課

第１５２輯 10年 文化課

文化年鑑 24.06
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２０１１ 10年 大分県芸術文化振興会議

田能村竹田：大分県先哲叢書 4.03 文化課

資料集著述篇 99年 文化課

田能村竹田：大分県先哲叢書 4.03 文化課

資料集書簡篇 99年 文化課

田能村竹田：大分県先哲叢書 4.03 文化課

資料集詩文篇 99年 文化課

田能村竹田：大分県先哲叢書 4.03 文化課

資料集絵画篇 99年 文化課

文化財調査報告書：和泉第１・第２遺跡地 15.05 文化課

第１５１輯 10年 文化課
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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

田能村竹田：大分県先哲叢書 5.03 文化課

99年 文化課

文化年鑑 11.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

１９９８ 10年 芸術文化振興会議

文化立県の実現に向けて：提言 11.02
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

10年 文化立県２１ビジョン策定懇話会

文化立県２１シンポジウム報告書：地域作りに果たす文化
の役割

10.05
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

10年 文化振興課

文化年鑑 25.06
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２０１２ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 23.06
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２０１０ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 22.06
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００９ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 21.06
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００８ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 16.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００３ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 12.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

１９９９ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 13.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２０００ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 14.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００１ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑
平成１１年度より企画
文化部文化振興課に
変更

1.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

１９８７～ 99年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 15.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００２ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 20.05
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００７ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 17.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００４ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 18.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課
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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

２００５ 10年 大分県芸術文化振興会議

文化年鑑 19.05
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

２００６ 10年 大分県芸術文化振興会議

特別展：千年のいのり　聖なる山・くにさき 14.1 歴史博物館

平成１４年度 10年 歴史博物館

府内と臼杵から戦国の世界が見える：都市・貿易・民衆 11.1 先哲史料館

10年 先哲史料館

〔歴史博物館〕みほとけのすがた 展示解説パンフレット 25.11 歴史博物館

平成２５年 10年 歴史博物館

〔芸術会館〕運営の概要 22.04 芸術会館

平成２２年度 10年 芸術会館

〔芸術会館〕所蔵名品図録 19.03 芸術会館

平成１９年３月 10年 芸術会館

〔歴史博物館〕運営の概要 25.04 歴史博物館

平成２５年度 10年 歴史博物館

〔芸術会館〕運営の概要 16.04 芸術会館

平成１６年度 10年 芸術会館

〔歴史博物館〕運営の概要 24.04 歴史博物館

平成２４年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕特別展：喫茶の世界 24.1 歴史博物館

〔２０１２〕 10年 歴史博物館

〔芸術会館〕運営の概要 21.04 芸術会館

平成２１年度 10年 芸術会館

〔歴史博物館〕歴史資料調査報告 26.03 歴史博物館

１ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 14.04 歴史博物館

平成１４年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 19.04 歴史博物館

平成１９年度 10年 歴史博物館

〔芸術会館〕運営の概要 17.04 芸術会館

平成１７年度 10年 芸術会館

〔歴史博物館〕特別展：いきものと生きる－“いのち”の物語
－

25.1 歴史博物館

〔２０１３〕 10年 歴史博物館
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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

「芸術会館海外美術品調査事業」報告書：文化庁芸術拠点
形成事業

17.02 芸術会館

平成１６年度 10年 芸術会館

〔歴史博物館〕運営の概要 18.04 歴史博物館

平成１８年度 10年 歴史博物館

〔芸術会館〕運営の概要 20.04 芸術会館

平成２０年度 10年 芸術会館

〔先哲史料館〕収蔵史料目録 18.03 先哲史料館

４ 10年 先哲史料館

〔歴史博物館〕運営の概要 17.04 歴史博物館

平成１７年度 10年 歴史博物館

〔先哲史料館〕収蔵史料目録 19.03 先哲史料館

５ 10年 先哲史料館

〔先哲史料館〕収蔵史料目録 17.03 先哲史料館

３ 10年 先哲史料館

〔先哲史料館〕収蔵史料目録 16.03 先哲史料館

２ 10年 先哲史料館

〔先哲史料館〕収蔵史料目録 14.03 先哲史料館

１ 10年 先哲史料館

〔歴史博物館〕運営の概要 22.04 歴史博物館

平成２２年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 16.04 歴史博物館

平成１６年度 10年 歴史博物館

〔宇佐風土記の丘歴史民俗資料館〕研究紀要 10.03 歴史博物館

Ｖｏｌ．１１ 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 15.04 歴史博物館

平成１５年度 10年 歴史博物館

〔歴史博物館〕運営の概要 23.04 歴史博物館

平成２３年度 10年 歴史博物館

〔先哲史料館〕収蔵史料目録 24.03 先哲史料館

６ 10年 先哲史料館

埋蔵文化財年報０７ 11.03 文化課

平成９年度版 10年 文化課

埋蔵文化財年報０９ 13.03 文化課



16生活・文化

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年度版 10年 文化課

埋蔵文化財年報０８ 12.03 文化課

平成１０年度版 10年 文化課

埋蔵文化財センター調査報告書：北友田横穴墓群 17.03 埋蔵文化財センター

第５集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財年報１３ 17.03 埋蔵文化財センター

平成１５年度版 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１５ 付図 22.03 埋蔵文化財センター

第４７集 10年 埋蔵文化財センター

豊後國安岐郷の調査 付図Ｂ１～Ｂ７ 16.03 歴史博物館

本編付図 10年 歴史博物館

豊後國国東郷の調査 17.03 歴史博物館

１ 10年 歴史博物館

豊後國安岐郷の調査 16.03 歴史博物館

本編 10年 歴史博物館

野上弥生子ふるさと作品集 11.04 県立図書館

10年 県立図書館

矢野龍渓：大分県先哲叢書 8.03 先哲史料館

資料集第１巻 99年 先哲史料館

埋蔵文化財年報２０ 24.03 埋蔵文化財センター

平成２２年度のまとめ 10年 埋蔵文化財センター

矢野龍渓：大分県先哲叢書 8.03 先哲史料館

資料集第３巻 99年 先哲史料館

豊後國安岐郷の調査 15.04 歴史博物館

資料編 10年 歴史博物館

埋蔵文化財年報２１

平成２３年度発掘調査
届け一覧表　ｐ２〜７．
平成２３年度埋蔵文化
財発掘調査一覧表　ｐ
８～９．　発掘調査報告
書・論文等　ｐ１０～１
４．

25.03 埋蔵文化財センター

平成２３年度のまとめ 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財年報１９ 付図 22.03 埋蔵文化財センター

平成２１年度のまとめ 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財年報１８ 22.03 埋蔵文化財センター

平成２０年度のまとめ 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財年報１４ 18.03 埋蔵文化財センター
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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年度のまとめ 10年 埋蔵文化財センター

豊後國安岐郷の調査 16.03 歴史博物館

資料編補遺 10年 歴史博物館

豊後國安岐郷の調査 付図Ａ１～Ａ５ 15.04 歴史博物館

資料編付図 10年 歴史博物館

矢野龍渓：大分県先哲叢書 8.03 先哲史料館

資料集第２巻 99年 先哲史料館

歴史博物館年報 25.05 歴史博物館

２０１２ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１６（第１分冊） 付図 22.03 埋蔵文化財センター

第４８集１ 10年 埋蔵文化財センター

歴史博物館年報 19.05 歴史博物館

２００６ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 20.05 歴史博物館

２００７ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 21.05 歴史博物館

２００８ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 22.05 歴史博物館

２００９ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 17.05 歴史博物館

２００４ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 24.05 歴史博物館

２０１１ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 16.05 歴史博物館

２００３ 10年 歴史博物館

歴史博物館報告書：豊後国香々地荘の調査本編 11.03 歴史博物館

第１集 10年 歴史博物館

豊後国国東郷の調査　資料編 20.03 歴史博物館

第１０集 10年 歴史博物館

豊後国国東郷 19.03 歴史博物館

３ 10年 歴史博物館

豊後国国東郷 18.03 歴史博物館

２ 10年 歴史博物館
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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

豊後国安岐郷 14.04 歴史博物館

３ 10年 歴史博物館

豊後国安岐郷 13.03 歴史博物館

２ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 23.05 歴史博物館

２０１０ 10年 歴史博物館

歴史博物館調査報告書 12.03 歴史博物館

第４集 10年 歴史博物館

豊後国国東郷の調査　本編 21.03 歴史博物館

第１１集 10年 歴史博物館

豊後国国東郷の調査　資料編補遺 21.03 歴史博物館

第１２集 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：高畑遺跡 22.03 埋蔵文化財センター

第５１集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：賀来西・宮苑井ノ口遺跡 17.03 埋蔵文化財センター

第４集 10年 埋蔵文化財センター

歴史博物館総合案内 12.07 歴史博物館

10年 歴史博物館

歴史博物館年報 18.05 歴史博物館

２００５ 10年 歴史博物館

歴史博物館調査報告書 11.03 歴史博物館

第３集 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：岡遺跡群 19.03 埋蔵文化財センター

第１４集 10年 埋蔵文化財センター

歴史博物館調査報告書 13.03 歴史博物館

第５集 10年 歴史博物館

歴史博物館調査報告書 14.04 歴史博物館

第６集 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 12.05 歴史博物館

１９９９ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 13.05 歴史博物館

２０００ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 14.05 歴史博物館
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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

２００１ 10年 歴史博物館

歴史博物館年報 15.05 歴史博物館

２００２ 10年 歴史博物館

歴史博物館調査報告 11.03 歴史博物館

第２集 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１６（第３分冊） 22.03 埋蔵文化財センター

第４８集３ 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：丁ノ坪遺跡発掘調査報
告書

23.03 埋蔵文化財センター

第５７集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：津久見門前・瀬戸・佐伯
門前遺跡

17.03 埋蔵文化財センター

第３集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：塚本遺跡発掘調査報告
書

23.03 埋蔵文化財センター

第５６集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１ 17.03 埋蔵文化財センター

第１集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１４ 22.03 埋蔵文化財センター

第４６集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：上野遺跡群 22.03 埋蔵文化財センター

第５３集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１６（第２分冊） 22.03 埋蔵文化財センター

第４８集２ 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：上ノ原横穴墓群 18.02 埋蔵文化財センター

第７集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１６（第４分冊） 22.03 埋蔵文化財センター

第４８集４ 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内２ 17.03 埋蔵文化財センター

第２集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内３ 18.03 埋蔵文化財センター

第８集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内３（付図） 18.03 埋蔵文化財センター

第８集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内４ 18.03 埋蔵文化財センター

第９集 10年 埋蔵文化財センター
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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

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内５ 18.03 埋蔵文化財センター

第１０集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：豊後府内１５（付図） 付図 22.03 埋蔵文化財センター

第４７集 10年 埋蔵文化財センター

豊後キリスト教史 13.1 先哲史料館

10年 先哲史料館

埋蔵文化財センター調査報告書：慈眼山遺跡 23.03 埋蔵文化財センター

第５５集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：山脇横穴墓 18.03 埋蔵文化財センター

第１１集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：坂手隈横穴墓坂手隈城
跡

17.03 埋蔵文化財センター

第６集 10年 埋蔵文化財センター

豊後国山香郷 23.03 歴史博物館

２ 10年 歴史博物館

豊後国山香郷 22.03 歴史博物館

１ 10年 歴史博物館

豊後国安岐郷 12.03 歴史博物館

１ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：井尻日焼田遺跡 23.03 埋蔵文化財センター

第５４集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：丹生遺跡群 22.03 埋蔵文化財センター

第５２集 10年 埋蔵文化財センター

豊後国山香郷 24.03 歴史博物館

３ 10年 歴史博物館

豊後国山香郷の調査 付図５枚 25.03 歴史博物館

資料編１ 10年 歴史博物館

埋蔵文化財センター調査報告書：伊藤田田中遺跡・屋敷田
遺跡

22.03 埋蔵文化財センター

第４９集 10年 埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センター調査報告書：伊藤田窯跡群 22.03 埋蔵文化財センター

第５０集 10年 埋蔵文化財センター

03 （青少年・婦人）

パパ育児応援ブック　育児すると、こんなに楽しい！ 23.09 こども子育て支援課
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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２３年 10年 こども子育て支援課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 26.03 県民生活・男女共同参画課

平成２５年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 25.03 県民生活・男女共同参画課

平成２４年版 10年 県民生活・男女共同参画課

エンパワーメント講座女性起業家支援セミナー実施報告書 16.03 消費生活・男女共同参画プラザ

平成１５年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

ＤＶ対策基本計画：配偶者からの暴力のない社会を目指し
て

17.12 県民生活・男女共同参画課

平成１７年１２月 10年 県民生活・男女共同参画課

ＤＶ対策基本計画（改訂版） 21.03 県民生活・男女共同参画課

平成２１年２月 10年 県民生活・男女共同参画課

スタンドバイミーパパはここにいる：子育ちコミュニケーショ
ン本

22.03 こども子育て支援課

２０１０ 10年 こども子育て支援課

エンパワーメント講座「管理監督者講座」報告書 16.03 消費生活・男女共同参画プラザ

平成１５年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

おおいた男女共同参画プラン年次報告 19.11 県民生活・男女共同参画課

平成１９年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン 18.03 県民生活・男女共同参画課

改訂版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 15.11 青少年・男女共同参画課

平成１５年版 10年 青少年・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 14.1 青少年・男女共同参画課

平成１４年版 10年 青少年・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン 13.03 青少年・男女共同参画課

10年 女性青少年課

おおいた男女共同参画プラン：概要版 18.03 県民生活・男女共同参画課

改訂版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 16.11 県民生活・男女共同参画課

平成１６年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 19.01 県民生活・男女共同参画課

平成１８年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 18.01 県民生活・男女共同参画課

平成１７年版 10年 県民生活・男女共同参画課
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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

おおいた男女共同参画プラン年次報告 20.12 県民生活・男女共同参画課

平成２０年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 22.03 県民生活・男女共同参画課

平成２１年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 23.03 県民生活・男女共同参画課

平成２２年版 10年 県民生活・男女共同参画課

おおいた男女共同参画プラン年次報告 24.03 県民生活・男女共同参画課

平成２３年版 10年 県民生活・男女共同参画課

青少年の健全な育成に関する条例の解説 25.07 私学振興・青少年課

平成２５年７月 10年 私学振興・青少年課

青少年健全育成基本計画　２０１２改訂版 24.04 私学振興・青少年課

平成２４年４月 10年 私学振興・青少年課

子育ちコミュニケーション本 21.03 こども子育て支援課

10年 少子化対策課

女性の再チャレンジ支援事業報告書 19.03 消費生活・男女共同参画プラザ

平成１８年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

男もの、女もの。決めたのはだれ？：男女共同参画社会の
実現を

12.04 青少年・男女共同参画課

10年 女性青少年課

男女共生フェスタ報告書：オアシスひろば２１「音の泉ホー
ル」他

13.03 青少年・男女共同参画課

平成１２年１２月 10年 女性青少年課

男女共生フェスタ報告書 14.12 青少年・男女共同参画課

平成１４年１０月 10年 青少年・男女共同参画課

男女共生フェスタ報告書 14.03 青少年・男女共同参画課

平成１３年１２月 10年 女性青少年課

男女共生フェスタ報告書：男女共同参画社会基本法成立
記念

12.03 青少年・男女共同参画課

10年 女性青少年課

青少年健全育成基本計画 18.03 私学振興・青少年課

10年 私学振興・青少年課

男女共同参画講演録 16.03 県民生活・男女共同参画課

平成１５年度 10年 県民生活・男女共同参画課

第３次おおいた男女共同参画プラン：概要版 23.03 県民生活・男女共同参画課

平成２３年３月 10年 県民生活・男女共同参画課

男女共同参画社会ずくりのための意識調査報告書 12.03 青少年・男女共同参画課
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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

平成１２年３月 10年 女性青少年課

男女共同参画講座報告書 16.03 消費生活・男女共同参画プラザ

平成１５年度 10年 消費生活・男女共同参画プラザ

第３次おおいた男女共同参画プラン 23.03 県民生活・男女共同参画課

平成２３年３月 10年 県民生活・男女共同参画課

豊の国青少年プラン２１：青少年健全育成基本計画 13.03 青少年・男女共同参画課

10年 女性青少年課

豊の船レポート：アジア新世紀～共生の時代へキックオ
フ！

14.01 青少年・男女共同参画課

第２０回 10年 女性青少年課

豊の船レポート：さあ、共生の風をおこそう！アジアがス
テージ

13.01 青少年・男女共同参画課

第１９回 10年 女性青少年課

豊の船レポ－ト：いま女性が輝くとき 12.01 青少年・男女共同参画課

第１８回 10年 女性青少年課

04 （国際交流）

Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｍａｊｉｏｒ　Ｃｉｔｉｅｓ　ｏｆ 11.03 観光・地域局

Ｏｉｔａ 10年 国際交流センタ－

ＡＰＥＣ成長戦略ハイレベル会合大分県実行委員会記録誌 22.11 国際政策課

２０１０ 10年
ＡＰＥＣ成長戦略ハイレベル会合
大分県実行委員会

海外技術研修員研修報告書 13.03 観光・地域局

平成１２年度 10年 国際交流課

海外技術研修員研修報告書 16.04 観光・地域局

平成１５年度 10年 企画文化部国際交流課

海外技術研修員研修報告書 12.03 観光・地域局

平成１１年度 10年 国際交流課

外国人留学生生活実態調査報告書 14.03 観光・地域局

平成１３年度 10年 国際交流課

海外技術研修員研修報告書 15.03 観光・地域局

平成１４年度 10年 国際交流課

国際交流・協力推進大綱 13.03 国際政策課

平成１３年３月 10年 国際交流課

学生ＡＰＥＣ実施報告書 22.08 国際政策課

２０１０ 10年 国際政策室



24生活・文化

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

国際交流ハンドブック 9.04 国際政策課

10年 国際交流課

大分県の国際交流・協力の現状 17.03 国際政策課

平成１６年度 10年 観光・地域振興局

大分県の国際交流・協力の現状 21.03 国際政策課

平成２０年度 10年 国際交流室

大分県の国際交流の現状～世界に開かれた豊の国づくり
をめざして～

6.12 国際政策課

99年 国際交流課

大分県の国際交流の現状 10.06 国際政策課

平成９年度 10年 国際交流課

大分県の国際交流の現状 9.03 国際政策課

平成８年度 99年 観光・地域振興局

大分県の国際交流の現状 11.06 国際政策課

平成１１年度 10年 国際交流課

大分県の国際交流の現状 10.06 国際政策課

平成１０年度 10年 国際交流課

大分県の国際交流・協力の現状 15.03 国際政策課

平成１４年度 10年 国際交流課

大分県の国際交流・協力の現状 22.03 国際政策課

平成２１年度 10年 国際交流室

大分県の国際交流・協力の現状 20.03 国際政策課

平成１９年度 10年 国際交流室

大分県の国際交流・協力の現状 19.03 国際政策課

平成１８年度 10年 国際交流室

大分県の国際交流・協力の現状 18.03 国際政策課

平成１７年度 10年 観光・地域振興局

大分県の国際交流・協力の現状 16.03 国際政策課

平成１５年度 10年 観光・地域振興局

大分県の国際交流・協力の現状 14.04 国際政策課

平成１３年度 10年 国際交流課

大分県の国際交流・協力の現状 13.06 国際政策課

平成１２年度 10年 国際交流課

大分県の国際交流・協力の現状 25.05 国際政策課



25生活・文化

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年度版 10年 国際政策課

大分県の国際交流・協力の現状 24.04 国際政策課

平成２３年度 10年 国際政策課

大分県の国際交流・協力の現状 23.03 国際政策課

平成２２年度 10年 国際政策課

旅券発行の概要 14.03 パスポート室

平成１３年１～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 22.03 パスポート室

平成２１年１～１２月 10年 パスポート室

旅券発給の概要 9.03 パスポート室

平成８年１月～１２月 99年 観光・地域振興局

旅券発給の概要 10.03 パスポート室

平成９年１月～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 11.03 パスポート室

平成１０年１～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 13.03 パスポート室

平成１２年１～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 15.03 パスポート室

平成１４年１～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 16.03 パスポート室

平成１５年１～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 17.03 パスポート室

平成１６年１～１２月 10年 総合交通対策局

旅券発行の概要 18.03 パスポート室

平成１７年１～１２月 10年 総合交通対策課

旅券発行の概要 19.03 パスポート室

平成１８年１～１２月 10年 パスポート室

旅券発行の概要 12.03 パスポート室

平成１１年１～１２月 10年 国際交流課

旅券発行の概要 21.03 パスポート室

平成２０年１～１２月 10年 パスポート室

旅券発行の概要 23.03 パスポート室

平成２２年１～１２月 10年 パスポート室
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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

旅券発行の概要 24.02 パスポート室

平成２３年１～１２月 10年 パスポート室

旅券発行の概要 25.03 パスポート室

平成２４年１～１２月 10年 パスポート室

旅券発行の概要 20.03 パスポート室

平成１９年１～１２月 10年 パスポート室

05 （その他）

おおいたＮＰＯ法人事典 25.03 県民生活・男女共同参画課

平成２４年度版 10年 県民生活・男女共同参画課

行政とＮＰＯとの協働マニュアル 19.04 県民生活・男女共同参画課

10年 県民活動支援室

行政とＮＰＯとの協働マニュアル 20.02 県民生活・男女共同参画課

10年 県民活動支援室

大分県におけるＮＰＯとの協働指針：大分ＮＰＯしんけん協
働指針

17.05 県民生活・男女共同参画課

10年 県民活動支援室


