
番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 土木部 姫路港港湾計画書  －軽易な変更－  令和5年2月 港湾課

2 土木部 姫路港港湾計画資料  －軽易な変更－  令和5年2月 港湾課

3 県立但馬文教府 貴生　第52集　但馬文教府みてやま学園文集 県立但馬文教府

4 教育委員会 うれし野の年輪　第51集
県立嬉野台生涯教育センター うれ
しの学園生涯大学学友会

5
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

21世紀ひょうご  第34号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構 学術交流センター交流推進課

6 土木部 学校報「ALPHA 2021」 県立淡路景観園芸学校

7 監査委員事務局 包括外部監査結果報告書  令和４年度 兵庫県包括外部監査人

8 財務部 兵庫県議会議案  第361回　その6　令和5年2月 財政課

9 財務部 兵庫県議会議案  第361回　その7　令和5年2月 財政課

10 教育委員会事務局 兵庫県文化財パトロール必携　令和５年３月 文化財課

11 財務部 兵庫県議会議案  第361回　その8　令和5年2月 財政課

12 財務部 兵庫県議会議案  第361回　その9　令和5年2月 財政課

13 議会事務局 兵庫県の土地区画整理事業事例集（令和４年度版）
兵庫県土地区画整理推進協議会事務
局

14 県立但馬文教府 但馬文教府みてやま学園大学院研究集録第１８集　活動のまとめ 県立但馬文教府

15 企画部 展覧会図録　開館記念展　ドキュメント1868　ひょうごはじまりの時 地域振興課

16 産業労働部 兵庫県商店街･小売市場団体名簿  令和４年度 地域経済課

17 教育委員会 但馬やまびこの郷ってどんなとこ？（やまびこの郷パンフレット） 県立但馬やまびこの郷

18 教育委員会 先輩からのメッセージ（やまびこの郷パンフレット） 県立但馬やまびこの郷

19 土木部 水辺の施設（港湾・海岸・河川防災施設一覧）2023.4 尼崎港管理事務所

20 保健医療部 兵庫県食中毒事件録  令和３年 生活衛生課

21 環境部 環境白書  令和４年度版 環境政策課

行政資料　令和５年３月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 土木部 姫路港港湾計画書 －軽易な変更－ 令和5年2月 港湾課

2 土木部 姫路港港湾計画資料 －軽易な変更－ 令和5年2月 港湾課

3 県立但馬文教府 貴生　第52集　但馬文教府みてやま学園文集 県立但馬文教府

4 教育委員会 うれし野の年輪　第51集
県立嬉野台生涯教育センター うれ
しの学園生涯大学学友会

5
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

21世紀ひょうご　第34号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構 学術交流センター交流推進課

6 土木部 学校報「ALPHA 2021」 県立淡路景観園芸学校

行政資料　令和５年２月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

21世紀ひょうご 第33号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構 学術交流センター交流推進課

2 選挙管理委員会 選挙の記録 令和3年5月～令和3年7月執行 選挙管理委員会

3 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和4年10・11月分) 監査委員事務局

行政資料　令和５年１月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 財務部 兵庫県議会議案　第360回　その1　令和4年12月 財政課

2 財務部 兵庫県議会議案　第360回　その2　令和4年12月 財政課

3 議会事務局 第359回（定例）兵庫県議会会議録　R4.9.20～10.24 議会事務局

4 財務部 兵庫県議会議案　第360回　その3　令和4年12月 財政課

5 財務部 兵庫県議会議案　第360回　その4　令和4年12月 財政課

6 湊川隧道保存友の会 湊川隧道史話 湊川隧道保存友の会

7 湊川隧道保存友の会 湊川隧道 湊川隧道保存友の会

8 総務部職員局 兵庫県公有財産表　令和4年3月31日現在 管財課

行政資料　令和４年12月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 秋季特別展「丹波焼誕生」 兵庫県立考古博物館

2 教育委員会 兵庫県立考古博物館　館報　vol.13　令和3年度 兵庫県立考古博物館

3 総務部職員局 兵庫県職員録 令和4年10月現在 人事課

4 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和4年7・8・9月分) 監査委員事務局

行政資料　令和４年11月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 財務部 兵庫県議会議案　第359回　その4　令和4年9月 財政課

2 兵庫県立健康科学研究所 兵庫県立健康科学研究所業務年報　令和4年度 兵庫県立健康科学研究所

3 福祉部 第2期ひょうご障害者福祉計画 障害福祉課

行政資料　令和４年10月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第357回（定例）兵庫県議会会議録　R4.6.1～6.9 議会事務局

2 財務部 兵庫県議会議案　第359回　その1　令和4年9月 財政課

3 財務部 兵庫県議会議案　第359回　その2　令和4年9月 財政課

4 財務部 兵庫県議会議案　第359回　その3　令和4年9月 財政課

行政資料　令和４年９月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農林水産部 兵庫県立農林水産技術総合センター年報（森林林業編）令和3年度 県立農林水産技術総合センター

2 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和4年4・5・6月分) 監査委員事務局

行政資料　令和４年８月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

業務案内2022　（公財）まちづくり技術センター
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

2 湊川隧道保存友の会 湊川隧道一般公開20周年を迎えて 湊川隧道保存友の会

3 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   令和４年度版 県議会事務局

行政資料　令和４年７月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 財務部 兵庫県議会議案　第358回　その1　令和4年6月 財政課

2 財務部 兵庫県議会議案　第358回　その2　令和4年6月 財政課

3 危機管理部 兵庫県災害時における要配慮者支援指針（令和4年3月改訂） 防災支援課

4 議会事務局 第357回（定例）兵庫県議会会議録　R4.2.16～3.30 議会事務局

5
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

兵庫県こころのケアセンター令和3年度事業報告書
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構   学術交流センター交流推進
課

6 教育委員会 兵庫県文化財調査報告書　令和3年度指定・登録 教育委員会

7 財務部 兵庫県議会議案　第358回　その3　令和4年6月 財政課

8 財務部 兵庫県議会議案　第358回　その4　令和4年6月 財政課

9 財務部 兵庫県議会議案　第358回　その5　令和4年6月 財政課

10 労働委員会事務局 年報　令和3年版 労働委員会事務局

11 まちづくり部 営繕年報（19973.3） 営繕課

12 まちづくり部 営繕年報（2008～2021）営繕課100周年誌 営繕課

13 まちづくり部 令和4年度ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり 住宅政策課

14 総務部職員局 兵庫県職員録　令和4年6月現在 人事課

15 土木部 学校報「ALPHA 2020」 県立淡路景観園芸学校

行政資料　令和４年６月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 ひょうご歴史研究室紀要　第7号 県立歴史博物館

2 教育委員会 たたらのふるさと　西播磨 県立歴史博物館

3 保健医療部 食育推進計画　第４次 健康増進課

4 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　館報　2020 県立歴史博物館

5 教育委員会 兵庫県立歴史博物館紀要　第33号　塵界 県立歴史博物館

6 教育委員会 特別展「唄歌！西洋音楽がやって来た」 県立歴史博物館

7 教育委員会 巡回展「ひょうご五国　歴史文化キャラバン」 県立歴史博物館

8 総務部 兵庫県宗教法人名簿　令和４年 法務文書課

9 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和４年1・2・3月分) 監査委員事務局

10 土木部 景観園芸研究　第22号 県立淡路景観園芸学校

11 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要　第15号　令和4年3月 兵庫県立考古博物館

12 教育委員会 特別展「弥生集落転生-大中遺跡とその時代-」 兵庫県立考古博物館

行政資料　令和４年５月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
兵庫県交通安全対策委員
会

令和３年度「ストップ・ザ・交通事故」県民運動実施要項 兵庫県交通安全対策委員会

2 農林水産部 兵庫県立農林水産技術総合センター年報（水産編）令和２年度 県立農林水産技術総合センター

3 農林水産部 ひょうごの「農」2022 総合農政課

4 保健医療部 兵庫県のがん　2018（平成30年） 感染症等対策室疾病対策課

5
（公財）兵庫県市町振興
協会

市町要覧　2022.3 （公財）兵庫県市町振興協会

6 病院局 兵庫県難病相談センター設立三十周年記念誌 尼崎総合医療センター

7 教育委員会 指導の重点　令和４年度 教育企画課

8 教育委員会 ひょうごの教育　令和３年度 教育企画課

9 土木部
関西３空港の最大活用について考える　セミナー･フォーラムの記録
令和２年３月

空港政策課

10 企画部 ひょうごビジョン2050 総合企画局計画課

11 教育委員会 令和３年度事業報告　心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

12 教育委員会 兵庫県立美術館年報　令和２年度 県立美術館

13 教育委員会 兵庫県立美術館　研究紀要　No.16 県立美術館

14 土木部 ひょうごの下水道　2022年度版 下水道課

行政資料　令和４年４月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫県立大学 兵庫県立大学環境人間学部研究報告　第24号 兵庫県立大学

2 県立但馬文教府 貴生　第51集　但馬文教府みてやま学園文集 県立但馬文教府

3 教育委員会 うれし野の年輪　第50集
県立嬉野台生涯教育センター うれ
しの学園生涯大学学友会

4
(公財）兵庫県生きがい
創造協会嬉野台生涯教育
センター

令和２年度兵庫県地域高齢者大学　第17期生活動記録集
(公財）兵庫県生きがい創造協会嬉
野台生涯教育センター

5
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構   学術
交流センター交流推進課

21世紀ひょうご  第31号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構   学術交流センター交流推進
課

6 尼崎市立歴史博物館 地域史研究－尼崎市立歴史博物館紀要－第121号 尼崎市立歴史博物館

7 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  令和２年 健康局生活衛生課

8
阪神新地域ビジョン検討
委員会

阪神地域ビジョン２０５０ 阪神新地域ビジョン検討委員会

9 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書（令和4年１月14日） 農林水産局林務課

10 農政環境部 揖保川地域森林計画一部変更計画所（令和4年１月14日） 農林水産局林務課

11 農政環境部 加古川地域森林計画一部変更計画書（令和4年１月14日） 農林水産局林務課

12
兵庫県・明石市・山陽電
鉄

山陽電鉄本線連続立体交差事業のあゆみ 兵庫県・明石市・山陽電鉄

13 県立但馬文教府
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座 「但馬文教府みてやま学園大
学院」 研究集録第17集

県立但馬文教府

14 兵庫県立健康科学研究所 兵庫県立健康科学研究所研究報告　令和４年第３・４号 兵庫県立健康科学研究所

15 教育委員会 研究紀要  第１６号 兵庫県立南但馬自然学校

16 兵庫県農業会議 農業委員会法制定70周年記念  ひょうごの農業委員会 兵庫県農業会議

17 教育委員会 兵庫県文化財パトロール必携　令和３年３月 文化財課

18 健康福祉部 食の安全安心推進計画（第４次） 健康局生活衛生課

19 企画県民部 兵庫県議会議案  第357回　その7 令和4年2月 企画財政局財政課

20 企画県民部 兵庫県議会議案  第357回　その8 令和4年2月 企画財政局財政課

21 企画県民部 兵庫県議会議案  第357回　その9 令和4年2月 企画財政局財政課

22 企画県民部 兵庫県議会議案  第357回　その10 令和4年2月 企画財政局財政課

23 企画県民部 兵庫県議会議案  第357回　その11令和4年2月 企画財政局財政課

行政資料　令和４年３月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第356回（定例）兵庫県議会会議録　R3.12.1～12.13 議会事務局

2 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　その1　令和4年2月 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　令和4年度当初予算に関する説明書 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　その2　令和4年2月 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　その3　令和4年2月 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　その4　令和4年2月 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　令和3年度地方公営企業補正予算資料 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　その5  令和4年2月 企画財政局財政課

9 企画県民部 令和3年度補正予選に関する説明書（第357回県議会） 企画財政局財政課

10 企画県民部 令和3年度地方公営企業補正予算資料（第357回県議会） 企画財政局財政課

11 企画県民部 兵庫県議会議案　第357回　その6　令和4年2月 企画財政局財政課

12
兵庫県立工業技術セン
ター

兵庫県立工業技術センター（繊維工業技術支援センター）研究報告　第
53号　令和3年度

兵庫県立工業技術センター

行政資料　令和４年２月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和３年10・11月分) 監査委員事務局

行政資料　令和４年１月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県公有財産表  令和３年3月31日現在 管理局管財課

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第356回　その1 令和3年12月 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第356回　その2 令和3年12月 企画財政局財政課

4 監査委員事務局 監査報告書  令和3年11月 監査委員事務局

5 議会事務局 第355回（定例）兵庫県議会会議録  R3.9.21～10.22 議会事務局

6 企画財政局財政課 兵庫県議会議案  第356回　その3 令和3年12月 企画県民部

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第356回　その4 令和3年12月 企画財政局財政課

8
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

21世紀ひょうご  第31号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構　学術交流センター交流推進課

9
兵庫県立健康生活科学研
究所　健康科学センター

令和２年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
兵庫県立健康生活科学研究所　健康
科学センター

10
兵庫県森林動物研究セン
ター

兵庫県森林動物研究センター 年報   令和２年度 兵庫県森林動物研究センター

11 農政環境部 新しい農業を育てる　第55集
農林水産局農業改良課（兵庫県立農
林水産技術総合センター）

行政資料　令和３年12月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 病院局 兵庫県立がんセンター紀要第30巻2021年 病院局

2 教育委員会 兵庫県立考古博物館　館報　Vol12　令和2年度 教育委員会兵庫県立考古博物館

3 教育委員会 秋季特別展「屋根の上の守り神」 教育委員会兵庫県立考古博物館

4 教育委員会 新展示室オープン記念展「中国王朝の粋美」 教育委員会兵庫県立考古博物館

5 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和３年7・8・9月分) 監査委員事務局

6 兵庫県・人権啓発協会 のじぎく文芸賞  令和３年度 兵庫県・人権啓発協会

行政資料　令和３年11月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫県立健康科学研究所 兵庫県立健康科学研究所業務年報　令和３年度 兵庫県立健康科学研究所

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その5 令和3年9月 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その6 令和3年9月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その7 令和3年9月 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その8 令和3年9月 企画財政局財政課

6 健康福祉部 兵庫県老人福祉計画（第8期介護保険事業支援計画） 少子高齢局高齢政策課

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その9 令和3年9月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その10 令和3年9月 企画財政局財政課

行政資料　令和３年10月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 宝塚市教育委員会 市史研究紀要たからづか  第30号 宝塚市教育委員会

2 議会事務局 第354回（定例）兵庫県議会会議録  R3.6.1～6.9 議会事務局

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（森林林業編）令和2年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その1 令和3年9月 企画財政局財政課

5 企画県民部 令和3年度地方公営企業補正予算資料 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その2 令和3年9月 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その3 令和3年9月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第355回　その4 令和3年9月 企画財政局財政課

行政資料　令和３年９月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
(財)阪神・淡路大震災復
興基金

活かす―1.17は忘れない (財)阪神・淡路大震災復興基金

2 健康福祉部 ひょうごの児童相談　こども家庭センター業務概要　令和3年7月 兵庫県中央こども家庭センター

3 県土整備部 令和３年度ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり 住宅建築局住宅政策課

4 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館　年報（令和元年度・令和２年度） 兵庫陶芸美術館

5 県土整備部 ひょうご県営住宅整備・管理計画　令和３年 住宅建築局

6 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和３年4・5・6月分) 監査委員事務局

行政資料　令和３年８月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案　第354回　その1 令和3年6月 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案　第354回　その2 令和3年6月 企画財政局財政課

3 企画県民部 令和２年度予算繰越計算書の報告 企画財政局財政課

4 議会事務局 第353回（定例）兵庫県議会会議録　R3.2.17～3.24 議会事務局

5 企画県民部 兵庫県議会議案　第354回　その3 令和3年6月 企画財政局財政課

6 監査委員 監査報告書　令和3年5月 監査委員事務局

7 企画県民部 兵庫県宗教法人名簿　令和３年 管理局文書課

8 教育委員会 兵庫県文化財調査報告書　平成29年度指定 教育委員会

9 企画県民部 兵庫県議会議案　第354回　その4 令和3年6月 企画財政局財政課

10 企画県民部 兵庫県議会議案　第354回　その5 令和3年6月 企画財政局財政課

11 企画県民部 兵庫県議会議案　第354回　その6 令和3年6月 企画財政局財政課

12 農政環境部 環境白書　令和２年度版 環境創造局環境政策課

13 労働委員会 年報　令和２年版 労働委員会事務局

14 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　館報　2019 教育委員会県立歴史博物館

15 教育委員会 兵庫県立歴史博物館紀要　第32号　塵界 教育委員会県立歴史博物館

16 教育委員会 特別展「女たちのひょうご」 教育委員会県立歴史博物館

17 教育委員会 特別展「驚異と怪異」 教育委員会県立歴史博物館

18 教育委員会 特別企画展「絵そらごとの楽しみ」 教育委員会県立歴史博物館

19
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

業務案内2021　（公財）まちづくり技術センター
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

行政資料　令和３年６月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 兵庫県立美術館年報  令和元年度 教育委員会県立美術館

2 教育委員会 兵庫県立美術館  研究紀要  No.15 教育委員会県立美術館

3
兵庫県森林動物研究セン
ター

兵庫県森林動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ13号 兵庫県森林動物研究センター

4 健康福祉部 兵庫県保健医療計画（平成30年４月／令和３年4月一部改定） 健康局医務課

5 監査委員 例月現金出納検査報告(令和２年12月、令和３年1・2・3月分) 監査委員事務局

行政資料　令和３年５月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 指導の重点　令和２年度 教育委員会教育企画課

2
兵庫県交通安全対策委員
会

令和３年度「ストップ・ザ・交通事故」県民運動実施要項 兵庫県交通安全対策委員会

3 農政環境部 ひょうご農林水産ビジョン2030 農政企画局総合農政課

4 教育委員会 ひょうごの教育　令和３年度 教育委員会教育企画課

5 教育委員会 令和２年度事業報告　心の虹を未来へ 教育委員会県立但馬やまびこの郷

6
（公財）兵庫県市町振興
協会

市町要覧　2021.3 （公財）兵庫県市町振興協会

7 産業労働部 ひょうご経済・雇用白書　令和２年度 産業科学局産業政策課

8 教育委員会 特別展「弥生時代って知ってる？」 教育委員会兵庫県立考古博物館

9 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要　第14号　令和3年3月 教育委員会兵庫県立考古博物館

10 教育委員会 ひょうご歴史研究室紀要　第6号 教育委員会県立歴史博物館

11 企画県民部 第３期芸術文化振興ビジョン 知事公室芸術文化課

行政資料　令和３年４月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫県立大学 兵庫県立大学環境人間学部研究報告　第23号 兵庫県立大学

2 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）令和元年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

3 教育委員会 公立高等学校定時制通信制課程に在学する生徒に関する実態調査 教育委員会

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第352回　その8  令和3年2月 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案  第352回　その9  令和3年2月 企画財政局財政課

6 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書（令和3年１月15日） 農林水産局林務課

7 農政環境部 揖保川地域森林計画一部変更計画所（令和32年１月15日） 農林水産局林務課

8 農政環境部 加古川地域森林計画一部変更計画書（令和3年１月15日） 農林水産局林務課

9
教育委員会県立嬉野台生
涯教育センター

うれし野の年輪　第49集
教育委員会県立嬉野台生涯教育セン
ター うれしの学園生涯大学学友会

10
(公財）兵庫県生きがい
創造協会嬉野台生涯教育
センター

令和２年度兵庫県地域高齢者大学　第16期生活動記録集
(公財）兵庫県生きがい創造協会嬉
野台生涯教育センター

11 教育委員会事務局 兵庫県文化財パトロール必携　令和３年３月 教育委員会事務局文化財課

12 企画県民部 兵庫県議会議案  第352回　その10  令和3年2月 企画財政局財政課

13 企画県民部 兵庫県議会議案  第352回　その11  令和3年2月 企画財政局財政課

14 企画県民部 兵庫県議会議案  第352回　その12  令和3年2月 企画財政局財政課

15
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

21世紀ひょうご  第30号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構　学術交流センター交流推進課

16 兵庫県包括外部監査人 包括外部監査結果報告書  令和２年度 兵庫県包括外部監査人

17
（財）兵庫県老人クラブ
連合会

兵庫県老人クラブ連合会創立60周年記念誌  兵庫県老連この10年の歩み （財）兵庫県老人クラブ連合会

18 県立但馬文教府
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座 「但馬文教府みてやま学園大
学院」 研究集録第16集

県立但馬文教府

19 県立但馬文教府 貴生　第50集　但馬文教府みてやま学園文集 県立但馬文教府

20 阪神南県民センター 水辺の施設（港湾・海岸・河川防災施設一覧）2021.4 尼崎港管理事務所

21 健康福祉部 兵庫県のがん  2017（平成29年） 健康局疾病対策課

行政資料　令和３年３月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和２年10・11月分) 監査委員事務局

2 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  2019年 健康局生活衛生課

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第353回　その1 令和３年２月 企画財政局財政課

4 企画県民部 令和3年度当初予算に関する説明書 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案  第353回　その2 令和３年２月 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案  第353回　その3 令和３年２月 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第353回　その4 令和３年２月 企画財政局財政課

8 企画県民部 令和2年度地方公営企業補正予算資料-1（第353回県議会） 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案  第353回　その5 令和３年２月 企画財政局財政課

10 尼崎市立歴史博物館 地域史研究－尼崎市立歴史博物館紀要－第120号 尼崎市立歴史博物館

11 議会事務局 第352回（定例）兵庫県議会会議録  R2.12.1～12.11 議会事務局

12 企画県民部 兵庫県議会議案  第353回　その６  令和3年2月 企画財政局財政課

13 企画県民部 令和2年度補正予選に関する説明書（第353回県議会） 企画財政局財政課

14 企画県民部 令和2年度地方公営企業補正予算資料-2（第353回県議会） 企画財政局財政課

15 企画県民部 兵庫県議会議案  第352回　その７  令和3年2月 企画財政局財政課

行政資料　令和３年２月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 新しい農業を育てる　第54集
農林水産局農業改良課
(兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ)

2 教育委員会 横尾忠則現代美術館年報  平成30･令和元年度 県立美術館

3 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書 令和元年度 企業庁

4 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  令和元年度 企業庁

5 県土整備部 学校報「ALPHA 2019」 県立淡路景観園芸学校

行政資料　令和３年１月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案　第352回　その1　令和2年12月 企画財政局財政課

2 企画県民部 令和2年度公営企業補正予算資料 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案　第352回　その2　令和2年12月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案　第352回　その3　令和2年12月 企画財政局財政課

5 監査委員事務局 監査報告書　令和2年11月 監査委員事務局

6 議会事務局 第351回（定例）兵庫県議会会議録　R2.9.23～10.22 議会事務局

7 兵庫県立健康科学研究所 兵庫県立健康科学研究所業務年報　令和２年度 兵庫県立健康科学研究所

8 企画県民部 兵庫県議会議案　第352回　その4　令和2年12月 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案　第352回　その5　令和2年12月 企画財政局財政課

10
兵庫県立健康生活科学研
究所　健康科学センター

平成31年/令和元年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
兵庫県立健康生活科学研究所　健康
科学センター

11
兵庫県森林動物研究セン
ター

兵庫県森林動物研究センター 年報　令和元年度 兵庫県森林動物研究センター

行政資料　令和２年12月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県公有財産表  令和２年3月31日現在 管理局管財課

2 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和２年7・8・9月分) 監査委員事務局

3 兵庫県・人権啓発協会 のじぎく文芸賞  令和２年度 兵庫県・人権啓発協会

4
（公財）ひょうご震災記
念21世紀研究機構

21世紀ひょうご  第29号
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究
機構 学術交流センター交流推進課

行政資料　令和２年11月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その4　令和2年9月 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その5　令和2年9月 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その6　令和2年9月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その7　令和2年9月 企画財政局財政課

5 出納局 兵庫県歳入歳出決算書（附属書類）　令和元年度 出納局

6 健康福祉部 但馬の福祉　2020 但馬県民局豊岡健康福祉事務所

行政資料　令和２年10月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県土整備部 景観園芸研究　第21号 県立淡路景観園芸学校

2 健康福祉部 ひょうごの児童相談　こども家庭センター業務概要　令和2年7月 兵庫県中央こども家庭センター

3 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和2年4・5・6月分) 監査委員事務局

4 議会事務局 第349回（定例）兵庫県議会会議録　R2.6.9～6.17 議会事務局

5 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その1　令和2年9月 企画財政局財政課

6 企画県民部 令和2年度公営企業補正予算資料 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その2　令和2年9月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案　第351回　その3　令和2年9月 企画財政局財政課

9 企画県民部 県の出資等に係る法人の経営状況説明書　令和2年9月 企画財政局財政課

10 企画県民部 主要施策の成果及び基金運用状況説明書　令和元年度 企画財政局財政課

11 企画県民部 兵庫県行財政運営方針　実施状況報告書　令和元年度 企画財政局財政課

12 企画県民部 21世紀兵庫長期ビジョンの推進状況報告書　令和元年度 企画財政局財政課

13 企画県民部 兵庫県地域創生戦略の実施状況報告書（平成27～令和元年度） 企画財政局財政課

14 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター年報（森林林業編）平成30年度 県立農林水産技術総合センター

15 農政環境部 災害緩衝林整備方針の手引き 県立農林水産技術総合センター

16 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その1）　令和元年度 出納局

17 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その2）　令和元年度 出納局

18 議会事務局 第350回（臨時）兵庫県議会会議録  R2.7.27 議会事務局

行政資料　令和２年９月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県土整備部 令和2年度ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり 住宅建築局住宅政策課

2 企画県民部 令和元年度  参画と協働関連施策の年次報告 県民生活課

3 企画県民部 令和元年度  参画と協働関連施策の年次報告　資料編 県民生活課

行政資料　令和２年８月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　館報　2018 県立歴史博物館

2 教育委員会 兵庫県立歴史博物館紀要　第31号　塵界 県立歴史博物館

3 教育委員会 特別展「お城ができる前の姫路」 県立歴史博物館

4 教育委員会 五大浮世絵師展 県立歴史博物館

5 議会事務局 第348回（臨時）兵庫県議会会議録  R4.4.24 議会事務局

6 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   令和２年度版 県議会事務局

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第350回　その1 令和2年7月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第350回　その2　令和2年7月 企画財政局財政課

行政資料　令和２年７月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県土整備部 兵庫の砂防 土木局砂防課

2 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和元年12月、令和２年1・2・3月分) 監査委員事務局

3 県土整備部 ひょうご水百景 土木局河川整備課

4 教育委員会 神河町文化財調査報告書　第7集　堂屋敷廃寺発掘調査報告書Ⅰ 教育委員会

5 教育委員会 神河町文化財調査報告書　第7集　堂屋敷廃寺発掘調査報告書Ⅱ 教育委員会

6 監査委員事務局 監査報告書　令和2年6月 監査委員事務局

7
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

業務案内2020　（公財）まちづくり技術センター
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

8 企画県民部 兵庫県議会議案　第349回　その1　令和2年6月 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案　第349回　その2　令和2年6月 企画財政局財政課

10 企画県民部 令和元年度予算繰越計算書の報告 企画財政局財政課

11 議会事務局 第347回（定例）兵庫県議会会議録　R2.2.18～3.25 議会事務局

12 企画県民部 兵庫県宗教法人名簿　令和２年 管理局文書課

13 企画県民部 兵庫県議会議案　第349回　その3　令和2年6月 企画財政局財政課

14 企画県民部 兵庫県議会議案　第349回　その4　令和2年6月 企画財政局財政課

15 労働委員会事務局 年報　令和元年版 労働委員会事務局

16 県土整備部
関西３空港の最大活用について考える　セミナー･フォーラムの記録
令和２年３月

県土企画局空港政策課

17 県土整備部
令和元年度関３空港の最大活用について考える　セミナー･フォーラム
の記録（パンフレット）

県土企画局空港政策課

行政資料　令和２年６月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 環境白書　令和元年度版 環境創造局環境政策課

2
（公財）兵庫県市町振興
協会

市町要覧　2020.3 （公財）兵庫県市町振興協会

3 健康福祉部 兵庫県のがん　2016（平成28年） 健康局疾病対策課

行政資料　令和２年５月　新着分



番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県土整備部 ひょうごの下水道　2020年度版 土木局下水道課

2
兵庫県交通安全対策委員
会

令和2年度「ストップ・ザ・交通事故」県民運動実施要項 兵庫県交通安全対策委員会

3 企画県民部 兵庫県政150周年記念事業の記録 地域創生局地域資源課

4 教育委員会 指導の重点　令和2年度 教育企画課

5 教育委員会 ひょうごの教育　令和2年度 教育企画課

6 兵庫県立健康科学研究所 兵庫県立健康科学研究所研究報告　令和2年第2号 兵庫県立健康科学研究所

7 教育委員会 兵庫県立美術館年報　平成30年度 県立美術館

8 教育委員会 兵庫県立美術館　研究紀要　No.14 県立美術館

9 教育委員会 外国人児童生徒等のための受入れハンドブック 人権教育課

10 選挙管理委員会 選挙の記録　平成31年4月～令和元年7月執行 選挙管理委員会

11 農政環境部 ひょうごの「農」2020 農政企画局総合農政課

12 教育委員会 ひょうご歴史研究室紀要　第5号 県立歴史博物館

13 県土整備部 ひょうごの景観ビューポイント150選 まちづくり局都市政策課

14 教育委員会 近世播磨のたたら製鉄史料集 県立歴史博物館

15 教育委員会 令和元年度事業報告　心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

16
兵庫県森林動物研究セン
ター

兵庫県森林動物研究センター　兵庫ワイルドライフモノグラフ12号 兵庫県森林動物研究センター

17 兵庫県立大学
異質環境下におけるシカ・イノシシの固定数推定モデルと持続可能な管
理システムの開発

自然・環境科学研究所

18 企画県民部 兵庫県議会議案　第348回　その1　令和2年4月 企画財政局財政課

19 企画県民部 兵庫県議会議案　第348回　その2　令和2年4月 企画財政局財政課

行政資料　令和２年４月　新着分



行政資料　令和２年３月　新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 うれし野の年輪　第48集
県立嬉野台生涯教育センター
うれしの学園生涯大学学友会

2
(公財）兵庫県生きがい
創造協会

兵庫県地域高齢者大学　令和元年度 嬉野台生涯教育センター

3 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書（令和2年1月14日） 農林水産局林務課

4 農政環境部 揖保川地域森林計画（令和2年1月14日） 農林水産局林務課

5 農政環境部 加古川地域森林計画一部変更計画書（令和2年1月14日） 農林水産局林務課

6 教育委員会 学校における「不登校の未然防止」についての調査研究事業報告書 県立但馬やまびこの郷

7 兵庫県立大学 兵庫県立大学環境人間学部研究報告　第22号 企画管理部

8 農政環境部 新しい農業を育てる　第53集
農林水産局農業改良課
（兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝ

9 県立但馬文教府
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座 「但馬文教府みてやま学
園大学院」 研究集録第15集

県立但馬文教府

10 県立但馬文教府 貴生　第49集　但馬文教府みてやま学園文集 県立但馬文教府

11 教育委員会 兵庫県文化財パトロール必携　令和2年3月 事務局文化財課

12 教育委員会
不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン　令和２年３
月

教育委員会

13 企画県民部 兵庫県議会議案　第347回　その8　令和2年2月 企画財政局財政課

14 企画県民部 兵庫県議会議案　第347回　その9　令和2年3月 企画財政局財政課

15 企画県民部 兵庫県議会議案　第347回　その10　令和2年4月 企画財政局財政課

16 企画県民部 兵庫県議会議案　第347回　その11　令和2年5月 企画財政局財政課

17 教育委員会 兵庫県文化財保存活用大綱 事務局文化財課

18 県土整備部 西播磨地域サイクリングガイド「ぐるっと西はりま」 西播磨県民局光都土木事務所

19 企画県民部 関西広域連合　第4期広域計画【計画期間：令和2年度～4年度】 地域振興課

20 農政環境部 農・畜・林・水産業試験場の歩み
農林水産局農業改良課
（兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝ

21 教育委員会 兵庫県教育関係通知集  令和元年度版 教育委員会



行政資料　令和２年　２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和元年10・11月分) 監査委員事務局

2 議会事務局 第346回（定例）兵庫県議会会議録  R1.12.3～12.13 議会事務局

3 農政環境部 兵庫県食中毒事件録  平成30年 農政環境部健康局生活衛生課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その1  令和２年２月 企画財政局財政課

5 企画県民部 令和元年度地方公営企業会計補正予算資料　令和２年２月 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その2 令和２年２月 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その3 令和２年２月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その4 令和２年２月 企画財政局財政課

9 企画県民部 令和２年度　当初予算に関する説明書 企画財政局財政課

10 県土整備部 学校報「２０１８ALPHA」 県立淡路景観園芸学校

11 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その５  令和2年2月 企画財政局財政課

12 企画県民部 令和元年度補正予選に関する説明書（第347回県議会） 企画財政局財政課

13 企画県民部 令和元年度地方公営企業補正予算資料（第347回県議会） 企画財政局財政課

14 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その６  令和2年2月 企画財政局財政課

15 企画県民部 兵庫県議会議案  第347回　その７  令和2年2月 企画財政局財政課

16 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）平成30年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ



行政資料　令和２年１月　新着分

番号部局名 刊行物名 所管課等

1 出納局 兵庫県歳入歳出決算書（附属書類）　平成30年度 出納局

2 産業労働部 ひょうご経済・雇用白書　令和元年度 産業科学局産業政策課

3
兵庫県森林動物
研究センター

兵庫県森林動物研究センター年報　平成29年度 兵庫県森林動物研究センター



番号部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案　第344回　その1　令和元年6月 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案　第344回　その2　令和元年6月 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案　第344回　その3　令和元年6月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案　第344回　その4　令和元年6月 企画財政局財政課

5 企画県民部 平成30年度予算繰越計算書の報告 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案　第345回　その1　令和元年9月 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案　第345回　その2　令和元年9月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案　第345回　その3　令和元年9月 企画財政局財政課

9 企画県民部 県の出資等に係る法人の経営状況説明書　令和元年9月 企画財政局財政課

10 企画県民部 主要施策の成果及び基金運用状況説明書　平成30年度 企画財政局財政課

11 企画県民部 21世紀兵庫長期ビジョンの推進状況報告書　平成30年度 企画財政局財政課

12 企画県民部 兵庫県地域創生戦略の実施状況報告書（平成27～30年度） 企画財政局財政課

13 企画県民部 兵庫県議会議案　第346回　その1　令和元年12月 企画財政局財政課

14 企画県民部 令和元年度地方公営企業会計補正予算資料　令和元年12月 企画財政局財政課

15 企画県民部 兵庫県議会議案　第346回　その2　令和元年12月 企画財政局財政課

16 企画県民部 兵庫県議会議案　第346回　その3　令和元年12月 企画財政局財政課

17 議会事務局 第345回（定例）兵庫県議会会議録　R1.9.24～10.25 議会事務局

18 企画県民部 兵庫県議会議案　第346回　その4　令和元年12月 企画財政局財政課

19 企画県民部 兵庫県議会議案　第346回　その5　令和元年12月 企画財政局財政課

20
尼崎市立地域研究史料
館

地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第119号 尼崎市立地域研究史料館

21
兵庫県立健康生活科学
研究所健康科学セン
ター

平成30年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
兵庫県立健康生活科学研究所
健康科学センター

22 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書　平成30年度 企業庁

23 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書　附属資料　平成30年度 企業庁

行政資料　令和元年12月　新着分



番号部局名 刊行物名 所管課等

1 但馬県民局 但馬の福祉　2019 豊岡健康福祉事務所

2 企画県民部 兵庫県公有財産表　平成31年3月31日現在 管理局管財課

3 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(令和元年7・8・9月分) 監査委員事務局

4 兵庫県・人権啓発協会 のじぎく文芸賞　令和元年度 兵庫県・人権啓発協会

5 教育委員会 兵庫県立考古博物館　館報　Vol10　平成30年度 兵庫県立考古博物館

6 教育委員会 特別展「縄文土器とその世界」 兵庫県立考古博物館

行政資料　令和元年11月　新着分



行政資料　令和元年10月新着分

番号部局名 刊行物名 所管課等

1 病院局 兵庫県立がんセンター紀要第29巻2018年 病院局



行政資料　令和元年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（森林林業編）平成30年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

2 企画県民部 平成30年度  参画と協働関連施策の年次報告 県民生活課

3 企画県民部 平成30年度  参画と協働関連施策の年次報告　資料編 県民生活課

4
兵庫県立健康科学研究
所

兵庫県立健康科学研究所業務年報　令和元年度 兵庫県立健康科学研究所

5 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成31年4月、令和元年5・6月分) 監査委員事務局

6 企画県民部 兵庫県議会議案  第344回　令和元年6月 企画財政局財政課

7 監査委員事務局 兵庫県公営企業会計決算審査意見書  平成30年度 監査委員事務局

8 監査委員事務局
平成30年度  兵庫県歳入歳出決算審査意見書  基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

9 監査委員事務局
H30年度　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書

監査委員事務局

10 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１）  平成30年度 出納局

11 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その２）  平成30年度 出納局



行政資料　令和元年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 ひょうごの児童相談  こども家庭センター業務概要  令和元年7月 兵庫県中央こども家庭センター

2 県土整備部 令和元年度ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり 住宅建築局住宅政策課

3 県土整備部 姫路港港湾計画書－改訂－令和元年７月 土木局港湾課

4 県土整備部 姫路港港湾計画資料（その１）－改訂－令和元年７月 土木局港湾課

5 県土整備部 姫路港港湾計画資料（その２）－改訂－令和元年７月 土木局港湾課

6 健康福祉部 兵庫県のがん  2015（平成27年） 健康局疾病対策課



行政資料　令和元年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
兵庫県立健康科学研究
所

兵庫県健康科学研究所　創立70周年記念誌 兵庫県立健康科学研究所

2 労働委員会事務局 年報  平成30年版 労働委員会事務局

3 宝塚市教育委員会 市史研究紀要たからづか  第29号 宝塚市教育委員会

4 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館  年報（平成29年度・平成30年度） 兵庫陶芸美術館

5 県土整備部 景観園芸研究  第20号 県立淡路景観園芸学校

6 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   令和元年度版 県議会事務局

7 県議会事務局 はい、県議会です。  資料編   令和元年度版 県議会事務局

8 県土整備部 兵庫県水防計画 令和元年度 土木局河川整備課

9 県土整備部 兵庫県水防計画（資料1） 令和元年度 土木局河川整備課

10 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 令和元年度 土木局河川整備課



行政資料　令和元年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成30年12月、平成31年1・2・３月分) 監査委員事務局

2 監査委員事務局 監査報告書  令和元年6月 監査委員事務局

3 阪神南県民センター 阪神南地域社会基盤整備プログラム（2019～2028年度） 阪神南県民センター

4 議会事務局 第343回（定例）兵庫県議会会議録  H31.2.15～H31.3.20 議会事務局

5
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

業務案内2019　（公財）まちづくり技術センター
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター



行政資料　令和元年５月新着分

番号部局名 刊行物名 所管課等

1
（公財）兵庫県市町振
興協会

市町要覧　2019.3 （公財）兵庫県市町振興協会

2 企画県民部 兵庫県宗教法人名簿　平成31年 管理局文書課



行政資料　平成３１年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 ひょうご歴史研究室紀要　第4号 県立歴史博物館

2
兵庫県立健康科学研究
所

兵庫県立健康科学研究所研究報告　平成3１年第１号 兵庫県立健康科学研究所

3 但馬県民局 但馬の福祉  2018 豊岡健康福祉事務所

4
兵庫県立南但馬自然学
校

研究紀要  平成 29・30年度 兵庫県立南但馬自然学校

5 教育委員会
第2期  ひょうご教育創造プラン兵庫県教育基本計画（平成31～令和3
年度）

教育企画課

6 県土整備部住宅建築局 兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画 住宅政策課

7 産業労働部政策労働局 ひょうご経済・雇用活性化プラン（2019～2023年度） 産業政策課

8 健康福祉部健康局 兵庫県のがん  2014（平成26年） 疾病対策課

9 産業労働部政策労働局 ひょうご経済・雇用活性化プラン（2019～2023年度）概要版 産業政策課

10 教育委員会 指導の重点  2019年度 教育企画課

11 教育委員会 ひょうごの教育　2019年度 教育企画課

12 教育委員会 平成30年度事業報告  心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

13 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　館報　2017 県立歴史博物館

14 教育委員会 兵庫県立歴史博物館紀要　第30号　塵界 県立歴史博物館

15 教育委員会 特別展「ふしぎジオラマミュージアム」 県立歴史博物館

16 教育委員会 特別展「ほろよい・ひょうごー酒と人の文化史ー」 県立歴史博物館

17 企画県民部災害対策局 防災訓練はじめの一歩　Vol.2 消防課

18 農政環境部農政企画局 ひょうごの「農」2019 総合農政課

19 健康福祉部社会福祉局 人権に関する県民意識調査  調査結果報告書 平成31年３月 人権推進課

20 健康福祉部社会福祉局 県民の人権意識ー平成30年度人権に関する県民意識調査の概要ー 人権推進課

21 農政環境部環境創造局 環境白書  平成30年度版 環境政策課

22 農政環境部環境管理局 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画  平成31年度 水大気課

23 阪神北県民局 西谷案内人ガイドブック 県民交流室環境課

24 企画管理部 兵庫県立大学環境人間学部研究報告  第21号 兵庫県立大学

25 県土整備部住宅建築局 損する空き家　損しない空き家～空き家発生予防のための23箇条 住宅政策課

26 神戸市 神戸市教育史  第4集 神戸市

27
兵庫県森林動物研究セ
ンター

兵庫県森林動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ11号 兵庫県森林動物研究センター

28 教育委員会 兵庫県立美術館年報  平成29年度 県立美術館

29 教育委員会 兵庫県立美術館  研究紀要  No.13 県立美術館



行政資料　平成３１年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
(公財）兵庫県生きがい
創造協会嬉野台生涯
教育センター

うれし野の年輪  第47集
(公財）兵庫県生きがい創造協会嬉
野台生涯教育センター

2
(公財）兵庫県生きがい
創造協会嬉野台生涯
教育センター

兵庫県地域高齢者大学平成30年度
(公財）兵庫県生きがい創造協会嬉
野台生涯教育センター

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その７  平成31年2月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その８  平成31年2月 企画財政局財政課

5 県立但馬文教府
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座  「但馬文教府みてやま学
園大学院」  研究集録第14集

県立但馬文教府

6 教育委員会事務局 兵庫県文化財パトロール必携平成３１年3月 文化財課

7 但馬県民局 但馬の近代化遺産ガイドブック
豊岡土木事務所まちづくり建築第
２課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その９ 平成31年2月 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その１０  平成31年2月 企画財政局財政課

10 教育委員会 不登校未然防止リーフレット 県立但馬やまびこの郷

11 兵庫県包括外部監査人 包括外部監査結果報告書  平成30年度 兵庫県包括外部監査人

12 兵庫県教育委員会 ふるさと兵庫魅力発見！ 兵庫県教育委員会



行政資料　平成３１年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成30年10･11月分) 監査委員事務局

2 県土整備部 学校報「２０１７ALPHA」 県立淡路景観園芸学校

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その１  平成31年2月 企画財政局財政課

4 企画県民部 平成31年度　当初予算に関する説明書 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その２  平成31年2月 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その３　平成31年2月 企画財政局財政課

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その４  平成31年2月 企画財政局財政課

8 企画県民部 平成30年度　地方公営企業補正予算資料 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その５  平成31年2月 企画財政局財政課

10 企画県民部 平成30年度補正予選に関する説明書（第343回県議会） 企画財政局財政課

11 企画県民部 平成30年度地方公営企業補正予算資料（第343回県議会） 企画財政局財政課

12 企画県民部 兵庫県議会議案  第343回　その６  平成31年2月 企画財政局財政課

13 議会事務局 第342回（定例）兵庫県議会会議録  H30.12.4～H30.12.14 議会事務局

14 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書（平成31年１月22日） 農林水産局林務課

15 農政環境部 揖保川地域森林計画（平成31年１月22日） 農林水産局林務課

16 農政環境部 加古川地域森林計画一部変更計画書（平成31年１月22日） 農林水産局林務課



行政資料　平成３１年１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  平成29年 健康局生活衛生課



行政資料　平成３０年１２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成30年7･8・9月分) 監査委員事務局

2 教育委員会 兵庫県立考古博物館　館報　Vol9  平成29年度 兵庫県立考古博物館

3 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第11号　平成３０年３月 兵庫県立考古博物館

4 教育委員会 特別展「青銅の鐸と武器」 兵庫県立考古博物館

5 教育委員会 特別展「装飾大刀と日本刀」 兵庫県立考古博物館

6 教育委員会 特別展「兵庫山城探訪」 兵庫県立考古博物館

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第342回　その１  平成30年12月 企画財政局財政課

8 企画県民部 平成30年度地方公営企業補正予算資料（第342回県議会） 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案  第342回　その２  平成30年12月 企画財政局財政課

10 企画県民部 兵庫県議会議案  第342回　その３ 平成30年12月 企画財政局財政課

11 監査委員 監査報告書  平成30年12月 監査委員

12 企画県民部 兵庫県議会議案  第342回　その３ 平成30年12月 企画財政局財政課

13
尼崎市立地域研究史料
館

地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第118号 尼崎市立地域研究史料館

14
兵庫県立大学高度産業
科学技術研究所

ＬＡＳＴＩ  Ａｎｎｕａｌ  Ｒｅｐｏｒｔ  Vol.19（2017）
兵庫県立大学高度産業科学技術
研究所

15
兵庫県森林動物研究セ
ンター

兵庫県森林動物研究センター 年報   平成29年度 兵庫県森林動物研究センター

16
兵庫県立健康生活科学
研究所　健康科学セン
ター

平成28年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
兵庫県立健康生活科学研究所　健
康科学センター

17 議会事務局 第341回（定例）兵庫県議会会議録  H30.9.25～H30.10.26 議会事務局

18 農政環境部 新しい農業を育てる  第52集　　平成30年11月
農林水産局農業改良課  （兵庫県
立農林水産技術総合センター）



行政資料　平成３０年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成29年度 企業庁

2 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成29年度 企業庁

3 企画県民部 兵庫県移住・定住ガイド 地域創生局地域創生課

4 健康福祉部 兵庫県　手話ハンドブック 障害福祉局ユニバーサル推進課

5 産業労働部 兵庫県商店街･小売市場団体名簿  平成３０年度 産業振興局経営商業課

6 産業労働部 兵庫県技能顕功賞受賞者名簿  平成30年度 政策労働局能力開発課

7 企画県民部 兵庫県公有財産表  平成30年3月31日現在 管理局管財課

8 教育委員会 横尾忠則美術館年報  平成28･29年度 県立美術館

9 兵庫県立健康科学研究所 兵庫県立健康科学研究所業務年報　平成30年度 兵庫県立健康科学研究所

10 兵庫県・人権啓発協会 のじぎく文芸賞  平成30年度 兵庫県・人権啓発協会



行政資料　平成３０年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 食の安全安心を創る（ＨＡＣＣＰ） 健康局生活衛生課

2 議会事務局 第340回（定例）兵庫県議会会議録  H30.6.5～H30.6.13 議会事務局

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その４  平成30年9月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その５  平成30年9月 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その６ 平成30年9月 企画財政局財政課

6 産業労働部 ひょうご経済・雇用白書　平成30年度 産業科学局産業政策課

7 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）平成29年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その７ 平成30年9月 企画財政局財政課

9 出納局 兵庫県歳入歳出決算書（附属書類）  平成29年度 出納局



行政資料　平成３０年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県土整備部 景観園芸研究  第19号 県立淡路景観園芸学校

2 教育委員会 兵庫県立図書館　平成29年度要覧 県立図書館

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（森林林業編）平成29 年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

4 県土整備部
関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･フォーラムの記録
平成30年３月

県土企画局空港政策課

5 県土整備部
平成29年度関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･
フォーラムの記録（パンフレット）

県土企画局空港政策課

6 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成30年4･5・6月分) 監査委員事務局

7 議会事務局 兵庫県地域創生戦略の実施状況報告書（平成29年度） 議会事務局

8 議会事務局 21世紀兵庫長期ビジョンの推進状況報告書（平成29年度） 議会事務局

9 議会事務局 主要施策の成果及び基金運用状況説明書　平成29年度 議会事務局

10 議会事務局 県の出資等に係る法人の経営状況説明書　平成30年９月 議会事務局

11 監査委員事務局
H29年度　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書

監査委員事務局

12 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その１  平成30年9月 企画財政局財政課

13 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その２  平成30年9月 企画財政局財政課

14 企画県民部 兵庫県議会議案  第341回　その３ 平成30年9月 企画財政局財政課

15 監査委員事務局 兵庫県公営企業会計決算審査意見書  平成29年度 監査委員事務局

16 監査委員事務局
平成29年度  兵庫県歳入歳出決算審査意見書  基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

17 企画県民部 平成30年度地方公営企業補正予算資料（第341回県議会） 企画財政局財政課

18 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１）  平成29年度 出納局

19 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その２）  平成29年度 出納局



行政資料　平成３０年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 今こそ巡りたい兵庫の近代歴史遺産１５０ 文化財課

2 企画県民部 平成29年度  参画と協働関連施策の年次報告 県民生活課

3 企画県民部 平成29年度  参画と協働関連施策の年次報告　資料編 県民生活課



行政資料　平成３０年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成30年度版 県議会事務局

2 健康福祉部 兵庫県建康づくり推進実施計画 健康局建康増進課

3 企画県民部 まんが兵庫の歴史 県政150周年記念事業室

4 県土整備部 平成30年度ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり 住宅建築局住宅政策課

5 県土整備部 兵庫県水防計画 平成30 年度 土木局河川整備課

6 県土整備部 兵庫県水防計画（資料１） 平成30 年度 土木局河川整備課

7 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 平成30 年度 土木局河川整備課



行政資料　平成３０年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 監査報告書  平成30年6月 監査委員事務局

2 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成30年1･2・3月分) 監査委員事務局

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第340回　その１  平成30年6月 企画財政局財政課

4 企画県民部 昭和29年度予算繰越計算書の報告 企画財政局財政課

5 議会事務局 第339回（定例）兵庫県議会会議録  H30.2.16～H30.3.23 議会事務局

6
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

業務案内２０１８　（公財）まちづくり技術センター
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

7 企画県民部 兵庫県議会議案  第340回　その2  平成30年6月 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第340回　その3  平成30年6月 企画財政局財政課

9 企画県民部 兵庫県議会議案  第340回　その4  平成30年6月 企画財政局財政課

10 企画県民部 兵庫県議会議案  第340回　その5  平成30年6月 企画財政局財政課

11 神戸県民県民センター 神戸住吉川水の生きもの魚道の図鑑 神戸土木事務所

12 教育委員会 兵庫県文化財調査報告書  平成29年度指定 教育委員会

13 健康福祉部 兵庫県老人福祉計画（第7期介護保険事業支援計画） 少子高齢局高齢政策課

14 労働委員会事務局 年報  平成29年版 労働委員会事務局



行政資料　平成３０年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 姫路市 姫路市史  第２巻  本編 古代・中世 姫路市

2 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　館報　2015・2016 県立歴史博物館

3 教育委員会 兵庫県立歴史博物館紀要　第二十九号　塵界 県立歴史博物館

4 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　特別展図録「ひょうごの美ほとけ」 県立歴史博物館

5 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　特別展図録「ひょうごと秀吉」 県立歴史博物館

6
（公財）兵庫県市町振
興協会

市町要覧  2018.3 （公財）兵庫県市町振興協会

7 健康福祉部 兵庫県がん対策推進計画（第5次ひょうご対がん戦略推進方策） 健康局疾病対策課

8 企画県民部 兵庫県宗教法人名簿  平成30年 管理局文書課

9 健康福祉部 兵庫県保健医療計画（平成30年４月） 健康局医務課



行政資料　平成３０年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
兵庫県知的障害者施設
協会

障害者（児）施設・障害福祉サービス事業所における防犯マニュアル作
成ガイドライン

兵庫県知的障害者施設協会

2
兵庫県交通安全対策委
員会

平成30年度「ストップ・ザ・交通事故」県民運動実施要項 兵庫県交通安全対策委員会

3
会計検査院事務総長官
房総務課渉外広報室

会計検査院 平成30年度
会計検査院事務総長官房総務課
渉外広報室

4 教育委員会 ひょうご歴史研究室紀要　第3号 県立歴史博物館

5 教育委員会 兵庫県立美術館年報  平成28年度 県立美術館

6 教育委員会 兵庫県立美術館  紀要  No.12 県立美術館

7 教育委員会 指導の重点  平成30年度 教育企画課

8 教育委員会 ひょうごの教育  平成30年度 教育企画課

9 教育委員会 平成29年度事業報告  心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

10 県土整備部 ひょうごの道路
土木局道路企画課・高速道路推進
室・道路街路課・道路保全課

11 県土整備部 ひょうごの公共交通 県土企画局交通政策課

12
（公財）ひょうご環境創
造協会

環境白書  平成29年度版 （公財）ひょうご環境創造協会

13 県土整備部 兵庫県の区画整理（平成30年３月） まちづくり局市街地整備課

14 但馬県民局 但馬の福祉  2017 但馬長寿の郷

15
兵庫県森林動物研究セ
ンター

兵庫県森林動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ10号 兵庫県森林動物研究センター

16 姫路市 姫路市史  第２巻  本編 古代・中世 姫路市



行政資料　平成３０年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
(公財）兵庫県生きがい
創造協会嬉野台生涯教
育センター

うれし野の年輪  第46集
(公財）兵庫県生きがい創造協会嬉
野台生涯教育センター

2
(公財）兵庫県生きがい
創造協会嬉野台生涯教
育センター

兵庫県地域高齢者大学平成29年度
(公財）兵庫県生きがい創造協会嬉
野台生涯教育センター

3 教育委員会 兵庫県教育関係通知集  平成29年度版 教育委員会

4 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書（平成30年１月19日） 農林水産局林務課

5 農政環境部 揖保川地域森林計画一部変更計画書（平成30年１月19日） 農林水産局林務課

6 農政環境部 加古川地域森林計画一部変更計画書（平成30年１月19日） 農林水産局林務課

7 議会事務局 第338回（定例）兵庫県議会会議録  H29.12.4～H29.12.14 議会事務局

8 県土整備部 ひょうごの下水道  2018年度版 土木局下水道課

9 企画管理部 兵庫県立大学地域ケア開発研究所 研究活動報告集  第3号 県立大学地域ケア開発研究所

10 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その７  平成30年2月 企画財政局財政課

11 企画管理部 兵庫県立大学環境人間学部研究報告  第20号 兵庫県立大学

12 農政環境部 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画  平成30年度 環境管理局水質課

13
兵庫県立芸術文化セン
ター

兵庫県立芸術文化センター活動記録  平成27年度 兵庫県立芸術文化センター

14
兵庫県立芸術文化セン
ター

兵庫県立芸術文化センター活動記録  平成28年度 兵庫県立芸術文化センター

15 教育委員会事務局 兵庫県文化財パトロール必携平成30年3月 文化財課

16 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その８  平成30年2月 企画財政局財政課

17 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その９ 平成30年2月 企画財政局財政課

18 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その１０平成30年2月 企画財政局財政課

19 選挙管理委員会 選挙の記録  平成29年度執行 選挙管理委員会

20 県土整備部 兵庫の再開発  2017  VOL.21 まちづくり局市街地整備課

21 健康福祉部 兵庫県自殺対策計画 障害福祉局障害福祉課

22 兵庫県阪神北県民局 黒川案内人ガイドブック 兵庫県阪神北県民局



行政資料　平成３０年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫県立大学
兵庫県立大学大学院物質理学研究科・生命理学研究科研究一覧  第
28号

兵庫県立大学

2 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成29年10･11月分) 監査委員事務局

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その１  平成30年2月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その２  平成30年2月 企画財政局財政課

5 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その３  平成30年2月 企画財政局財政課

6 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その４  平成30年2月 企画財政局財政課

7 企画県民部 平成30年度当初予選に関する説明書（第339回県議会） 企画財政局財政課

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その５  平成30年2月 企画財政局財政課

9 企画県民部 平成29年度補正予選に関する説明書（第339回県議会） 企画財政局財政課

10 企画県民部 平成29年度地方公営企業補正予算資料（第339回県議会） 企画財政局財政課

11 企画県民部 兵庫県議会議案  第339回　その６  平成30年2月 企画財政局財政課

12 健康福祉部 兵庫県助産師出向支援導入事業　平成28年度試行事業報告 健康局医務課

13 県土整備部
関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･フォーラムの記録
平成29年３月

県土企画局空港整備課

14 県土整備部
平成28年度関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･
フォーラムの記録（パンフレット）

県土企画局空港整備課



行政資料　平成３０年１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第337回（定例）兵庫県議会会議録  H29.9.22～H29.10.25 議会事務局

2 尼崎市立地域研究史料館 地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第117号 尼崎市立地域研究史料館

3 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成27年度 企業庁

4 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成27年度 企業庁

5 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成28年度 企業庁

6 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成28年度 企業庁



行政資料　平成２９年１２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案  第338回　その１  平成29年12月 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第338回　その２　平成29年12月 企画財政局財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第338回　その３　平成29年12月 企画財政局財政課

4 監査委員 監査報告書  平成29年12月 監査委員

5 企画県民部 情報公開事務の手引（平成29年12月） 管理局文書課県民情報センター

6 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  平成28年 健康局生活衛生課

7 産業労働部 ひょうご経済・雇用白書　平成29年度 産業科学局産業政策課

8
兵庫県立健康生活科学研究所
健康科学センター

平成27年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
兵庫県立健康生活科学研究所
健康科学センター

9 神戸県民センター 知っとこうべ Vol.8 神戸土木事務所

10 健康福祉部 兵庫県のがん  2013（平成25年） 健康局疾病対策課

11 農政環境部 新しい農業を育てる  第51集　　平成29年11月
農林水産局農業改良課（兵庫県
立農林水産技術総合センター）

12 兵庫県・人権啓発協会 のじぎく文芸賞  平成29年度 兵庫県・人権啓発協会



行政資料　平成２９年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫県教育委員会 いじめ対応マニュアル（平成29年８月）改訂版 兵庫県教育委員会

2 教育委員会 千石コレクション　ー鏡鑑編ー 兵庫県立考古博物館

3
兵庫県立大学高度産業
科学技術研究所

ＬＡＳＴＩ  Ａｎｎｕａｌ  Ｒｅｐｏｒｔ  Vol.18（2016）　兵庫県立大学　高度産業科
学技術研究所

兵庫県立大学高度産業科学技術
研究所

4 農政環境部 兵庫県の一般廃棄物処理  平成27年度 環境管理局環境整備課

5 企画県民部 兵庫県公有財産表  昭和39年3月31日現在 管理局管財課

6 企画県民部 兵庫県公有財産表  昭和40年3月31日現在 管理局管財課

7 企画県民部 兵庫県公有財産表  平成28年3月31日現在 管理局管財課

8 教育委員会 兵庫県立考古博物館　官報　Vol8  平成28年度 兵庫県立考古博物館

9 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第10号 兵庫県立考古博物館

10 教育委員会 兵庫の古鏡 兵庫県立考古博物館

11 教育委員会 特別展「江戸時代の兵庫津」 兵庫県立考古博物館

12 教育委員会 大中遺跡「再」発見！ 兵庫県立考古博物館

13 教育委員会 A・SA・GOのカントリーロード～ひとの道・モノの道～ 兵庫県立考古博物館

14 教育委員会 東播磨の弥生遺跡（遺跡・展示施設ガイドブック） 兵庫県立考古博物館

15 病院局 兵庫県立がんセンター紀要第28巻2016 病院局

16 出納局 兵庫県歳入歳出決算書（附属書類）  平成28年度 出納局

17 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成29年7･8･9月分) 監査委員事務局



行政資料　平成２９年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その５　平成29年9月 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その６　平成29年9月 企画財政局財政課

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）平成28年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

4 国土交通省 わかりやすい土地読本 国土交通省

5 市川町教育委員会 ぶらりいちかわ散歩道 市川町教育委員会

6 兵庫県森林動物研究センター 兵庫県森林動物研究センター 年報   平成28年度 兵庫県森林動物研究センター

7 兵庫県立人と自然の博物館 ひとはくレポート　2012-2016 兵庫県立人と自然の博物館

8 企画県民部 個人情報の保護に関する条例の解釈運用の手引 管理局文書課県民情報センター

9 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その7　平成29年9月 企画財政局財政課

10 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その8　平成29年9月 企画財政局財政課

11 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その9　平成29年9月 企画財政局財政課

12 企画県民部 兵庫県災害時要援護者支援指針（平成29年9月改訂） 防災企画課

13 企画県民部 個別支援計画（マイプラン）作成の手引き 防災企画課



行政資料　平成２９年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成29年4･5･6月分) 監査委員事務局

2 議会事務局 第336回（定例）兵庫県議会会議録  H29.6.1～H29.6.9 議会事務局

3 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１）  平成28年度 出納局

4 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その２）  平成28年度 出納局

5 監査委員事務局
H28年度　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書

監査委員事務局

6 企業庁 兵庫県公営企業会計決算審査意見書  平成28年度 企業庁

7 監査委員事務局
平成28年度  兵庫県歳入歳出決算審査意見書  基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

8 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（森林林業編）平成28年度 県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

9 東播磨県民局 高砂西港再整備事業竣功記録誌 東播磨県民局

10 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その１  平成29年9月 企画財政局財政課

11 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その２　平成29年9月 企画財政局財政課

12 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その３　平成29年9月 企画財政局財政課

13 企画県民部 兵庫県議会議案  第337回　その４　平成29年9月 企画財政局財政課



行政資料　平成２９年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館  年報（平成27年度・平成28年度） 兵庫陶芸美術館

2 県土整備部 ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり 県土整備部

3 健康福祉部
兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター業務年報  平成
29年度

県立健康生活科学研究所健康科
学研究センター

4 県土整備部 兵庫県水防計画 平成29 年度 土木局河川整備課

5 県土整備部 兵庫県水防計画（資料１） 平成29 年度 土木局河川整備課

6 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 平成29 年度 土木局河川整備課

7 兵庫県中央こどもセンターひょうごの児童相談  児童相談所業務概要  平成 29年 7月 兵庫県中央こどもセンター

8 企画県民部 平成28年度  参画と協働関連施策の年次報告 県民生活課

9 企画県民部 平成28年度  参画と協働関連施策の年次報告　資料編 県民生活課



行政資料　平成２９年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
兵庫県立健康生活科学
研究所健康科学研究セ
ンター

兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告  第8
号  平成29年

兵庫県立健康生活科学研究所健
康科学研究センター

2 健康福祉部 兵庫県健康づくり推進プラン（第２次） 健康福祉部

3 健康福祉部 平成28年度　兵庫県健康づくり実態調査報告書 健康福祉部

4 健康福祉部 平成29年度　中学生・高校生の健康づくり実態調査報告書 健康福祉部

5 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成21年度版 県議会事務局

6 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成22年度版 県議会事務局

7 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成23年度版 県議会事務局

8 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成24年度版 県議会事務局

9 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成25年度版 県議会事務局

10 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成26年度版 県議会事務局

11 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成27年度版 県議会事務局

12 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成28年度版 県議会事務局

13 県議会事務局 はい、県議会です。  心をつなぐ県議会情報誌   平成29年度版 県議会事務局

14 厚生労働省 第６４回医療扶助実態調査（医療内容調査）結果  平成28年6月審査分 社会･援護局保護課

15 厚生労働省 社会保障生計調査結果　平成27年度 社会･援護局保護課



行政資料　平成２９年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 兵庫県阪神北県民局 阪神北地域産業のすがた 兵庫県阪神北県民局

2 兵庫県北播磨県民局 北播磨ＬＩＦＥ 兵庫県北播磨県民局

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第336回　その２ 平成29年6月 企画財政局財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第336回　その３ 平成29年6月 企画財政局財政課

5
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター 業務案内２０１７　（公財）まちづくり技術センター

（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

6 兵庫県淡路県民局 俳句で詠む淡路百景 兵庫県淡路県民局

7 議会事務局 第335回（定例）兵庫県議会会議録  H29.2.17～H29.3.24 議会事務局

8 兵庫県教育委員会 兵庫県文化財調査報告書  平成28年度指定 兵庫県教育委員会

9 労働委員会事務局 年報  平成28年版 労働委員会事務局

10 宝塚市教育委員会 市史研究紀要たからづか  第28号 宝塚市教育委員会

11 県土整備部 景観園芸研究  第18号 県立淡路景観園芸学校



行政資料　平成２９年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 企画県民部　事務概要  平成29年度 企画県民部

2 県立歴史博物館 塵界  第28号 県立歴史博物館

3 県立歴史博物館 人間国宝　桂米朝とその時代 県立歴史博物館

4 教育委員会 教育委員会　事務概要  平成29年度 教育委員会

5 農政環境部 農政環境部　事務概要  平成29年度 農政環境部

6 健康福祉部 健康福祉部　事務概要  平成29年度 健康福祉部

7 県土整備部 県土整備部　事務概要  平成29年度 県土整備部

8 企業庁 企業庁　　　　事業概要  平成29年度 企業庁

9 産業労働部 産業労働部　事務概要  平成29年度 産業労働部

10
(公財)兵庫県勤労福祉
協会

ワーク・ライフ・バランスのすすめ (公財)兵庫県勤労福祉協会

11
(公財)ひょうご震災記念
21世紀研究機構

人口減少、少子・高齢化社会におけるライフスタイルと社会保障のあり
方

(公財)ひょうご震災記念21世紀研
究機構

12 企画管理部 兵庫県宗教法人名簿  平成29年 管理局文書課

13 企画県民部 兵庫県議会議案  第336回　その１  平成29年6月 企画財政局財政課

14 財政課 予算繰越計算書の報告  昭和29年度 財政課

15 監査委員 監査報告書  平成29年5月 監査委員

16 監査委員 行政監査報告  平成29年5月 監査委員

17 監査委員事務局 例月現金出納検査報告(平成28年12月、29年1･2･3 月分) 監査委員事務局



行政資料　平成２９年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 研究紀要  平成 27・28年度 兵庫県立南但馬自然学校

2 教育委員会 将来ビジョンのまとめ 兵庫県立南但馬自然学校

3
（公財）兵庫県市町振
興協会

市町要覧  2017.3 （公財）兵庫県市町振興協会

4 農政環境部 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画  平成28年度 環境管理局水質課

5 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書 農林水産局林務課

6 農政環境部 揖保川地域森林計画一部変更計画書 農林水産局林務課

7 農政環境部 加古川地域森林計画 農林水産局林務課

8 教育委員会 兵庫が育む　こころ豊かで自立した人づくり 教育委員会

9 教育委員会 指導の重点  平成29年度 教育企画課

10 中央経済社 ASEAN経済共同体の成立 中央経済社

11 健康福祉部 食の安全安心推進計画（第３次） 健康局生活衛生課

12
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

設立２０周年記念誌
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

13 県土整備部 兵庫県住生活基本計画 住宅建築局住宅政策課

14 県土整備部 兵庫県住生活基本計画の概要 住宅建築局住宅政策課

15 県土整備部 兵庫県高齢者居住安定確保計画 住宅建築局住宅政策課

16 県土整備部 兵庫県高齢者居住安定確保計画の概要 住宅建築局住宅政策課

17 県立工業技術センター 兵庫県立工業技術センター創立百周年記念誌 県立工業技術センター

18 教育委員会 神河町歴史文化基本構想（資料編） 教育委員会

19 教育委員会 神河町歴史文化基本構想【概要版】 教育委員会

20
（公財）ひょうご環境創
造協会

環境白書  平成2８年度版 （公財）ひょうご環境創造協会

21 教育委員会 平成28年度事業報告  心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

22 教育委員会 適応指導教室運営ガイドプラン 県立但馬やまびこの郷

23 県土整備部 港湾・海岸調査報告書 土木局港湾課

24 健康福祉部 平成２５年度特定健診データ解析報告書 健康福祉部

25 教育委員会 兵庫県立美術館　年報 兵庫県立美術館

26 教育委員会 兵庫県立美術館　研究紀要 兵庫県立美術館

27
兵庫県森林動物研究セ
ンター

兵庫県森林動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ９号 兵庫県森林動物研究センター



行政資料　平成２９年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第333回（定例）兵庫県議会会議録  H28.9.23～H28.10.26 議会事務局

2 神戸県民センター 知っとこうべ 神戸土木事務所

3 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  平成27年 生活衛生課

4 農政環境部 新しい農業を育てる  第50集
農業改良課  （県立農林水産技術
総合センター）

5 企画県民部 兵庫県公有財産表  平成28年3月31日現在 管財課

6 健康福祉部 平成27年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
県立健康生活科学研究所　健康科
学センター



行政資料　平成２９年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
尼崎市立地域研究史料
館

地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第116号 尼崎市立地域研究史料館

2 企画県民部企画財政局 市町村税の状況  平成22年度 市町村振興課

3 企画県民部企画財政局 市町村税の状況  平成23年度 市町村振興課

4 企画県民部企画財政局 市町村税の状況  平成24年度 市町村振興課

5 企画県民部企画財政局 市町村税の状況  平成26年度 市町村振興課

6 議会事務局 第334回（定例）兵庫県議会会議録  H28.12.5～H28.12.15 議会事務局

7 企画県民部企画財政局 兵庫県議会議案  第335回　その１  平成29年2月 財政課

8 企画県民部企画財政局 兵庫県議会議案  第335回　その２　平成29年2月 財政課

9 企画県民部企画財政局 兵庫県議会議案  第335回　その３　平成29年2月 財政課

10 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成28年10・11月分） 監査委員事務局

11
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

21世紀ひょうご  第21号
（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構

12 企画県民部企画財政局 兵庫県議会議案  第335回　その4  平成29年2月 財政課

13 企画県民部企画財政局 兵庫県議会議案  第335回　その5  平成29年2月 財政課

14 企画県民部企画財政局
平成28年度地方公営企業補正予算資料　第335回県議会　平成29年
度

財政課

15 但馬県民局 但馬の福祉  2016 但馬長寿の郷



行政資料　平成２９年１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第333回（定例）兵庫県議会会議録  H28.9.23～H28.10.26 議会事務局

2 神戸県民センター 知っとこうべ 神戸土木事務所

3 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  平成27年 生活衛生課

4 農政環境部 新しい農業を育てる  第50集
農業改良課  （県立農林水産技術
総合センター）

5 企画県民部 兵庫県公有財産表  平成28年3月31日現在 管財課

6 健康福祉部 平成27年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報
県立健康生活科学研究所　健康科
学センター



行政資料　平成２８年１２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 兵庫県森林動物研究センター 年報   平成27年度 森林動物研究センター

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第334回　その１ 財政課

3 企画県民部 兵庫県議会議案  第334回　その２ 財政課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第334回　その３ 財政課

5 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成28年７・８・９月分） 監査委員事務局

6 監査委員事務局 監査報告書  平成28年12月 監査委員事務局

7 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター  研究報告〔農業編〕  第64号 県立農林水産技術総合センター

8 企画県民部 兵庫県議会議案  第334回　その4 財政課

9 産業労働部 ひょうご経済・雇用白書　平成28年度 産業政策課

10 兵庫県 兵庫県地域医療構想 兵庫県

11 農政環境部 兵庫県分別収集促進計画（第8期） 環境整備課



行政資料　平成２８年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）平成27年度　2015 県林農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

2
尼崎市立地域研究史料
館

図説  尼崎の歴史  上巻 尼崎市立地域研究史料館

3
尼崎市立地域研究史料
館

図説  尼崎の歴史  下巻 尼崎市立地域研究史料館

4
尼崎市立地域研究史料
館

図説  尼崎の歴史  ダイジェスト版 尼崎市立地域研究史料館

5 企業庁 兵庫県企業庁五十年史 企業庁

6 教育委員会 兵庫県立考古博物館　官報　Vol7  平成27年度 兵庫県立考古博物館

7 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第9号 兵庫県立考古博物館

8 教育委員会 ひょうごの遺跡２０16―調査研究速報― 兵庫県立考古博物館

9 教育委員会 王家の埴輪　池田古墳のすべて　兵庫県立考古博物館図録 兵庫県立考古博物館

10 教育委員会 築城　職人たちの輝き　兵庫県立考古博物館特別展図録 兵庫県立考古博物館

11 教育委員会
国史跡　多田銀銅山　銀山攻略　第二巻　役所関連遺跡の調査　展示
解説図録

兵庫県立考古博物館

12 教育委員会 千石コレクション　古代中国鏡の至宝 兵庫県立考古博物館

13 砂防課 兵庫の砂防 砂防課

14 農政環境部 兵庫県の一般廃棄物処理  平成26年度 環境整備課

15 国土交通省 近畿の運輸行政  2016 近畿運輸局

16 県土整備部
関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･フォーラムの記録
平成28年３月　ちらし

県土整備部県土企画局空港整備
課

17 県土整備部
関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･フォーラムの記録
平成28年３月

県土整備部県土企画局空港整備
課

18 兵庫県立大学
ＬＡＳＴＩ  Ａｎｎｕａｌ  Ｒｅｐｏｒｔ  Vol.17（2015）　兵庫県立大学　高度産業科
学技術研究所

兵庫県立大学高度産業科学技術
研究所



行政資料　平成２８年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 県有地信託に係る事務処理状況説明書  平成28年 9月 財政課

2 議会事務局 第333回（定例）兵庫県議会案　その4　平成28年9月 議会事務局

3 第一法規出版株式会社 兵庫県教育実務必携  平成28年度版  国編 第一法規出版株式会社

4 第一法規出版株式会社 兵庫県教育実務必携  平成28年度版  県編 第一法規出版株式会社

5 産業労働部 兵庫県商店街･小売市場団体名簿  平成28年度 産業労働部



行政資料　平成２８年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 新兵庫県環境学習環境教育基本方針（冊子） 環境影響評価室

2 農政環境部 新兵庫県環境学習環境教育基本方針（概要） 環境影響評価室

3 農政環境部
兵庫県立農林水産技術総合センター 年報  （森林林業編）  平成27年
度

県立農林水産技術総合センター
森林林業技術センター

4 健康福祉部
兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター業務年報  平成
28年度

健康福祉部県立健康生活科学研
究所健康科学研究センター

5 県土整備部 ひょうご県営住宅整備・管理計画　平成28年 住宅建築局

6 企画県民部 ひょうご水ビジョン　H28年3月 水エネルギー課

7 議会事務局 第333回（定例）兵庫県議会案　その１　平成28年9月 議会事務局

8 議会事務局 第333回（定例）兵庫県議会案　その２　平成28年9月 議会事務局

9 議会事務局 第333回（定例）兵庫県議会案　その３　平成28年9月 議会事務局

10 議会事務局
公立大学法人兵庫県立大学における平成２７年度の取組及び公立大
学法人移行後３年間の取組に対する評価結果

議会事務局

11 議会事務局
（別冊）　行財政構造改革推進方策実施状況報告書（平成２７年度）（公
社等）

議会事務局

12 議会事務局 行財政構造改革推進方策実施状況報告書（平成２７年度） 議会事務局

13 議会事務局 兵庫県地域創生戦略の実施状況報告書（平成27年度） 議会事務局

14 議会事務局 21世紀兵庫長期ビジョンの推進状況報告書（平成27年度） 議会事務局

15 議会事務局 主要施策の成果及び基金運用状況説明書　平成２７年度 議会事務局

16 議会事務局 県の出資等に係る法人の経営状況説明書　平成28年９月 議会事務局

17 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成28年４・５・６月分） 監査委員事務局

18 監査委員事務局
H27年度　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書

監査委員事務局

19 企業庁 兵庫県公営企業会計決算審査意見書  平成27年度 企業庁

20 監査委員事務局
平成27年度  兵庫県歳入歳出決算審査意見書  基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

21 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１）  平成27年度 出納局

22 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その２）  平成27年度 出納局



行政資料　平成２８年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
兵庫県立健康生活科学
研究所

兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告  第6
号  平成28 年

健康科学研究センター

2 議会事務局 第332回（定例）兵庫県議会会議録  H28.6.2～H28.6.10 議会事務局

3 企画県民部 平成27年度  参画と協働関連施策の年次報告 県民生活課

4 企画県民部 平成27年度  参画と協働関連施策の年次報告　資料編 県民生活課

5 企画県民部 参画と協働の推進方策 県民生活課

6 出納局 兵庫県歳入歳出決算書  平成27年度 出納局

7 県土整備部 兵庫県水防計画 平成28 年度 河川整備課

8 県土整備部 兵庫県水防計画（資料１） 平成28 年度 河川整備課

9 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 平成28 年度 河川整備課

10 西播磨県民局 西播磨の公共土木施設災害　Ⅰ章　被災編 光都土木事務所・龍野土木事務所

11 西播磨県民局 西播磨の公共土木施設災害　Ⅱ章　復旧・復興編 光都土木事務所・龍野土木事務所

12 西播磨県民局 西播磨の公共土木施設災害　Ⅱ章　完了編 光都土木事務所・龍野土木事務所

13 健康生活部 ひょうごの児童相談  こども家庭センター業務概要（平成28年7月） 中央こどもセンター



行政資料　平成２８年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
（財）ひょうご震災記念
21世紀研究機構

阪神・淡路大震災記念  人と防災未来センター  平成27年度  年次報
告書

（財）ひょうご震災記念21世紀研究
機構   人と防災未来センター

2 労働委員会事務局 年報  平成27年版 労働委員会事務局

3 教育委員会事務局 兵庫県文化財調査報告書  平成27年度指定・登録 文化財室

4 教育委員会事務局 但馬の民俗芸能Ⅰ　風流 文化財室

5 健康生活部健康局 兵庫県のがん  2012（平成24年） 疾病対策課



行政資料　平成２８年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 県土整備部
ひょうご住まいの統計  －統計編①－  平成25年住宅･土地統計調査
集計表

住宅政策課

2 県土整備部
ひょうご住まいの統計  －統計編②－  平成25年住生活総合調査集計
表  平成20年

住宅政策課

3 県土整備部 ひょうご住まいの統計  －解説編－  平成25年住宅･土地統計調査 住宅政策課

4 企画県民部 兵庫県議会議案  第332回 財政課

5 監査委員事務局 監査報告書  平成28年6月 監査委員事務局

6 議会事務局 第330回（定例）兵庫県議会会議録  H28.2.1 議会事務局

7 議会事務局 第331回（定例）兵庫県議会会議録  H28.2.18～H28.3.24 議会事務局

8 県土整備部 第３回兵庫県都市計画審議会　平成２７年度 都市計画課

9
（公財）兵庫県まちづく
り技術センター

業務案内2016
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター

10 教育委員会 兵庫県立図書館　平成28年度要覧 県立図書館



行政資料　平成２８年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 兵庫県立美術館収蔵作品選 県立美術館

2 教育委員会 ひょうご歴史研究室紀要　創刊号 歴史博物館

3 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　館報　2013・2014 歴史博物館

4 教育委員会 兵庫県立歴史博物館紀要　第二十七号　塵界 歴史博物館

5 教育委員会
兵庫県立歴史博物館　特別展図録　美似 the NIPPON 海洋堂のミニ
チュアコレクション

歴史博物館

6 教育委員会
兵庫県立歴史博物館　特別展図録　出石焼ー但馬のくらしとやきも
のー公式ガイドブック

歴史博物館

7 教育委員会 兵庫県立歴史博物館　新潟・兵庫連携企画展図録　北前船 歴史博物館

8 企画県民部 事務概要  平成28年度 企画県民部

9 労働部 事務概要  平成28年度 労働部

10 教育委員会 事務概要  平成25年度 教育委員会

11 教育委員会 神河町歴史文化基本構想 教育委員会

12 白桃書房 リサーチ・ビジョン 白桃書房

13 農政環境部 農政環境部事務概要  平成28 年度 農政環境部

14 企業庁 企業庁事業概要  平成28年度 企業庁

15 県土整備部 県土整備部概要  平成28年度 県土整備部

16 健康福祉部 事務概要  平成28年度 健康福祉部

17 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成27年12月、平成28年１･２・３月分） 監査委員事務局

18 住宅整備課
兵庫県住生活基本計画および兵庫県高齢者居住安定確保計画　改定
素案

住宅整備課

19 県土整備部 景観園芸研究  第17号 県立淡路景観園芸学校



行政資料　平成２８年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1
兵庫県立健康生活科学
研究所

平成26年　兵庫県感染症発生動向調査事業　年報 健康科学センター

2 教育委員会 兵庫が育む　こころ豊かで自立した人づくり 教育委員会

3 教育委員会 指導の重点  平成28年度 教育企画課

4 県土整備部 ひょうごの下水道  2016年度版 下水道課

5 農政環境部 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画  平成28年度 水質課

6 教育委員会 兵庫県立美術館年報  平成28年度 県立美術館

7 教育委員会 兵庫県立美術館  紀要  No.10 県立美術館

8 （株）日本評論社 生産性向上の理論と実践 （株）日本評論社

9
（公財）兵庫県市町振
興協会

市町要覧  2016.3 （公財）兵庫県市町振興協会

10 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター  研究報告〔農業編〕  第52号 県立農林水産技術総合センター

11 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター  研究報告〔農業編〕  第63号 県立農林水産技術総合センター

12 選挙管理委員会 選挙の記録  平成26年12月14日執行 選挙管理委員会

13 企画県民部 個人情報の保護に関する条例の解釈運用の手引 県民情報センター

14 企画県民部 情報公開事務の手引 県民情報センター

15 姫路市 姫路市史  第六巻   本編近現代3 姫路市

16 姫路市 姫路市史  第六巻   本編近現代3　付図 姫路市

17 教育委員会 平成27年度事業報告  心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

18 教育委員会 但馬やまびこの郷サテライン事業　学校復帰支援ガイドライン 県立但馬やまびこの郷

19
（公財）ひょうご環境創
造協会

環境白書  平成27年度版 （公財）ひょうご環境創造協会

20 農政環境部
兵庫県森林動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ8号　なぜ
イノシシは都市に出没するのか？

森林動物研究センター

21 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成26年12月、平成27年１･２・３月分） 監査委員事務局

22 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成27年４･５・６月分） 監査委員事務局

23 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成27年７･８・９月分） 監査委員事務局

24 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成27年10・11月分） 監査委員事務局

25 森山書店 非営利組織会計基準の統一 森山書店



行政資料　平成２８年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 但馬県民局 但馬の福祉2015 但馬県民局

2
(公財）法人兵庫県生き
がい創造協会

兵庫県地域高齢者大学平成年度27年度 嬉野台生涯教育センター

3 教育委員会 うれし野の年輪  第44集
県立嬉野台生涯教育センター うれ
しの学園生涯大学学友会

4 会計検査院 会計検査院平成28年度
会計検査院事務総長官房総務課
渉外広報室

5 農政環境部 円山川地域森林計画一部変更計画書 林務課

6 農政環境部 伊保川地域森林計画一部変更計画 林務課

7 農政環境部 加古川地域森林計画一部変更計画書 林務課

8 教育委員会 平成27年度要覧 県立図書館

9 健康福祉部 HACCP食の安全安心を創る兵庫県食品衛生管理プログラム認定制度 生活衛生課



行政資料　平成２７年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第330回兵庫県議会議案H28年2月 議会事務局

2 議会事務局 第沙29回兵庫県議会議案H27年12月 議会事務局

3 病院局 兵庫県立がんセンター紀要第27巻2015 病院局

4 県土整備部 尼崎西宮芦屋港港湾計画書  －軽易な変更－  平成27年12月 港湾課

5 県土整備部 尼崎西宮芦屋港港湾計画資料－軽易な変更－  平成27年12月 港湾課

6 県土整備部 姫路港港湾計画書  －軽易な変更－  平成27年12月 港湾課

7 県土整備部 姫路港港湾計画資料ｰ軽易な変更ｰ平成27年12月 港湾課

8 議会事務局 第329回（定例）兵庫県議会会議録H27.12.1～H27.12.11 議会事務局

9 教育委員会事務局 兵庫県文化財パトロール必携平成28年3月 教育委員会事務局

10 監査委員 監査報告書 監査委員



行政資料　平成２７年１月新着分

番号部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第328回（定例）兵庫県議会会議録H27.9.28～H27.10,29 議会事務局

2 健康生活部 兵庫県食中毒事件録　平成26年 生活衛生課

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）平成26年度 県林農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ

4 農林水産部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ研究報告「水産編」第44号
県林農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ（水
産技術ｾﾝﾀｰ）

5 兵庫県 兵庫県森林動物研究ｾﾝﾀｰ年報　平成26年度 森林動物研究ｾﾝﾀｰ



行政資料　平成２７年１２月新着分

番号部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第328回（定例）兵庫県議会会議録H27.9.28～H27.10,29 議会事務局

2 健康生活部 兵庫県食中毒事件録　平成26年 健康生活部健康局生活衛生課

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ年報（水産編）平成26年度
農政環境部県林農林水産技術総
合ｾﾝﾀｰ

4 農林水産部県林農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ（水産技術ｾﾝﾀｰ）兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ研究報告「水産編」第44号
農林水産部県林農林水産技術総
合ｾﾝﾀｰ（水産技術ｾﾝﾀｰ）

5
兵庫県森林動物研究ｾ
ﾝﾀｰ

兵庫県森林動物研究ｾﾝﾀｰ年報　平成26年度 兵庫県森林動物研究ｾﾝﾀｰ



行政資料　平成２７年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 出納局 兵庫県歳入歳出決算書  平成26年度 出納局

2 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成26年度 企業庁

3 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成26年度 企業庁



行政資料　平成２７年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１）  平成26年度 出納局

2 出納局 歳入歳出決算参考資料  （その２）  平成26年度 出納局

3 農政環境部環境管理局 兵庫県の一般廃棄物処理  平成25年度 環境整備課

4 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成25年度 企業庁

5 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成25年度 企業庁

6
尼崎市立地域研究史料
館

地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第115号 尼崎市立地域研究史料館



行政資料　平成２７年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 議会事務局 第327回（定例）兵庫県議会会議録  H27.6.12～H27.6.25 議会事務局

2 教育委員会 館報  平成26（2014）年度 兵庫県立考古博物館

3 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第8号 兵庫県立考古博物館

4 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第8号 兵庫県立考古博物館

5 教育委員会 ひょうごの遺跡２０１５―調査研究速報― 兵庫県立考古博物館

6 教育委員会 ひょうごの遺跡２０１５―調査研究速報― 兵庫県立考古博物館

7 教育委員会
阪神・淡路大震災２０年特別展  地震  噴火  洪水  災害復興の３万年
史

兵庫県立考古博物館

8
兵庫県立健康生活科学
研究所健康科学研究セ
ンター

兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告  平成
27年

兵庫県立健康生活科学研究所健
康科学研究センター

9
兵庫県立健康生活科学
研究所健康科学研究セ
ンター

兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告  平成
27年

兵庫県立健康生活科学研究所健
康科学研究センター

10
兵庫県立健康生活科学
研究所健康科学研究セ
ンター

兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告  第6
号  平成27年

兵庫県立健康生活科学研究所健
康科学研究センター

11
兵庫県立健康生活科学
研究所健康科学研究セ
ンター

兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告  第6
号  平成27年

兵庫県立健康生活科学研究所健
康科学研究センター

12 国・消費者庁 よくわかる個人情報保護のしくみ＜改訂版＞ 国・消費者庁

13 監査委員事務局
平成26年度  兵庫県歳入歳出決算審査意見書  基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

14 監査委員事務局
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率
及び資金不足比率に係

監査委員事務局



行政資料　平成２７年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 平成27年度兵庫県水質測定地点図 農政環境部 環境政策課

2 国土交通省近畿運輸局 近畿の運輸行政  2015 国土交通省近畿運輸局



行政資料　平成２７年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 産業労働部 ひょうご経済・雇用白書２０１４ 産業政策課

2 教育委員会  兵庫県文化財調査報告書  平成26年度指定・登録 文化財室

3 労働委員会 年報  平成26年版 労働委員会事務局



行政資料　平成２７年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 事務概要  平成27年度 企画県民部

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第327回 企画県民部企画財政局財政課

3 産業労働部 事務概要  平成27年度 産業労働部

4 農政環境部 農政環境部事務概要  平成27年度 農政環境部

5 農政環境部 加古川地域森林計画   一部変更計画書（加古川森林計画区） 農政環境部農林水産局林務課

6 農政環境部 揖保川地域森林計画  一部変更計画書（揖保川森林計画区） 農政環境部農林水産局林務課

7 農政環境部 円山川地域森林計画  一部変更計画書 （円山川森林計画区） 農政環境部農林水産局林務課

8 県土整備部 県土整備部概要  平成27年度 県土整備部

9 企業庁 企業庁事業概要  平成27年度 企業庁

10 議会事務局 第326回（定例）兵庫県議会会議録  H27.2.16～H27.3.20 議会事務局

11 監査委員事務局 監査報告書  平成27年6月 監査委員事務局

12 教育委員会 ひょうご子どもの読書活動推進計画（第3次） 教育委員会社会教育課

13 教育委員会 事務概要  平成27年度 教育委員会

14
水道災害シンポジウム
実行委員会事務局

阪神淡路20年  －1.17は忘れない－  水道災害シンポジウム報告書～
南海トラフ巨大地震

水道災害シンポジウム実行委員会
事務局



行政資料　平成２７年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 兵庫県老人福祉計画（第6期介護保険事業支援計画） 社会福祉局高齢社会課

2 県土整備部 ふるさと兵庫景観づくり基本方針  概要版 まちづくり局都市政策課

3 県土整備部 ふるさと兵庫景観づくり基本方針 まちづくり局都市政策課

4 県土整備部
平成26年度  関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･
フォーラムの記録

県土企画局空港整備課

5 県土整備部 関西全体の航空需要拡大について考える  セミナー･フォーラムの記録 県土企画局空港整備課

6 阪神北県民局 私たちのきらっといち押し商品・仕事集 阪神北県民局



行政資料　平成２７年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画管理部
兵庫県立大学地域ケア開発  研究所10周年記念誌研究活動報告集第
9号

県立看護大学附置研究所推進
センター

2 企画県民部 市町要覧  2015.3 企画調整局市町村振興課

3 企画県民部 避難所等におけるトイレ対策の手引き 災害対策局災害対策課

4 健康福祉部 ひょうご障害者福祉計画 福祉局障害福祉課

5 健康福祉部 阪神･淡路大震災20年事業  災害時の保健活動報告集  No.１ 健康増進課

6 健康福祉部 阪神・淡路大震災20年事業  災害時の保健活動報告集  No.２ 健康増進課

7 農政環境部 環境白書  平成26年度版 環境創造局環境政策課

8 農政環境部 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画  平成27年度 環境管理局水質課

9 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター  研究報告〔農業編〕  第62号 県立農林水産技術総合センター

10 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター  研究報告〔畜産編〕  第51号 県立農林水産技術総合センター

11 農政環境部 シカ・イノシシの捕獲推進のための技術と体制 兵庫県森林動物研究センター

12 教育委員会 大津波被災文化財保存修復技術連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  安定化処理 （公財）  日本博物館協会

13 教育委員会 塵界  第26号 県立歴史博物館

14 教育委員会 特別企画展   こどもの科学 県立歴史博物館

15 教育委員会 特別展   播磨と本願寺 県立歴史博物館

16 教育委員会 特別企画展  阪神・淡路大震災20年  災害と歴史遺産 県立歴史博物館

17 教育委員会
特別企画展   阪神・淡路大震災20年  どこでも、誰でも、簡単にできる
水損資料の応急

県立歴史博物館

18 教育委員会 ひょうごの教育  平成27年度  指導の重点広報版 教育委員会

19 教育委員会 兵庫県立美術館  紀要  No.9 県立美術館

20 教育委員会 兵庫県立美術館年報  平成25年度 県立美術館

21 教育委員会 横尾忠則美術館年報  平成24･25年度 県立美術館

22 教育委員会 広域に所在する文化財群の調査と活用 文化財課

23 教育委員会 城跡と樹木 文化財課

24 教育委員会
阪神淡路大震災20年事業  「震災復興と埋蔵文化財」シンポジウムの
記録

文化財課

25 教育委員会 川辺郡猪名川町における多田院御家人に関する調査研究 文化財課

26 教育委員会 兵庫県文化財保護条例制定50周年フォーラム報告書 文化財課

27 教育委員会 幕末・明治の海防関連文化財群の調査研究 文化財課

28 教育委員会 播磨と本願寺 県立歴史博物館

29 教育委員会 2014年NHK大河ドラマ特別展  軍師  官兵衛 県立歴史博物館

30 教育委員会 兵庫県ヘリテージマネージャー  平成26年度アドバンスｺｰｽ 文化財課

31 たつの市 たつの市市勢要覧 たつの市

32 兵庫県社会福祉協議会 中間支援組織の20年 ひょうごボランタリープラザ



33 兵庫県社会福祉協議会 県民ボランタリー活動実態調査報告書  平成26年度 ひょうごボランタリープラザ



行政資料　平成２７年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画管理部 兵庫県地域防災計画（海上災害対策計画）平成26年修正 兵庫県防災会議

2 企画県民部 兵庫県地域防災計画（風水害等対策計画）平成26年修正 兵庫県防災会議

3 企画県民部 兵庫県地域防災計画（資料編）平成26年修正 兵庫県防災会議

4 企画県民部 兵庫県地域防災計画（地震災害対策計画）平成26年修正 兵庫県防災会議

5 企画県民部 兵庫県地域防災計画（大規模事故災害対策計画）平成26年修正 兵庫県防災会議

6 農政環境部 第11次鳥獣保護管理事業計画 農林水産局林務課

7 県土整備部 ひょうごの下水道  2015年度版 土木局下水道課

8 県土整備部 兵庫県の区画整理 まちづくり局市街地整備課

9 県土整備部 景観園芸研究  第16号 県立淡路景観園芸学校

10 神戸県民センター 知っとこうべ 神戸土木事務所

11 但馬県民局 貴生  第44集  但馬文教府みてやま学園文集 但馬文教府

12 但馬県民局 但馬の福祉  2014 但馬長寿の郷

13 但馬県民局
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座  「但馬文教府みてやま学
園大学院」  研究集録

県立但馬文教府

14 教育委員会 指導の重点  平成27年度 教育企画課

15 教育委員会 ひょうごの教育  平成27年度  指導の重点広報版 教育委員会

16 教育委員会 兵庫県文化財パトロール必携 文化財課

17 教育委員会 開校20周年記念誌 県立南但馬自然学校

18 教育委員会 研究紀要  平成25･26年度 県立南但馬自然学校

19 教育委員会 うれし野の年輪  第43集
県立嬉野台生涯教育センター
うれし野の学園生涯大学学友会

20 兵庫陶芸美術館 兵庫陶芸美術館  年報 兵庫陶芸美術館

21 神河町 播磨国風土記ものがたり 文化財活性化委員会

22 総務省
平成25年度における行政機関等個人情報保護法の施行の状況につい
て

行政管理局
情報公開・個人情報保護推進室

23 総務省 よくわかる個人情報保護 総務省

24 総務省 情報公開制度 総務省

25 会計検査院 会計検査院  平成27年版 事務総長官房総務課渉外広報室

26 関西広域連合 関西広域連合議会議会便覧平成26年度 議会事務局

27
（社福）兵庫県社会福祉
事業団

兵庫県社会福祉事業団50年史 （社福）兵庫県社会福祉事業団

28
（公財）兵庫県生きがい
創造協会

兵庫県地域高齢者大学  平成26年度 嬉野台生涯教育センター

29 関西学院大学 公共インフラと地域振興 長峯純一  （編者）



行政資料　平成２７年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案  第326回 企画財政局財政課

2 農政環境部
兵庫県立農林水産技術総合センター 年報  （森林林業編）  平成25年
度

農林水産技術総合センター
森林林業技術センター



行政資料　平成２７年１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 阪神淡路大震災  翔べフェニックスⅡ  防災・減災社会の構築 ひょうご震災記念21世紀研究機構

2 農政環境部 新しい農業を育てる  第48集 県立農林水産技術総合センター

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター  年報(水産編)  平成25年度 県立農林水産技術総合センター

4 教育委員会 特別展  古代官道  山陽道と駅家―律令国家を支えた道と駅― 県立考古博物館

5 教育委員会 特別展  動乱！播磨の中世―赤松円心から黒田官兵衛まで― 県立考古博物館

6 教育委員会 大阪－神戸鉄道開通140周年特別展  鉄道がきた！ 県立考古博物館

7 教育委員会 古代山陽道と野磨駅家 県立考古博物館

8 教育委員会 ひょうごの遺跡２０１４―調査研究速報― 県立考古博物館

9 教育委員会 館報  平成24（2012）年度 県立考古博物館

10 教育委員会 館報  平成25（2013）年度 県立考古博物館

11 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第7号 県立考古博物館

12 議会事務局 第324回（定例）兵庫県議会会議録  H26.9.22～H26.10.24 議会事務局



行政資料　平成２６年１２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案  第325回 企画財政局財政課

2 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録  平成25年 生活消費局生活衛生課

3 県土整備部 淡路島のみなとの歴史 「淡路島のみなとの歴史」編集委員会

4 監査委員事務局 監査報告書  平成26年12月 監査委員事務局



行政資料　平成２６年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県公有財産表  平成26年3月31日現在 管理局管財課

2 健康生活部 兵庫県のがん  ２００９（平成21年）兵庫県のがん  ２０１０(平成22年） 健康局疾病対策課

3 産業労働部 兵庫県立工業技術センター研究報告書  第23号  平成26年度 県立工業技術センター

4 尼崎市 地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第114号 市立地域研究資料館



行政資料　平成２６年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 平成25年度  参画と協働関連施策の年次報告 県民生活課

2 企画県民部 兵庫県立芸術文化センター活動記録  平成25年度 県立芸術文化センター

3 農政環境部 兵庫県の一般廃棄物処理  平成24年度 環境管理局環境整備課

4 国土交通省 兵庫県立芸術文化センター活動記録  平成25年度 県立芸術文化センター



行政資料　平成２６年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県公有財産表  平成25年3月31日現在 管理局管財課

2 企画県民部 兵庫県議会議案  第324回 企画財政局財政課

3 健康福祉部
兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター業務年報  平成
26年度

県立健康生活科学研究所
健康科学研究センター

4 農政環境部 兵庫県森林動物研究センター 年報   平成25年度 兵庫県森林動物研究センター

5 県土整備部 兵庫県水防計画 平成26年度 土木局河川整備課

6 県土整備部 兵庫県水防計画（資料１） 平成26年度 土木局河川整備課

7 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 平成26年度 土木局河川整備課

8 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１）  平成25年度 出納局

9 出納局 歳入歳出決算参考資料  （その２）  平成25年度 出納局

10 監査委員
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率
及び資金不足比率に係

監査委員事務局

11 監査委員 例月現金出納検査報告（平成26年4･5･6月分） 監査委員事務局

12 監査委員
平成25年度  兵庫県歳入歳出決算審査意見書  基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

13 教育委員会 兵庫県教育実務必携  平成25年度版  国編 第一法規出版株式会社

14 教育委員会 兵庫県教育実務必携  平成26年度版  県編 第一法規出版株式会社

15 議会事務局 第321回（定例）兵庫県議会会議録  H26.2.7 議会事務局

16 議会事務局 第323回（定例）兵庫県議会会議録  H26.6.3～H26.6.11 議会事務局

17 議会事務局 第322回（定例）兵庫県議会会議録  H26.218～H26.3.24 議会事務局



行政資料　平成２６年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 第4次  兵庫県環境基本計画 環境政策課

2 農政環境部 第4次  兵庫県環境基本計画  要約版 環境政策課

3 農政環境部 第4次  兵庫県環境基本計画  英語版 環境政策課

4 出納局 兵庫県歳入歳出決算書  平成25年度 出納局

5 病院局 兵庫県立がんセンター紀要  第26巻  付  平成23･24年度病院統計 県立がんセンター



行政資料　平成２６年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター  平成26年度
県立健康生活科学研究所健康科
学研究センター

2 教育委員会 兵庫県文化財調査報告書  平成25年度指定・登録 文化財室



行政資料　平成２６年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案  第323回 企画財政局財政課

2 監査委員 監査報告書  平成26年6月 監査委員事務局

3 監査委員 例月現金出納検査報告（平成26年1･2･3月分） 監査委員事務局

4 労働委員会 年報  平成25年版 労働委員会事務局

5 教育委員会 平成25年度事業報告  心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

6 教育委員会 学校要覧（兵庫県立神戸高塚高等学校） 県立神戸高塚高等学校



行政資料 平成２６年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 事務概要 平成26年度 健康福祉部

2 産業労働部 事務概要 平成26年度 産業労働部

3 農政環境部 農政環境部事務概要 平成26年度 農政環境部

4 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔畜産編〕 第50号 県立農林水産技術総合センター

5 県土整備部 県土整備部概要 平成26年度 県土整備部

6 県土整備部 土地利用動向調査 平成22年度 まちづくり局土地対策室

7 県土整備部 景観園芸研究 第15号 県立淡路景観園芸学校

8 阪神南県民センター 100年の森の物語―尼崎の森中央緑地― 尼崎港管理事務所

9 教育委員会 事務概要 平成26年度 教育委員会

10 教育委員会 塵界 第25号 県立歴史博物館

11 教育委員会 特別企画展 旅に出よう 絵地図からはじまる物語 県立歴史博物館

12 教育委員会 特別企画展 博物館はおばけやしき ガイドブック 県立歴史博物館

13 教育委員会 特別展 名城ふたたび ようこそ姫路城 県立歴史博物館

14 教育委員会 特別展 名城ふたたび ようこそ姫路城 県立歴史博物館

15 教育委員会 特別展 かわいい！女子ワールド ―松本かつぢと少女文化の源流― 県立歴史博物館

16 教育委員会 館報 2011 2012 県立歴史博物館

17 教育委員会 淡路のまつり
兵庫県歴史文化遺産活用活性化
実行委員会

18 教育委員会 淡路島の民族芸能 Ⅱ ―風流―
兵庫県歴史文化遺産活用活性化
実行委員会

19 宝塚市 宝塚市勢要覧 市民交流部きずなづくり室広報課

20 神河町 神河町の歴史文化遺産Ⅱ 文化財活性化委員会

21
（公財）兵庫県まちづくり
技術センター

業務案内２０１４
（公財）兵庫県まちづくり技術セン
ター



行政資料 平成２６年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 市町要覧 2014.3 （公財）兵庫県市町振興協会

2 健康福祉部 研究紀要 第十五輯 （公財）兵庫県人権啓発協会

3 健康福祉部 県民の人権意識 社会福祉局人権推進課

4 健康福祉部 人権に関する県民意識調査 調査結果報告書 社会福祉局人権推進課

5 産業労働部 ひょうご経済・雇用再生活性化プラン 概要 産業科学局産業政策課

6 産業労働部 ひょうご経済・雇用再生活性化プラン 推進方策 産業科学局産業政策課

7 産業労働部 ひょうご経済・雇用再生活性化プラン（平成26～30年） 産業科学局産業政策課

8 農政環境部 ひょうごにはおいしい食べ物がいっぱい
農政企画局総合農政課
教育委員会事務局体育保健課

9 農政環境部 こんなにたくさんひょうごの食べ物
農政企画局総合農政課
教育委員会事務局体育保健課

10 農政環境部 揖保川地域森林計画 一部変更計画書（揖保川森林計画区） 農林水産局林務課

11 農政環境部 加古川地域森林計画 一部変更計画書（加古川森林計画区） 農林水産局林務課

12 農政環境部 円山川地域森林計画 一部変更計画書 （円山川森林計画区） 農林水産局林務課

13 農政環境部 学校給食向けの米・野菜を作りませんか ～学校給食園のススメ～
総合農政課おいしいごはんを食べ
よう県民運動推進室

14 農政環境部 兵庫県におけるニホンイノシシの管理の現状と課題 森林動物研究センター

15 県土整備部 関西の航空需要拡大について考える セミナー･フォーラムの記録 関西新国際空港協議会

16 県土整備部
関西の航空需要拡大について考える セミナー･フォーラムの記録 概
要版

土企画局空港整備課

17 教育委員会 ひょうごの教育 平成26年度 指導の重点広報版 教育企画課

18 教育委員会 指導の重点 平成26年度 教育企画課

19 教育委員会
第2期 ひょうご教育創造プラン兵庫県教育基本計画（平成26～30年
度）

教育企画課

20 教育委員会 兵庫県立美術館年報 平成24年度 県立美術館

21 教育委員会 兵庫県立美術館 紀要 No.8 県立美術館

22 教育委員会 兵庫県の近代和風建築 文化財室

23 関西広域連合議会事務局関西広域連合広域計画（計画期間：平成26年度～28年度） 関西広域連合議会事務局



行政資料 平成２６年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 環境白書 平成25年度版 （公財）ひょうご環境創造協会

2 農政環境部 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画 平成26年度 環境管理局水質課

3 県土整備部 ひょうごの下水道 2014年度版 土木局下水道課

4 但馬県民局 但馬の福祉 2013 但馬長寿の郷

5 但馬県民局
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座 「但馬文教府みてやま学
園大学院」 研究集録

県立但馬文教府

6 教育委員会 うれし野の年輪 第42集
県立嬉野台生涯教育センター
うれしの学園生涯大学学友会

7 議会事務局 第319回（定例）兵庫県議会会議録 H25.9.24～H25.10.25 議会事務局

8 議会事務局 第320回（定例）兵庫県議会会議録 H25.12.3～H25.12.13 議会事務局

9 会計検査院 会計検査院 平成26年版 事務総長官房総務課渉外広報室

10
（公財）兵庫県生きがい
創造協会

兵庫県地域高齢者大学 平成年度25年度 嬉野台生涯教育センター

11 関西学院大学 日本の国際開発援助事業 （株）日本評論社



行政資料 平成２６年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第321回 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案 第322回 企画財政局財政課

3 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録 平成24年 生活消費局生活衛生課

4 農政環境部 ひょうごみどり白書2013 農政企画局総合農政課

5 農政環境部 新しい農業を育てる 第47集
農林水産局農業改良課
県立農林水産技術総合センター

6 但馬県民局 貴生 第43集 但馬文教府みてやま学園文集 但馬文教府

7 企業庁 送水開始30周年 猪名川広域水道の歩み 企業庁

8 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成25年10･11月分） 監査委員事務局

9 監査委員事務局 監査報告書 平成26年2月 監査委員事務局

10 教育委員会 学校要覧（兵庫県立神戸高塚高等学校） 県立神戸高塚高等学校

11 教育委員会 神戸高塚 創立30周年記念誌 県立神戸高塚高等学校

12 兵庫県立大学 県立大学大学院物質理学研究科・生命理学研究科研究一覧 第24号 兵庫県立大学

13 会計検査院 会計検査院 平成25年版 事務総長官房総務課渉外広報室

14 赤穂市 忠臣蔵 第 ７巻 赤穂市



行政資料 平成２６年１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 年報 （森林林業編） 平成24年度
県立農林水産技術総合センター
(森林林業技術センター)

2 農林水産部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔水産編〕 第43号
県立農林水産技術総合センター
（水産技術センター）

3 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 年報(水産編) 平成24年度
県立農林水産技術総合センター
（水産技術センター）

4 丹波県民局 丹波地域農林ビジョン2020 ―豊かな食･緑を育む丹波の里づくり― 丹波農林振興事務所

5 丹波県民局 ブルーベリー栽培の手引き 丹波農業改良普及センター



行政資料 平成２５年１２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第320回 企画財政局財政課

2 県土整備部 東播磨港港湾計画書 －軽易な変更－ 平成25年11月 土木局港湾課

3 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成25年7･8･9月分） 監査委員事務局

4 関西広域連合 関西広域連合議会議会便覧平成25年度 関西広域連合議会事務局

5 尼崎市 地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第113号 尼崎市立地域研究史料館



行政資料 平成２５年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 卑弥呼がいた時代 県立考古博物館

2 教育委員会 卑弥呼がいた時代 県立考古博物館

3 教育委員会 特別展 卑弥呼がいた時代 県立考古博物館

4 教育委員会 後期古墳の世界
県立考古博物館・
篠山市教育委員会

5 教育委員会 邪馬台国時代の摂津と播磨
県立考古博物館・
川西市教育委員会

6 教育委員会 特別展 播磨国風土記―神・人･山・海― 県立考古博物館

7 教育委員会 館報 平成23（2011）年度 県立考古博物館

8 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要 第6号 県立考古博物館

9 企画県民部 平成24年度 参画と協働関連施策の年次報告 県民文化局県民生活課

10 出納局 兵庫県歳入歳出決算書 平成24年度 出納局

11 産業労働部 兵庫県立工業技術センター研究報告書 第22号 平成25年度 県立工業技術センター

12 農政環境部 兵庫県廃棄物処理計画―循環型社会を目指して― 環境管理局環境整備課

13 農政環境部 兵庫県の一般廃棄物処理 平成23年度 環境管理局環境整備課

14 農政環境部 兵庫県分別収集促進計画（第7期） 環境管理局環境整備課

15 （有）神戸国際システム アサヒスーパードライに学ぶ「成功の方程式」S=C＋ＲＶＭ 西村明吉



行政資料 平成２５年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔農業編〕 第61号 県立農林水産技術総合センター

2 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書 平成24年度 企業庁

3 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書 附属資料 平成24年度 企業庁

4 人事委員会 職員の給与等に関する報告 平成25年10月 人事委員会

5 教育委員会 兵庫県教育関係通知集 平成25年度版 教育委員会

6 県立芸術文化センター兵庫県立芸術文化センター活動記録 平成24年度 兵庫県立芸術文化センター



行政資料 平成２５年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第319回 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県立芸術文化センター活動記録 平成24年度 県立芸術文化センター

3 健康福祉部
兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター業務年報 平成
25年度

県立健康科学研究センター

4 農政環境部 兵庫県森林動物研究センター 年報 平成24年度 兵庫県森林動物研究センター

5 農政環境部 兵庫県森林動物研究センター 年報 平成24年度 兵庫県森林動物研究センター

6 県土整備部 兵庫県水防計画 平成25年度 土木局河川整備課

7 県土整備部 兵庫県水防計画（資料１） 平成25年度 土木局河川整備課

8 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 平成25年度 土木局河川整備課

9 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１） 平成24年度 出納局

10 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その２） 平成24年度 出納局

11 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書 平成24年度 企業庁

12 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書 附属資料 平成24年度 企業庁

13 議会事務局
はい、県議会です。 心をつなぐ県議会情報誌 平成25年度版 資料
編

議会事務局

14 議会事務局 第316回（臨時）兵庫県議会会議録 H25.2.8 議会事務局

15 議会事務局 第317回（定例）兵庫県議会会議録 H25.2.19～H25.3.25 議会事務局

16 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成25年4･5･6月分） 監査委員事務局

17 監査委員事務局
平成24年度 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健
全化判断比率及び資金

監査委員事務局

18 監査委員事務局 監査報告書 平成25年9月 監査委員事務局

19 監査委員事務局
平成24年度 兵庫県歳入歳出決算審査意見書 基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局



行政資料　平成２５年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成23年度 企業庁

2 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成23年度 企業庁

3 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成22年度 企業庁

4 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成22年度 企業庁

5 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  附属資料  平成21年度 企業庁

6 企業庁 兵庫県公営企業会計決算書  平成21年度 企業庁

7 健康生活部 兵庫県のがん  ２００８（平成20年） 健康局疾病対策課



行政資料　平成２５年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部
暮らしの中での“ふるさと”づくり
一人ひとりが責任と役割を果たせる開かれたコミュニティづくりを目指して

県民文化局県民生活課

2 阪神南県民局 尼ロック 尼崎港管理事務所

3 県立がんセンター 兵庫県立がんセンター紀要  第25巻  付  平成21･22年度病院統計 県立がんセンター

4 教育委員会事務局 淡路島の民族芸能Ⅰ－ダンジリと芸能ー 文化財課

5 宝塚市 市史研究紀要たからづか  第26号 宝塚市中央図書館市史資料担当

6 宝塚市 市史研究紀要たからづか  第25号 宝塚市中央図書館市史資料担当

7 洲本市 洲本市都市計画マスタープラン 洲本市都市計画部都市計画課

8 太子町 太子町次世代育成支援行動計画 太子町



行政資料 平成２５年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第318回 企画財政局財政課

2 健康福祉部 兵庫県立福祉のまちづくり研究所報告集 平成2４年度 （社福）兵庫県社会福祉事業団

3 県土整備部 ひょうごの下水道 2013年度版 土木局下水道課

4 但馬県民局 平成25年度食品衛生講習会
豊岡健康福祉事務所
但馬食品衛生協会

5 労働委員会事務局 年報 平成24年版 労働委員会事務局



行政資料 平成２５年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 事務概要 平成25年度 企画県民部

2 企画県民部 市町要覧 2013.3 企画調整局市町村振興課

3 企画県民部 ＮＰＯ法人の手引 １ 設立・運営編 県民文化局協働推進室

4 企画県民部 ＮＰＯ法人の手引 ２ 認定ＮＰＯ法人編 県民文化局協働推進室

5 健康生活部 兵庫県保健医療計画 生活企画局健康福祉政策課

6 健康福祉部 事務概要 平成25年度 健康福祉部

7 産業労働部 事務概要 平成25年度 産業労働部

8 農政環境部 農政環境部事務概要 平成25年度 農政環境部

9 農政環境部 兵庫県におけるニホンザル地域個体群の管理手法 兵庫県森林動物研究センター

10 県土整備部 県土整備部概要 平成25年度 県土整備部

11 県土整備部 景観園芸研究 第14号 県立淡路景観園芸学校

12 兵庫県病院局 兵庫県病院事業 地方公営企業法全部摘要のあゆみ 兵庫県病院局

13 教育委員会 事務概要 平成25年度 教育委員会



行政資料 平成２５年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画管理部 兵庫県立大学地域ケア開発 研究活動報告集 第7号
県立看護大学
附置研究所推進センター

2 企画県民部 市町要覧 2013.3 企画調整局市町村振興課

3 企画県民部 ＮＰＯ法人の手引 １ 設立・運営編 県民文化局協働推進室

4 企画県民部 ＮＰＯ法人の手引 ２ 認定ＮＰＯ法人編 県民文化局協働推進室

5 健康福祉部 これからの介護予防の推進について 社会福祉局高齢社会課

6 健康福祉部 研究紀要 第十四輯 （公財）兵庫県人権啓発協会

7 健康福祉部 ひょうごの子育て施設 おもしろ遊びブック 平成24年度 県立こどもの館

8 農政環境部 植物工場への取組について 農政企画局総合農政課

9 農政環境部 ひょうごの「農」2013 農政企画局総合農政課

10 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔畜産編〕 第49号 県立農林水産技術総合センター

11 農政環境部 研究報告〔森林林業編〕 第58号
県立農林水産技術総合センター
（森林林業技術センター）

12 県土整備部 関西全体の航空需要拡大について考える セミナー･フォーラムの記録 県土企画局空港整備課

13 県土整備部 関西の航空需要拡大について考える セミナー･フォーラムの記録 県土企画局空港整備課

14 教育委員会 塵界 第24号 県立歴史博物館

15 教育委員会 特別展 「赤松円心・則祐」 県立歴史博物館

16 教育委員会 特別企画展 姫路・城下町の祭礼～播磨国総社の三ﾂ山大祭～ 県立歴史博物館

17 教育委員会 入江コレクション３ 組上絵 県立歴史博物館

18 教育委員会 特別展 鶴林寺太子堂～聖徳太子と御法の花のみほとけ～ 県立歴史博物館

19 教育委員会 研究紀要 平成23･24年度 県立南但馬自然学校

20 教育委員会 平成24年度事業報告 心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

21 教育委員会 指導の重点 平成25年度 教育企画課

22 教育委員会 ひょうごの教育 平成25年度 教育委員会

23 教育委員会 公立高等学校定時制通信制課程に在学する生徒に関する実態調査 高校教育課

24 教育委員会 兵庫県立美術館年報 平成23年度 県立美術館

25 教育委員会 兵庫県立美術館 紀要 No.7 県立美術館

26 姫路市 姫路市史 第１巻下 本編 考古 姫路市史編集専門委員会



行政資料 平成２５年３月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 兵庫県の台場・砲台 文化財課

2 県土整備部 兵庫県水防計画 平成24年度 土木局河川整備課

3 県土整備部 兵庫県水防計画（資料１） 平成24年度 土木局河川整備課

4 県土整備部 兵庫県水防計画（資料2） 平成24年度 土木局河川整備課

5 但馬県民局 但馬の福祉 2012 但馬長寿の郷

6 教育委員会 心がつむぐ兵庫のきずな 教育委員会

7 教育委員会 こころはばたく こころがつむぐ兵庫のきずな 教育委員会

8 教育委員会 心きらめく 心がつむぐ兵庫のきずな 教育委員会

9 教育委員会 心ときめく 心がつむぐ兵庫のきずな 教育委員会

10 教育委員会 心きらめく 心がつむぐ兵庫のきずな 教育委員会

11 教育委員会 ほほえみ 5･6年 教育委員会

12 教育委員会 ほほえみ ３・４年 教育委員会

13 但馬県民局
兵庫県地域高齢者大学地域活動実践講座 「但馬文教府みてやま学
園大学院」 研究集録

県立但馬文教府

14 企画県民部
兵庫県立大学大学院物質理学研究科・生命理学研究科研究一覧 第
23号

県立大学大学院物質理学研究科・
生命理学研究科

15 企画県民部 兵庫県立大学環境人間学部研究報告 第15号 県立大学環境人間学部

16 教育委員会 うれし野の年輪 第41集
県立嬉野台生涯教育センター うれし
野の学園生涯大学学友会

17 但馬県民局 貴生 第42集 但馬文教府みてやま学園文集 但馬文教府

18 神戸県民局 六甲山地東お多福山 県民室

19 県土整備部 兵庫県の区画整理 まちづくり局市街地整備課

20 農政環境部 公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画 平成25年度 環境管理局水質課

21 農政環境部 円山川地域森林計画書 一部変更計画書 （円山川森林計画区） 農林水産局林務課

22 農政環境部 加古川地域森林計画書 一部変更計画書（加古川森林計画区） 農林水産局林務課

23 農政環境部 揖保川地域森林計画書 一部変更計画書（揖保川森林計画区） 農林水産局林務課

24 （公財）兵庫県生きがい兵庫県地域高齢者大学 平成年度24年度 嬉野台生涯教育センター

25 教育委員会 兵庫県文化財パトロール必携 文化財課

26 関西学院大学 ｱｼﾞｱにおける市場性と産業競争力 産業研究所



行政資料 平成２５年２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第316回 企画財政局財政課

2 企画県民部 兵庫県議会議案 第317回 企画財政局財政課

3 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録 平成22年 生活消費局生活衛生課

4 健康福祉部 兵庫県食中毒事件録 平成23年 生活消費局生活衛生課

5 農政環境部 ひょうごみどり白書2012 農政企画局総合農政課

6 農政環境部 新しい農業を育てる 第46集
農林水産局農業改良課
（県立農林水産技術総合センター）

7 監査委員事務局 監査報告書 平成25年2月 監査委員事務局

8 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成24年10･11月分） 監査委員事務局

9 教育委員会 池ノ下遺跡〔本文・図版編〕 兵庫県立考古博物館

10 教育委員会 加古川市 東沢１号墳 兵庫県立考古博物館

11 教育委員会 長越遺跡３ 兵庫県立考古博物館

12 教育委員会 姫路市 市ノ郷遺跡４ 兵庫県立考古博物館

13 教育委員会 曽我井・堂ノ元遺跡 曽我井・野八遺跡 曽我井・沢田遺跡 兵庫県立考古博物館

14 教育委員会 池ノ下遺跡〔写真図版編〕 兵庫県立考古博物館

15 教育委員会 朝来市 上工山古墳群 内高山古墳群 兵庫県立考古博物館

16 教育委員会 伊勢貝遺跡 兵庫県立考古博物館

17 教育委員会 朝来市 加都遺跡３ 兵庫県立考古博物館

18 教育委員会 平成21年度 埋蔵文化財調査年報 兵庫県立考古博物館

19 教育委員会 三田城跡３ 兵庫県立考古博物館

20 教育委員会 東古佐遺跡発掘調査報告書 兵庫県立考古博物館

21 教育委員会 七日市遺跡（４） 兵庫県立考古博物館

22 教育委員会 福住構遺跡 兵庫県立考古博物館

23 教育委員会 加古川市 坂元遺跡Ⅳ 溝之口遺跡２ 兵庫県立考古博物館

24 教育委員会 馬木遺跡 兵庫県立考古博物館

25 教育委員会 貴志・下所遺跡 兵庫県立考古博物館

26 教育委員会 貴志・下所遺跡 兵庫県立考古博物館

27 教育委員会 大藪遺跡 兵庫県立考古博物館

28 教育委員会 豊岡市出石町 鳥居遺跡 兵庫県立考古博物館

29 関西学院大学 ｱｼﾞｱにおける市場性と産業競争力 産業研究所



行政資料 平成２５年１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画管理部 兵庫県地域防災計画（地震災害対策計画）平成24年修正 兵庫県防災会議

2 企画管理部 兵庫県地域防災計画（風水害等対策計画）平成24年修正 兵庫県防災会議

3 企画管理部 兵庫県公有財産表 平成24年3月31日現在 管財課

4 県土整備部 尼崎西宮芦屋港港湾計画書 －軽易な変更－ 平成24年11月 港湾課

5 県土整備部
尼崎西宮芦屋港港湾計画資料（その１） －軽易な変更－ 平成24年11
月

港湾課

6 教育委員会 西林寺跡 兵庫県立考古博物館

7 教育委員会 堂本上長塀遺跡 兵庫県立考古博物館

8 教育委員会 横屋・宮ノ前遺跡 兵庫県立考古博物館

9 教育委員会 室津四丁目遺跡 兵庫県立考古博物館

10 教育委員会 宮ノ後遺跡 兵庫県立考古博物館

11 教育委員会 宮ノ後遺跡 兵庫県立考古博物館

12 教育委員会 札ノ辻遺跡 兵庫県立考古博物館

13 教育委員会 竹万山田遺跡 兵庫県立考古博物館

14 教育委員会 神戸市 神出窯跡群２ 兵庫県立考古博物館



行政資料 平成２４年１２月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第315回 企画財政局財政課

2 健康福祉部 のじぎく文芸賞 平成24年度 （公財）兵庫県人権啓発協会編集

3 産業労働部 兵庫県立工業技術センター研究報告書 第21号 平成24年度 県立工業技術センター

4 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 年報(水産編) 平成23年度 県立農林水産技術総合センター

5 出納局 兵庫県歳入歳出決算書 平成23年度 出納局

6 議会事務局 第314回（定例）兵庫県議会会議録 H24.9.25～H24.10.26 議会事務局

7 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成24年7･8･9月分） 監査委員事務局



行政資料 平成２４年１１月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 平成23年度 参画と協働関連施策の年次報告 県民文化局県民生活課

2 企画県民部 個人情報の保護に関する条例の解釈運用の手引 管理局文書課県民情報センター

3 企画県民部 兵庫県立芸術文化センター活動記録 平成23年度 兵庫県立芸術文化センター

4 農政環境部
兵庫県立農林水産技術総合センター 年報 （森林林業編） 平成23年
度

県立農林水産技術総合センター
森林林業技術センター

5 出納局 兵庫県歳入歳出決算書 平成23年度 出納局

6 議会事務局 第313回（定例）兵庫県議会会議録 H24.6.5～H24.6.13 議会事務局

7 尼崎市 地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第112号 尼崎市立地域研究史料館



行政資料 平成２４年１０月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 神戸県民局 知っとこうべ 神戸土木事務所

2 人事委員会 職員の給与等に関する報告及び勧告 平成24年10月 人事委員会

3 教育委員会 淡河川山田川疎水
兵庫県歴史文化遺産活用活性化
実行委員会



行政資料 平成２４年９月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部 兵庫県議会議案 第314回 企画財政局財政課

2 健康福祉部
兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター業務年報 平成
24年度

県立健康科学研究センター

3 農政環境部 兵庫県の一般廃棄物処理 平成22年度 環境管理局環境整備課

4 農政環境部 兵庫県森林動物研究センター 年報 平成23年度 兵庫県森林動物研究センター

5 丹波県民局 丹波地域農林ビジョン2020 柏原農林振興事務所

6 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その１） 平成23年度 出納局

7 出納局 歳入歳出決算参考資料 （その２） 平成23年度 出納局

8 監査委員事務局
平成23年度 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健
全化判断比率及び資金

監査委員事務局

9 監査委員事務局
平成23年度 兵庫県歳入歳出決算審査意見書 基金運用状況審査意
見書

監査委員事務局

10 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成24年4･5･6月分） 監査委員事務局

11 監査委員事務局 監査報告書 平成24年9月 監査委員事務局



行政資料　平成２４年８月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 農政環境部 ひょうご農林水産ビジョン2020 総合農政課

2 神戸県民局 神戸地域農林水産ビジョン2020 神戸農林水産振興事務所

3 阪神南県民局 阪神地域農林水産ビジョン2020 阪神南県民局

4 東播磨県民局 東播磨地域農林水産ビジョン2020 加古川農林水産振興事務所

5 北播磨県民局 北播磨地域農林水産ビジョン2020 社農林振興事務所

6 中播磨県民局 中播磨地域農林水産ビジョン2020 姫路農林水産振興事務所

7 西播磨県民局 西播磨地域農林水産ビジョン2020 西播磨県民局

8 但馬県民局 但馬地域農林水産ビジョン2020 但馬県民局

9 丹波県民局 丹波地域農林ビジョン2020 柏原農林振興事務所

10 淡路県民局 淡路地域農林水産ビジョン2020 洲本農林水産振興事務所

11 人事委員会 人事委員会年報  平成23年度 人事委員会

12 教育委員会 兵庫県教育実務必携  平成24年度版  県編 教育委員会

13 教育委員会 兵庫県教育実務必携  平成24年度版  国編 教育委員会

14 教育委員会 特別展  清盛と日宋貿易 県立考古博物館

15 教育委員会 特別展  みほとけの考古学  ―中世民衆と仏教信仰― 県立考古博物館

16 教育委員会 館報  平成22（2010）年度 県立考古博物館

17 教育委員会 兵庫県立考古博物館研究紀要  第5号 県立考古博物館

18 教育委員会 発掘が語る丹波篠山  ―旧石器から篠山城まで―
県立考古博物館
篠山市教育委員会

19 （財)  兵庫県治山林道協会 森林ツーリズムガイドブック  ｆｏｒ  ｒｅｓｔ （財)  兵庫県治山林道協会



行政資料　平成２４年７月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 健康福祉部 兵庫県老人福祉計画（第5期介護保険事業支援計画）概要版 社会福祉局高齢社会課

2 健康福祉部 研究紀要  第十三輯 （公財）兵庫県人権啓発協会

3 議会事務局 第312回（定例）兵庫県議会会議録  H24.2.17～H24.3.22 議会事務局

4 労働委員会事務局 年報  平成23年版 労働委員会事務局

5 教育委員会 兵庫県文化財調査報告書  平成23年度指定・登録 文化財室

6 教育委員会 要覧  平成24年度（平成23年度事業報告） 県立図書館



行政資料 平成２４年６月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 教育委員会 兵庫県遺跡地図－第1分冊－（発掘調査の手引き） 文化財室

2 教育委員会 兵庫県遺跡地図－第2分冊－（遺跡地名表等） 文化財室

3 教育委員会 兵庫県遺跡地図－第3分冊－（遺跡分布地図） 文化財室

4 企画県民部 兵庫県議会議案 第313回 企画財政局財政課

5 監査委員事務局 例月現金出納検査報告（平成23年12月、平成24年1･2･3月分） 監査委員事務局

6 監査委員事務局 監査報告書 平成24年6月 監査委員事務局

7 健康福祉部 介護保険のあらまし 平成24～26年度版 社会福祉局高齢社会課

8 健康福祉部 研究紀要 第十三輯 （公財）兵庫県人権啓発協会

9 湊川隧道保存友の会 湊川隧道一般公開10年の歩み 湊川隧道保存友の会



行政資料 平成２４年５月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画県民部
21世紀兵庫長期ビジョン 2040年への協働戦略［全県ビジョン改訂版］
（概要編）

ビジョン課

2 企画県民部
21世紀兵庫長期ビジョン 2040年への協働戦略［全県ビジョン・地域ビ
ジョン改訂のポイント

ビジョン課

3 企画県民部
21世紀兵庫長期ビジョン 2040年への協働戦略［みんなで創る兵庫の
未来］

ビジョン課

4 企画県民部 21世紀兵庫長期ビジョン 2040年への協働戦略［全県ビジョン改訂版］ ビジョン課

5 県土整備部 県土整備部概要 平成24年度 総務課

6 教育委員会 事務概要 平成24年度 総務課

7 企画県民部 事務概要 平成24年度 総務課

8 健康福祉部 事務概要 平成24年度 総務課

9 産業労働部 事務概要 平成24年度 総務課

10 農政環境部 農政環境部事務概要 平成24年度 総務課

11 健康福祉部 兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所報告集 平成23年度 （社福）兵庫県社会福祉事業団

12 県土整備部 景観園芸研究 第13号 県立淡路景観園芸学校

13 農政環境部 兵庫県におけるニホンジカによる森林生態系被害の把握と保全技術 兵庫県森林動物研究センター

14 農政環境部 森のめぐみシカ肉レシピ 兵庫県森林動物研究センター

15 教育委員会 野生動物対策におけるスマートセンサーの活用
兵庫県立大学自然・環境科学研究
所

16 教育委員会 兵庫県立美術館年報 平成22年度 県立美術館



行政資料 平成２４年４月新着分

番号 部局名 刊行物名 所管課等

1 企画管理部 市町要覧 2012.3 企画調整局市町振興課

2 企画管理部 ＮＰＯ法人設立・運営の手引 平成24年度 兵庫県・神戸市 県民文化局協働推進室

3 企画管理部 兵庫県立芸術文化センター活動記録 平成22年度 県立芸術文化センター

4 企画管理部 兵庫県立大学地域ケア開発 研究活動報告集 第6号
県立看護大学附置研究所推進セン
ター

5 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔畜産編〕 第48号 県立農林水産技術総合センター

6 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔農業編〕 第60号 県立農林水産技術総合センター

7 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 年報(水産編) 平成22年度 県立農林水産技術総合センター

8 農政環境部 ひょうごの6次産業化 平成23年度事例集 農政企画局消費流通課

9 農政環境部 ひょうごの「農」2012 農政企画局総合農政課

10 農政環境部 兵庫県立農林水産技術総合センター 研究報告〔水産編〕 第42号
県立農林水産技術総合センター
（水産技術センター）

11 県土整備部 関西の航空需要拡大について考える セミナー･フォーラムの記録 県土企画局空港整備課

12 県土整備部 ひょうごの下水道 2012年度版 土木局下水道課

13 神戸県民局 「楽しいまち・神戸」の実現に向けて 神戸地域ビジョン委員会

14 神戸県民局 「楽しいまち・神戸」をめざして 神戸地域ビジョン委員会

15 教育委員会 指導の重点 平成24年度 教育企画課

16 教育委員会 平成23年度事業報告 心の虹を未来へ 県立但馬やまびこの郷

17 教育委員会 兵庫県立美術館 紀要 No.6 県立美術館

18 教育委員会 兵庫県立美術館年報 平成22年度 県立美術館

19 教育委員会 塵界 第23号 県立歴史博物館

20 教育委員会 特別展 宝塚歌劇ー咲きつづけて一世紀ー 県立歴史博物館

21 教育委員会 特別企画展 やきものは語るーひょうごの城下と窯 ー 県立歴史博物館

22 教育委員会 ひょうご日帰り鉄道の旅 特別企画展 ひょうご鉄道ー鉄道新世紀へー 県立歴史博物館

23 教育委員会 館報 2009 2010 県立歴史博物館

24 姫路市 姫路市史 第九巻 史料編 中世２ 姫路市史編集専門委員会

25 香美町 香美町教育振興計画 香美町教育委員会

26
財団法人兵庫県勤労
福祉協会

兵庫県労働運動史 昭和五十年代～平成元年 第一巻 財団法人兵庫県勤労福祉協会

27 関西学院大学 関西経済の構造と景気指数 関西学院大学産業研究所


	令和４年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	令和３年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	６月
	５月
	４月

	令和２年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	令和元年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月

	平成３１年度
	４月

	平成３０年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	平成２９年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	平成２８年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	平成２７年度
	３月
	２月
	１月
	12月
	11月
	10月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	平成２６年度
	３月
	２月
	1月
	１２月
	１１月
	１０月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	平成２５年度
	３月
	２月
	１月
	１２月
	１１月
	１０月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月

	平成２４年度
	３月
	２月
	１月
	１２月
	１１月
	１０月
	９月
	８月
	７月
	６月
	５月
	４月




